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龍野アートプロジェクト
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ごあいさつ

　「龍野アートプロジェクト」は、地域に残る醤油蔵や伝統的建造物を再生・活用して、

現代美術展を開催することにより、芸術とまちの魅力を国内外に発信し、地域の活性

化と国際交流を図ることを目的としています。

　2011年秋には第一回を開催し、大きな成果を得ました。本年は2回目の開催で、

具体美術協会（具体）にも関わり、また現在はフランスを拠点に精力的な活動を続

ける日本を代表する作家、松谷武判（1937-　）の渡欧前の貴重な平面作品をまと

めて公開するほか、マドリードを拠点として活躍し、作家活動30周年を迎える山口

敏郎（1956-　）、空間を巧みに生かしつつ、見るものの感覚を研ぎ澄ます今村遼佑

（1982-　）によって、特徴のある空間を活かした展示を実現させます。さらに昨年、

友好関係を築いたル・アーヴル/ルーアンデザイン美術学校の学生と地元ゆかりの若

手作家らによる現代美術の共同展示や公開制作を継続開催し、すぐれた現代美術を

国内外に発信します。

　伝統的建築の持つ空間的魅力によって、作家の創作活動を引き出すことと同時に、

鑑賞者、地元市民並びに小・中・高生にも現代美術を鑑賞する機会を提供することを

めざします。

　なお、本プロジェクトの実現にあたり、ご参加いただきました作家の皆様をはじめ、

多くの方々からのご協力やご支援をたまわりましたことを、ここに深く感謝を申し上げ

ます。

	 2012年９月

龍野アートプロジェクト代表

淺　井　良　昭
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龍野アートプロジェクト2012「刻の記憶　Arts	and	Memories」

会期：　2012年11月16日(金)～25(日)※19日(月)休館

会場：　うすくち龍野醤油資料館周辺の醤油蔵等

					　　	(兵庫県たつの市龍野町大手54-1)

主催：　龍野アートプロジェクト　代表　淺井良昭

協賛：　株式会社　資生堂

後援：　たつの市、姫新線利用促進・活性化同盟会

　	　					朝日新聞社、神戸新聞社、産経新聞社、毎日新聞姫路支局

　	　					読売新聞姫路支局、ＮＨＫ神戸放送局、サンテレビジョン

　	　					ラジオ関西、関西日仏学館

協力：				ヒガシマル醤油株式会社、兵庫県立龍野北高等学校

　	　					兵庫県立龍野高等学校、クリエイティブハウスおくむら

　	　					ル・アーブル／ルーアン高等デザイン美術学校

助成：　平成24年度文化庁芸術振興補助金「文化遺産を生かした観光振興・地域活

　	　					性化事業」補助採択事業

〈招待作家〉		 松谷武判（MATSUTANI	Takesada　1937-）

	 	 山口敏郎（YAMAGUCHI	Toshiro　1956-）

	 	 今村遼佑（IMAMURA	Ryosuke　1982-）

〈出品作家〉		 角田広輔（KADOTA	Hirosuke　1987-	）

	 	 佐藤文香（SATO	Fumika　1985-）

	 	 芝田知佳（SHIBATA	Chika　1984-）

	 	 ル・アーヴル/ルーアンデザイン美術学校学生

	 	 犬丸暁（INUMARU	Akira　1984-）

	 	 ジェレミー		アンドレ（Jérémy	ANDRE　1988-）

	 	 マリー		ヴァルト（Marie	VALT　1990-）

芸術監督：	加須屋明子（京都市立芸術大学准教授）

コーディネイト：	井上美佳（ガレリアアーツ＆ティー代表）

建築再生アドバイザー：	岸野裕児（岸野建築設計工房）

◎図版のうち、＊印のついたもの以外は参考作品です。
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松谷武判 MATSUTANI	Takesada

流れ　時の流れ 
何時始って何時終るのか 
凡そ想像のつかないこの流れの中 
一つの視覚形態として造形してみた 
果して時を止めることが 
この作画上の行為に出来たかどうか 
時は溜ることなく流れる

刻・時間
　
長年に渡って今日に至っている人類。
人の意識は細分化され、その思考は限りなく
拡大する。
しかし、いえることは、人間は生き物である。
何処か根底には本能が宿る。
笑い、悲しみ、怒りなどの感情と同時に、人間
社會が機械化される以前の手、足、身体による
働きは貴重である。
今日、論理にかなった利便性の為、機械文明は
とどまることを知らない。残念乍らそれに追わ
れているのが、我我現代人である。
原始人に戻ることは不可能だが、手作業によ
る本能的な働きは個性が発揮され、表現力を
より深く豊かにすると、私は信ずる。機械に使
われてはいけない。

略歴　Biography

1937　大阪府生まれ
1952　兵庫県西宮市に転居
1954　大阪市立工芸高校日本画科入学、2年後病気のため中退
1960　具体美術展に初出品
1963　具体美術協会会員に推挙される
1966　フランス政府留学生選抜第一回毎日美術コンクールでグランプリを受賞し	渡仏
1967　S.W.ヘイターの版画工房アトリエ１７に入門、69，70年助手を務める
1970　モンパルナスにシルクスクリーン版画工房設立
パリ在住
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主な個展

1983　「今日の作家シリーズ　松谷武判/1981-1983年間の仕事」大阪府立	 	
　　　　現代美術センター（大阪）
1993　「松谷武判展’60年代から今日まで」西宮市大谷記念美術館（兵庫）
1998　「松谷武判　行為　時間　空間」ダナエセンター（フランス）
1999　「松谷武判の版画　絵画」芦屋市立美術博物館（兵庫）
2000　「波動-松谷武判展」西宮市大谷記念美術館（兵庫）
2002　「松谷武判展」ケアンズ州立美術館（ケアンズ、オーストラリア）
2007　「松谷武判　回顧展」アンドレ･マルロ文化センター（アジャン、フランス）	
2010　「松谷武判展―流動―」神奈川県立近代美術館（神奈川）

主なグループ展

1957　「西宮市展日本画部」安井小学校（西宮）　《岩肌》出品　初入選
1958　「第５回新美術協会展」大阪市立美術館（大阪）　《斜陽》出品　新人賞
1960　「第９回具体美術展」大阪高島屋（大阪）　初出品、以後1972年の具体
										　美術協会解散まで全展に出品
1966　「現代美術の動向」京都国立近代美術館（京都）,69
1968　「第１回パリ国際版画ビエンナーレ展」パリ市立近代美術館（フランス）
1979　「吉原治良と具体のその後」兵庫県立近代美術館
1985　「絵画と行為　グループ具体展」スペイン現代美術館（スペイン）
										　ユーゴスラビア国立現代美術館
1991　「絵画の冒険者たち「具体」展」福岡市美術館（福岡）
1997　「重力　戦後美術の座標軸」国立国際美術館（大阪）
2000　「日本の美術、世界の美術-この50年の歩み」東京都現代美術館（東京）
2004　「ガレリア5周年記念　松谷武判/ケイト・バン・ホウテン二人展」
						　　ガレリア	アーツ&ティー（たつの市、兵庫）
2007　「国立国際美術館開館３０周年記念展	３０年分のコレクション」
						　　国立国際美術館（大阪）
2009　「画家たちとパリ　パリを拠点に」西宮市大谷記念美術館（兵庫）
2012　「国立新美術館開館5周年「具体」-ニッポンの前衛	18年の軌跡」
						　　国立新美術館（東京）

主な受賞	
1966　「フランス政府留学生選抜第一回毎日美術コンクール展」京都市美術館（京都）グラ
ンプリ受賞/1969「第１回国際絵画フェスティバル」カーニュ・シュル・メール
（フランス）プリ・ナショナル賞/　「第53回カナダ絵画、版画協会展」トロント・ドミニオン・セ
ンター・オブザベーション・ギャラリー（カナダ）　国際ニッケル賞/「第7回オーストリア国際
版画展」ヨーロッパハウス（ウィーン、オーストリア）第3等賞/1972	「第３回リエカ国際オリジ
ナル・ドローイング展」　リエカ近代美術館（旧ユーゴスラビア、現クロアチア）買上賞/1974	
「第4回イギリス国際版画ビエンナーレ展」ブラッドフォード市立カートライト・ホール美術館
（イギリス）　スコットランド美術会賞/「第5回クラクフ国際版画ビエンナーレ展」（ポーラン
ド）　買上賞/1976　「第5回イギリス国際版画ビエンナーレ展」ブラッドフォード市立カート
ライト・ホール美術館（イギリス）　第2等賞/1980	 「第7回リエカ国際オリジナル・ドローイ
ング展」　リエカ近代美術館（旧ユーゴスラビア、現クロアチア）国際審査員賞/1983	 「第1
回アントワープ国際版画展」　（ベルギー）大賞/1990　「第1回大阪絵画トリエンナーレ展」
マイドームおおさか（大阪）　3等賞/2002　西宮市民文化賞/2011	井植文化賞　他多数
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*	《	作品-K-61	》	1961	　水彩・油彩、合板　183．5ｘ	183．5cm　

	*《	三角形-65	》	1965	　
ビニール接着剤によるレリーフ、水彩・油彩、キャンバス、合板
183.3ｘ183.5cm
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*《	作品-60-5	》	1960	　油彩、合板　183x183cm	　
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昇華
どこかみたような風景はまさにこれから見るであろう未来の風景である。
現在から過去のある時点は未来のある時点と等距離にあり我々の到達できう
る視点もその範囲にまで広げうる。ならば過去をどれだけ深く見ることにより
未来も透視できうる。反対にいかに前衛なものをつくろうとも、それはすでに
過去にある。　
しかしこの前衛を目指す行為が無いならば、過去という事実も認識されない
のであり、前衛であればあるほど過去にさかのぼれる振り子も大きく揺れるの
であり、現在という我々のいる支点がダイナミックな生命理由を与えられるこ
とになる。
過去・伝統と前衛・創造性の弁証法そのものが人間の生命の基本的認識の
位置づけとなりうる。
古いものに古いものを添えるだけでは復古趣味でしかなく負の方向にしか生
命のベクトルは働かない。
常に壊し断ち切っていくことが逆説的に伝統へと結びついていくのである。

記憶の種
その種は一つ一つ、過去から今までの人類（さらには人類以前からの）共通の
全ての記憶が組み込まれた遺伝子という自己保存システムを持っている。　
種としての生命はその記憶によって個人たりうる。たとえその記憶がおぼろげ
で壁の中にうずもれたしみのようなものであろうとも。種達は交差し, 融合し、
その記憶システムは新しい記憶を組み込み共有化していく。

YAMAGUCHI	Toshiro

略歴　Biography

1956　岡山県生まれ
1978　武蔵野美術大学卒業
1982　マドリードに移住
2006　ESPACIO	TAO（マドリード/岡山）を立ち上げ、日本とスペインの文化交流の
												場とする。
マドリード在住

山口	敏郎
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主な個展

1984　グレゴリオ・サンチェス画廊（マドリード、スペイン）
1987　セニス画廊（マドリード）、アテネオ市立美術館（グアダラハラ、メキシコ）　　　　　
　　　	倉敷市立美術館（倉敷）
1990　ギャラリー３７（マドリード）、Ｏ美術館（東京）
1991　トリート文化センター（マドリード）
1992　ギャラリー銀座汲美（東京）-03,	05,	06
1994　デトｳルサ画廊（マドリード）,	98,	00,	02,	04
1996　マルタ・モール画廊（セビージャ、スペイン）
1998　邑久町立公民館（岡山）、すどう美術館（東京）,	00-02,12
2001　アートスペース「西蔵」（岡山）-03
2002　スペースSOUL(福山)-	08,10,11、LADS	ギャラリー（大阪）、
　　　		04,	05,07,09,11
2005　トルモ画廊（トレド、スペイン）,09
2007　すどう美術館（小田原）,08,10,11、アルゴナウタ画廊(トリノ)　
2008　カタルシス画廊（トリノ）、サルガデロス画廊（ポンテベドラ）、
　　　	ガレリア	アーツ&ティー（龍野）、ギャラリーはしまや（倉敷）-11
2009　ラス・ロサス文化センター（マドリード）
2011　トロ画廊（グラナダ）、マテリアル画廊（マドリード）

主なグループ展

2006			「Montaña	de	Fuego」	プエルト・カレロ画廊（ランサローテ、カナリア諸島）
　　					「国際アート・フェアーＰＵＲＯＡＲＴＥ」ビーゴ市見本市会場
　　					（ビーゴ、スペイン）
2009			「静寂の形」サルガデロス画廊（ポンテヴェドラ、スペイン）
　　					「ＭＩＲＡＬＬＳ」エリサルデ文化センター（バルセロナ）
2010			「春の風」プリモ・ピアノ・アートスタジオ画廊（ビツェンツァ、イタリア）
　　					「SEEDS･MA・FIELD」アート・マーク画廊（ウィーン、オーストリア）		 　　　　
												「SEEDS」ピッチ画廊（ソウル、韓国）/蔭涼寺（岡山）
　　					秋吉台国際芸術村（山口）　　
												「SEEDS・SEMI」コロンボ画廊（トリノ、イタリア）
　　					「SEEDS」トロ画廊（グラナダ、スペイン）
2011			「春の風｣リベリズモ画廊（ビツェンツァ、イタリア）
　　					「国際アート・フェアーARTMADRID」カサ・デ・カンポ見本市会場
　　					（マドリード、スペイン）
　　					「興福寺国際現代美術展」興福寺（長崎）
　　					「SEEDS」サルガデロス画廊（ポンテヴェドラ、スペイン）
												安楽寺（京都）
　　					「スペイン現代美術展」ギャラリーそら（鳥取）
2012			「フロー展」エリサルデ文化センター（バルセロナ、スペイン）

その他の活動

2004			「SIANOJA国際美術シンポジウム」(ノハ、サンタンデール、スペイン)
2008			「第一回ランサローテ美術シンポジウム」カハ・ブランカ画廊
　　				（ランサローテ、カナリア諸島、スペイン）
　　				「太宰府天満宮国際アートシンポジウム」太宰府天満宮（福岡）
2009			「興福寺国際アートシンポジウム」興福寺（長崎）
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《円環》	2011	　樹脂粘土、顔料　サイズ可変
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▲	*《昇華》	2011		樹脂粘土、顔料	　サイズ可変

▼《火の花》	2012		樹脂粘土、顔料　サイズ可変
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長い年月を経て古い記憶を残す空間は、現実でありながら同時に虚構性

を帯び、想像の余地を残す。あちこちに見えない隙間を孕みつつ、目の前

にあっても現在の私たちからは少し離れたところにあるように思える。

その少し遠い空間にて、注意深くバランスを探りながら作品を成立させる

ことで、訪れた人の知覚の範囲をも少し遠くへと拡張するようなものを作り

たい。

今村遼佑 IMAMURA	Ryosuke

略歴　Biography

1982　京都府生まれ
2007　京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了
京都市（京都府）　在住
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略歴　Biography

1982　京都府生まれ
2007　京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了
京都市（京都府）　在住

個展
2009　「畔を廻る」PANTALOON（大阪）
　　　		「ノックする。」site（東京）
　　　		「白色と雑音」GALLERY301	（兵庫）
2011　「…の向こう・その他」GALLERY	IND.（大阪）
　　　		「ながめるとみつめるのあいだ」studio90（京都）
　　　		「第5回shiseido	art	egg	ひるのまをながめる」
　　　			資生堂ギャラリー（東京）

主なグループ展
2008　「gadget」	京都芸術センター（京都）
2009　「It’s	a	small	world」	neutron	Kyoto（京都)
　　　		「FIX」元立誠小学校（京都)
　　　		「京都オープンスタジオ「４つのアトリエ」」	陀里（京都）
2010　「京都オープンスタジオ2010」	うんとこスタジオ（京都）　
　　　		「きょう・せい」	京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA（京都）
2011　「things	on	strings」	小山登美夫ギャラリー（東京）
　　　		「ヨコハマトリエンナーレ2011	OUR	MAGIC	HOUR　
　　　　－世界はどこまで知ることができるか？ー」	横浜美術館（神奈川）
　　　		TAMA	VIVANT	II　2011　「ただいま検索中」　
												多摩美術大学八王子キャンパス/パルテノン多摩（東京）
2012　「雨とクオンタイズ」　Antenna	Media	(京都)
　　　		「文化の森ギャラリー	2012」　みのかも文化の森敷地内の野外(岐阜)
　　　		「日常の冒険ー日本の若手作家たちー」　500m美術館(北海道)
　　　		「モンブラン・ヤングアーティスト・パトロネージ・イン・ジャパン」
													モンブラン銀座本店（東京）	
　　　		「六甲ミーツ・アート　芸術散歩2012	」	（兵庫）											
　　　		「うつせみ」　常懐荘（	愛知	）

受賞
2011　第5回shiseido	art	egg	賞
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《灯台》2011	油粘土、石粉粘土、LED、点滅回路、ボタン電池	サイズ可変
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▲《森 と々降る》	2011　	アルミバルーン、LED、導線、ボタン電池　	サイズ可変

▼《白色と雑音》2009	　ミクストメディア　サイズ可変
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ものが持つ記憶をどうにか引き出そうとするとき、“正しい”情報を語らせる
ことがとにかく重視される。
しかし私は考古学者や歴史家ではないのでその術を知らない。

醤油蔵に眠っていたものたちをとりあえずしばいてみる。音が出る。この音
もそのものだけが持つ情報だ。だが他の人がしばいてみても同じ音がする
のだろうか？

真実はいつもひとつではない。少なくとも明確な形などない。それは思って
いるよりもずっとくにゃくにゃで、ひとつひとつの局面にぴったり貼り付いて
いるだけなのだ。

KADOTA	Hirosuke角田広輔

略歴　Biography

1987年　兵庫県生まれ
2010年　京都市立芸術大学美術学部油画専攻卒業
現在、京都市立芸術大学大学院美術研究科
（修士課程）絵画専攻在学

主な個展
2010　「共振するみんなのフィールド」bar	ROSEO
2011　「延長と変換と増幅」京都市立芸術大学ギャラリー
　　　	「線と面のためのサラウンドシステム」京都市立芸術大学構内

主なグループ展
2008　「COMPLEX	MUSE」京都市立芸術大学大学会館ホール
2010　「SIM」0000	gallery
2011　「Colors	of	KCUA	2011」京都市立芸術大学ギャラリー＠KCUA（アクア）
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▲《延長と変換の増幅》	2011		ミクストメディア　	サイズ可変

▼《関係性の面》2012		ミクストメディア　サイズ可変
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SATO	Fumika佐藤文香

略歴　Biography

1985　三重県生まれ
2007　エクサンプロバンス高等美術学校（フランス）
													DNAP(学士号)修得
2009　エクサンプロバンス高等美術学校、DNSEP	
　　				（修士号）修得
ビオット（フランス）在住

主な個展

2009　Tout	doit	apparaître	-	lèche-vitrine	artistique,	
　　　	エスペリッド宝石店（エクサンプロバンス、フランス）
2010　Voyage	Tori	Hito,	Susiniギャラリー（フランス）

主なグループ展

2006　デジタルアートフェスティバルArborescence（エクサンプロバンス、フランス）
2006	–	2011「国際ブックプロジェクト」（マルセイユ、フランス）
2008			「ジョン	ジオノの幼少時代」ジョン	ジオノセンター（マノスク、フランス）
2009			「第26回　Rendez-vous	若手作家入賞者展」セバスチャン・アートセンター
　　　	（サンシール・シュル・メール、フランス）
2010　Even	my	mum	can	make	a	book,Bakkal	Press	ギャラリー（イスタンブール、トルコ）
　　　	若手作家ビエンナーレMulhouse010（ミュルーズ、フランス）
　　　	Ne	lâchez	rien,	La	campanie	ギャラリー（マルセイユ、フランス）
2011　Prendre	l’air	,	ブークベレール城／エクサンプロバンス／ペロール（フランス）
　　				「PANAMA	Books」　カフェドロール（東京）
　　				「龍野アートプロジェクト2011　刻の記憶」（兵庫）
2012			「Tipaza出版20周年記念展Le	partage	des	mondes（世界の共有）」	
　　				（カンヌ／アンティーブ／ニース、フランス）
　　				「KALEID2012	London	(ロンドンブックアートフェスティバル　40人の本展)」
　　					（ロンドン、イギリス）

ワークショップ／イベント

2008-09	「版画ワークショップ」	国際ブックプロジェクト（マルセイユ、フランス）
2009							詩画集Parabole	des	nuées　著者Jean-Max	Tixier,	マラルメ賞受賞,	チバザ出版　
　	　								PARADE	[S]（エクサンプロバンス国際オペラ祭オープニングプログラム）
2010							アーティストレジデンス	Frans	Masereel	Centrum　（カスターレー、ベルギー）
2011							「カチナを作ろう」21_21	DESIGN	SIGHT（東京）子供向けワークショップ　
　　　					国際ブックプロジェクト（マルセイユ、フランス）　日本側　キュレーション
　　								「ハサミで描こう～コラージュ～」　龍野アートプロジェクト2011（兵庫）

パブリック・コレクション	Public	Collections

ローザンヌ市立図書館　（スイス）
マルセイユ海洋美術館　（フランス）
アトリエ　ビザビ　（マルセイユ、フランス）
Frans	Masreel	Centrum	アートセンター　（フランダース、ベルギー）
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自然的時間 それは着実に時を刻む。　過去から現在へ、とまることなく
確実に生きている。　人間が立ち止まりたい時でさえ、地球は回り、月は欠け、
夜の光が海を照らす。
渡り鳥が毎年同じところに羽を休みにくるように、　
白い雪が溶けて春を告げるように、時は進む。
枯れたような木々の内面は実はものすごく美しく、　
世界を色づけるために今も時を刻む。
人間の作ったものはやがて終わりを告げ、誰にも使われなくなったオブジェは
過去のものとしてそこに存在 する。
そんな中、未来へつづく普遍的なものは自然の刻むリズムなのだと感じる。

	*	《冬色》	2011-2012　写真、手透き伊勢和紙　20	x	30cm	

			*	《	Time	of	Snow》　	2011-2012　写真、伊勢和紙、木　145	x	50cm
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芝田知佳 SHIBATA	Chika

主な個展、ワークショップ
2005			Cârma（姫路、兵庫）
2010			藍染め＆オパール加工ワークショップ	norsk（目黒区、東京）

主なグループ展
2005		「４th	Lessedra	world	mini	print」Lessedra	Gallery
											（ソフィア、ブルガリア）
											「五美術大学交流展」武蔵野美術大学（東京）
											「JAPAN	TEX	変容する空間」東京ビックサイト
2006		「Healthy　Busy　Students」minas	capes（北堀江、大阪）
											「アートバカンス！！今年の夏はバカに暑い！」相模原市民ギャラリー				
　　　（神奈川）
　　　「ハヤブさ展」イロリ村（中崎町、大阪）
　　　「51st	CWAJ現代版画展」東京アメリカンクラブ（港区、東京）
　　　「５th	Lessedra	world	mini	print」Lessedra	Gallery
　　　（ソフィア、ブルガリア）
2007		「2006年度女子美術大学卒業制作展」TEMPORARY	CONTEMPORARY
　　　（月島、東京）
　　　「Choppirie	Mate」イーグレ市民ギャラリー（姫路、兵庫）
　　　「アートランドコミュニケーションUeno	Town	art	Museum2007」隅田公園
　　　（東京）	
2008		「アートランドコミュニケーションUeno	Town	art	Museum2008」隅田公園
　　　（東京）	
　　　「せんしょく展」東京藝術大学（東京）
2009		「第57回東京藝術大学美術研究科修了作品展」東京藝術大学美術館
　　　「灯	あかり展」cocca（代官山、東京）
2011		「ラケルメジェール山田菜々子	LIGHT	Exhibition」	bardenbarden
　　　（目黒区、東京）
　　　「龍野アートプロジェクト2011　刻の記憶」（たつの市　兵庫）
2012		「SICF13」（青山、東京）

受賞
2003			兵庫県ゆずりは賞
　　　	龍野市民文化奨励賞

略歴　Biography

1984				兵庫県たつの市生まれ
2005				国立学校法人高岡短期大学産業造形学科
　　　		金属工芸コース卒業
　　　		女子美術大学芸術学部工芸学科染コース編入学
2009				東京藝術大学美術研究科工芸専攻染織領域修了
兵庫県たつの市在住
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毎日見ていると普通に思えることが実はヘンだったり

ヘンだと思ったものが時間によって慣らされていく過程や、遠くの町に来た違和感とか、

あったものがなくなっていく感覚を作ってみたいと思いました。

《affordance	at	ASAKUSA	2012》　2012	　木材、ペンキ　75×90cm

▼《ほこら》	2011	（部分）　ミクストメディア
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私の映像は人間や働く人たちやそれらに関わる機械たちについて語って

います。工場内で発生する人や機械の往復運動に興味があります。

そこは一つの切り離された世界であり、外の世界とは異なった人生が繰り

広げられる大きな劇場のように見えます。

私の目は映画のスクリーンとなり、ひとつひとつのイメージはアニメーショ

ンの登場人物のようにみえます。

Jérémy	ANDRéジェレミー		アンドレ

略歴　Biography

1988　ルーヴィエール（フランス）生まれ
2006　バカロレア修得
2011　ル・アーブル／ルーアン高等美術デザイン学校DNAP（学士号）修得
現在	、	ル・アーブル／ルーアン高等美術デザイン学校修士課程在学

2011　短編映像「La	vie	rêvée	des	masques」
												(仮面たちの夢見る人生)」音響
												短編映像「La	minute	Lumière（光のとき）」監督
											（ローラン	シュヴァリエとの共作）
2012　短編映像「Les	petits	chats(子猫たち)助監督
											（ファニー	レジェール監督）
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《77/01/01	》	2011	10’01

*	《Production,	Re-Production》　2011		7’01
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時の流れの中にある自然の力に私は強く惹かれます。

それは無声の力であり、詩的で情感豊かな感情の波の中にある

“静寂の叫び”の探求なのです。

物の細部、皺などの質感や眼差しを追いながら、現実の色彩と

命の光を通して、重厚感のある軽さを引き出します。

私が見る、“ここ”に私はいます。

マリー		ヴァルト Marie	VALT

略歴　Biography

1990　フランス生まれ
2008　バカロレア修得
2011　ル・アーブル／ルーアン高等美術デザイン学校
												DNAP（学士号）修得
現在	、	ル・アーブル／ルーアン高等美術デザイン学校　
修士課程在学

グループ展

2010

　

2012			

「Fenêtre	sur	Rue(ウィンドウ・オン・ザ・ロード)」ルーアン美術学校
（ルーアン、フランス）
「Fiction	Urbaines（アーバン・フィクション）展」（企画・展示）
ルーアン美術学校（ルーアン）
写真展「Tirer	l’arc-en-ciel(虹をひく)」建築事務所内展示スペース
（パリ、フランス）
「TROC	pour	l’ART	(アートと物々交換)展」(キュレーション・展示)
	個人所有スペース（パリ、フランス）
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▼	«	Entre-deux(2つの間）»　2011　デジタルプリント、アルミ板裏打ち	　40x70cm

▲	«	Face	au	murs（壁に向かって）»	　2011　デジタルプリント、アルミ板裏打ち　	40x70cm



26

光は思考や言葉を通り越した所で人々の心に直接何かを訴え、感じさせ、

考えさせる力があります。目に見える光（＝図像）、身体で触れられるもの

（＝物質）を通して、目には見えない光を感じてもらえる様な物をつくり

たいと思います。

そしてその光が、見た人の中に何かを刻み込む事ができたら最高です。

犬丸　暁 INUMARU	Akira

略歴　Biography

1984　茨城県生まれ
2008　武蔵野美術大学油絵学科　卒業
2011　ル・アーブル／ルーアン高等美術デザイン学校　	
													DNAP（学士号）修得
現在	、	ル・アーブル／ルーアン高等美術デザイン学校　
修士課程在学

主なグループ展

2005　「犬展(with篠島紗恵子)」目黒区区民ギャラリー	(目黒、東京)
2008　「クラゲとパラソル展(with藤野真理子)」カフェひねもすのたり	(杉並、東京)
2010　「シエル！(美術雑誌AREA	24号出版記念展)」ギャラリーAREA	(パリ、フランス)
2011　「Sur	le	Fil展」ルーアン中央大学病院内教会	（ルーアン、フランス）
　　	　「イッシー・ビエンナーレ2011」トランプ博物館	（イッシー・レ・モリノ、フランス）
　　	　「Le	Japon～日本の童話の世界～展」市民美術館	（ラ・セル・サンクロー、フランス）
2012　「TROC	pour	l’ART	(アートと物々交換)展」個人所有スペース	（パリ、フランス）
　　	　「L’esprit	des	plumes(スピリット・オブ・フェザー)」	ギャラリーAREA	(パリ、フランス)
　　	　「インター：セクションズ　	－異文化交差のトポロジー」	関西日仏学館（京都）
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INUMARU	Akira

主なグループ展

2005　「犬展(with篠島紗恵子)」目黒区区民ギャラリー	(目黒、東京)
2008　「クラゲとパラソル展(with藤野真理子)」カフェひねもすのたり	(杉並、東京)
2010　「シエル！(美術雑誌AREA	24号出版記念展)」ギャラリーAREA	(パリ、フランス)
2011　「Sur	le	Fil展」ルーアン中央大学病院内教会	（ルーアン、フランス）
　　	　「イッシー・ビエンナーレ2011」トランプ博物館	（イッシー・レ・モリノ、フランス）
　　	　「Le	Japon～日本の童話の世界～展」市民美術館	（ラ・セル・サンクロー、フランス）
2012　「TROC	pour	l’ART	(アートと物々交換)展」個人所有スペース	（パリ、フランス）
　　	　「L’esprit	des	plumes(スピリット・オブ・フェザー)」	ギャラリーAREA	(パリ、フランス)
　　	　「インター：セクションズ　	－異文化交差のトポロジー」	関西日仏学館（京都）
	

▼《メメント・モリ(死を想え)》　2011　紙に骸骨の写し　サイズ可変

《太陽による昇華-イカロスの実験1-》
2012　紙、インク

20×30cm



28佐藤文香	《Voyage	Tori	Hito	》	2011

龍野城	にて

龍野アート

プロジェクト

２０１１

聚遠亭	にて

尹	煕倉		《何か》	2001、	《そこに在るもの》	2011	、《そこに在るもの》	2011
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東影智裕	《sight	hound（B-002）》	《sight	hound（B-001）》	、
	《sight	hound（B-003）	》	、	《	disturbance	hound》2011

醤油蔵	にて

小谷真輔	《空白クッション	》	2011	/撮影:藤場美穂



30レミ		ジャノ　《	SLEEP	》	2011

カウータ		べクレンシ	《無題》	2011/	井上いくみ	《Construction(ｓ)》	2011

醤油蔵	にて
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子供向けワークショップ

ハサミで描こう　～コラージュ	～	　ワークショップ

作品ガイドツアー
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