
基本情報 

アーティスト 

水谷 一 （みずたに はじめ・Hajime Mizutani） 

活動の概略（447文字） 

世界と「私」とを結ぶ次世代のアイデンティティ構築のモデルとして、サイトスペシフィックな作品を中心に活動する

アーティスト。高速道路を思わせる鳥瞰的な風景画で2000年代始めにキリンアートアワードやフィリップモリスアー

トアワード等コンペティションを中心に発表を重ね、東京、京橋・INAXギャラリー2での個展『磁力の線画』（2003年）

を経た2004年、国際芸術センター青森において環境・場・状況を一体としたインスタレーション『襞（ひだ）』を示す。

それ以降、様々な土地に赴き滞在・制作を行うアーティスト・イン・レジデンスへ積極的に関わり、表現と〈各現場

毎の環境・歴史・習慣〉や〈時間〉との関係、さらに〈鑑賞者という場〉について直感を促す作品を生み出し続けて

いる。2019年、文化庁新進芸術家海外研修制度によりベルリンに一年間滞在。また埼玉県所沢市におけるアーティス

トと批評家の協働企画『引込線（所沢ビエンナーレ）』に2008年のプレ企画より参加し、2011～2019年は実行委員

としても携わっている。 

アーティスト・ステートメント（439文字） 

新しい価値の提供ではなく、価値についての新しい解釈を提案 ̶ 誰もが違う育ち方、立ち位置、違う肉体、コンディ

ションで、違う世界を見ている事は当たり前だと知っていたとしても、個人や社会にとって見える景色は唯一つで

す。誰しも視野の外側は見えず、他人の見ている景色にまでなかなか想像は及びません。それ故かしばしば人は自ら

の物の見方が真っ当だと錯覚し、自分の暮らす時代や社会の常識が正しく普遍的なものとして振る舞ってしまいがち

です。仮にそれがあらゆる諍いや不寛容の源と感じ取っていたとしても為す術なく「そういうものだ」とこうした自

らを許容し長い間、人は流れて来たように思います。もちろん私自身も例外ではありません。しかしこれを宿命的な

事だと結論したくない思いが私にはあります。たとえば人類が定住生活を開始する以前、或いは言語が生まれる前の

何百万年もの間、今と同じような状況だったかと言えばわかりません。私はこの先についても「わからない」とし

て、私達の歩む道の可能性について考えています。（2020年1月／水谷一） 



経歴及び、制作・発表業績一覧 

1976（昭和51）　三重県生まれ 

学歴 

1997（平成9）4月 　多摩美術大学美術学部絵画科油画専攻入学 

2001（平成13）3月　多摩美術大学美術学部絵画科油画専攻卒業 

2001（平成13）4月　多摩美術大学大学院美術研究科絵画専攻入学 

2003（平成15）3月　多摩美術大学大学院美術研究科絵画専攻修了 

学位 

学士（芸術）多摩美術大学大学美術学部絵画科 

修士（芸術）多摩美術大学大学大学院美術研究科絵画専攻　 

個展 

2019（令和1） 「Behavior as Nature」Künstlerhaus Bethanien（ドイツ、ベルリン）10/2-11/27 

2018（平成30） 「表現と光」高松市中央卸売市場・加工水産物棟三階（高松AIR2017関連事業）（香川）1/5-1/11 

2016-2017（平成28-29） 「死角の眺望」（展覧会「稲穂の実る音」出品作を展示替えして延長展示）鷹狩山山頂古民家（長野）2016/11/22-2017/3/24 

2016（平成28） 「事象」（再展示）劇場寄井座（徳島）10/23-11/3 

2012（平成24） 「事象」（再展示）劇場寄井座（徳島）7/15-21 

2011（平成23） 「自分が囚われているどんな檻からも逃れよ」旧浪岡町立王余魚沢小学校・ふれあい教室（青森）9/15-25 

2011（平成23） 「私はいつもあなたの計画から外れています」旧浪岡町立王余魚沢小学校・体育館（青森）7/29-31 

2010（平成22） 「消失」ギャラリーMoMo Ryogoku（東京）9/4-25 

2009（平成21） 「事象」（イベント「KAIR2009」内）劇場寄井座（徳島）11/3-8 

2007（平成19） 「証人は真実を述べる事を宣誓させられた」Red Mill Gallery （アメリカ、ヴァ―モント州）12/14-17 

2005（平成17） 「Endless Cemetery」Bemis Center for Contemporary Arts, Studio 2（アメリカ、ネブラスカ州）12/6-17 

2005（平成17） 「Callous」ギャラリーMoMo（東京）1/15-2/12 

2003（平成15） 「磁力の線画」INAXギャラリー2 （東京）3/3-27 

2003（平成15） 「裏と表、追放」多摩美術大学絵画北棟3-320室 （東京） 

2000（平成12） 「風景」多摩美術大学絵画北棟ホール（東京） 

2000（平成12） 「海辺にて」多摩美術大学芸術祭（東京） 

2000（平成12） 「ドローイング／犬」ギャラリーブルーベル（東京） 

グループ展 

2020（令和2） 「VIVIDOR ̶人生を謳歌する人̶」（映像を主な表現手段としない作家29組による映像作品展）azumatei Project（神奈川）10/24-11/15 

2020（令和2） 「するがのくにの芸術祭 富士の山ビエンナーレ2020」旧五十嵐医院（静岡）10/24-11/23 

2020（令和2） 「モノクロームの欠片」（企画：東亭順／出展者：東亭順、石井琢郎、影島晋平、田中啓一郎、水谷一）azumatei Project（神奈川）6/6-14の土日に予約制

にて開催（元々4/11-25を予定していたが、新型コロナウィルス流行により延期された） 

2019（令和1） 「距離と伝達」（引込線2019実行委員会による企画「引込線／放射線」のサテライトイベントとして開催された展覧会／企画：うしお／出展者：石井友人、う

しお、土屋貴哉、水谷一）Gallery N（愛知）12/14-28 

2017（平成29） 「引込線2017」旧所沢市立第２学校給食センター（埼玉）8/26-9/24 

2016（平成28） 「稲穂の実る音 ̶信濃大町アーティスト・イン・レジデンス滞在制作展」大町市各所（長野）11/11-20 

2015（平成27） 「引込線2015」旧所沢市立第２学校給食センター（埼玉）8/29-9/23 

2015（平成27） 「憲法を書き展示する会」gallery&space 弥平（神奈川）4/26-5/2 

2014（平成26） 「複々線 quadruple track」（参加者：阿部真弓、石川卓磨、荻野僚介、小沼宏之、末永史尚、高嶋晋一、鷹野隆大、冨井大裕、前野智彦、益永梢子、水

谷一、箕輪亜希子、米田尚輝）現代HEIGTS Gallery Den（東京）10/31-11/11 

2014（平成26） 「粟島研究所 初披露イベント」三豊市立粟島中学校／粟島（香川）10/18-19 

2014（平成26） 「反戦 ‒来るべき戦争に抗うために」（企画：土屋誠一／アンデパンダン展／参加者：総勢66名）SNOW Contemporary（東京）9/25-29 



2013（平成25） 「瀬戸内国際芸術祭2013」三豊市立粟島中学校／粟島（香川）10/5-11/4 

2013（平成25） 「引込線2013」旧所沢市立第２学校給食センター（埼玉）8/31-9/23 

2012（平成24） 「モリノナカ」（企画：清水梓／磯邊一郎との二人展）JIKKA（東京）12/25-28 

2012（平成24） 「なんだかすっかり幽霊を相手にしているような気分」（企画：清水梓／磯邊一郎との二人展）JIKKA（東京）12/14-23 

2012（平成24） 「肖像」（企画：清水梓／磯邊一郎との二人展）名古屋芸術大学サテライトギャラリー・T.A.G IZUTO（愛知）11/14-12/2 

2012（平成24） 「漸近線」（企画：清水梓／磯邊一郎との二人展）アートラボあいち（愛知）11/6-12/9 

2012（平成24） 「第四回 粟島芸術家村滞在作家展」（出展者：杉原信幸、田村友一郎、水谷一）粟島海洋記念館他、島内各所（香川）7/14-22 

2012（平成24） 「一枚の絵の力 in 石巻」（企画：island JAPAN株式会社）日和アートセンター（宮城）8/10-19 

2012（平成24） 「一枚の絵の力」（企画：island JAPAN株式会社）NADIFF a/p/a/r/t（東京）7/7-16 

2012（平成24） 「40×40」（企画：アリの目／泉太郎、荻野僚介、鶴崎いづみ、長谷川繁、山下香里、水谷一の6名による展示壁画40センチ四方を開基中更新し続ける企画）

akibatamabi21（東京）3/10-4/8 

2011（平成23） 「DRAWING ―線を描くという営為」（出展者：榮水亜樹、鈴木ヒラク、中原一樹、水谷一）island MEDIUM（東京）9/2-25 

2011（平成23） 「所沢ビエンナーレ「引込線」2011」所沢市生涯学習推進センター／旧所沢市立第２学校給食センター（埼玉）8/27-9/18 

2011（平成23）　Arts Action 3331参加企画「一枚の絵の力」（企画：island JAPAN株式会社）3331 Arts Chiyoda 1Fメインギャラリー（東京）6/3-13 

2011（平成23） 「暴力と宇宙」（出展者：泉太郎、遠藤一郎、遠藤利克、水谷一）island ATRIUM（千葉）1/15-2/13 

2011（平成23） 「regenerate」ギャラリーMoMo Ryogoku（東京）2/8-26 

2010（平成22） 「3331 Arts Chiyoda グランドオープン記念展 3331 Presents TOKYO: Part 1」3331 Arts Chiyoda 1Fメインギャラリー（東京）6/26-7/25 

2010（平成22） 「一枚の絵の力」island（千葉）4/24-5/30 

2010（平成22） 「VOCA2010 新しい平面の作家たち」（国際芸術センター青森学芸員・近藤由紀推薦による）上野の森美術館（東京）3/14-30 

2009（平成21） 「第一回 所沢ビエンナーレ美術展 引込線」西武鉄道旧所沢車両工場（埼玉）8/28-9/23 

2009（平成21） 「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2009」十日町地域（旧十日町市立東下組小学校の音楽室と更衣室での展示）（新潟）7/26-9/13 

2009（平成21） 「Hop Step Jump」ギャラリーMoMo Roppongi（東京）7/11-25 

2008（平成20） 「ギャラリーMoMo 両国 Opening Exhibition」ギャラリーMoMo Ryogoku（東京）10/7-25 

2008（平成20） 「第9回 群馬青年ビエンナーレ'08」群馬県立近代美術館（群馬）9/13-11/3 

2008（平成20） 「所沢ビエンナーレ・プレ美術展 ―引込線―」西武鉄道旧所沢車両工場（埼玉）8/27-9/12 

2006（平成18） 「Uijae Art studio 1st round participants exhibition」Uijae Art Museum・Uijae Art Studio（韓国 光州）12/20-27 

2005（平成17） 「第8回 群馬青年ビエンナーレ'05」群馬県立近代美術館（群馬）6/11-7/18 

2004（平成16） 「DI・STANCE／ふたつの距離」（出展者：スティーブン・ウィルクス、ダグマー・パハトナー、マー・ハン、水谷一、山下工美）国際芸術センター青森

（青森）10/23-11/21 

2004（平成16） 「第７回 岡本太郎記念現代芸術大賞展」川崎市岡本太郎美術館（東京）2/27-4/11 

2003-2004（平成15-16） 「八王子市夢美術館開館記念展 開けゴマ！Vol.2 公募展『美術誕生』」八王子市夢美術館（東京）12/19-2/11 

2003-2004（平成15-16） 「キリンアートアワード2003 受賞作品展」代官山ヒルサイドフォーラム（東京）10/15-11/9、KPOキリンプラザ（大阪）11/14-1/11 

2002（平成14） 「水彩表現の可能性」ギャラリーイセヨシ（東京）12/6-21 

2002（平成14） 「フイリップモリスアートアワード2002 "First Move"」東京国際フオーラム（東京）4/27-5/6 

2001（平成13） 「描く、ということ」多摩美術大学絵画北棟ホール（東京） 

2001（平成13） 「第37回 神奈川県美術展 」神奈川県民ホールほか複数会場（神奈川）9/18-10/14 

2001（平成13） 「第6回 群馬青年ビエンナーレ'01」群馬県立近代美術館（群馬） 

2001（平成13） 「第5回 新生展」 新生堂-ハタナカアートギャラリー（東京） 

2001（平成13） 「compilation2001」ギャラリーイセヨシ（東京） 

2001（平成13） 「第19回 明日をひらく絵画 上野の森美術館大賞展」上野の森美術館（東京）5/31-6/9 

2000（平成12） 「第35回 昭和会展」日動画廊（東京） 

1999（平成11） 「模型洗濯機」多摩美術大学絵画北棟ホール（東京） 

1998（平成10） 「沸展」ギャラリーイセヨシ（東京） 

企画・運営 

2018-2020（平成30-令和2）　引込線2019実行委員 

2018（平成30）　トークイベント「これから美術と名指される（かも知れない）何か -美術教育の現場における美術とアーティスト・イン・レジデンス-（出演：

藏本秀彦、三村昌道、土屋貴哉、水谷一）」（高松AIR2017関連事業）瓦町FLAG 8F IKODE瓦町 大会議室1（香川）開催日：1/6 

2017（平成29） 「LandEscape／432Hzのペンタトニック・スケール（演奏：塩谷雄介） 」企画　旧所沢市立第２学校給食センター内（埼玉）開催日：8/26 

2016-2017（平成28-29）　引込線2017実行委員 

2015（平成27） 「旧石器人が残した記憶と技術の造形（講演：絹川一徳）」企画　旧所沢市立第２学校給食センター内（埼玉）開催日：9/19 



2014-2015（平成26-27）　引込線2015実行委員、及び同企画のウェブサイト作成、運営 

2012-2013（平成24-25）　引込線2013実行委員、及び同企画のウェブサイト作成、運営 

2012（平成24）　展覧会「40×40」を企画、運営（アリの目として）akibatamabi21（東京）開催日：3/10-4/8 

2010-2011（平成22-23）　所沢ビエンナーレ「引込線」2011実行委員、及び同企画のウェブサイト作成、運営 

2011（平成23）　展覧会「暴力と宇宙」を企画、運営　island ATRIUM（千葉）開催日：1/15-2/13 

講演・トークイベント（抜粋） 

2020（令和2）A.N.Y Talks - Vol.9 「アーティストと地域 -創造の可能性について-」S.Y.P Art Space（東京）1/18（独演＋ワークショップ的対話実践／2講演） 

2018（平成30）展覧会「表現と光」内・ギャラリートーク（対話と独演）（香川）： 

・1月5日（金）水谷の独演 

・1月6日（土）牧野裕二氏（高松市美術館学芸員）との対話 

・1月7日（日）橘美貴氏（高松市美術館学芸員）との対話 

・1月8日（月・祝）福田千恵氏（高松市美術館学芸員）との対話 

・1月9日（火）毛利直子氏（高松市美術館学芸員）との対話 

・1月10日（水）橋本こずえ氏（兵庫県立美術館学芸員）との対話 

・1月11日（木）水谷の独演 

2017（平成29）　特別講義「表現と光」香川県立高松工芸高等学校彫刻室（香川）12/14（独演） 

2017（平成29）　佐賀自由藝術大学（SICA）セミナー ～夜の藝術大学#3「場の気配をつかむ」国立大学法人佐賀大学芸術地域デザイン学部教室（佐賀）5/12（独演） 

2008（平成20） 「アーティスト・イン・レジデンス／オープン・フォーラム」ブリティッシュ・カウンシル（東京）2/18（モデレーター：日沼禎子） 

2007（平成19） 「Natural/Unnatural」Headlands Center for the Arts（アメリカ、カルフォルニア州）（独演） 

2005（平成17）　University of Nebraska（アメリカ、ネブラスカ州）11/28（独演） 

アーティスト・イン・レジデンス（計13のプログラムに参加／2020年1月現在） 

2019（平成31-令和1）　Künstlerhaus Bethanien（ドイツ、ベルリン）※平成30年度 文化庁 新進芸術家海外研修制度の助成による 1/1-12/15 

2017-2018（平成29-30）　高松アーティスト・イン・レジデンス（高松市主催／香川）11/2-1/20 

2016（平成28）　信濃大町アーティスト・イン・レジデンス（大町市主催／長野）9/15-11/24 

2012（平成24）　粟島芸術家村アーティスト・イン・レジデンス（香川県・三豊市共催／香川）4/1-7/30 

2011（平成23）　かれいざわアーティスト・イン・レジデンス（あおもりＮＰＯサポートセンター運営・かれいざわARTIST in RESIDENCE実行委員会主催／青森）4/20-8/12 

2009（平成21）　神山アーティスト・イン・レジデンス（NPOグリーンバレー主催／徳島）9/1-11/20 

2007（平成19）　Vermont Studio Center（アメリカ、ヴァーモント州）※NYフリーマン財団の助成による 11/1-12/21 

2007（平成19）　Art Gene（イギリス、バロー・イン・ファーネス）8/31-10/31 

2007（平成19）　Headlands Center for the Arts（アメリカ、カルフォルニア州）6/13-8/7 

2006（平成18）　Uijae Art Studio（韓国、光州）11/7-12/31 

2006（平成18）　Roswell Artist-in-Residence Program（アメリカ、ニューメキシコ州）2/1-6/6 

2005-2006（平成17-18）　Bemis Center for Contemporary Arts（アメリカ、ネブラスカ州）10/17-1/16 

2004（平成16）　国際芸術センター青森（国際芸術センター青森AIR実行委員会・青森市共催／青森）9/16-11/26 

ワークショップ 

2012（平成24） 「よみがえる粟島中学校図書室」三豊市立粟島中学校（香川）6/9 

2011（平成23） 「リサーチメモ（言葉）を使用しての図画実践《言葉で描く空想鳥瞰風景画》」旧浪岡町立王余魚沢小学校（青森） 6/26 

2009（平成21） 「キャッシュレジスターのロール紙と音を素材とするドローイング実戦ほか」神山町立神山東中学校（徳島）10/14 

2007（平成19） 「キャッシュレジスターのロール紙と音を素材とするドローイング実戦ほか」Art Gene（イギリス、バロー・イン・ファーネス）10/30   

パフォーマンス・イベント 

2015（平成27） 「今日の一局（二〇一五年九月二三日）」※アーティスト・川久保ジョイとのパフォーマンスイベント（記録撮影：箕輪亜希子）、「引込線2015」

旧所沢市立第２学校給食センター内（埼玉） 

2015（平成27） 「今日の一局（二〇一五年九月二五日）」※アーティスト・川久保ジョイとのパフォーマンスイベント（記録撮影：箕輪亜希子）、スタジオ・アウ

フヘーベン（東京） 

助成 

2019（平成31）　平成30年度 文化庁 新進芸術家海外研修制度（ドイツ、ベルリン） 



2007（平成19）　NYフリーマン財団助成 

授賞 

2008（平成20） 「群馬青年ビエンナーレ'08」入選 

2005（平成17） 「群馬青年ビエンナーレ'05」入選 

2004（平成16） 「第7回 岡本太郎記念現代芸術大賞展」入選 

2003（平成15） 「キリンアートアワード2003」奨励賞 

2003（平成15） 「八王子市夢美術館開館記念展 開けゴマ！Vol.2 公募展『美術誕生』」奨励賞 

2002（平成14） 「フイリップモリスアートアワード 2002“First Move”」入選 

2001（平成13） 「群馬青年ビエンナーレ'01」入選 

2001（平成13） 「第37回 神奈川県美術展」特選 

2001（平成13） 「第5回 新生展」入選 

2001（平成13） 「第19回 明日をひらく絵画 上野の森美術館大賞展」入選 

2000（平成12） 「第35回 昭和会展」入選 

作品の所蔵先（個人蔵除く） 

Künstlerhaus Bethanien（ドイツ、ベルリン） 

詫間町立図書館／紫雲出山遺跡館／粟島汽船株式会社（香川）※各所に執筆本を常設 

三豊市立粟島中学校（香川） 

NPO 法人グリーンバレー（徳島） 

Art Gene（イギリス、バロー・イン・ファーネス） 

アンダーソン現代美術館（アメリカ、ニューメキシコ州） 

Bemis Center for Contemporary Arts（アメリカ、ネブラスカ州） 

【文献目録】 

展覧会カタログ・リーフレット（個展） 

・ 「REPRESENTATION AND LIGHT」2018年（pl.）（展覧会「表現と光」の記錄写真で構成されたリーフレット） 

・ 「私はいつもあなたの計画から外れています」2011年（自筆文献「王余魚沢日記 断章」） 

・ 「事象 2009年9月―10月中旬」KAIR実行委員会、2009年（pl.／自筆文献） 

・ 「隆起する部屋／日没と日出」2009年（pl.／自筆文献） 

・ 「Callous」ギャラリーMoMo、2005年（自筆文献「10メートル手前に」） 

・ 「水谷一 ̶磁力の線画̶／INAX ART NEWS no.241」、INAX、2003年（pl.／他筆文献：入澤ユカ「傷のシンクロニシティ」 

展覧会カタログ・リーフレット（グループ展） 

・ 「引込線/放射線」引込線2019実行委員会、2020年（実行委員として携わった企画「引込線/放射線」の記録週。同企画のサテライトにて開催された展覧会「距離と伝達」

の記録、実行委員としての経歴紹介） 

・ 「距離と伝達」企画：うしお、2020年 

・ 「引込線2017」引込線2017実行委員会、2018年 

・ 「信濃大町アーティスト・イン・レジデンス滞在制作展／ドキュメント」長野県大町市、2016年、4pp. 

・ 「信濃大町アーティスト・イン・レジデンス／アーティスト・ブック」長野県大町市、2016年、6pp.（作品紹介、インタビュー収録） 

・ 「引込線2015」引込線2013実行委員会、2015年、46-47p. （自筆文献「さあ、そろそろ楽しい話をしよう」）、104-105p.（pl.）、114p.（水谷企画イベン

ト「旧石器人が残した記憶と技術の造形」情報）、118p.（水谷企画イベント「今日の一局」情報）、474p.（経歴） 

・ 「瀬戸内国際芸術祭2013公式記録集」美術出版社、2014年5月30日、235p.（pl.）、360p.（経歴） 

・ 「引込線2013」引込線2013実行委員会、2013年、works編 48-49p.（pl.）、68-69p.（経歴及び自筆文献） 

・ 「40×40」アリの目、2012年、52pp. 



・ 「暴力と宇宙」n.p.　2011年、80pp. 

・ 「DRAWING ―線を描くという営為」island Medium、2011年、14-15p.（pl.）、22-23p.（自筆文献「中間」） 

・ 「所沢ビエンナーレ「引込線」2011」所沢ビエンナーレ実行委員会、2011年、296p.（経歴）、297p.（自筆文献「まだ生きている」）、298-299p.（pl.） 

・ 「VOCA2010 ̶新しい平面の作家たち̶」「VOCA展」実行委員会、2010年、84-85p.（pl.）、84p. 107p.（他筆文献：展覧会出展の推薦者である国際芸術

センター青森 学芸員・近藤由紀による推薦文）、124p.（経歴） 

・ 「第一回所沢ビエンナーレ美術展 引込線」所沢ビエンナーレ実行委員会、2009年、312p.（経歴）、313p.（自筆文献「100メートルの囲いを伴う奥行き」）、

314-315p.（pl.） 

・ 「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2009」大地の芸術祭実行委員会、2009年、35p.（pl.）、229p.（経歴） 

・ 「2009神山アーティスト・イン・レジデンス 実施報告書」KAIR実行委員会、2009年、7-10p.（pl.／自筆文献「事象 2009年10月中旬̶11月」／他筆文献：嘉

藤笑子による）、19p.（自筆文献「神の山で」） 

・ 「所沢ビエンナーレ・プレ美術展 引込線」所沢ビエンナーレ実行委員会、2008年、180p.（経歴）、181p.（自筆文献「人間の本能である睡眠の欲求はその実、

“もう一つの現実”の希求のあらわれではないか」）、182-185p.（pl.） 

・ 「第9回 群馬青年ビエンナーレ'08」群馬県立近代美術館、2008年（pl.） 

・ 「Uijae Art Studio 2006 OPEN STUDIO」Uijae Art Studio、2006年、183-195p.（Uijae Art Studio Director: Yoo SeungdeogによるInterview）、

196-199p.（pl.） 

・ 「第8回 群馬青年ビエンナーレ'05」群馬県立近代美術館、2005年（pl.） 

・ 「第7回 岡本太郎記念現代芸術大賞展」川崎市立岡本太郎美術館、2004年（pl.） 

・ 「八王子市夢美術館 公募・美術誕生」八王子市夢美術館、2004年（pl.） 

・ 「国際芸術センター青森 2004年秋のArtist in Residence Program 記録集」国際芸術センター青森、2004年、12-15p.（pl.）、34-41p.（他筆文献：近藤由

紀「衝動と抑制」） 

・ 「フイリップモリスアートアワード2002 『ファーストムーブ』」フィリップモリス株式会社、2002年、48-49p.（pl.） 

・ 「第6回 群馬青年ビエンナーレ'01」群馬県立近代美術館、2001年（pl.） 

・ 「第37回 神奈川県美術展」神奈川県、2001年（pl.） 

・ 「第35回 昭和会展」カタログ、日動画廊、2001年（pl.） 

・ 「多摩美術大学 卒業制作優秀作品集2001」多摩美術大学、2001年、16p.（pl.）、120p.（他筆文献：画家・松本英一郎による） 

逐次刊行物（抜粋） 

・「Object from internal forces and external effects」2020年、68-71p.（pl.／Wolf Jahnによる活動紹介テキスト）、Be Magazine（BE27）

（Künstlerhaus Bethanien発行） 

・ 「表現と光 人間のつくるという行為　あらゆる行為の多面性について」（pl.／インタビュー）、F ｜エフ｜vol. 2 わたしたちの発信（香川県立高松工芸高校美術

科発行）、2018年秋冬号 

・ 「水谷一 人間の作るという行為、あらゆる行為の多面性について」（pl.／インタビュー）、F2（香川県立高松工芸高校美術科発行のフリーペーパー）、2018年1

月5日 

・ 「倉庫活用 空間アート」（「表現と光」展覧会紹介）、読売新聞、2018年1月6日（記者：浅田真理） 

・ 「天候で変わる立体造形」（「表現と光」展覧会紹介）、四国新聞、2018年1月6日（記者：津村杏奈） 

・ 「空きスペース アート空間に」（「表現と光」展覧会紹介）、毎日新聞、2017年12月24日（記者：山口桂子） 

・ 「AIR 7 表現の庵」（作品「死角の眺望」rev.）、大糸タイムス、2016年8月10日（記者：飯田進） 

・ 「滞在した時間を記録」（展覧会「私はいつもあなたの計画から外れています」rev.）東奥日報、2011年（記者：大友麻紗子） 

・ 「彼方にある「ここ」、「ここ」にある彼方」（展覧会「暴力と宇宙」rev.）、いけ花龍生 第62号、2011年、p.22-23 

・ 「神の山で」（本人の寄稿）、かみ山／神山ライオンズクラブ 2010年2月 no.83、2010年 

・ Inna Novikova「I SPY」（個展「エンドレス・セメタリー」rev.）、THE  READER（15 Dec. 2005）、2005年 

・ 「展覧会を前に最後の仕上げ」（展覧会「DI・STANCE／ふたつの距離」制作中のレポート）毎日新聞、2004年10月22日（記者：太田圭介） 

その他の自筆文献 

・ 「死角の眺望」長野県大町市、2016年、6pp.（pl.／自筆文献） 

・ 「雲もみな 波とぞ見ゆる 海人もがな いづれが海と 問ひて知るべく」n.p.（瀬戸内国際芸術祭にて配布された、テキストにより構成されたB1ポスター）、2013年 

・ 「粟島ノート」n.p.（140×230ｍｍ、デザイン：中島雄太／粟島芸術家村滞在記としての作品）、2012年、152pp. 

・ 「肖像Ｍ」n.p.（展覧会「モリノナカ」発表）、2012年 

・ 「肖像Ｓ」n.p.（展覧会「なんだかすっかり幽霊を相手にしているような気分」発表）、2012年 

・ 「肖像Ｉ」n.p.（展覧会「漸近線」発表）、2012年 

・ 「消失」n.p.（展覧会「消失」にて配布された、テキストによって構成されたB2サイズポスター）、2010年 



その他の他筆文献 

・ 森啓輔「交差する肖像」n.p.（展覧会「肖像」配布資料）、2012年 

その他の関連文献 

・ 「STUDIO VISITS Hajime Mizutani at Künstlerhaus Bethanien」（pl.／インタビュー）、Coeur et Art（オンライン・アートマガジン）、2019年8月 

https://coeuretart.com/studio-visits-hajime-mizutani-at-kunstlerhaus-bethanien/


