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2017
 

社会活動歴

キャンベラグラスワークス 滞在制作 - キャンベラグラスワーク
ス、キャンベラ、オーストラリア
Japanese Australian Glass Forum
アーティストトーク、デモンストレーション(キャンベラグラ
スワークス、オーストラリア⽇本⼤使館共同主催)
Brian Corr workshop 主催、 通訳(英語)、制作補助 - 富⼭ガラス⼯
房(富⼭)

2018

吉積 彩乃
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学歴

武蔵野美術⼤学(2010-2014)
- 学⼠:⼯芸⼯業デザイン学科 ガラス専攻卒業
富⼭ガラス造形研究所 (2014-2016)
- 造形科 卒業

職歴

富⼭ガラス⼯房 (2016-2018)
- 技術課制作部 所属
ジャムファクトリー アソシエイトトレーニングプログラム (2019-)
- ガラススタジオアソシエイト

専門教育歴

Adrianne Evans Workshop - 富⼭ガラス造形研究所(富⼭)
Martin Janecky Workshop - 富⼭ガラス造形研究所(富⼭)
Therman Statom Workshop - 富⼭ガラス造形研究所(富⼭)
Keke Cribbs Workshop - 富⼭ガラス造形研究所(富⼭)
Brian Corr workshop - 富⼭ガラス⼯房(富⼭)
Nick Mount Workshop - ジャムファクトリー(アデレード・オース
トラリア)
Fred Khal DO ANDROIDS DREAM OF CNC PATHS? - ピルチャ
ックグラススクール
(ワシントン州・アメリカ)
Anu Penttinen Workshop - ジャムファクトリー(アデレード・オ
ーストラリア)
 
 

2014
 

2018
2019

2015

作品所蔵

富⼭ガラス研究所/ 富⼭
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2017
 

個展

2017 Exhibition works of Ayano Yoshizumi -キャンベラグラスワ
ークス(キャンベラ・オーストラリア)
Drawing of Space 吉積彩乃 個展 - 富⼭ガラス美術館(富⼭)
 
 

2020
 

グループ展

2020 FUSE Glass Prize - ジャムファクトリー(アデレード・オー
ストラリア)
巡回展:オーストラリアンデザインセンター - シドニー・オースト
ラリア)
SURFACE -  1k Chairs (アデレード・オーストラリア)
2019 Urban Cow Studio Art Prize - アーバンカウスタジオ(アデレ
ード・オーストラリア)
Shelf OIL by 美術⼿帳 - 渋⾕ PARCO(東京)
UFO Unidentified Functional Object - グレースエミリーホテル
(アデレード・オーストラリア)
アートフェア富⼭ 2018 - 富⼭ガラス美術館(富⼭)
Muses - ギャラリーシュタイネ(⻑野)
はるめく ガラスの器たち - 銀座三越(東京)
春の光を呑みましょう、ガラスの酒器展 - グラスギャラリーカラ
ニス(東京)
アートフェア富⼭ 2017 - 富⼭ガラス美術館(富⼭)
Natural Creations! - ⾊ガラス 春ガラス 花ガラス -  伊勢丹新宿店
(東京)
アートフェア富⼭ 2016 - 富⼭ガラス美術館(富⼭)
国際ガラス展・⾦沢 2016 - ⽯川県政記念しいのき迎賓館(⽯川)
富⼭ガラス造形研究所 卒業制作展 - 富⼭ガラス美術館(富⼭)
Azabujuban Gallery 新春公募展 - Azabujuban Gallery(東京)
武蔵野美術⼤学 卒業制作展 - ⻘⼭ Spiral(東京)
 

2019

2018

2017

2016

2015
2014

2020
 

受賞歴等

FUSE Glass Prize 2020 新興作家部⾨ ⼊選 - オーストラリア
Urban Cow Studio Art Prize ⼊選 - オーストラリア
ピルチャック・ジャムファクトリー パートナースカラシップ 受賞
アーティスト・イン・レシデンス助成⾦ Asialink Arts Residency
Grant 受賞
⼯芸都市⾼岡クラフトコンペティション2016 ⼊選 - ⽇本
そば猪⼝アート公募展 ⼊選(2015, 2014, 2013)  - ⽇本
国際ガラス展・⾦沢 2016 ⼊選 - ⽇本
第55回⽇本クラフト展 ⼊選 - ⽇本
富⼭ガラス造形研究所最優秀賞 受賞 - ⽇本
アート&クラフト in 御仏供杉ʼ15 ⼊選 - ⽇本
ナハトマンデザインスクールプロジェクト ⼊賞 - ⽇本

2019

2015

2017

2016

2014
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