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そして野となり⼭となり�

熊本県⼭⿅市 天聴の蔵�
ダンボール/紙�
アクリル/オイルパステル 
 
2018.5〜



ハイエナとダイニング

熊本県山鹿市 湯の端美術展　山城家１F

ベニヤ / アクリル / 他　2012.5　

残酷な食事と残酷では無い食事　

違いがあるとすればなんだろうか



ゆきゆきて

熊本県甲佐　川沿い
大阪池田市　ie
熊本県山鹿市　百花堂
ベニヤ /アクリル /他　2012.10〜　

産まれ、生きて、そして死んでゆく自然の歩み

私はどうだろうか



ねむるころ

熊本県山鹿市 天聴の蔵

ベニヤ / アクリル / 他

全長約 6×2m   2013.5

夜 私が眠るころ

どこかでアフリカゾウがねむりにつく

展示会場全景　２人展 ( 夜展より )



みてるよ

熊本県熊本市　ギャラリー Glanta

ベニヤ / アクリル / 他

上 100×200×100cm 程

下 100×60×10cm 程

2014.3

じっとみてる

そっとみてる

ちらっとみてる

でもみてるよ

そんな気がする



ヒト

熊本県山鹿市　百花堂

ベニヤ / アクリル / 他

第 6 回 山鹿・湯の端美術展

テーマ「繭　まゆ」

2014.5

家という場所があって

多様な豊かさを享受できるヒト

安寧として  無防備で  ほわっとしていて

どこか頼りない

この いきもの はどう変化するんだろう



チャンキーチキン

熊本県熊本市 なかお画廊
ダンボール / 紙 / アクリル / 他　

2015.2　

お世話になっている鶏をおおらかに祭る



どうぶつの顔

大阪池田市　ie
上：オイル /アクリル /オイルパステル /他　

2015.9〜

帰りみち

下：ダンボール /紙 /アクリル /他

2015.5〜　

描き残したいそれぞれの肖像

みている　みられている

みんな通るみち

生まれ　そして帰るみち



もりの中

ミクストメディア / ベニヤ

90×180cm  2014.6

くまもと「描く力」　入選

動物いろいろ   ミクストメディア  2014



ヒトは何処へ

キャンバス / アクリル

71×100 cm　 2009



黄金の地

キャンバス / アクリル

F30     2011.2



バッファロー

ベニヤ / アクリル

size 約 F6  2012 .5

ハイエナ

キャンバス / アクリル

size F4       2012.1

▶WHITE SERIES

野生動物の純粋を白の背景の中に

描くことで表そうとする



カバ

キャンバス /アクリル

F10(53×45.5cm)

2010.6



ハイエナ

90×180cm ペンキ / ベニヤ

2009.08

アフリカゾウ

F8/B1 アクリル / 木パネル

2009



ヤギ

木パネル / ペンキ ベニヤ

B1 (103×73 cm)





▶LINE & COLORING





2008/ 朝日現代クラフト展 2009 広告用ビジュアル採用

2009〜/ 安倍なつみオフィシャルホームページイラスト担当

2009/ 熊本全日空ホテルニュースカイ広報紙表紙採用

2011/ 全国西武 SOGO百貨店秋のショーウィンドウ

　　　JALタイアップ企画 [ 秋旅 ] イメージ担当

▶ WORKS



▲ 福岡 PARCO 　渡辺通りショーウィンドウ

　 天神ラボ 2014.9 

◀玉名温泉つかさの湯　家族風呂

　ジャングル風にデコレーション

　2014.11〜



 
絵描 /painter 

(渡辺真希⼦) ado(makiko watanabe) 
1982年生まれ　石川県出身|熊本県在住 

2003年    野生動物保全に携わりたくてケニアに訪問滞在 

              自分の考えの甘さに気付き  何か出来ないかと帰国後制作活動開始 

2005年　 九州東海大学 農学部 応用動物科学科卒 
2005年　 熊本市動植物園嘱託職員　勤務 
2006年　 熊本市河原町にてアトリエ兼ショップ Jogoo運営 2011.12 閉店  
2012年～ 熊本を拠点にフリーで絵描き活動中 

活動歴(一部抜粋) 
2008年   阿蘇白水郷美術館  個展| 熊本 
2008年   島田美術館  個展| 熊本 
2008年   [朝日現代クラフト展]広告用ビジュアル採用 
2009年   [熊本全日空ホテルニュースカイ]広報誌表紙採用 展示 
2009年   [安倍なつみオフィシャルホームページ]イラスト 

2010年   東急ハンズトラックマーケットギャラリー巡回展| 熊本 長崎 鹿児島 
2011年   [全国西武SOGO百貨店秋のショーウィンドウ]JALタイアップ企画 秋旅 イメージ 
2012年   ミドリネコ舎  個展| 熊本 
2012年　 ie  TRAILER×adoコラボ展| 大阪 
2012年　 [HugMug.Vol.01 ハースト婦人画報 ]作品掲載 
2012年　 山鹿百花堂3人展| 熊本市動植物園資料館 巡回 
2013.2015年　ie  個展| 大阪  
2014年　 天神ラボ  PARCOショーウィンドウ| 福岡 
2014年　 子供達と巨大絵画作成  ライブペイント| 山口宇部市 
2014年　 くまもと「描く力」入選 

2015年　 3人展@なかお画廊| 熊本 
2015年　 熊本市現代美術館アートパレード  奨励賞(審査員 三潴末雄) 
2015年　 etu   個展| 熊本阿蘇 
2016年　 博多阪急 阪急うめだ  モヒカンポシェット企画| 福岡.大阪 

2017年　 [Yakinikufutago 37west17thst]店内絵画制作| 東京新橋 
2017年　 七号閱覽室  個展| 台湾高雄 
and etc 

催事|� 県⺠百貨店�熊本PARCO�福岡岩⽥屋�博多阪急�⼩倉井筒屋�阪急  �
企画展|�⼭⿅・湯 端美術展���企画|�⼭⼝県宇部市 祭 ����
顔出 看板製作|�熊本市北区区役所 熊本市動植物園 湯 端美術展

ヒトと動物のあいだ　生命のありようの表現を模索。 
動物に対して何か出来ることがないか考えながら制作活動を行う。




