
飯田竜太／artist

出身
1981:静岡県出身　青森県八戸市在住

教育
2004:日本大学芸術学部美術学科彫刻コース卒業  

経歴
2009~現在 　:八戸短期大学常勤講師
2007 　 :静岡県立沼津商業高等学校常勤講師

　　　　  2006 　 :日本大学芸術学部美術学科　臨時職員

賞
2009:第 12 回岡本太郎現代芸術賞入選
2007:TDC2007 ノミネート（Nerhol/souce book）アートワーク
2006:TDC2006 入選（ラーメンズ講演/good design company）アートワーク
2006:TDC2006 ノミネート（oratorical type/Nerhol）アートワーク
2005:[Hertland drawing biennale]入選
2004:TDC2004 ノミネート（飯田竜太作品集）アートワーク
        :第 22 回グラフィック一坪展　グランプリ受賞
        :北野教育振興彫刻奨学生授与 

個展
2011
:Kyoto sfera , sfera exhibition/三条/京都/ [crease and outline-折り目と輪郭-] 

2010
:TSCA Tokyo /takuro someya contemporary art /[verbalizes-Because I can`t see you- 出会えない
から言葉で] 

2008
:TSCA kashiwa /takuro someya contemporary art /[ewiges equivalent-永遠なる同等物] 

2007
:graf media gm osaka / solo exhibition/中ノ島/大阪/ [fact of accumulation 07 蓄積の事実]
:bunkamura gallery arts&crafts/solo exhibition/渋谷/東京/[oratorical inventory 雄弁なる目録] 
:sfera archive,sfera exhibition/三条/京都/ [ryuta iida in sfera exhibition-kyoto.o7-] 



2006
:(g) good design company/恵比寿/東京/ [ryuta iida solo] 

2005 
:ガーディアンガーデン(recruit)/東京/[第 22 回 グラフィック一坪展]グランプリ受賞個展

2004
:日本大学芸術学部 /A&D gallery/東京/日本/[ryuta iida exhibition -news paper&steel-]

講義、ワークショップ
2011
:Sfera archive,Sfera exhibition[一緒に作品作りましょう] ワークショップ /三条/京都/日本/ 
: 国際芸術センター青森 /  [ 一緒に作品作りましょう！ ] ワークショップ /青森/日本/
: 国際芸術センター青森 /  [ 自分だけの文字を作ろう] 幼児ワークショップ /青森/日本/

2010
:ジュンク堂書店 [本と書棚の冒険 ] トークショー /松田行正　飯田竜太 /池袋/東京/日本
:PF gallery/[手感的妙]講義 /台北/台湾/(SHIMURABROS/飯田竜太/林昆穎/劉文瑄)

2008
: calm&punk gallery [人型タイポグラフィーを作ろう ]ワークショップ /東京/日本/
:CAMP [アートユニット「森」本にまつわるレクチャー] 施井泰平,内沼晋太郎,飯田竜太

2007
:graf media gm/[蛇腹本を作ろう! Part 2 ] ワークショップ /大阪/日本/

2006
:(g) good design company [立花文穂 – 飯田竜太] 講義/東京/日本/
:graf media gm/[蛇腹本を作ろう!] ワークショップ /大阪/日本/

グループ展示
2011
:再考現学展-“Re-Modernologio"pahse1: 衣食住から世界をまなざす” /青森/日本/国際芸術センター青森
(mamoru、西尾美也、飯田竜太)
：gg lock art festival okinawa 「結 -ゆい- 」展　/沖縄/日本/那覇市立壺屋焼物博物館

2010



:手感的妙-“The21st century, Japan and Taiwan Contemporary Craft Arts Exhibition/台北/台湾/ 
PF gallery 就在芸術空間 (SHIMURABROS.、金氏撤平、飯田竜太)
:「N+N 展 2010 春の嵐：日藝美術出身者の若手作家たちの今」/練馬/東京/練馬区立美術館 
:オリッサ　オディッシー「東インドの踊りと暮らし展」/世田谷/東京/生活工房/後援：在日インド大使館／日
印友好協会／世田谷区
:very fun park /fubon art fundation / 富邦芸術基金會 （富邦銀行台湾）/very very good something 
台北　（台湾）Eslite Bookstore 台北（台湾）
:本と書棚の冒険/池袋/東京/ジュンク堂池袋本店、渋谷店（港千尋、松田行正、飯田竜太）企画： ジュンク堂 
池袋本店
:gg  lock  art  festival  in  skane  of  sweden/stockholm/sweden/hoor/neon/panora/skanes  
konstforening(sweden)/企画：lucy+k 
:Brofästet/[施井泰平,飯田竜太 work in progless]/ Hornstull Strand 13, 11739 /Stockholm/Sweden

2009
:旧西武所沢車両区/所沢/埼玉/日本/[第一回所沢ビエンナーレ美術展「引込線」]
:川崎市岡本太郎美術館/川崎/神奈川/日本/[第 12 回岡本太郎現代芸術賞]「入選」

2008
:gallery its/代官山/東京/日本/[数字展]with6artists
:kukui cafe/恵比寿/東京/日本/[アートユニット「森」第 3回展[-opening kukui-]施井泰平,内沼晋太郎,飯田
竜太
:ito-hen/本庄/大阪/日本/[数字展-巡回１-]with6artists
:gallery 0 cero-WANDERVOGEL CORP/広島/日本/[数字展-巡回 2-]井上陽子,武井実子,西舘朋央,to-
kichi
:Bank ART mini/横浜/東京/日本/[gg lock festival ]with a lot of artists
:gallery ROCKET/青山/東京/日本/ [アートユニット「森」第 2 回展[-CAP BOOK MARKET-]施井泰平,内沼
晋太郎,かくたみほ
:ART HOME ARCHITECTURE [art fea 参加]
:calm&punk gallery/麻布/東京/日本/nerhol 第 1 回展 -souce-] 田中義久,飯田竜太

2007
:B.T.A.P 東京画廊/北京/中国[B.T.A.P 5th aniversary exhibition] with :B.T.A.P all artists
:cow books /東京/南青山/[little press 07] with 21 artists
: B.T.A.P 東京画廊/銀座/東京 [25x4=□] with 4 artist 尾崎真悟,大平龍一,柴田鑑三,飯田竜太
:And A 渋谷,大阪/日本/[yume jyuya exhibition] with10artists
ADAPTER,imaitoonz,古内ジュン,福井利佐,SYMBOLON,黒田潔,重松淳,HUDSON POWELL,米持岳士,
飯田竜太
:Collex speak for,恵比寿/東京 [your handwrighting] with23artists



2006
:roba roba cafe /東京/金澤/倉敷/大阪[Masking tape exhibition]with 15 artists
:kukui cafe/恵比寿/東京/日本/[アートユニット「森」第 1 回展 ]施井泰平,内沼晋太郎,飯田竜太
:日本大学芸術学部 所沢校舎/所沢/埼玉[教職員展]
:And A 渋谷,大阪//日本[AndA  spring&summer opening exhibition] 黒田潔,林絵美子,飯田竜太
:graf media gm/大阪/日本/[tanants 展]公開滞在制作 4/27~5/18
:roba roba cafe 東京/金澤/倉敷/大阪[Masking tape exhibition]with 15 artists

2005
:三島文化センター/静岡 /日本/[アステール総合美術研究所 20周年記念展出品]
:日本大学芸術学部(江古田キャンパス)/[北野教育振興彫刻奨学生 20周年記念受賞者彫刻展]
:脇田美術館/軽井沢/長野/日本/[hertlamd karuizawa drawing biennale 2005 ]入選出品
:六本木ヒルズ hertland/六本木/東京/日本/[hertland roppongi]グループ展

2004
:ガーディアンガーデン(recruit)/東京/ [第 22 回グラフィック一坪展]選抜 10 人展
:練馬美術館[sculpture 10]彫刻 10 人展 2003
:step by step gallery 原宿/東京/[大成哲、森園雅明、飯田竜太 group show]


