
 

展示会等 
堂野能伸 

競技会・展覧会等の名称 場      所 開催年月 発表・展示の内容等 

個展「37 分前」 ギャラリーアンフェール

(京都一乗寺・恵文社) 
1994 年 10 月 自身の内面探求を目的とした個展. 

抽象表現の平面や立体、詩を中心とした展示

会 

フランス反核実験風刺漫画

展 
フランス・日本国内 
各所巡回 

1996 年～ (一社)日本漫画家協会が行う、フランス反核

実験風刺漫画展出品 
フランスおよび日本各地で展示 

グループ展「クラック」 京都精華大学春秋館ギャ

ラリー 
1996 年 9 月 京都の芸術系大学の有志による同人誌グル

ープ『蟹の声』によるグループ展 

平面、立体作品を出品 

グループ展「青い種子」 兵庫県 
こうべまちづくり会館 

1999 年 8 月 同人誌グループ『蟹の声』によるグループ展 

自画像作品 1000mm×4500mm を出品 

ドウノヨシノブ篆刻展 兵庫県たつの市 
ふれあいギャラリー下川

原 

2002 年 6 月～9
月 

大学在学中より判子職人に弟子入りし学ん

だ,篆刻作品の展示会 

ドウノヨシノブ篆刻展 兵庫県 
加古川ヤマトヤシキ 6 階・

紀伊國屋書店 

2002 年 9 月～10
月 

たつの市の展示を見た紀伊国屋書店の店長

企画の展示会 

蔵書印を含む篆刻作品の展示と実演 

「さようの妖怪たち」展 兵庫県 
佐用郡文化情報センター 

2002 年 11 月 企画展『播磨妖怪実記』に合わせ、紙芝居「播

磨妖怪実記・忠成ふしぎばなし」「さよう妖怪

すごろく」制作 
ロビーにて立体作品「妖怪床の間」展示 

さよう子供妖怪イラスト巻

物 
兵庫県 
佐用郡文化情報センター 

2003 年 1 月 企画展『播磨妖怪実記』から派生したワーク

ショップを指導。できた作品をまとめた「子

供妖怪イラスト巻物」を制作監修 

越部馬立・姥塚古墳灯展 
 

兵庫県たつの市 
越部馬立・姥塚古墳 
 

2003 年 6 月 文化財である古墳をアートワークで多くの

人に見てもらう事を目的としたライトアッ

プイベント。馬立古墳群の中に 3 人の作家の

作品展示と、古墳群のライトアップ 
大石神社灯観会 兵庫県赤穂市大石神社 2003 年 6 月 赤穂浪士ゆかりの神社において 3人の作家の

作品展示とライトアップイベント 

龍野ふるさと祭灯観会 兵庫県たつの市水神町 2003 年 7 月 龍野川西地区の水神社のお祭において 3人の

作家の作品展示とライトアップイベント 

テクノ祭灯観会 兵庫県赤穂郡上郡町 
播磨科学公園都市 

2003 年 9 月 西播磨科学公園都市テクノポリス祭におい

て 3人の作家の作品展示とライトアップイベ

ントの開催 

斑鳩寺灯観会 兵庫県揖保郡太子町斑鳩 2003 年 9 月 聖徳太子ゆかりの斑鳩寺において 3人の作家

の作品展示、ライトアップイベント、ジャズ

ライブイベントの開催 

みたき園灯観会 鳥取県八頭郡智頭町 2003 年 9 月 智頭町みたき園の園庭において 3人の作家の

作品展示,ライトアップイベント,和太鼓ライ

ブイベントの開催 

越部八幡神社とお玉の清水

灯観会 
兵庫県たつの市新宮町市

野保 
2003 年 10 月 たつの市新宮地区にある越部八幡神社とお

玉の清水（文化財）における 3 人の作家の作

品展示と、ライトアップイベントの開催 

 
  



 

 

競技会・展覧会等の名称 場      所 開催年月 発表・展示の内容等 

船越山南光坊瑠璃寺灯観会・

野外劇「高野聖」 
兵庫県佐用郡南光町 2003 年 10 月 船越山南光坊瑠璃寺の庭において 3人の作家

の作品展示 
野外劇「高野聖」ライトアップでの演出 

城下町龍野・灯観会 兵庫県たつの市 
龍野藝術工房 伊勢屋、如

来寺、十文字川、浦川 

2003 年 11 月 龍野川西地区において、自身も実行委員をす

る「オータムフェスティバル in龍野」にてラ

イトアップイベント 

義士祭・灯観会 兵庫県赤穂市大石神社 2003 年 12 月 赤穂浪士ゆかりの神社において境内のライ

トアップ及び、和太鼓、民族楽器、ファイヤ

ーダンスの演出プロデュース 

音楽イベント

「TEGARAYAMA」灯観会 
兵庫県姫路市手柄 2004 年 11 月 手柄山中央公園において行われたロック、ア

コースティック、ヒップホップ、トランス、

アートパフォーマンス等のイベントで、山頂

にある慰霊塔周辺でのライトアップ 

くわく湯郷キャンドルナイ

ト 
岡山県美作市 
湯郷温泉 

2004 年 12 月 湯郷温泉にある湯郷神社におけるライブイ

ベントのプロデュース 
舞台オブジェ、ランプシェード制作展示 

川村旭芳琵琶語り演奏会 兵庫県姫路市 
姫路文学館 望景亭 

2005 年 5 月 姫路市の文化財「望景亭」において開催の琵

琶奏者「川村旭芳」の舞台オブジェの制作と

演出 

竹宮惠子個展 
Visionary～幻想～ 

京都 
ギャルリー三条柳馬場 

2006 年 6 月 竹宮惠子個展において「風と木の詩」ジルベ

ールの針金作品制作展示 

ドウノヨシノブ針金作品展 東京帝国ホテル 2007 年 1 月 マンガジャパン新春の会に合わせ、針金作品

の展示 

上賀茂灯観会 京都市 

上賀茂神社 
2007年 10月 上賀茂神社の庭園に行灯作品展示とライト

アップ 

個展「針金四十八展」 京都市中京区 

木屋町 

ギャラリー其の延長 

2007年 12月 一筆書きの要領で、一本の針金で男女を表現

し、48 手(48作品)を制作展示 

上賀茂ピコ水力発電灯観会 京都市 

上賀茂神社 
2009年 4月 上賀茂神社に流れる川にハブダイナモを使

った発電水車を制作し発電した電気を使っ

たライトアップ 

姫路城ライトアップ 兵庫県姫路市 

姫路城 
2009年 4月 国宝姫路城の武者溜り広場に巨大な桜のオ

ブジェを制作しライトアップ 

上賀茂神社 葵祭 ライト

アップ 
京都市 

上賀茂神社 
2009年 5月 葵祭に合わせた水力発電を使ったライトア

ップ。京都精華大学建築学科葉山ゼミの学生

も参加 

ターンアート展 兵庫県宍粟市 

宍粟防災センター 
2009年 5月 「出雲大社マンガ鳥瞰図」「旭山動物園散策

マップ」出品 各 1000×1500(mm) 

山崎本多藩記念館賞 受賞 

グループ展「妖怪二人展」 兵庫県たつの市 

龍野多目的空間「米蔵(よ
ねくら)」 

2009年 8月 小豆島の妖怪画家「柳生忠平」との二人展 

江戸時代の米蔵を会場に、お化け屋敷風の演

出で妖怪に特化した作品の展示 

ターンアート展 兵庫県宍粟市 

宍粟防災センター 
2010 年 5月 「世界遺産白川郷おさんぽマップ」出品 

1000×1500(mm) 
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特別展「旅と鉄道と文学

と」 

 

兵庫県姫路市 

市立姫路文学館 
2010 年 10 月～11

月 
展示会のタイトル揮毫、顔出しパネル、実物

大列車パネル製作展示 

主催：姫路市 

特別展「播磨国風土記の世界

～揖保川流域を中心として

～」 

兵庫県たつの市 
市立埋蔵文化財センター 

2010 年 10 月～11

月 
揖保川流域に絞った播磨国風土記マンガの

展示 
主催：たつの市教育委員会 

ワンダーフェスティバル

2011冬 
幕張メッセ 2011 年 2月 オリジナルフィギアストラップ 

「つまみ猫」出品 

ターンアート展 兵庫県宍粟市 

宍粟防災センター 
2011 年 5月 「道後温泉本館マンガ鳥瞰図」出品 

1000×1500(mm) 

ワンダーフェスティバル

2012冬 
幕張メッセ 2012年 2月 球体関節人形 出品 

ターンアート展 兵庫県宍粟市 

宍粟防災センター 
2012年 5月 立体作品「ドラゴンボート船首船尾原型」 

出品 

ワンダーフェスティバル

2012夏 
幕張メッセ 2012年 7月 チェスゴマ 出品 

ワンダーフェスティバル

2013 冬 
幕張メッセ 2013年 2月 チェスゴマ 出品 

ターンアート展 兵庫県宍粟市 

宍粟防災センター 
2013年 5月 つくりもの構造模型「馬」出品 

600×2000×2500(mm) 

ワンダーフェスティバル

2013 夏 
幕張メッセ 2013年 7月 人形 出品 

ワンダーフェスティバル

2014冬 
幕張メッセ 2014 年 2月 情景ジオラマ 出品 

ターンアート展 兵庫県宍粟市 

宍粟防災センター 
2014 年 5月 針金一筆書き 鳥獣戯画 出品 

ワンダーフェスティバル

2014夏 
幕張メッセ 2014 年 7月 情景ジオラマ 出品 

播磨国風土記編 1300 年記念 

風土記マンガ原画展 

JR姫路駅 2014 年 11 月 姫路駅ビル構内にて播磨国風土記マンガ 70

作品を一覧展示 

主催：中播磨県民局 

ワンダーフェスティバル

2015冬 
幕張メッセ 2015 年 2月 情景フィギア 出品 

はりま伝説夢物語ドウノヨ

シノブ原画展 
播磨国総社 御門 2015 年 3月 「はりま伝説夢物語」出版記念で開催。 

本に掲載された原画イラストを一堂に展示。 
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ターンアート展 兵庫県宍粟市 

宍粟防災センター 
2015 年 5月 「はりま伝説夢物語」の原画 20点出品 

ターンアート展 兵庫県宍粟市 

宍粟防災センター 
2016年 5月 覗きカラクリ「地獄太夫」を制作出品 

はりま伝説夢物語ドウノヨ

シノブ原画展 御津・室津編 

たつの市立室津海駅館 2019年 9月 「はりま伝説夢物語」の中から海や川、湖な

ど水に関する伝説を 20点と新規に 20点追加 

主催：たつの市教育委員会 

荻原征弥＋ドウノヨシノブ 

二人展『居竜地』 

ギャラリー Kara-S 2020 年 12月 15

日〜12月 20 日 

荻原征弥のドラゴン（西洋）のイラストとド

ウノヨシノブの龍（東洋）のコラボ展。 

荻原イラストのドラゴンをフィギュア化し

展示、龍にまつわる作品を展示 

日本漫画家協会 関西ブロ

ック展示会 

京都三条河原町 
アートギャラリー北野 

2021 年 7 月 日本漫画家協会 関西ブロック展示会 

都々逸マンガ、ハガキ作品 3 点出品 

 


