・カミジョウミカ

長野県安曇野市在住

19 歳の時に、先天性骨系統疾患のため入院していた病院のスタッフの顔をデフォルメして独学で
描き始める。普段描いているテーマは「カラフルな空想の世界」と「夢の世界」です。

●個

展

2004 年

imagination

カミジョウミカ展 （軽井沢町／KIGI Gallery & Studio）

初個展

2005 年

カミジョウミカ展 2005 （富士見町／カフェ＆レストランぴあーの）

2007 年

Colorful magic

カミジョウミカ展 （安曇野市／Rest チロル）

2008 年

fun ＆ fantasy

カミジョウミカ展 （松本市／ハンドメイド雑貨ショップ Connect）

2009 年

ミぢカなたにん

カミジョウミカ展 （軽井沢町／KIGI Gallery & Studio）

2012 年

オモシロオカシなもの

2013 年

お天気とミカちゃん

カミジョウミカ展 （安曇野市／ひつじ屋）

2014 年

森の中のミカちゃん

カミジョウミカ展 （安曇野市／カフェギャラリー安曇野縁縁）

カミジョウミカ展 （安曇野市／ひつじ屋）

動物たちとミカちゃん

カミジョウミカ展 （松本市／信州大学医学部付属病院）

カミジョウミカ展 2014（東京都／日本財団ビル 4F 公益社団法人笹川平和財団ホール）
2015 年

カミジョウミカ展 2015 （上田市／心の花美術館）
惑星と異星人とミカちゃん

2016 年
2017 年

ナゾのいきものたち

カミジョウミカ展 （松本市／ゆるカフェ日和 manaya）

カミジョウミカ展 （安曇野市／カフェギャラリー安曇野縁縁）

いきものとミカちゃん

カミジョウミカ展 （松本市／信州大学医学部付属病院）

ゆかいヨーカイ別世界

カミジョウミカ展 （諏訪市／原田泰治美術館）

ネコはな宇宙人

カミジョウミカ展 （松本市／ゆるカフェ日和 manaya）

カミジョウミカ展 2017 （松本市／長野銀行本店）
2018 年

カミジョウミカ展 2018 （安曇野市／市民タイムス山光ホール）
イキモノのミカタ

カミジョウミカ展 （安曇野市／カフェギャラリー安曇野縁縁）

2019 年

ゴチャマゼ一ルミカの近未来

2020 年

森と人間がぬるくなかよく

カミジョウミカ展 2019（千曲市／昭和蔵）
カミジョウミカ展 （安曇野市／カフェギャラリー安曇野縁縁）

●賞 歴
1998 年

長野オリンピックアートパラリンピック公募展街かど賞

2001 年

働く障害者フォト・絵画コンテスト日本障害者雇用促進協会会長賞 特別賞

2002 年

第 9 回「アート村・夢のデザイン大賞」ハートフル賞

2006 年

PATER'S GALLERY COMPETITION 2006

2008 年

第 12 回アート村・夢のデザイン大賞

2010 年

第 29 回肢体不自由児・者の美術展

2012 年

入選
入選
佳作

ビッグ・アイ アートプロジェクト 2012
第 31 回肢体不自由児・者の美術展

優秀賞

公募作品展入選

産経新聞はばたけアート公募展 2012
ポコラート全国公募展 vol.3
2013 年

佳作

入選

2013 アジア・パラアート展入選
産経新聞はばたけアート公募展 2013
ポコラート全国公募展 vol.4
ビッグ・アイ

2014 年

優秀賞

入選

アートプロジェクト 2013 入選

第 3 回なかがわまちアートフォレスタ 2014
産経新聞

はばたけアート公募展 2014

入選

優秀賞

第 14 回全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会 国際障がい者アート展
2015 年

ビッグ・アイ アートプロジェクト 2015
第 34 回肢体不自由児・者の美術展

佳作

佳作

産経新聞はばたけアート公募展 2015

佳作

第 15 回全国障がい者芸術・文化祭かごしま大会 障害者美術・文芸作品展
2016 年

ザワメキ・アート（主催・長野県）
ビッグ・アイ

最優秀賞

優秀賞

入選

アートプロジェクト 2016

佳作

SOMPO パラリンアート・サッカーアートコンテスト T ポイント賞
2016 FIS サマーグランプリジャンプ白馬大会ゼッケンデザインコンペ原田雅彦賞
産経新聞はばたけアート公募展 2016

佳作

全国障害者アート公募展「みんな北斎」
てんかんをめぐるアート展 2016

入選

佳作

第 6 回 YAMATO イラストレーションデザインコンペ
2017 年

第 11 回西脇市サムホール大賞
エイブル・アート・アワード
ビッグ・アイ

入選

入選
ターナー色彩賞

アートプロジェクト 2017

てんかんをめぐるアート展 2017

入賞

入選

第 20 回長野県障がい者文化芸術祭 最優秀賞
SOMPO パラリンアートカップ 2017
2018 年

パラリンアートカップ世界大会

グランプリ（最優秀賞）
エイジス賞

SOMPO パラリンアートカップ 2018 日本ラグビーフットボール選手会賞
萱アートコンペ 2018

昭和蔵賞

2019 年

第 18 回信州梓川賞

入選

第 2 回 JTB 本社ビル巨大壁画アートコンペ

優秀賞

第 10 回巻心 ECO プロジェクトのデザインコンペ

入賞

「チャレンジ！」を描くデザインコンペ
presented by ペレ・グレイス株式会社 レインボー賞
日本新薬こども文学賞

絵画部門

優秀賞

第 5 回 Art to You! 東北障がい者芸術全国公募

入選

産経はばたけアート公募展２０１９ 大賞
2019 パラアート TOKYO

入選

第 22 回長野県障がい者文化芸術祭
第 43 回全国公募 IAC 美術展
2020 年

奨励賞

安曇野市議会議長賞

映画「37 Seconds」ポスターチャレンジ
ピースアートプログラム

優秀賞

アートルネッサンス 2020

ART３６９プロジェクト Beyond the canvas

審査員賞

優秀賞

第 11 回巻心ＥＣＯプロジェクトのデザインコンペ 優秀賞
LIXIL ビバ“5 色の色”がテーマのデザインコンペ 銅賞
CYBERDYNE「人とロボットの未来」を描くデザインコンペ 入選
第 19 回信州梓川賞

入選

「クルマで行く！想い出のふるさと」アートコンテスト presentedby タウ 高崎支店賞
●グループ展
2003 年

アート村第 9 回 デザイン大賞作品展（東京都／東京都世田谷美術館区民ギャラリーA）

2007 年

オブセコンテンポラリーvol.0 境内アート選抜作家展

2008 年

VS MURAKAMIー村上隆を同時に見るー（佐久市／元麻布ギャラリー佐久平）

(小布施町／千曲川ハイウェイミュージアム)

アート村・第 12 回 デザイン大賞作品展（東京都／東京駅行幸地下ギャラリー）
2010 年～19 年 アート・クラフトフェスティバル in 安曇野（安曇野市／豊科近代美術館）
2012 年・15 年 肢体不自由児・者の美術展（東京都／東京芸術劇場展示ギャラリー）
2013 年～14 年 ポコラート全国公募展（東京都／アーツ千代田 3331）
2013 年

アジア・パラアート展（東京都／東京芸術劇場展示ギャラリーなど）

2013 年～17 年 ビックアイアートプロジェクト入選作品展（韓国・東京・横浜・大阪）
2015 年～19 年 FLAT 展（東京都／港区元麻布ギャラリー・寺田倉庫・横浜市／象の鼻テラス）

2017 年～19 年 IAC 美術展（安曇野市/豊科近代美術館・松本市/松本市美術館）
2016 年

2016 パラアート TOKYO -日・中・韓 3 ヵ国を中心とした国際交流展（東京都）
つなぐたゆたうアート展はなたれ村の夏まつり（山梨県／山梨県立図書館）
ザワメキアート展 （長野市／ホクト文化ホール・茅野市／茅野市美術館・東京都／銀座 NAGANO）

2017 年

ちいさなアート展 vol.3 New York ⇔ Nagano（長野市/ギャラリー松真館・NY）

2018 年

Dreaming ~十人の作家と夏のしらべ展（東京都/ART FOR THOUGHT）
シンビズム２

信州ミュージアム・ネットワークが選んだ 20 人の作家たち

（長野/辰野美術館）
2019 年

2019 PARAART TOKYO -日・中・韓 3 ヵ国を中心とした国際交流展（東京都豊島区）

2020 年

2020 パラアート TOKYO 第 7 回国際交流展（東京芸術劇場ギャラリー）

●制作、その他
2004 年

NHK ハート展 2004（NHK からの依頼で絵画作品を制作、全国巡回）

2007 年

文芸アート誌「華音」作品掲載

2011 年

株式会社ゼネラルアサヒ

2012 年

コニカミノルタヘルスケア株式会社

カレンダー

3 月挿絵
広報誌表紙絵

作品が「Ｔシャツ」「ハンカチ」「傘」「ストール」として商品化される（高島屋・パルコで販売）
2013 年

作品が「iPhone ケース」として商品化される（スマホアプリ origami にて販売）

2014 年 （株）ハーバー研究所

無添加通信

星占いページ挿絵(2014 年～15 年)

絵画作品が「ボクサーパンツ」として商品化される（渋谷ヒカリエ・シンクスで販売）
2015 年版エイブルアートカンパニーカレンダー8 月挿絵
2015 年版アートビリティカレンダー6 月挿絵
明治学院大学国際平和研究所「PRIME」表紙絵
テレビ朝日『ポータル
2015 年

ANN ニュース＆スポーツ』タイトルイラスト作品制作

第 9 回 ROOTOTE チャリティーイベントにトートバック参加
雑誌「いきいき」に作品掲載
ハピスポひろば 2015・2016（長野市ビックハット）ミニギャラリーに参加

2016 年

絵画作品が「靴下」になり、靴下専門店 Tabio（タビオ）にて販売
安曇野アートラインサマースクール

パンフレット表紙絵

テレビ信州(日本テレビ系)24 時間テレビコラボアート制作
絵画作品が「ポーチ」になり、中野マルイにて販売

2017 年

絵画作品が「靴下」になり、靴下専門店 Tabio（タビオ）にて販売
FUKUYAMA 100th×ROSES.TOTE BAG ART PROJECT ~Charity Art Exhibition~参加
キッズフェスタ 2017・2018・2019 子どもの福祉用具展
岡学園（長野市）学生制作展ファッションショー

ポスター&チラシ挿絵

コラボ作品参加

作品がサマーソニック 2017 の T シャツに採用される
作品が株式会社オインクゲームズのボードゲーム「ModernArt」の挿絵
信越放送「SBC ニュースワイド」特集コーナーに出演
2018 年

NHK 長野放送局「イブニング信州」～きらり旬の人～に出演
作品が「マスキングテープ」になり、東京ミッドタウン・デザインハブなどで販売中
FOOD＆TIME ISETAN YOKOHAMA（横浜駅西口）フードコートの壁画を描く
絵画作品が「スターバックス MIDORI 松本店」に展示（継続中）
日本テレビネットニュース

日テレ NEWS24「the-social」に出演

作品５点がトヨタ自動車「アクア」のラッピングカーに採用される
作品が郵便局の年賀状（裏面の絵柄）に採用される
2019 年

作品が「タンブラー」になり、東京ミッドタウン・デザインハブなどで販売
NBS 長野放送「プライムニュース みんなの信州」特集コーナーに出演
東京芸大 co1 連携プロジェクト実行委員会主催「みんなで創る夢パーク」参加
ネズミの作品が郵便局の年賀状（裏面の絵柄）に採用される
作品が「自動販売機」のラッピングになり各地に配置される
絵画作品が内田洋行様のカレンダーに採用される
丸の内 KITTE にて 12 月 29,30 日とゆうちょ銀行主催の展覧会に参加

2020 年

絵画作品が「ハンカチ」になり、東京ミッドタウン・デザインハブなどで販売
（現在は、JAGDA オンラインショップにて販売）
作品が「アトレ恵比寿

仮囲いデザイン」に採用される

作品が映画 37 Seconds ポスターチャレンジでポスターになる。同時にポストカード販売
作品が「靴下」になり、靴下専門店 Tabio（タビオ）にて販売中
作品が「しおり」になり、ANA グループから全国各地 51 ヵ所の赤十字病院と
関連施設に配布される
作品がカモ井加工紙株式会社主催「MT ART PROJECT」に展示参加中
第 1 回アートパラ深川おしゃべりな芸術祭（東京都江東区）メインビジュアルを担当

