
   
埼玉県在住

1980                    静岡県生まれ

2002                    東京造形大学美術学科絵画専攻卒業

2003                    東京造形大学美術学科絵画専攻研究生修了

2008                    第23回ホルベイン・スカラシップ奨学生                

主な個展

2022                    「COME TOGETHER (side two)」 | SEZON ART SHOP  神奈川
　　　　　　  
                            「SUPER PRISM」 | TEZUKAYAMA GALLERY 大阪

2021                    「Imaginary」 | Marueido Japan 東京                   
 
                           「Trinity」 | M画廊 栃木

2020                    「Silent Topology」 | M画廊 栃木

2019                   「KADOTA」 | リンカーンセンター MoMA Young Patron’s Circl ニューヨーク

　　　　　　　　「Star System」 | TEZUKAYAMA GALLERY 大阪
 
                           「Remix」 | セゾンアートショップ 神奈川

                           「色彩の輪廻」 | M画廊 栃木

                           「Reform」 | ギャラリーヴァルール 愛知

                           「Name me!」 | BEB5軽井沢 長野
                            
2018                     「TELEPORT PAINTINGS」 | パークホテル東京 東京
         
                           「非時(ときじく)の絵画」 | M画廊 栃木 

2017                   「GAP」 | NICHE GALLERY 東京

                           「藁しべの絵画」 | M画廊 栃木

                           「recipe」 | ギャラリーヴァルール 愛知 
  
                           「ULTRA」 | SEZON ART GALLERY 東京

2016                    「SLIDE」 | EARTH+GALLERY 東京 

                           「門田光雅 展」 | M画廊 栃木

                           「STROKES」 | SEZON ART GALLERY 東京 

2015                    「cycle」 | ギャラリーヴァルール 愛知
        
                           「色彩のドローイング」 | セゾンアートショップ 神奈川 

2014                    「二兎を追う」 | NICHE GALLERY 東京

2013                    「The Third」 | Gallery zerohachi 東京

2012                    「BLIND」 | NICHE GALLERY 東京

                            「Trope」 | SATOSHI KOYAMA GALLERY 東京

2011                    「Fantasy」 | ギャラリーカフェニモード 東京 

                           「Mimic」 | SATOSHI KOYAMA GALLERY 東京

                           「parallel」 | youkobo ART SPACE 東京 
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2010                    「GRAY ZONE」 | Sweet Emotion 東京

2009                    「俯瞰する樹形図」 | youkobo ART SPACE 東京 

                           「色彩の火花」 | LOOP HOLE 東京

2008                    「HETEROKARYON」 | youkobo ART SPACE 東京 

                           「さよならさんかく」 | 工房親 東京

2007                    「極彩色の獣告」 | youkobo ART SPACE 東京 

2006                   「門田光雅 展」 | ギャラリーかれん 神奈川

2005                    「TRICKSTER」 | セゾン現代美術館東京事務所 SMMA FACTORY 東京 

2004                    「門田光雅 展」 | フタバ画廊 東京

2003                   「門田光雅 展」 | フタバ画廊 東京

主なグループ展, アートフェア

2021　　　　　  Gallery Collection | TEZUKAYAMA GALLERY 大阪

2020                    ONE ART TAIPEI 2020 | The Sherwood Taipei 台湾

　　　　　　　　「絵画のミカタ」 | 群馬県立近代美術館 群馬

2019                    「The ENGINE 遊動される脳ミソ/小野耕石×門田光雅」 | セゾン現代美術館 長野 

2018                    「アートの今・岡山2018《Call&Response:呼応》」 | 天神山文化プラザ他 岡山

                           「rgb++2018 exhibition vol.10」 | 東京造形大学ZOKEI Gallery, CS Gallery 東京

                           「MATSUBA COLLECTION」 | EUKARYOTE 東京

                            「mutant 門田光雅 小島章義」 | ギャラリーヴァルール 愛知

2017                    「CYA!Modern/セイヤー!モダン ~ to the next stage」 | SEZON ART GALLERY 東京 

                            「美藝礼讃 ‒ 現代美術も古美術も」 | セゾン現代美術館 長野

2016                    「paraphrase partI」 | ギャラリーヴァルール 愛知 

                           「恋する現代アート」 | セゾン現代美術館 長野 

                           「めぐるりアート静岡」 | Gallery PSYS他 静岡

2014                   「定住と漂流」 | アルフレド・サルセ現代美術館 メキシコ

                           「THE ACT OF PAINTING」 | Casaさかのうえ 東京 / ギャラリーヴァルール 愛知 

                           「絵を描くはじめ」 | 上野の森美術館ギャラリー 東京

2013                   「ダイ チュウ ショー 最近の抽象」 | 府中市美術館市民ギャラリー 東京 

                           「雲をつかむ作品達」 | 青梅市立美術館 東京

2012                    「Guimaraes noc noc 2012」 | ギマランエス市内 ポルトガル 

2011                    「我孫子国際野外美術展2011」 | 我孫子市内 千葉

                           「VOCA2011 ‒ 新しい平面の作家たち」 | 上野の森美術館 東京

2009                   「Rain Meets the Sun」 | M.K.チュルリョーニス国立美術館 リトアニア 

2007                   「ART TODAY 2007 門田光雅 渡辺依理」 | セゾン現代美術館 長野

                           「第26回損保ジャパン美術財団 選抜奨励展」 | 損保ジャパン東郷青児美術館 東京
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受賞歴

2008                    第23回 ホルベイン・スカラシップ奨学生

2002                    東京造形大学卒業制作展 ZOKEI賞

 

           
PUBLIC COLLECTIONS

2019                    セゾン現代美術館 長野 
  
2017                    セゾン現代美術館 長野 

2016                    セゾン現代美術館 長野
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