堀尾貞治
1939 神戸に生まれる
1955 三菱重工神戸造船所入社
三菱重工神戸造船所の洋画部CPMに参加
1957 第10回芦屋市展に初めて描いた抽象絵画が入選。吉原治良と出会う。
1965 第15回具体展に初出品
1966 具体美術協会会員となり、1972年の解散まで在籍。
1985年頃からは「あたりまえのこと」というコンセプトのもとに、今もなお午前5時半頃に起床し、自宅アトリエ
で様々なオブジェに毎朝違った色を一色塗り重ね続けている。
「あたりまえのこと」という一貫したテーマのもと、個展、グループ展、パフォーマンスなどを行い活動中。
2014 Gallery Yamaguchi
〈個展〉
2014 BBプラザ美術館／神戸
2012 ナノリウム／富士吉田
2011 Axel Vervoordt Gallery, Antwerp／ベルギー
2005 紙のまち資料館／愛媛
2003 シューズプラザ／神戸
さばえ現代美術センター／福井
2002 ハートピア春江／福井
芦屋市立美術博物館／芦屋
2001 枚方市立御殿山美術センター・枚方市立御殿山図書館／大阪
2000 恰美術館／徳島
枚方市立御殿山美術センター／大阪
枚方市立御殿山美術センター・枚方市立御殿山図書館／大阪
1998 Gallery Keller, Paris
1997 山梨県庁／山梨
1996 福井商工会議所／福井
みくに文化未来館展示ギャラリー／福井
1995 アートスペース虹／京都
ナノリウム／山梨
川野中学校／福井県武生
1993 ギャラリー 2001／神戸
1992 ギャラリーセカンドハウス／芦屋
1991 スタジオYou／三木
紙のまち資料館／川之江
1989 スタジオYou／三木
石屋町画廊／京都
1988 不二画廊／大阪
1987 大阪府立現代美術センター／大阪
六軒画廊／神戸
1985 アートスペース虹／京都

ギャラリークオーレ／大阪
1982 アートスペース虹／京都
1980 BOX ギャラリー／名古屋
東門画廊／神戸
靭ギャラリー／大阪
1979 靭ギャラリー／大阪
東門画廊／神戸市
1978 ギャラリーキタノサーカス／神戸
1968 グタイピナコテカ／大阪
1966 信濃橋画廊／大阪
〈グループ展〉
2013 芦屋市立美術博物館／芦屋
茨木市立ギャラリー／大阪
小笠原村地域福祉センター／東京
兵庫県民会館／神戸
大阪大学総合学術博物館／大阪
茨木市立生涯学習センター／大阪
越前市民ホール／福井
原田の森ギャラリー／神戸
旧大島町立波浮小学校ほか／伊豆大島
京都市美術館／京都
Palazzo Fortuny／イタリア
GALLERIE KELLER／フランス
2012 茨木市立ギャラリー／大阪
小笠原村地域福祉センター／東京
京都市美術館／京都
福井市美術館／福井
茨木市立生涯学習センター／大阪
芦屋市立美術博物館／芦屋
国立新美術館／東京
姫路市民ギャラリー／姫路
越前市民ホール・日野川河川公園／福井
金沢21世紀美術館／石川
原田の森ギャラリー／神戸
京都市美術館／京都
Moderna Museet／スウェーデン
2011 茨木市立ギャラリー／大阪
小笠原村地域福祉センター／東京
あさご芸術の森美術館／朝来
京都市美術館／京都
京都市美術館別館／京都
福井市美術館／福井
茨木市立生涯学習センター／大阪

越前市民ホール・日野川河川公園／福井
旧大島町立波浮小学校ほか／伊豆大島
那覇市民ギャラリー／沖縄
原田の森ギャラリー／神戸
寝屋川市民ギャラリー／大阪
Palazzo Fortuny／イタリア
Frankfurter Positionen／ドイツ
Japan Art - Galerie friedrich müller, Frankfurt／ドイツ
2010 茨木市立ギャラリー／大阪
福井市美術館／福井
茨木市立生涯学習センター／大阪
原田の森ギャラリー／神戸
上越市立高田図書館市民ギャラリー／新潟
越前市民ホール・日野川河川公園／福井
大阪府立現代美術センター／大阪
Espace Japon／フランス
2009 茨木市立ギャラリー／大阪
小笠原村地域福祉センター／東京
福井市美術館／福井
茨木市立生涯学習センター／大阪
原田の森ギャラリー／神戸
上越市立高田図書館市民ギャラリー・今井美術館・見附／新潟
越前市民ホール・日野川河川公園／福井
和歌山県立近代美術館／和歌山
海岸通ギャラリーCASO／大阪
富士吉田市／山梨
伊丹市立美術館／兵庫
京都市美術館／京都
千早赤阪村下赤坂城跡／大阪
Palazzo Fortuny／イタリア
中之島公園／大阪
2008 茨木市立生涯学習センター／大阪
原田の森ギャラリー／神戸
京都市美術館／京都
イーグレ姫路／兵庫
越前市民ホール・日野川河川公園／福井
上越市立高田図書館市民ギャラリー／福井
富士吉田市／山梨
福井市美術館／福井
さばえ現代美術センター／福井
La chapelle del'Ecole des beaux-arts de paris／フランス
2007 茨木市立ギャラリー／大阪
茨木市立生涯学習センター／大阪
宮崎県立美術館／宮崎

上越市立高田図書館市民ギャラリー／福井
サンパル市民ギャラリー／神戸
越前市民ホール・日野川河川公園／福井
海岸通ギャラリーCASO／大阪
富士吉田市／山梨
京都市美術館／京都
千早赤阪村下赤坂城跡／大阪
Gibson Gallery, State University of New York at Potsdam／アメリカ
2006 茨木市立ギャラリー／大阪
くすのきホール千 早赤阪村／大阪
サンパル市民ギャラリー／神戸
京都市美術館／京都
茨木市立上中条青少年センター／大阪
サンパルギャラリードゥ／神戸
海岸通ギャラリーCASO／大阪
富士吉田市／山梨
越前市民ホール／福井
ボーダレス・アートミュージアムNO-MA/近江八幡
2005 あさご芸術の森美術館／兵庫
茨木市立ギャラリー／大阪
丸五市場／神戸
福井市美術館／福井
京都市美術館／京都
武生市民ホール・日野川河川公園／福井
芦屋市立美術博物館／芦屋
海岸通ギャラリーCASO・LADS GALLERY／大阪
茨木市立上中条青少年センター／大阪
サンパル市民ギャラリー／神戸
富士吉田市／山梨
横浜トリエンナーレ2005 山下埠頭3号、４号上屋ほか／横浜
千早赤阪村下赤坂城跡／大阪
2004 兵庫県立美術館／神戸
さばえ現代美術センター／福井
茨木市立上中条青少年センター／大阪
芦屋市立美術博物館／芦屋
サンパルギャラリードゥ／神戸
丸五市場／神戸
武生市民ホール・日野川河川公園／福井
京都市美術館／京都
富士吉田市／山梨
丸五市場／神戸
あさご芸術の森美術館／兵庫
さばえ現代美術センター／福井
兵庫運河／神戸

2003 兵庫県立美術館／神戸
芦屋市立美術博物館／芦屋
茨木市立上中条青少年センター／大阪
武生市民ホール・日野川河川公園／福井
富士吉田市／山梨
韓日合同エコアートキャンプ／テ・チョンチョン文化環環祭／釜山市
京都市美術館／京都
こうべまちづくり会館ギャラリー／神戸
横浜赤レンガ倉庫／横浜
あさご芸術の森美術館／兵庫
さばえ現代美術センター／福井
兵庫運河／神戸
2002 さばえ現代美術センター／福井
新内ホールほか、新得／北海道
芦屋市立美術博物館／芦屋
茨木市立上中条青少年センター／大阪
京都市美術館／京都
武生市民ホール／福井
富士吉田市／山梨
こうべまちづくり会館ギャラリー／神戸
兵庫県立美術館／神戸
茨木市立川端康成文学館ギャラリー／大阪
さばえ現代美術センター／福井
あさご芸術の森美術館／兵庫
2001 芦屋市立美術博物館／芦屋
茨木市立上中条青少年センター／大阪
京都市美術館／京都
武生市民ホール・日野川河川公園／福井
姫路市立美術館／兵庫
茨木市立川端康成文学館ギャラリー／大阪
富士吉田市／山梨
こうべまちづくり会館ギャラリー／兵庫
あさご芸術の森美術館／兵庫
さばえ現代美術センター／福井
2000 茨木市立川端康成文学館ギャラリー／大阪
神戸アートヴィレッジセンター／神戸
茨木市立上中条青少年センター／大阪
芦屋市立美術博物館／芦屋
武生市生涯学習センター／福井
京都市美術館／京都
こうべまちづくり会館ギャラリー／神戸
あさご芸術の森美術館／兵庫
1999 ワタリウム美術館／東京
芦屋市立美術博物館／芦屋

あさご芸術の森美術館／兵庫
兵庫県立近代美術館／神戸
1998 トゥールーズ／フランス
Art Contemporary du japon, Le Rire Bleu, Fgeac
1997 新宿パークタワーギャラリー／東京
1996 こうべまちづくり会館ギャラリー／神戸
兵庫県立近代美術館／神戸
「六甲アイランド現代アート野外展」／神戸
1995 Galerie Vingt Sept, Toulouse／フランス
1994 神奈川県民ギャラリー／神奈川
丹南アートフェスティバル「音のたし算」／福井
―心の時代―高柳の里・彫刻造形展／養父市
「六甲アイランド現代アート野外展」／神戸
1993 「六甲アイランド現代アート野外展」／神戸
パレ・デ・ザール/トゥールーズ
1992 宮城県美術館／宮城
芦屋市立美術博物館／芦屋
1991 大阪府立現代美術センター／大阪
1990 アートホール神戸／神戸
大阪府立現代美術センター／大阪
1989 西武ホール／大津
大阪府立現代美術センター／大阪
1988 姫路市立美術館／姫路
倉敷市立美術館／岡山
ギャラリーP&P／韓国
大阪府立現代美術センター／大阪
1987 大阪府立現代美術センター／大阪
高松市美術館／徳島
信濃橋画廊／大阪
1986 大阪府立現代美術センター／大阪
1985 芦屋市民センター
1983 名古屋市博物館／名古屋
1982 ルナホール／兵庫
1981 兵庫県立近代美術館/神戸
京都市美術館／京都
1979 京都市美術館／京都
1977 兵庫県立近代美術館／神戸
第30回芦屋市展／芦屋
第1回酒津野外展／倉敷
第1回トライアングル展／岡山
第2回大阪府民ギャラリー版画公募展／大阪
第5回汎瀬戸内展／岡山
大阪府民ギャラリー／大阪
1976 兵庫県立近代美術館／神戸

大阪府民ギャラリー／大阪
京都市美術館／京都
1975 芦屋市美術協会ヶ員展
京都大丸／京都
1974 兵庫県立近代美術館／神戸
滴翠美術館／兵庫
芦屋市民会館／兵庫
大阪府民ギャラリー／大阪
1973 兵庫県立近代美術館／神戸
1972 兵庫県立近代美術館／神戸
芦屋ルナホール／芦屋
1971 兵庫県立近代美術館／神戸
1970 みどり館 Expo.’70／大阪
美術館庭 ガーデン オン ガーデン Expo.’70／大阪
1967 西武百貨店／東京
第2回毎日美術コンクール／京都
1965 第15回具体美術展
196491

グタイピナコテカ／大阪

京都アンデパンダン展

1957 「第10回芦屋市展」精道小学校／芦屋
〈パフォーマンス〉
2000 大分市美術館／大分
神戸市立浜山小学校／神戸
奈良市場／奈良
2002 兵庫県立美術館／神戸
2004 第10回お気楽句会 吟行

若草山／奈良

Le Lieu, Quebec／カナダ
Musée des Beaux-Arts d'Arras, artconnexion, Maison Folie de Wazemmes etc.,Lille／フランス
2005 神戸市立浜山小学校／神戸
2006 サンプラザ市民センター／枚方
2007 カールトン大学/オタワ、カナダ
2008 神戸市立明親小学校／神戸
2009 富山県立近代美術館／富山
2010 神戸市立明親小学校／神戸
会津創作の森、あわら／福井
2011 徳島県立近代美術館／徳島
Frankfurt LAB／ドイツ
2012 京都市立芸術大学／京都
2013 BBプラザ美術館／神戸
Guggenheim Museum／ニューヨーク
高鍋町美術館／宮崎

