








安   田 　 舞       書道家 
大阪府吹田市生まれ。昭和を代表する二大書家によって設立された書道学会師範指導のもと、4歳から書道を学ぶ。
文部科学省認可　 硬筆師範免許・毛筆師範免許保有。  元佐々木夕楊に師事。千字文大会展にて静岡県知事賞受賞。
書を通じて、表現を通して、『可能性を切り開く』『感動と活力を届ける』ことを指針とし活動する。

自身の幼少期の不整脈の病気の経験から、『人はひとりひとり生まれてきた意味や使命が必ずある』という価値観のもと、
書を通じて可能性にチャレンジしていく自分の姿・公私ともにの生き方・活動や想いを発信していくことで
人の『可能性と自己表現』を伝えていきたいと思うようになる。ひとりひとりにある可能性の応援・役に立ちたいとの想いから経験談の発信にも精進している。

座右の銘は、人生を最高に旅せよ／可能性は無限大。

代表作品に、小栗旬さん出演味の素TVCM『だし炊きたこ飯』の題字制作。 株式会社NTT西日本・東日本様より書の電報のデザイン制作。
maxell IZUMI様Vシェーバー2018キービジュアルの書・イメージモチーフ制作。
ヤフー株式会社様よりクラウドソーシングサービス・エンディングサービスの WEBサイト掲載文字を制作するなど企業様の作品制作活動も行っている。

靖国神社にて執行された日本国第四十代内閣総理大臣東條英機大将 第一回東條英機命慰霊祭趣意書を揮毫。

国内では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたホストタウン事業 世界選手権のため来日されたカザフスタン共和国女子バレーナショナルチーム歓迎レセプ
ションや、リオ・デ・ジャネイロオリンピック最終予選のために来日されたオーストラリア女子サッカーナショナルチーム歓迎レセプションにて、
『必勝』の書作品のお贈り・書道体験のおもてなしをおこなった。

海外活動では、2018年 スペイントレドにて行われた、日本スペイン外交関係樹立150周年記念事業 日本伝統文化芸術祭 Toledo Japan Dayにて舞台上演・ワークショップを実施。トレ
ド市の歓迎レセプションに参加。Japan Expo パリ等にも出演し、伝統文化sakuraステージにてパフォーマンスを披露。日本の伝統文化の発信、文化交流を計る。

2015年秋には、毎年来場者数2万人以上が訪れるフランスルーブル美術館での展示会へ書の作品の展示を行った。また、2017年9月には、書道家として、大阪府 城東警察署 一日警察
署長を務める。秋の交通安全運動・交通安全大会にて、『安穏無事』の揮毫・書道パフォーマンスをおこなった。

2019年に一般公開された『尼崎城』の題字制作・上方舞山村流日本舞踊 国立文楽劇場にて開催された披露目舞台『若登会』では、書道パフォーマンスの演出にて、コラボレーショ
ン共演・題字を制作。日本舞踊・和太鼓との共演など、日本の伝統を伝える者とのコラボレーションなども行う。書道パフォーマンス出演・題字タイトル、デザイン、ロゴ、名刺文
字、オーダー作品などの制作活動をメインとし、国内外にて日本の伝統文化・精神性を発信していくため、活動を行っている。

公式HP  http://yasudamai.com 

facebook https://www.facebook.com/mai.yasuda89

Instagram   https://www.instagram.com/0809maiyasuda/Twitter   https://twitter.com/00MaI0

活動ブログ  https://ameblo.jp/maiy0809/

note  https://note.mu/yasudamai0809 

http://yasudamai.com
https://www.facebook.com/mai.yasuda89
https://www.instagram.com/0809maiyasuda/
https://twitter.com/00MaI0
https://ameblo.jp/maiy0809/
https://note.mu/yasudamai0809








インタビュー掲載記事　https://amp.review/2019/08/16/yasuda-calligrapher/

【Story】

「自分の経験が文字を豊かにする」－ーー

　安田舞が語る“書道家の世界”

https://amp.review/2019/08/16/yasuda-calligrapher/


使命
書を通じて、表現者として、

世の中の人々・ひとりひとりの可能性を切り開くこと
感動と活力を届けられるものを創造していくこと

目指す姿・場所
ひとりひとりの可能性を心から応援し、可能性を切り開く

魂・心を磨き合う　世の中の幸福度を高める　世界全体のアセンション

伝統文化・書道の発信と普及・継承に貢献していくこと

表現を通して世界を繋ぐ 架け橋になる

次世へ繋いでいける表現者・アーティストとして、日本で生き方を残せる一つのロールモデルになること

書と表現を通じて社会の役に立つことを仕組み化し、貢献していくこと

活動・自身の生き様を通じ、チャレンジ・挑戦・人生を進んでいく自分自身の姿を通して、
世の中の役に立ち勇気や希望を届けていきたい

関わる人や誰かの一歩踏み出す勇気のきっかけを届けていければと精進しています

私は、可能性・課題にチャレンジし続けることを通じての成長・出逢いとご縁、
人として、豊かになっていけることが、人生の財産だと感じております

ひとりひとりに必ず生まれてきた意味や使命が必ずあり、
それぞれの大切なもの・価値観、豊かさ・幸せの形があります

ひとりひとりの命・魂がそれを大切にし、実現できる人生を心から願っています

人生を最高に旅せよ・可能性は無限大
PHILOSOPHY





みなさま　はじめまして。 安田  舞 と申します。 
『可能性を切り拓く』『感動と活力を届ける』ことを指針とし、 

現在、国内外での書道パフォーマンス、題字ロゴ制作・企業理念やオーダーメイド作品制作、 
空間演出・文化活動など書を通じて、活動・お仕事をおこなわせていただいております。 

私が書を通じた活動お仕事に携わらせていただくとき、 
企業様や個人様の想いや志（またご企画のコンセプト）に触れるご機会が多くございます。 
想い・志・コンセプトなどを一旦取り込ませていただいてから、書にしたためるのですが、 

みなさま（貴社）の想いを汲み取らせていただき、想いを反映（表現）させた 
魂を込めて揮毫した書には、エネルギーが乗り、場の空間を高め、 
命が宿ったように輝きが放たれ、信念を揺るぎないものとする。 

可能性を切り拓く、飛躍に導く力がある。 
そう心から感じています。 

想いと魂を込めた書には、きっと可能性を切り拓く力があると信じています。

貴方の可能性を切り拓く。飛躍に導く書。 

CONCEPT 



【制作】
・小栗旬さんご出演 ほんだし®新TVCM『だし炊きたこ飯』タイトル文字 制作
・NTT東日本・西日本発売　書道アート電報　デザイン制作
・マクセル IZUMI 様 2018 Vシェーバー キービジュアルの書・イメージモチーフ制作
・第四十代内閣総理大臣東條英機大将 第一回命慰霊祭 趣意書揮毫
・Yahoo!新リリースサービス Yahoo！エンディングサービス、Webサイトへの掲載文字書きおろし制作
・Yahoo!クラウドソーシングサービス サイトTOPの掲載『稼ぐ』文字制作
・フランスパリルーブル美術館展示会ART SHOPPING ART FAIR　IN LOUVRE PARIS作品出展
・『尼崎城』再建 オープン一般公開記念イベント ポスター 題字制作 
・三鈴メタル株式会社様　創業50周年記念作品制作　／・杏林製薬株式会社様 媒体ビジュアルの書 制作
・JFEスチール株式会社様 書作品制作　／　・小豆島タクシーグループ金毘羅宮安全祈願デザイン書制作
・京都宇治茶『錦一葉かふぇ』枚方T-SITE店 店舗壁にて書のお書きおろし
・イタリア ミラノ開催 NIPPON LIFE DESIGN展　展示、日本酒『一献』ロゴデザイン制作
・スギタハウジング株式会社（現スギタクレスト）店舗壁への文字書きおろし制作
・ラーメンmaikagura店舗ロゴ文字制作　／・京都大学主催超交流会ロゴ制作
・曾根崎恵美寿社　いわれ・提灯・看板・奉納協賛企業さまの木札揮毫　／・割烹料理『かもん』店舗看板文字の書制作
・ZU WORLD GROUP／医療法人社団済世会様 医療理念の書作品制作　／・エレコム株式会社様 年賀デザインの書制作
・ソフィアクリスタル　直筆勝負文字 彫刻 コラボレーション商品発売
・株式会社　京都東山堂直筆書きおろし勝負文字コラボレーション垂れネーム発売

【メディア出演・取材・インタビュー】
・週刊ポスト美人書家が揮毫した新元号企画 取材掲載 (4月8日発行号) ／・ミレニアル世代に向けてビジネスストーリーを共有するメディア「AMP」インタビュー掲載
・『日本のデザイン書道家（書籍・2018年12月発売）』掲載・紹介
・読売テレビ『すもももももも！ピーチCAFE』書き初め企画
・おはようパーソナリティ道上洋三ですお正月書初め企画特別番組出演
・スマートフォン・タブレット用筆ペン 柏楽-hakura-の筆ペンPRMovie出演
・発刊紙『RONDE 』インタビュー掲載　／・日経カレッジカフェ インタビュー掲載
・月刊誌『道路』2017年一月号書道家安田　舞として新春随筆掲載
・ラスベガスの月刊生活情報誌Las Vegas Japan Times　2016年1月号掲載　題字　新年を祝う言葉の書を書きおろし制作

【スピーチ登壇・トークショー・講座】
・大阪ヒルトン 主催　トークショーイベント出演　／・ウーマンアート～生きることは創ること～canariaビジパに書道家として登壇
・グランフロントナレッジキャピタル一周年記念イベントにて美文字講座を開催・渋谷ヒカリエカンファレンスにてペン字講座開催

主な活動・実績



【パフォーマンス・揮毫　出演】
（国内）

・第28回「織田信長サミット」 オープニングパフォーマンス出演
・ジェイアール名古屋タカシマヤ店 新元号を祝う揮毫パフォーマンスイベント出演販促物文字「令和」揮毫　ローズパティオ タカシマヤゲートタワーモール作品展示
・キッザニア甲子園 HAPPY NEW YEAR 2019 お正月イベントにて書道体験（お仕事体験）＆ 書道パフォーマンス 開催
・ジンマーバイオメット合同会社 様 Kick-off Meeting 書道パフォーマンス出演
・ニールセンスポーツ PRESENTS A NEW ERA of Sports in JapanONE Championship 新時代 カンファレンスパーティー 書道パフォーマンス出演
・日本和装ホールディングス株式会社様和装を世界遺産へするための全国会議黒紋付会&新年会2019 書道パフォーマンス出演／新元号 奉祝祭 『縁の会』令和揮毫
・大阪ヒルトン 主催　令和の書道家4人展 アトリウム展示場作品展示新元号パフォーマンス出演
・賃貸住宅サービスグループ様・株式会社EIDAIホールディングス様 『絆の会』年間表彰式 式典にて書道パフォーマンス出演
・大阪城東警察署一日署長就任 および 交通安全大会にて席上揮毫パフォーマンス
・ IZUMI 様 2018 Vシェーバー新製品発表会 イベントゲスト出席 高田延彦さん稲村亜美さんとトークセッション 書道パフォーマンス出演
・東京2020大会トライアルキャンプのため来日されたカザフスタン共和国女子バレーナショナルチーム歓迎レセプションにて
　選手皆様へ必勝の書の贈呈・書道体験実施
・阪急阪神ビルマネジメント株式会社様主催 ワーカーズサービス企画巨大筆で書道を楽しもうイベント出演・講師
・国立文楽劇場　上方舞　山村流　日本舞踊『若登会』演目黒髪にて書の演出コラボレーション出演
・神戸東ロータリークラブ様　第一回会員親睦会にて 書道パフォーマンス披露
・リオデジャネイロ・オリンピック最終予選オーストラリア女子サッカーナショナルチーム歓迎レセプションにて日本文化の書道体験及び『必勝』の作品贈呈
・野村不動産カスタマークラブフェスタ 2016 書道パフォーマンス出演　／・曾根崎恵美寿社 十日戎 曾根崎えびす祭りにて書道パフォーマンス出演
・三菱レイヨンユニオン様　結成七十周年記念式典にて書道パフォーマンスを披露
・サーブルドール騎士団日本支部プレミアムシャンパーニュパーティーにて書道パフォーマンス出演
・ストライダー生誕１０周年記念大阪ラウンドイベントにて書道パフォーマンス出演　／・脱出公演クロネコキューブ×書コラボレーション企画『舞籠2』出演
・第一回 少龍旗全日本少年剣道錬成大会 明治維新１５０周年記念大会 題字・記念品揮毫　渡辺正行さん・石塚藩士とゲスト出演
・若宮八幡大神宮大茶会にて奉納 揮毫パフォーマンス出演　／・エヌエヌ生命保険株式会社　優積代理店会　オープニング書道パフォーマンス出演
・住宅展示場 西神中央総合住宅公園 新春イベント 書道パフォーマンス出演　／  ・武道具メーカー　京都　東山堂　イメージ動画出演
・ザ・リッツ・カールトン大阪 中国料理シャンタオ『茶経の愉しみ』イベントにて茶経の写経講師出演　／・香川県中小企業家同友会青年部委員会設立記念パーティー
にて書道パフォーマンス出演・ALL JAPAN PROJECT2014～日本を繋ごう～書道パフォーマンス出演　

（海外）
・日本スペイン外交関係樹立１５０周年記念事業 日本伝統文化芸術祭 Toledo Japan Day 舞台上演 & ワークショップ　歓迎レセプション出席
・Japan expo Paris パリ 2017 伝統文化sakuraステージパフォーマンス出演　／・Las Vegas AKIMATSURI ステージパフォーマンス出演
・フィリピンJapan BIG DAYステージパフォーマンス出演　　／・シンガポール　CHAS ASIAステージパフォーマンス出演



作品制作 書道パフォーマンス演出 

国内・海外での日本文化や和に関するイベント、企業
記念式典・決起大会・表彰式・祝辞会・レセプション
パーティーなど、これからの可能性を拓くとき・未来
を迎えるためのイベントなどで、エネルギーを込めた
書のパフォーマンスを披露させていただきます。

和とブランドを演出する　名刺制作

力強く・見た人の記憶に残る　題字制作・ロゴデザイン

信念を強化し組織の方向性を整える企業理念

エネルギーを上げる和の空間演出　和の空間演出　

世界でひとつだけのオーダーメイド作品

コラボレーション作品　他

(活動・事業内容)



NTT電報デザインTVCM題字

小栗旬さん出演 ほんだし®新TVCM『だし炊きたこ飯』
タイトル文字 制作
１５秒編　https://youtu.be/2049I3iYAaA

３０秒編　https://youtu.be/kngqibx9Ues

WEB限定動画　https://youtu.be/rJA1utg6iSA

書道アート電報『夢・つなぐ』デザイン制作

電報サービスを通じて社会福祉に貢献するため、書道アート電報「夢・つなぐ」
は誕生しました。発信人様から託された社会貢献の想いを、障がい者の方々が
一つひとつ想いを込めて制作した手漉き紙を使用した電報台紙とともにお届け
します。その売上げの一部※は、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会様への
寄附を通じて、障がい者スポーツの普及・強化等に役立てられます。※2割相当

https://youtu.be/2049I3iYAaA
https://youtu.be/kngqibx9Ues
https://youtu.be/rJA1utg6iSA


IZUMI 様 2018 Vシェーバー キービジュアルの書・イメージモチーフ制作

新製品発表会のパフォーマンスにて



日本国第四十代内閣総理大臣東條英機氏  第一回東條英機命慰霊祭趣意書を揮毫



尼崎城 一般公開記念イベントポスター題字 国立文楽劇場　山村流 日本舞踊

若登会題字



Toledo Japan Day 舞台上演 & ワークショップ実施　歓迎レセプション出席
日本スペイン外交関係樹立１５０周年記念事業  日本伝統文化芸術祭



書道パフォーマンス・舞台揮毫出演

秋の交通安全大会にて揮毫・書道パフォーマンスを披露
Japan Expo Paris 出演大阪府城東区警察一日署長就任
伝統文化ステージパフォーマンス出演



想いと志を形にする、魅せる、書道のエンターテイメント

日本文化や和に関連するイベント、企業様 周年記念式典、決起大会、表彰式、
祝賀会、PRイベント、レセプションパーティーなどでの書道パフォーマンス出演

国内・海外での日本文化や和に関連するイベントや、企業記念式典、祝賀会、PRイベント、
レセプションパーティー など、今後のさらなる可能性を開くとき・ご機会を迎えられるイベントなどに
て、想いを形にする、エネルギーを込めたパフォーマンスの演出を披露させていただきます。

出演事例

企業様式典　　MICE        祝賀会

キックオフ　　レセプション　　アワード　　

　　オープニング　PR    日本文化に関するイベントなど　



織田信長サミット出演

 IZUMI 様 2018 Vシェーバー新製品発表会 賃貸住宅サービスグループ様 『絆の会』表彰式

和装を世界遺産にするための全国会議日本和装ホールディ
ングス様『黒紋付会＆新年会』



ONE Championship ANEWERAイベント出演 三菱レイヨンユニオン結成七十周年記念式典

サーブルドール騎士団大阪支部プレミアムシャンパーニュパーティー

国立文楽劇場山村流日本舞踊若登会



企業グループ様　表彰式　オープニング

 ジンマーバイオメット 様
ヒルトンプラザ大阪作品展示金屏風

京都ウイングワイズメンズクラブ様新年例会にて
書道パフォーマンス



ジェイアール名古屋タカシマヤ店　新元号揮毫



東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたホストタウン事業
2018年世界選手権東京2020大会トライアルキャンプのため来日されたカザフスタン共和国

女子バレーナショナルチーム歓迎レセプションにて書道体験のおもてなし

※橿原市HPより



リオデジャネイロオリンピック最終予選来日オーストラリア
女子サッカーチーム歓迎レセプションにて書のおもてなし



メディア出演
• 記事・インタビュー・雑誌 ・週刊ポスト美人書家が揮毫した新元号企画 取材掲載 

(2019年4月8日発行号)

インタビュー・撮影掲載されました



メディア出演

• 記事・インタビュー・雑誌

・東スポ・マイナビニュース・ガールズウォーカーイベント記事掲載
・日経カレッジカフェ インタビュー掲載
・日本道路協会発刊『道路 新春随筆』執筆
・宝島社 JAPAN 世界が憧れるニッポン 掲載
・神戸新聞　大阪日日新聞 掲載
・紙面RONDEインタビュー掲載 等

IZUMI Vシェーバー発表会にて高田延彦さん・稲村亜美さん 志摩社長と出演



・おはようパーソナリティー道上洋三ですラジオ　
　ゲスト出演
・hakuraの筆ペンCM 出演
・読売テレビ 書き初め企画　ゲスト出演
・曽根崎えびす祭書道パフォーマンス JCOM放送
・恋するフォーチュンクッキー シンガポールver公
式 動画 出演 （12万再生）他多数

メディア出演 • TV出演・ラジオ



講師出演・講演・セミナー・ワークショップ

阪急阪神ビルマネジメント株式会社様主催
 ワーカーズサービス企画　

　巨大筆で書道を楽しもうイベント出演・講師

ザ・リッツ・カールトン大阪
 中国料理シャンタオにて

『茶経の愉しみ』イベント　写経 講師

他 ・カナリア社主催イベントスピーチ登壇・グランフロントナレッジキャピタル一周年記念イベントにて美文字講座講師
高槻市富公民館主催 美文字講師など

　



講師出演・講演・セミナー・ワークショップ
渡辺正行さん・石塚美文範士八段とゲスト
出演いたしました

第一回
少龍旗全日本剣道錬成大

会

書道家として
イベント

ゲスト出演／記念品揮毫



講師出演・講演・セミナー・ワークショップ
キッザニア甲子園にて子供達の書道（お仕事）体験ワークショップ

& 書道パフォーマンス実施



コラボ商品・映像制作・出演

武道メーカー　京都　東山堂　
イメージ動画出演

ソフィアクリスタル × 安田 舞　直筆文字彫刻ジョッキグラス・クリスタル記念品商品販売

医療法人　清歯会　浅井歯科
医院コンセプトムービー出演

hakuraの筆ペンCM出演

　神戸きずな歯科コンセプト
ムービー出演

武道メーカー京都 東山堂 × 安田 舞  剣道直筆垂れネーム・竹刀販売



女性アーティストイベント時に書道
家として登壇した際のスピーチ
（プレゼン内容一部）
※カナリア社登壇イベントにて



Gallery









公式WEBサイト　http://yasudamai.com
書道家としての活動　公式サイトです。活動内容・お仕事のご依頼はこちらから。

ツイッター　https://twitter.com/00MaI0
リアルタイム・活動・言葉などをつぶやきます。

 
アメブロ　https://ameblo.jp/maiy0809/
書道家としての活動・ブログです。

 
note   https://note.mu/yasudamai0809

書の活動のみではなく 文化や体験記、自身のこと、お役に立てるようなことを目指し発信していければと思っております。
 

プロフィール　https://note.mu/yasudamai0809/n/n999e835eb2d5

生い立ち　https://note.mu/yasudamai0809/m/md3165a23d76b
生い立ちから書道家になるまで／安田 舞 自身のルーツについて。
旅・体験記　https://note.mu/yasudamai0809/m/me125e6310a95  

これまでに訪れた海外旅での体験記を綴ります。
文化　https://note.mu/yasudamai0809/m/m44b3649da1fb 

文化・伝統行事について。
エッセイ　https://note.mu/yasudamai0809/m/m4e0fd320ff5d
読書本　https://note.mu/yasudamai0809/m/mecf0c4a1c8ba

 
Facebook（個人ページ）　 https://www.facebook.com/mai.yasuda89
インスタグラム　https://www.instagram.com/0809maiyasuda/

書道家　安田　舞　発信情報・SNS

http://yasudamai.com/
https://twitter.com/00MaI0
https://ameblo.jp/maiy0809/
https://note.mu/yasudamai0809
https://note.mu/yasudamai0809/n/n999e835eb2d5
https://note.mu/yasudamai0809/m/md3165a23d76b
https://note.mu/yasudamai0809/m/me125e6310a95
https://note.mu/yasudamai0809/m/m44b3649da1fb
https://note.mu/yasudamai0809/m/m4e0fd320ff5d
https://note.mu/yasudamai0809/m/mecf0c4a1c8ba
https://www.facebook.com/mai.yasuda89
https://www.instagram.com/0809maiyasuda/







