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薄久保香　5"Time of Blue"(from the series "Time Blue") Oil on canvas 45.5x38cm 2014

絵画と彫刻のあり方
C S P 3 Creative Spiral Project Three 2015

2015年11月23日（月・祝）- 12月1日（火）



CSP3  Press Release | October  2015         

概要
「CSP３－絵画と彫刻のあり方」に寄せて
現在の美術の潮流として、欧米の歴史や文化を背景としたものだけでなく、様々な地域の中で生まれた作品が紹介される機会が増え

ています。異なる文化で生まれる作品を理解する為には、純粋に作品と向き合うだけでなく、その背景を知ろうとする努力を観る側は
要求されます。こうした流れを積極的に受け止めれば、世界を知る上で美術が果たす役割がある事を感じさせますが、多様化し増殖し
て行くようにも映る美術の流れに対して、ますます美術が分かりにくいものになっていると感じる人も少なくないのではないでしょう
か？
新たな美術の動向へ向けた展示とシンポジウムの開催を継続的に行い、記録を積み重ねることで美術と教育の現場への新たな契機

となることを目指し動き出したCSP（CSP Creative Spiral Project）。2013年から始まった１回目の展覧会でも、こうした状況を反映
した多様化する主題と表現の一端を紹介しました。続く２回目では、美術や工芸で用いられてきた伝統的とも言える素材や手法に独自
の解釈を加えることで、新たな表現の可能性を感じさせる作家を取り上げました。作品を制作するものにとって表現に合う素材や手法
の選択は重要な問題です。その事に対してより自覚的に取り組んでいるように映る彼らの作品は、観る側にもそうした切り口から作品
を観る手掛りとなるのではないかと期待して企画しました。
そして３回目を迎える今回は「絵画と彫刻のあり方」をテーマにお送りします。一見すると時代の流れからは逆行するかの様に展開す
る本展ですが、多様化する価値観や美術以外のジャンルとの境界が曖昧な作品が増えていく現在の状況だからこそ、改めて「絵画と彫
刻」を美術における表現の原点とし、そこに今一度立ち返ってみたいと思います。さてその絵画とは、彫刻とは何なのでしょうか？そ
んな素朴な疑問ですら中々簡単に答えることが難しく思われます。
 本展出品者は、薄久保香、鈴木友昌、中西信洋、中野浩二、箱嶋泰美、堀由樹子になります。この６名の作品を通して絵画と彫刻とい
う表現の現在の姿を追いかけて行きます。
 展示とあわせて行うシンポジウムでは、モデレーターとして石崎尚氏（愛知県立美術館学芸員）を迎え、出品者との対話を通して、作
家自身が語る絵画や彫刻について耳を傾けていきたいと思います。またその研究機関である美術大学の役割と今後の展望までを考える
場となる事を期待しています。 　　　　　　　　　　　CSP運営実行委員　大畑周平

展覧会 開催概要

展覧会名称 CSP3 - 絵画と彫刻のあり方 -
会期 2015年11月23日（月・祝）- 12月1日（火） ※29日（日）休
時間 12:00～20:00　※23日のみ16:00～ 20:00
会場 桑沢デザイン研究所1階 (東京都渋谷区神南1-4-17)
主催   CSP 実行委員会（東京造形大学美術学科）
共催 東京造形大学 附属美術館
協力 桑沢学園、桑沢デザイン研究所、東京造形大学 CS-Lab

◉ 参加作家 薄久保香、鈴木友昌、中西信洋、中野浩二、箱嶋泰美、堀由樹子 (五十音順）
◉ レセプション・シンポジウム：11月23日(月・祝）
シンポジウム　 15:30-17:30

<登壇者>   薄久保香、 鈴木友昌（イギリスよりスカイプ参加)、中野浩二、箱嶋泰美、堀由樹子 (予定・五十音順）
<モデレーター>  石崎尚（愛知県立美術館学芸員）

レセプション 18:00～20:00   
<会場＞　桑沢デザイン研究所1階 (東京都渋谷区神南1-4-17)

◉フライヤー・カタログデザイン　　　高田 唯 (ALL RIGHT GRAPHICS）

CSP3 運営実行委員

母袋俊也（東京造形大学 教授） 
生嶋順理（東京造形大学 教授）
大橋博　（東京造形大学 准教授）
保井智貴（東京造形大学 准教授）
末永史尚（美術家）
大畑周平（美術家）
山越紀子（プレスPR・プロジェクトマネージメント）

岩渕華林（美術家）
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薄久保香（うすくぼかおる）
1981年 栃木県生まれ。2004年 東京造形大学造形学部美術学科絵画専攻卒業。
2010年 東京藝術大学大学院美術研究科博士課程美術専攻修了。
主な個展に2012年「Crystal Voyage」（フリードリヒスハーフェン）、2011年
「crystal moments」LOOCK（ベルリン)、「輝くもの天より堕ち」taimatz（東
京)、 2010年「part and the whole」Wohnmaschine（ベルリン）、2007年
「Wandering season」TARO NASU（東京）など。グループ展に 2015 年「Wabi 
Sabi Shima」Thalie Art Foundation（ブリュッセル)、2013年「ミニマル/ポストミ
ニマル 1970年代以降の絵画と彫刻」宇都宮美術館、2009年「一個人 only one」
MOT/ARTS（台北）、2010年「 VOCA 2010 −新しい平面の作家たち− 」上野の森
美術館（東京）など。

2007年以降、日本はもとよりアメリカやヨーロッパを作品発表の場としている薄久
保は、絵画を”意識と時間の翻訳”作業と位置づけ制作を続けています。”身体”（物
質的存在）、”影”（非物質的存在）、また「私たち自身の身体行為によって呼び起
こされた思考運動そのものを、ある約束に則り”見えるようにしたもの”」が絵画で
あると分析する薄久保。過去や未来をも飲み込む不可視な”意識と時間” について
「その佇まいを視覚媒体としての絵画に翻訳する」こと、更にはそれが「何者であ
るのかを問うこと」を軸に絵画に取り組む彼女は今回、この考えの系譜の先に
2015年完成した「the monument/時間の配置」「AME」を展示します。

鈴木友昌（すずきともあき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1972年 茨城県生まれ。1996年 東京造形大学造形学部美術学科美術Ⅱ類（彫刻）卒
業。1997年 東京造形大学研究生修了。2000年 ロンドン大学 ゴールドスミス・カレ
ッジ修士課程卒業。2002年 シティ・アンド・ギルズ ロンドン美術学校 修士課程卒
業。2002年 シティ・アンド・ギルズ ロンドン美術学校 修士課程卒業。　主な個展
に、2013年 シカゴ美術館（シカゴ）、2014年 ボルドー現代美術館（ボルドー）、 
2011年 マリノ・マリーニ美術館（フィレンツェ）、2010年「鈴木友昌展」スカ
イ・ザ・バスハウス（東京）、グループ展に 2015年「Sculpture in the city」(ロンド
ン)、2012年「Lilliput”High Line」（ニューヨーク）など。

等身の1/3サイズの木彫人物像に着彩をするスタイルをベースに、現代美術の文脈で
新しい表現を追求し続けている鈴木は、ロンドンを拠点に制作活動を続けていま
す。全て実在のモデルが存在するという作品群は、例えばロンドンの街を行き交う
様々な人種やジェンダー、年代の人々。彼らが鈴木のフィルターを通し作品として
映し出されています。モデルと20回以上ものセッションを重ねながら一つの作品に
向き合う鈴木は、その対象の観察を通して、具象彫刻の歴史や彫刻と空間の関わ
り、現代人のポートレートについて考察しています。本展覧会では、テーラー職人
の『SAM』、ミュージシャン志望の『Nena』が展示される予定です。

4. "Sam", 2010年
Sam: 52 x 16.5 x 10 cm
Suitcase: 8.3 x 5.5 x 10 cm
Lime wood, acrylic paint

1. "the monument/時間の配置", 2015年, 
Oil on canvas, 110x110cm

3. "Nena", 2009年、53.2 x 16.5 x 14.3cm
Lime wood、acrylic paint

2. "AME" 2015年、Oil on canvas
162x130.5cm
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中西信洋（なかにしのぶひろ）
1976年福岡に生まれる。1999年 東京造形大学造形学部美術学科美術Ⅱ類（彫刻）
卒業。2002年京都市立芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。主な個展に
「Saturation」2006年 大阪府立現代美術センター、「透過する風景-transparent 
view-」2011年 国際芸術センター（青森）、「みえるものとみえないもの」2013年 
ユミコチバアソシエイツビューイングルーム、主なグループ展に「神戸アートアニ
ュアル2001」2001年 神戸アートビレッジセンター、「六本木クロッシング2007:未
来への脈動」2007年 森美術館、『変成態-リアルな現代の物質性』2009年 ギャラ
リーαM、「知覚の扉 I」 2010年 豊田市美術館 など。

国内をはじめ、チューリッヒ、ロンドンなど幅広く活躍する中西は、塑像や描写と
いった作業で得た彫刻的経験をベースに、人体や物体がポジとして具象的に彫り出
される行為や、それを取り巻くネガの部分、つまり空間全体へ意識を拡張すること
で「ポジとネガ」「物質的なものと非物質」「見えるものと見えないもの」を両極
から捉える試みを重ねています。今展覧会では、経過していく時間の流れを透明フ
ィルムにプリントした画像を集積することで彫刻として可視化させた『Layer 
Drawing』シリーズ、そしてフリーハンドで描く無数のストライプの線と空白部分
によって構成されたドローイング『Stripe Drawing』シリーズが展示されます。

中野浩二（なかのこうじ）
1977年、岩手県生まれ。2000年 東京造形大学造形学部美術学科美術Ⅱ類（彫刻）
卒業。2002年 東京造形大学彫刻科研究生修了。
主な個展に、2014年 「少年大統領」日本大学芸術学部、2013年「ワレァデン
デェ」roid works gallery、2011年「NAKANO KOJI SCULPTURE」gallery FuTaBa/
roid works gallery（東京)、2010年「現れた骨格」ギャラリーKINGYO、主なグルー
プ展に 2015年「是是非非」青山スパイラル、2014年「きたかぜとたいよう」
TURN AROUND、2014年 「なんでふもののつくべきぞ」アートラボはしもと、
2014年「ひいな遊美」遊美工房、2013年「ミタカからの視座」、2013年「ＡＧＡ
ＩＮーＳＴ」日本大学芸術学部 ほか。

中野は「肉体と精神をもって必死の営みで存在している」人間の真の像を描き出す
ことに真摯に取り組み続けています。木彫や塑像をその基礎と出発点にしながら、
石膏の直付けやドローイング、時に雑多な素材のコラージュといった技法を取り入
れ挑むその背景には「人物像を”つくる”以前にその物体がどのような必然と経緯で
発生し表れてくるのか」を問い、直接的でリアリティを持った”物質”としての人間
像を正直に形づくりたいという思いが存在します。時にメディウムの性質的制限を
敢えて課しながら作品に様々な肉体の痕跡を残してゆく作業を通して、人間存在の
不思議さと奥深さを探求する中野は今回、2mを超える大型作品を含む2015年度制
作の作品を中心とした展示を予定しています。

5. Layer Drawingー28X28 /Snow, 2010年
inkjet print on film, acrylic plastic
30.5 x 198 x 33 cm

6. Layer Drawing-16×16 /Egg, 2008年
laser print,acrylic glass, 16 x 16 x 16 cm
写真：長塚秀人

7. 「無題」2014年、木材、石、布、紙

8. 「無題１２ー０３」
2012年、石膏、麻、プラスチック
撮影　立花文穂
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箱嶋泰美（はこしまやすみ）
1979年 愛知県生まれ。2000年 ウィーン芸術アカデミー（オーストリア）留学 
(東京造形大学国際交流協定校短期留学生)、2002年 東京造形大学造形学部美術
学科絵画専攻卒業。2003年 東京造形大学研究生修了。シラパコーン大学 (バン
コク タイ) 研究生 (東京造形大学校友会 第7回留学奨学生)。
主な個展に、2014年「Vivid living」、2012年「My Life」、2011年「That’s the 
spirit!」南天子画廊、グループ展に、2014年「VOCA展2014」上野の森美術
館、「銘仙アナーキズム」かんらん舎、2012年「第31回損保ジャパン美術財団
選抜奨励展」損保ジャパン東郷青児美術館、2011年「明るく絶望する」かんら
ん舎、2010年「群馬青年ビエンナーレ2010」群馬県立近代美術館、2009年
「ええ顔してるがな」かんらん舎、2008-2009年
「KRUNGTHEP226（Bangkok 226）」BACC バンコクアートセンター、2006
年「束の間美術館ソイサバーイ」ラジャタアートハウス他（バンコク） など。

幼少期をタイで過ごした箱嶋は、その国や土地の環境に生きる人々のものごと
の見つめ方や時間の早さ、独特さを敏感に感じ取り、彼らの表情や身なり、行
動に現れるそれを独特な手法で表現に落とし込んでいます。違う文化からの視
線には、時に不釣合いでユーモラス、奇妙にさえ見える人々や景色を、自身が
感じとった純度を高く保ちながら正直に描いてゆく箱嶋。本展では、ベトナ
ム・ホーチミン市、魚のディナークルーズ船で出会った外国人観光客や地元の
家族、そこでパフォーマンスを繰り広げるベトナム出身ではない歌手や踊り子
などが作り出す不思議な時間を描いたシリーズが出展されます。

堀 由樹子（ほり ゆきこ）
1971年 東京都生まれ。1994年 東京造形大学造形学部美術学科美術Ⅰ類（絵画）卒
業。1995年 東京造形大学研究生修了。主な個展に、2008年「道草」ギャラリー千
空間（東京）、2011年「窓の外」パーソナルギャラリー地中海（東京）、2013年
「はれ 時々 くもり」人形町vision's（東京）、2015年「森へつづく」GALLERY 
CAMELLIA（東京）など。グループ展に、2001年「さまざまな眼ー115 坂木優子・
堀由樹子展」かわさきIBM市民文化ギャラリー（神奈川）、「Chiba Art Now'01 絵
画の領域」佐倉市立美術館（千葉）、2003 年「Chiba Art Flash 03リアルへ」千葉
市民ギャラリー・いなげ（千葉）、2004年「-Edges- 境澤邦泰・堀由樹子」鎌倉画
廊（神奈川）、2006年「ふなばし現代美術交流展06 ひかりあるところで」船橋市
民ギャラリー（千葉）、2008年「VOCA 2008 現代美術の展望ー新しい平面の作家
たち」上野の森美術館（東京）、2010年「版画の色ーリトグラフ」文房堂ギャラ
リー（東京）など。

在学中はリトグラフを軸に制作をしていた堀は、その後「描く」ことだけに集中す
るため、その手法を油彩へとシフトし制作を行っています。身の回りで目にする日
常の風景や些細な発見をその題材やきっかけとしながらも、それらを説明的に描く
のではなく、あくまでも直感的且つ正直に捉え、新鮮な驚きがそのまま画面に描き
出されるよう時間を重ねて作品を描き出しています。本展では、近年の転居を機に
見えてきた新たな視界を描いたシリーズが展示されます。

11.「山彦」2013年　油彩、
キャンバス 194x162cm

10.コントラバシスト　2014年　
油彩，キャンバス  100.0×80.3cm

12. 「乗越」2013年　油彩、
キャンバス　162x130.3cm

9. Night cruise／夜をゆく　 2014年　油彩,
キャンバス　162.0×194.0cm
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画像ご使用に関するお願い
*作品写真の使用目的は、本展のご紹介のみとさせていただきます。 

*写真掲載にあたっては、[記載クレジット]全文を表記してください。 

*トリミングおよび文字のせはできませんのでご了承ください。 

*基本情報確認のため、ゲラ刷・原稿の段階でプレス担当・山越まで 
E-mailにてお送りください。 

*掲載紙・誌等を必ずプレス担当までご送付いただきますようお願い致します。

  会場へのアクセス
 * ＪＲ 山手線、埼京線・湘南新宿ライン 

　* 京王：井の頭線   * 東急：東横線、田園都市線  
   * 東京メトロ（地下鉄）：半蔵門線、銀座線、副都心線 

　　　⇒ 渋谷駅にて下車。ハチ公口から徒歩で約10分です。 
　* ＪＲ山手線 ⇒ 原宿駅にて下車。表参道口から徒歩で約7分です。 

　* 東京メトロ（地下鉄）：千代田線、副都心線  
　　　⇒ 明治神宮前〈原宿〉駅にて下車。1番出口から徒歩で約7分です。

 
プレス関連のお問い合わせ

山越紀子（プレスPR・アートプロジェクトマネージメントオフィス）

phone : 090-4673-2745
email : press@intouchjapan.com

◉ 画像データ申込み (ご希望のデータの番号にチェックをつけてください)

□1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 □10 □11 □12

C S P 3        

 Creative Spiral Project Three 2015

貴社名:                                                                                                                

媒体名: 

ご担当者名:

TEL: 

FAX: 

E-mail:

掲載予定日／コーナー名:

レセプション・シンポジウムへの参加希望：　　　□参加する　　□参加しない
レセプション・シンポジウム：11月23日(月・祝）（シンポジウム 15:30-17:30、レセプション 18:00～20:00）
(会場：桑沢デザイン研究所 1F  東京都渋谷区神南1-4-17）

mailto:noriko@intouchjapan.com
mailto:noriko@intouchjapan.com

