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の狭き門を突破したセンバツ・アーティストたち。
会場 ： トーキョーワンダーサイト本郷

116 福島 沙由美 「鏡游掬〜きょうりさらい〜」
第1回 117 坂本 紀恵 「明滅する都市と、それをのみ込む大なまず」
118 諏訪 奈都美 「anima」
会期・2009年6月6日(土)～6月28日(日)｜関連イベント：2009年6月6日(土)、アーティストトーク 16:00〜17:00／交流会17:00〜
119 村上 滋郎 「オコタがタワーでキャンピング」
120 松本 菜々 「roots of one」
121 小林 達也 「Freewalk 立って歩く」
会期・2009年7月4日(土)～7月26日(日)｜関連イベント：2009年7月4日(土)、アーティストトーク 16:00〜17:00／交流会17:00〜
第2 回

122 海谷 慶
「Vastness ～空々漠々～」
123 山中 慎太郎 「マージナル・イメージ」
124 斎藤 あずさ 「ふわふわフォレスト」
会期・2009年10月3日(土)～10月25日(日)｜関連イベント：2009年10月3日(土)、アーティストトーク 16:00〜17:00／交流会17:00〜
第3 回

T WS - E mergingとは
2001 年の開館以来 トーキョーワンダーサイト（TWS ）は、 様々な分野の若手支 援、 育成のプログラムを行ってきました。 その一つ
TWS-Emerging は、 東京都主催 の公募展「トーキョーワンダーウォール（TWW ）」と連携したプログラムです。 毎年TWW では1000 名
を越える応募者の中から100 名の入選者が選ばれ東京都現代美術館 などで展示を行います。 さらにその中から12 名の入賞者が東京
都庁三階の空中歩廊というパブリックな場所に展示する機会を得ます。

TWS-Emerging は、 この100 名の入選者の中からTWS での展示希望者を募り、 審査を経て選出された作家をTWS 本郷にて展示す
るものです。 選ばれた作家たちには個展の開催にとどまらず、 TWS での様々なイベントやワークショップへ参加することを促す他、 展
覧会後は、 TWS 渋谷での展示（ TEAM ）やTWS 青山のクリエーター ・ イン ・ レジデンスを拠点にした海外レジデンスとの交換プログラ
ムへの派遣なども視野に入れ、 各作家の活動をさらに広げることを目的とした支援を行っています。 本年度は19 名の若手アーティスト
の展示を6 回に分けて行います。

T W S 本郷について
T W S 本郷は、 T W S - E merging を中心に、 若手企画者を支援 ・育成する目的で公募された企画や 展覧会の開 催など、 様々な形で東
京の 若い今の感性に出会える場となっています。 様々 な、 若く新しいアートの出会いや交流の場として、機能しています。

取材 ・ 掲載の際は、 事前に広報担当までご連絡下さい

担当 ： 下倉 ・ 赤井

Tel: 03- 5766 - 3732 / E mail: pres s @ tok yo- ws .org
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第1回出品作家プロフィール＆ステイトメント
2009年6月6日(土)～6月28日(日)

福島 沙由美｜Sayumi Fukushima
鏡游掬(きょうりさらい)―虚像を拾い集めてそっと実像と入れ違いにする事。
植物の種子や芽は環境の変化を感知し、発芽の条件が整うまで休眠することがある。中でも何千
年前の種子が発芽した例もあるそうだ。植物にとって時間は虚像の様なもの。生存という実像の
ためなら一時的に成長を停止させる。例え適した環境が訪れなくても虚像を拾い集めて眠り続け
る。

1982

東京都生まれ

《花信の溯迴》

2009

「トーキョーワンダーウォール都庁2008 福島沙由美 展」東京都庁、東京

2009
カンヴァスに油彩

2008

「第26回上野の森美術館大賞展」

大賞

「トーキョーワンダーウォール公募2008」 大賞、東京都現代美術館、東京

坂本 紀恵｜Norie Sakamoto
存在するけど見たことのない物事、知っているけど遠く感じられる事実、物語などについて、出
来る限り真剣に想像して絵を描きます。
最近、私は東京のいびつさについて考え、それらを繋げある物語にしました。

1987 福岡県生まれ
2009 多摩美術大学美術研究科絵画専攻在学
2008 「トーキョーワンダーウォール都庁2008 坂本紀恵 展」東京都庁、東京
《渋谷の地下に棲む鯰》

2009
カンヴァスに油彩

「トーキョーワンダーウォール公募2008」東京都現代美術館、東京

2007 「トーキョーワンダーウォール公募2007」入選作品展、東京都現代美術館、東京
「via art 2007 」シンワアートミュージアム、東京

諏訪 奈都美｜Suwa Natsumi
ある日、１人で森に入った。そこで、森に飲み込まれ森の一部となり、人間ではなくなる感覚に
陥った。その時から、自然と共存し生きる植物や動物、その間に存在する空気感、森で感じる何
かの気配を描きたいと思った。。

1983 栃木県生まれ
2007 多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業
《In the shadow of the forest》

2008
カンヴァスにアクリル

2009 「第12回リキテックス・ビエンナーレ」入選、青山スパイラルガーデン、東京
2008 「トーキョーワンダーウォール公募2008」入賞、東京都現代美術館、東京
2006 「Natsumi Suwa exhibition」

galley銀座フォレスト・ミニ、東京
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ある日、１人で森に入った。そこで、森に飲み込まれ森の一部となり、人間ではなくなる感覚に
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第３回出品作家プロフィール＆ステイトメント
2009年10月3日(土)～10月25日(日)

海谷

慶｜Kei Kaiya

海の静かさ

静かな空間

珊瑚礁、多くの生命をはぐくむ場所
漠々と広がる
生き物であり、命あるものの再認識
減少しつつあるもの
暗く広がる中に自分を通して再生された森をつくりたい

1983
2008
現在
《脅威の記憶》

2008
銀杏材、ウッドワックス、オイルステイン

千葉県生まれ
東京藝術大学大学美術学部彫刻科卒業
東京藝術大学大学院修士課程彫刻専攻２年

2008 「第４回 アトリエの末裔あるいは未来」展、旧平櫛田中邸、東京
「藝大アーツ イン 東京丸の内」、丸の内ビルディング、東京

山中

慎太郎｜Shintaro Yamanaka

イメージは差分によって存在している。誰もが普遍的に感じることは、イメージとして存在できな
い。私は私の作品がイメージとして強固に存在しえるよう、差分を多く含むイメージを提示する。

1982
2007

《 ACCORDING TO WHAT》

2009
タイプCプリント

大分県生まれ東京育ち
武蔵野美術大学造形学部映像学科卒業

2009 「ACCORDING TO WHAT 03 山中慎太郎写真展」art space TETRA、福岡
2008 「Time waits for no one」MOTT gallery、東京
「トーキョーワンダーウォール公募2008」入選、東京都現代美術館、東京
「TEMPTATION of RIQUID AGE part-2」MOTT gallery、東京
「トーキョーワンダーシード2008」入選、トーキョーワンダーサイト渋谷、東京
2007 「Connectivity」ギャラリーQ、東京
「トーキョーワンダーウォール公募2008」入選、東京都現代美術館、東京

斉藤

あずさ｜Azusa Saito

ミルク色の霧につつまれた白昼夢のような、やわらかな空気が広がる世界。たとえば夢とうつつ
をつなぐ、ふわふわの森の中を散歩する気持ちを感じていただければと思います。

《sheep root》
2008
鉛筆、ダーマトグラフ、板

1979

大阪府生まれ

2004

成安造形大学洋画クラス研究科修了

2008 「トーキョーワンダーウォール公募2008」入選、東京都現代美術館、東京
「斉藤あずさ展」アートスペース虹、京都
2007

「ときめきバトー」piaNPOビル、大阪
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■ 会

場 ：トーキョーワンダーサイト本郷

■ 主

催 ：財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワンダーサイト

■開館時間：11:00-19:00（最終入場は30分前まで）
■ 入場料 ：無料
■ 休館日 ：月曜日（祝日の場合は翌火曜日）
■同時開催：6月6日（土）～7月26日（日）O-コレクションによる空想美術館 第7室「榎倉・松原の部屋―オルタナ（ポスト）モダン１」

■お問合せ先：トーキョーワンダーサイト本郷
（担当／鬼頭・小形）
■お問合せ先： 〒113-0033 東京都文京区本郷2-4-16
■お問合せ先： TEL: 03-5689-5331 / FAX: 03-5689-7501
■お問合せ先： Email:contact@tokyo-ws.org
■お問合せ先： URL: http://www.tokyo-ws.org
■交通案内：御茶ノ水駅、水道橋駅
（JR総武線）、水道橋駅
、御茶ノ水駅・本郷三丁目
（都営地下鉄三田線）
駅
（東京メトロ丸の内線）
、本郷三丁目駅（都営地
下鉄大江戸線）
各駅よりそれぞれ徒歩7分

■交通案内：＊駐車場はございませんので、お車でのご来館はご遠慮下さい。

取材・掲載の際は、事前に広報担当までご連絡下さい

担当：下倉・赤井

Tel:03-5766-3732 / Email: press@tokyo-ws.org

