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《If a monster runs after you, where do you hide in ? 》 Galerie Christa Shuebbe ［デユッセルドルフ・ドイツ］
《旅籠町 町屋プロジェクト》 佐藤宅 ［東京］
《フィリップモリスアートアワード 最終審査展》 恵比寿ガーデンプレイス ［東京］
《If a monster runs after you, where do you hide in ? 》 Gallery TAGA ［東京］
《偶然の振れ幅》 川崎市民ミュージアム ［神奈川］
《Charlottenborg Efterårsudstillingen 2001》 Charlottenborg ［コペンハーゲン・デンマーク］
《朝食前の嘘》 秋吉台国際芸術村 ［山口］ 
《朝食前の嘘》 switch point ［東京］
《第一回ハイファビエンナーレ》 ハイファ市内各所 ［ハイファ・イスラエル］
《IWAKI ARTトリエンナーレ》 Art space Ericona/ Alios cafe/ 天田愚案邸控えの間 ［福島］
《beautiful town (plenty of empty) 》 東京国際フォーラム エキジビション・スペース ［東京］
《箱と人》 Gallery PSYS/静岡県立美術館 ［静岡］
《聞こえない声は、空に溶け拡散する》 愛知県立芸術大学サテライトギャラリー/ 豊田市藤沢アートハウス/ 豊田市美術館［愛知］
《Guimaraes noc noc》 Museum Alberto SampaioExtention/ Dusfigura ［ギマライシュ・ポルトガル］
《トロムソオープン》 Kysten Studio ［トロムソ・ノルウェー］
《光に添う》 愛知県立芸術大学 ［名古屋］
《はしがつるつるのみちをとおってかなたをさわりに》 Small Projects ［トロムソ・ノルウェー］
《つるつるのみちをとおってかなたをさわりに》 gallery COEXIST TOKYO ［東京］
《つるつるのみちをとおってかなたをさわりに》 CAI02 [札幌]
《BLIND GARDEN》 問屋まちスタジオ [金沢]
《スクワチナ・スクワチナ》  Para Hotel (旧白井屋ホテル） [群馬]
《BLIND GARDEN》 Gallery LARA Tokyo [東京]
《BLIND GARDEN》 CAI02 [札幌]
《SUKIMA NO CHIKEI_inbetween》 Galleri Fjærstein [マンダーレン・ノルウェー]
《内なる旅～物に宿された記憶》 苫小牧美術博物館 [苫小牧]
《精神の北へ》スコットランドー日本交流展　Perth Creative Exchange[パース・パース・スコットランド]/二十間蔵・絵本の蔵・
南町2850[喜多方]西会津国際芸術村[西会津]/An Lanntair[ルイス島・スコットランド]
《BLIND GARDEN》 愛知県立芸術大学サテライトギャラリー SA・KURA [愛知]

　

《Open Studio》Mariko Asai Studio  [東京]
《食堂のなかで録音係と犬の調教師が向かい合って珈琲を飲んでいるのがみえた》 《breath》 《portrait 1, portrait 2》  ブッ
クギャラリー ポポタム ［東京］
《旅籠町 町屋プロジェクト》   佐藤宅 [東京] (旅籠町 町屋プロジェクト企画TEAM）
《「箱と人」》 Gallry PSYS, 静岡県立美術館  [静岡]）（作家６人による企画）
《somewhete not here work on progress》　
Para Hotel(旧白井屋ホテル）[群馬]、いわき文化交流館Alios/ 草野心平文学記念館 /もりたか屋（洋品店）/スタンツア（レスト
ラン）[福島]、ハンマーヘッドスタジオ/ SAKURA WORKS（大友恵理企画）[神奈川]、Kysten Studio/ kinnerps(家具屋）/ 
SNE(不動産屋） [トロムソ・ノルウェー]、Center For Northern People[マンダーレン・ノルウェー]、豊田市美術館/ 豊田市藤沢
アートハウス[愛知]など　

trails_小径 秋吉台国際芸術村招聘
愛知県立芸術大学 芸術創造センター アーティスト・イン・レジデンス招聘 /トロムソ大学美術アカデミーゲストアーティスト
Lassagami レジデンス招聘/ Kysten studio トロムソアーティストリンク招聘
問屋まちスタジオ アーティスト・イン・レジデンス招聘
Galleri Fjærsteinアーティスト・イン・レジデンス招聘

法人山口県文化振興財団財団助成 
吉野石膏美術振興財団 国際交流助成/ 朝日新聞芸術文化財団助成
朝日新聞芸術文化財団助成
株式会社資生堂文化支援/ 朝日新聞芸術文化財団助成/ 愛芸アシスト助成/ EU-Japan Fest助成
スカンジナビア・ニッポン ササカワ財団助成
スカンジナビア・ニッポン ササカワ財団助成
公益財団法人 小笠原敏晶記念財団　文化・芸術助成
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《二階堂和美USTOUR2003》 ドキュメントビデオ制作　map発行　
http://www.nikaidokazumi.net/discography/6 
https://marikoasai.jimdo.com/film-mrrn-film/
《二階堂和美USTOUR　Another Movie》企画・ドキュメントビデオ制作　mrrn film発行
http://www.nikaidokazumi.net/discography/7
《moools DUB NARCOTIC SESSON》 ドキュメントビデオ制作   moools entertament発行
http://bridge-inc.net/?pid=2186410

その他
2005
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https://www.marikoasai.com

 

《story of pond》 秋吉台国際芸術村 [山口]
《trace》 フィッシュマン小学校 [ハイファ  イスラエル]
《beautiful town》  千代田区立神田児童館 [東京]
《somewhere not here》  愛知県立芸術大学, 瀬戸市品野中学校, 豊田市前林中学校「愛知]
《trace》  問屋まちスタジオ [金沢]

ワークショップ
2002 
2010 

2012 
2016  


