
●個展 

2020 年 

「光る夢」 Gallery Cafe 3／高円寺(2.11-2.16) 

「光る玉」Gallery Nayuta／銀座(2.3-2.15) 

  

2019 年 

「道端の花 烏野豌豆と立浪草」zushi art gallery／逗子(4.12-4.29) 

「The Art of Photography by Yoichiro Nishimura」Fabrik Gallery／香港(3.9-4.11) 

  

2018 年 

「Paris」みんなのギャラリー／上野(10.11-10.28) 

「踊ル人」zushi art gallery／逗子(6.6-6.11) 

「青い花」モンミュゼ沼津（沼津市庄司美術館／沼津(4.28-5.20） 

 

2017 年 

「踊ル人」ギャラリーヨクト／四谷三丁目(9.1-9.30) 

「月の花」zushi art gallery／逗子(9.1-9.11) 

「小さな生き物」Gallery Nayuta／銀座(7.28-8.12) 

「青い闇、夜を踏む」ギャラリーカノン／銀座(7.10-7.20) 

「紫陽花」みんなのギャラリー／上野(6.1-7.2) 

 

2016 年 

「月下美人」みんなのギャラリー／半蔵門(12.16-26) 

「Recent Works」 GALLERY PASTRAYS／石川町(9.22-11.5) 

「青い花」ととら堂(9,13-25) 

「 Y 氏の光学装置」zushi art gallery／逗子(7.24-8.14) 



「青い花」新美歯科オーラルケア／三島(7.6-8.31) 

「青い花」みんなのギャラリー／半蔵門(6.4-26) 

「花の光」マキイマサルファインアーツ／浅草橋(4.8-17) 

「山桜」みんなのギャラリー／半蔵門子(3.18-27) 

 

2015 年 

「山桜」zushi art gallery／逗子(11.25-30) 

『見る影がある』 

  「啞子・ヌード・脚」ルーニィ 247 フォトグラフィー(11.3-11.15) 

  「 Y 氏の光学装置」Gallery photo/synthesis(11.3-8) 

  「青いイカロス」Gallery photo/synthesis(11.10-11.15) 

「輝跡」GALLERY PAST RAYS／石川町(9.19-10.31) 

「光の詩」新潟絵屋／新潟(8.22-8.30) 

「ホタルとホタルイカ」zushi art gallery／逗子(5.16-6.1) 

「LIFE」MARu／葉山(5.9-5.10) 

 

2014 年 

「ホタルとホタルイカ」マキイマサルファインアーツ・東京(7.4-7.13) 

「道端の花」新美歯科オーラルケア／三島（6.3-6.30） 

「道端の花」三島信用金庫沼津支店／沼津（5.1-5.30） 

「道端の花」森岡書店／茅場町（1.27-2.8） 

 

2013 年 

「森の中」アトリエ・プティカ／山中湖（11.25-12.23） 

「身体のフォトグラム」禪フォトギャラリー／六本木（10.17-11.2）  



 

2012 年 

「守宮と沢蟹」ギャラリーパストレイズ／石川町(11.17-12.22) 

「西村陽一郎写真展」ギャラリー宙／日吉本町(11.24,25,12.1,2) 

「青い花」禪フォトギャラリー／六本木(10.9-10.27)  

 

2011 年 

「パトス」 ギャラリーパストレイズ／横浜(10.21-11/26) 

「青い花」 谷中ボッサ／台東区(10.5-10-.10) 

 

2010 年  

「月の花」 ルーニィ 247 フォトグラフィー／四谷（9.28-10.10） 

「ソフィア」 ギャラリーパストレイズ／横浜（9.3-10.2） 

「西村陽一郎写真展」 GALLERY Private／鎌倉 (4.2-4.14) 

 

2009 年 

「青い花」 vinsanto/恵比寿 (11.9-11.22) 

「Ikaros」 ルーニィ 247 フォトグラフィー／四谷 (7.28-8.9) 

「薄い羽」 アトリエ・プティカ／山中湖 (5.1-7.31) 

「青い葉」 ギャラリーユイット／新宿 (5.13-5.31) 

「白い襞」 ギャラリーユイット／新宿 (4.1-5.12) 

「明滅」 ギャラリーユイット／新宿 (1.14-3.31) 

 

2008 年 

「雪の記憶」 ルーニィ 247 フォトグラフィー／四谷 (10.4-10.9) 

「混在」  ルーニィ 247 フォトグラフィー／四谷 (9.9-9.21) 



「Sophia」 vinsanto／恵比寿 (7.21-8.17) 

「発光」 ギャラリーユイット／新宿 (7.3-7.31) 

「青い葉」 カフェ・キナ／逗子 (4.21-5.4) 

 

2007 年 

「暗転」ルーニィ 247 フォトグラフィー／四谷 (10.2-10.7) 

「グラス」ギャラリーユイット／新宿 (8.15-8.28) 

「水の中」ギャラリーユイット／新宿 (8.1-8.14) 

「青い花」ルーニィ 247 フォトグラフィー／四谷 (7.10-7.22) 

「化身」GALLERY Private／鎌倉 (3.16-4.1) 

 

2006 年  

「薄い羽」ギャラリーユイット／新宿 (8.9-8.22) 

「流転」ルーニィ 247 フォトグラフィー／四谷 (7.18-7.30) 

 

2005 年  

「発光」ルーニィ 247 フォトグラフィー／四谷 (7.12-7.24) 

「水のフォトグラム」ギャラリーユイット ／新宿 (6.22-7.5) 

 

2004 年 

「LIFE」gallery GAZEBO ／鵠沼海岸 (9.7-9.12) 

「水の記憶」ギャラリーユイット ／新宿 (7.29-8.23) 

 

2003 年  

「LIFE」 ギャラリーユイット ／新宿 (8.20-11.19) 

「光の誘惑～見えない物を見る」東京写真文化館 STAGE ／赤坂見附 (4.28-5.4) 



 

2002 年 

「水の記憶」EXILE GALLERY／京都 北白川 (10.1-10.27) 

「化身」ギャラリーパストレイズ ／横浜 石川町 (6.7-7.6) 

 

1999 年 

「LIFE」ギャラリークレイドル／横浜（12.2-12.14） 

「光の描いた画、水の影」ライトワークス／横浜（11.26-12.14） 

 

1998 年 

「LIFE」画廊春秋／銀座（6.29-7.6） 

 

1997 年 

「Photogenic drawings」画廊春秋／銀座（4.21-4.27） 

 

1996 年 

「On the border of darkness」画廊春秋／銀座（5.6-5.12） 

 

1995 年 

「西村陽一郎写真展」画廊春秋／銀座（4.17-4.23） 

 

1993 年 

「私の鎌倉散歩」門 ／鎌倉 

      
 

●グループ展 

2019 年 

「ART FAIR ASIA FUKUOKA」 福岡三越／福岡(9.5-9.8) 



「美学校クロニクル 1969-2019~51 年目の現在」 美学校／神保町(8.9-8.25) 

「Asia Contemporary Art Show」Conrad Hong Kong／香港(3.29-4.1) 

「春に寄す」Gallery Nayuta／銀座(4.5-4.20) 

 

2018 年 

「10 月の少女達 儀保克幸・西村陽一郎」Gallery Nayuta／銀座(10.15-10.28) 

「Asia Contemporary Art Show」Conrad Hong Kong／香港(9.28-10.1) 

「iPhone 写真展 特別展示」赤レンガ倉庫 1 号館／横浜(9.22-9.24) 

「Business as Usual」みんなのギャラリー／上野(5.10-5.31) 

「美学校写真工房展」ルーニィ 247 ファインアーツ(3.27-4.1) 

「光画工房展」ルーニィ 247 ファインアーツ／馬喰町(3.6-3.11) 

 

2017 年 

「fotofever」カルーゼル・デュ・ルーブル／パリ(11.9-11.11) 

「水無月閉廊」Gallery Photo/synthesis／四谷(6.4-6.25) 

 

2016 年 

「TOKYO DESIGN WEEK」絵画館前／東京(10.26-31) 

「逗子の芸術家 逗子で生まれた芸術」逗子市立図書館／逗子(10.20-12.12) 

「unseen」アムステルダム／オランダ(9.23-25) 

「iPhone 写真展」赤レンガ倉庫／横浜(9.17-18) 

「どうしてみんな、花が好き？」まつだい農舞台／新潟(7.2-9.4) 

 

2015 年 

「iPhone 写真展」赤レンガ倉庫／横浜(10.24-10.25) 

『ZOKEI 教育展「和紙のはたらきかけ」』ZOKEI ギャラリー／相原(9.21,22,25,26) 



「REINCARNATION 2」Hasu no hana／鵜の木(9.7-9.15) 

「Flowers」マキイマサルファインアーツ／浅草橋(5..15-24) 

 

2014 年 

「アートフェア札幌 2014」クロスホテル／札幌(11.23,24) 

「ZOKE 教育展」東京造形大学付属美術館／東京(10.25-11.15) 

「原点を、永遠に。」K’MoPA 展 東京都写真美術館／東京(8.9-8.24) 

「青」展 マキイマサルファインアーツ／東京(5.23-6.1) 

 

2013 年 

「暗室ワークショップ展」出品「LIFE」 クロスロードギャラリー／四谷（10.22-27） 

「UNDERGROUND Lab 地下の色層」展 出品「造形の森」 AKITEN／八王子（10.18-20,25-27） 

「Nude」展 出品「ヌード」 ルーニィ 247 フォトグラフィー／四谷三丁目(7.2-7.14) 

 

2012 年 

「東京フォト 2012」 出品「青い花」 東京ミッドタウンホール／六本木(9.28-10.1) 

「N.E.W.S」展 出品「青い花」「発光」 ギャラリーSHIMIZU／関内(8.3-8.10) 

 

2011 年 

「東京フォト 2011」 出品「青い花」 東京ミッドタウンホール／六本木(9.23-9.25) 

『松蔭浩之×西村陽一郎「写真」展』 出品「海士」「イカロス」「青い花」 文房堂ギャラリー／神保町（4.4-4.10） 

「美学校写真工房展」 出品「女」  ルーニィ／四谷(3.15-20) 

 

2009 年 3 月 

「美学校資料展」 出品「今泉省彦先生」 アートコンプレックスセンター／四谷 

 

2008 年 



「美学校 40 周年記念展」 出品「マリナルコの犬」 アートコンプレックスセンター／四谷 

 

2007 年 

 「'06 年度 美学校写真工房展 #2『ヒカリヲオウ』」 出品「ポートレート M.Y」 ルーニィ 247 フォトグラフィー／

東京 

 「現代美術作家 16 人展『yajirushi"Y"』」 出品「白い襞」 練馬区立美術館企画展示室／中村橋 

 「'07 年度 美学校写真工房展 #1『ポートレート』」 出品「セルフポートレート」 ルーニィ 247 フォトグラフィー

／東京 

 

2006 年 

「Allons au marche aux photos! 」 出品「コンポジション」 Gallery Private ／鎌倉 

「Roonee セレクション展」 出品「水の記憶」 ルーニィ 247 フォトグラフィー／四谷三丁目 

「藤山智 写真コレクション展『蒐集創世記』 出品「ソラリゼーション A」 ビッグストン・ギャラリー／大阪、ギャ

ラリー R．ローカス／東京 

「'06 年度 美学校写真工房展 #1『うろん』」 出品「発光」 ルーニィ 247 フォトグラフィー／東京 

 

2005 年 

「Allons au marche aux photos! 」 出品「旅の写真」 Gallery Private ／鎌倉 

 

2004 年 

「小さな写真コレクション展」 出品「アカプルコの犬」他 ギャラリーHORI／中野富士見町 

 

2003 年 

「2003 京展」 出品「水の記憶」 京都市美術館／京都 

 

「2003 年度美学校写真工房展」 出品「玉葱」 

 



2002 年 

「ヤング・ポートフォリオ展」 出品「化身」シリーズ 清里フォトアートミュージアム／山梨 

「Brain Buster」展 出品「水の記憶」 神奈川県民ホール／関内 

「2002 年度美学校写真工房展」 出品「セルフポートレート 1986」 

  

2001 年 

「ヤング・ポートフォリオ展」 出品「降」「燃」など 清里フォトアートミュージアム／山梨 

 

2000 年 

「PHILIP MORRIS ART AWARD 2000」 出品「シャボン玉のフォトグラム」 恵比寿ガーデンプレイス／東京 

 

1999 年 

「'99 EPSON Color Imaging CONTEST」 出品「photogenic drowings」 ゲートシティ大崎 ／東京 

 

1998 年 

「ヤング・ポートフォリオ展」 出品「薄い羽」 清里フォトアートミュージアム／山梨 

 

1990 年 

「期待される若手写真家２０人展」 出品「水のフォトグラム」など パルコギャラリー／東京、他 

「写真の境界」 出品「頭蓋骨」「シャボン玉のフォトグラム」など 目黒区民ギャラリー／東京 

 

1989 年  

「美学校写真工房展」 出品「静かな呼吸」「風」など 画廊春秋／東京 

 

1988 年  

「美学校写真工房展」 出品「玉葱」など 画廊春秋／東京 

 

1987 年  



「美学校写真工房展」 出品「メキシコ」など旅のスナップ 画廊春秋／東京 

 

1986 年  

「美学校写真工房展」 出品「父の横顔」（ソラリゼーション）、「切り紙のフォトグラム」など 画廊春秋／東京 

 


