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トーキョーワンダーサイトが誇る気鋭の若手アーティストによる心の風景を眺めてみませんか？

東京画 Ⅱ―心の風景のあやもよう
Tokyo Paintings II: Mindscape between interior and exterior
2013/2/24■日   -3/7■ 東京都美術館木

会場案内

東京都美術館｜〒110-0007 東京都台東区上野公園8-36

JR上野駅公園口より徒歩7分
東京メトロ銀座線 ・ 日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分
京成電鉄上野駅より徒歩10分
※駐車場はございませんので、お車でのご来館はご遠慮ください。

取材・掲載の際は、事前に広報担当までご連絡下さい　   担当：高村・関　   TEL:03-5766-3732 / E-MAIL: press@tokyo-ws.org
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Tokyo Wonder Site （日本語 ) / Tokyo Wonder Site EN （ENGLISH）

Tokyo Wonder Site

■会期：2013年2月24日（日）～2013年3月7日（木）

■会場：東京都美術館ギャラリーB

■開館時間：9:30～17:30 （最終入場は閉館30分前まで）

■休室日：3月4日（月）

■入場料：無料

■主催：公益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

■協力：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、小山登美夫ギャラリー、シュウゴアーツ

内覧会 /オープニング・セレモニー/レセプション

2013年2月23日（土）

内覧会：15:00～17:30｜ギャラリーB

セレモニー：15:30～16:00｜ギャラリーB

レセプション：16:30～17:30｜Mカフェ 

アーティスト・トーク

2013年3月3日（日）

展覧会に関するお問い合せ
公益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
TEL: 03-5689-5331 / FAX: 03-5689-7501 / contact@tokyo-ws.org

http://www.tokyo-ws.org 桑久保 徹《遊ぶ刺繍屋》2012、油彩、カンヴァス｜©桑久保 徹｜Photo： Kenji Takahashi｜Courtesy of Tomio Koyama Gallery



2010  「アートアワードトーキョー丸の内2010」
 小山登美夫賞受賞、行幸地下ギャラリー、東京
2009  「トーキョーワンダーウォール公募2009入選作品
 展」東京都現代美術館、東京

1983 福井県生まれ
2007 東京藝術大学美術学部工芸学科陶芸専攻卒業

主な展覧会

2013  「第16回岡本太郎現代芸術賞」展
 川崎市岡本太郎美術館、神奈川
2011 TWS-Emerging 173  「HAPPINESS ∞  

REVOLUTION」TWS本郷、東京 

2011  「VOCA展 2011─新しい平面の作家たち」
 上野の森美術館、東京
2010  「シェル美術賞展2010」代官山ヒルサイドフォー

ラム、東京
2010  「トーキョーワンダーウォール公募2010入選作

品展」 トーキョーワンダーウォール賞
 東京都現代美術館、東京

1985 山梨県生まれ

主な展覧会

2012 SAARIレジデンス（フィンランド /TWS海外レジデン

ス提携協力プログラム）参加
2011 TWS-Emerging 162「夢の話」TWS本郷、東京
2010  「トーキョーワンダーウォール公募2010入選作

品展」東京都現代美術館、東京

1982 岡山県生まれ
2005 ウィンブルドン・カレッジ・オブ・アート、ファイン

アート：ペインティングコース卒業（Hons）

主な展覧会

2013  「VOCA展2013－新しい平面の作家たち」
 VOCA奨励賞、上野の森美術館、東京
2011 TWS-Emerging 169 「庭先メモリーズ :ソン

グ」TWS本郷、東京
2010  「トーキョーワンダーウォール公募2010入選作

品展」 トーキョーワンダーウォール賞
 東京都現代美術館、東京
2009  「ワンダーシード2009」TWS渋谷、東京

1983 山形県生まれ
2008 京都市立芸術大学大学院美術研究科
 絵画専攻油画修了

主な展覧会

2011  「ノスタルポップチック」
 白鷹町文化交流センターあゆーむ、山形
2009 TWS-Emerging 119「オコタがタワーでキャン

ピング」TWS本郷、東京
2008  「トーキョーワンダーウォール公募2008入選作

品展」東京都現代美術館、東京

《Emission Nebula》2010、アクリル、カンヴァス

参加アーティスト紹介

1978 神奈川県生まれ
2002 多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業

主な展覧会

2012  「桑久保徹」展、8 / ART GALLERY / Tomio 

Koyama Gallery、東京
2012  「The Sea by Night and Day」大和日英基金、

ロンドン
2012  「VOCA展2012─新しい平面の作家たち」

VOCA奨励賞、上野の森美術館、東京
2010  「Out of Noise」、ギャラリー ヒュンダイ、ソウル
2010  「海の話し 画家の話し」TWS渋谷、東京
2003 TWS-Emerging 038 「うみべたの画家」
 TWS本郷、東京
2003  「トーキョーワンダーウォール公募2003入選作品

展」 東京都現代美術館、東京

1980 神奈川県生まれ
2005 多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業

主な展覧会

2012 国東半島アートプロジェクト、大分
2012  「Sculpture by Other Means」 ONE AND J. 

GALLERY、ソウル
2011  「生きていたから見れた素晴らしい世界」
 シュウゴアーツ、東京
2009 TEAM15 MIHOKANNO 「Hello! 

MIHOKANNO」 TWS渋谷、東京
2008  「三ツ境」 シュウゴアーツ、東京
2007 TEAM09 「ritual」 TWS渋谷、東京
2006  「4人展」 シュウゴアーツ、東京
2006  「福武ハウス in 越後妻有アートトリエンナーレ
 2006」 新潟

1982 愛知県生まれ
2006 愛知県立芸術大学美術学部美術科油画専攻卒業

主な展覧会

2013  「どこかと、どこかでドラマチックは折 と々」
 小山登美夫ギャラリーシンガポール、シンガポール
2010  「VOCA展2010－新しい平面の作家たち」
 上野の森美術館、東京
2008  「Haptic─触覚 ヴィック・ムニーズ・キュレーショ
 ンによるブラジル・日本アーティスト展」
 TWS本郷、東京
2008  「Project N33」 
 東京オペラシティアートギャラリー、東京
2007 TWS-Emerging 072「バラも馬に歌にミドリも庭」 
 TWS本郷、東京
2006  「トーキョーワンダーウォール公募2006入選作品
 展」 東京都現代美術館、東京

1984 愛知県生まれ
2010 東京造形大学大学院造形学部造形専攻
 美術研究領域修士課程修了

主な展覧会

2013  「VOCA展2013－新しい平面の作家たち」
 大原美術館賞、上野の森美術館、東京
2012  「My Precious Room」TKGエディションズ京都、
 京都
2012  「project N 48」東京オペラシティアートギャラ
 リー、東京
2010 TWS-Emerging 140「Blissful moments」
 TWS本郷、東京

トーキョーワンダーサイトが誇る気鋭の若手アーティストによる心の風景を眺めてみませんか？

東京画 II｜Tokyo Painting 2
Mindscape between interior and exterior
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《Tom-Toms》2012、油彩、カンヴァス
©桑久保 徹｜Photo： Kenji Takahashi｜Courtesy of Tomio Koyama Gallery

トーキョーワンダーサイトが誇る若手アー
ティスト8人によるグループ展を、昨年リ
ニューアルオープンしたばかりの東京都
美術館にて開催します。
トーキョーワンダーサイトでは、2001年

より公募展トーキョーワンダーウォールと
連携をしたTWS-Emerging展やレジデ
ンス・プログラム等、継続的に若手アー
ティストの発掘、育成支援を行ってきま
した。10年に亘る活動の中で、数多く
のアーティストが育ち、国際的に活動す
る者も少なくありません。本展覧会では、
そんな若手アーティストたちの多くが表

現してきた心の風景（マインドスケープ）を、
桑久保徹、千葉正也、長井朋子といっ
た既に第一線で活躍している作家から、
芽を出したばかりで今後を期待される新
人まで、8人のアーティストがそれぞれの
かたちで表現します。彼らの作品は、内
と外を自由に行き来しながら、自然と人
工のインターフェースとも言うべき中間地

点を描いています。これは日本人がかつ
て、独特の自然環境の中で育んできたに
もかかわらず、現代生活の中で覆い尽
くされ見えなくなってしまった感性の遺伝
子を、雑草のごとく生い茂らせ、そしてこ
れこそが自らが生きている地平であると、
謳い、羽ばたいてゆく景色なのです。
3.11以降、大きな変換点に立っている

と誰もが感じる中、現代に息づくこの遺
伝子の風景を眺めてみませんか？

2010年にTWSで個展を開催して以
降、さらに活動の場を広げ、昨年「VOCA

展2012―新しい平面の作家たち」で
VOCA奨励賞を受賞した桑久保徹、シュ
ウゴアーツでの個展をはじめ、海外でも
個展・グループ展など多数開催している
千葉正也、2008年TWS渋谷で開催し
た「Haptic- 触覚　ヴィック・ムニーズ・
キュレーションによるブラジル・日本アー
ティスト展」に参加し、「VOCA展2010

―新しい平面の作家たち」を経て、小山
登美夫ギャラリーシンガポールでの個展
でも注目されている長井朋子など、精彩
を放つ若手アーティストたちを紹介。ま
た、これらのアーティストたちの出発点と
もなったTWS-Emerging展（2001年
～）で、近年紹介した作家のうち、TWS

が今最も注目する5人、熊野海、佐藤

翠、辻孝文、平子雄一、村上滋郎が参
加。ぞれぞれの新作とともに、東京都美
術館をトーキョーワンダーサイトが誇る才
能で彩ります。

 《怒っている男》2012、油彩、カンヴァス
©千葉正也｜Courtesy of ShugoArts

《Baberu》2011、アクリル、カンヴァス

「ノスタルポップチック」展示風景
白鷹町文化交流センターあゆーむ山形、2011

《The Present-day World》2012、アクリル、カンヴァス
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《Reflections of a closet》2012、アクリル、綿布
©佐藤翠｜Photo: 上野則宏｜ VOCA展2013 大原美術館賞
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企画概要

展示アーティスト について


