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TWS-Emerging 2011〈後期〉

土 -8/28 ■
日土
164/165/166/167 ｜2011/8/6 ■
土 -9/25 ■
日
168/169/170/171 ｜2011/9/3 ■
土 -10/23 ■
日
172/173/174/175 ｜2011/10/1 ■

トーキョーワンダーサイト本郷
参加アーティスト

164 阿部乳坊｜ Nyubo Abe ｜自刻像：変態動物
165 three ｜ three is a magic number 3
166 髙木 彩｜ Aya Takagi ｜ GROW
167 小林広恵｜ Hiroe Kobayashi ｜公園をつれてかえる
168 ピメリコ｜ Pimeriko ｜東京ズールーランド
169 平子雄一｜ Yuichi Hirako ｜庭先メモリーズ : ソング
170 齋藤杏奈｜ Anna Saito ｜そうしつ。
171 福田紗也佳｜ Sayaka Fukuda ｜ Photopsia
172 木戸龍介｜ Ryusuke Kido ｜ Form of Sin
173 熊野 海｜ Umi Kumano ｜ HAPPINESS ∞ REVOLUTION
174 前田雄大｜ Katsuhiro Maeda ｜絵画性の視座
175 茅根賢二｜ Kenji Chinone ｜ Melting scene

熊野海｜ Umi Kumano
《 SEASON REVOLUTION 》2010 、カンヴァス、アクリル

取材・掲載の際は、事前に広報担当までご連絡をお願いします 担当：浅野・千賀

TEL:03-5766-3732 / E-MAIL: press@tokyo-ws.org
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企画概要
「 TWS-Emerging 」
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。そのひとつである TWS-Emerging は、

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
東京都主催の公募展「トーキョーワンダーウォール（ TWW）」

選ばれ東京都現代美術館で展示を行います。さらにその中から12 名の入賞者が東京都庁3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。本年度

は20名が選ばれ、４名ずつ順に紹介していきます。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

や TWS 青山：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
を促す他、展覧会後は、TWS 渋谷での展示（TEAM）
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。

開催概要
■会期

2011年8月6日（土）〜8月28日（日）164 阿部 乳坊 / 165 three / 166 髙木 彩 / 167 小林 広恵

2011年9月3日（土）〜9月25日（日）168 ピメリコ / 169 平子 雄一 / 170 齋藤 杏奈 / 171 福田 紗也佳

2011年10月1日（土）〜10月23日（日）172 木戸 龍介 / 173 熊野 海 / 174 前田 雄大 / 175 茅根 賢二

■会場

トーキョーワンダーサイト本郷

■開館時間

11:00〜19:00（最終入場は30分前まで）

■休館日

月曜日（祝日の場合は翌火曜日）

■入場料

無料

■イベント

各展覧会の初日に出展作家によるアーティストトークを予定しております。キュレーターやライターなどのクリティックをゲストに

※開・閉館時間はやむを得ず変更される場合がございます。予めご了承ください。

トークを展開する予定です。

2011年8月6日（土）16:00〜17:00 堀元彰（東京オペラシティアートギャラリー チーフ・キュレーター）
2011年9月3日（土）※詳細はウェブサイトにて発表いたします。

■交流会

2011年10月1日（土）※詳細はウェブサイトにて発表いたします。

2011年8月6日（土）、9月3日（土）、10月1日（土）17:00〜19:00

※イベント・交流会の時間はやむを得ず変更される場合がございます。予めご了承ください。
■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

会場案内
トーキョーワンダーサイト本郷
〒113 -0033 東京都文京区本郷2-4-16

TEL: 03-5689-5331
FAX: 03-5689-7501
■交通案内：御茶ノ水駅・水道橋駅 (JR 総武線 )、
水道橋駅 ( 都営地下鉄三田線 )、
御茶ノ水駅・本郷三丁目駅 ( 東京メトロ丸ノ内線 )、
本郷三丁目駅 ( 都営地下鉄大江戸線 ) 各駅より徒歩 7分
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をお願いします 担当：浅野・千賀

TEL:03-5766-3732 / E-MAIL: press@tokyo-ws.org
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アーティスト紹介｜ 2011/8/6-8/28

164 阿部乳坊｜ Nyubo Abe

東京都現代美術館、東京

2010年 個展「 three is a magic number 」MEGUMI OGITA
GALLERY、東京

1982年 新潟県出身
2007年 金沢美術工芸大学美術科彫刻専攻卒業

《主な展覧会》

出品作品について

2011年 「 ART COASTER/ アートコースター〜想像力を共
有する方法」金沢市民芸術村、石川

質感や量感などの皮膚感覚と、データや設定、情報との対比
を制作の過程や、制作行為そのものとともに表している。

2010年 「 2010臺灣國際木雕競賽 得獎曁入選作品展」
三義木雕博物館、台湾

2010年 「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

《 grow 》2010 、綿布、アクリル

2010年 「改借景」寺田邸、茨城
2010年 個展「カポ、金沢、日本での滞在。」Kapo、石川
2009年 トーキョーワンダーサイト二国間交流事業プログラム（台

167 小林広恵｜ Hiroe Kobayashi

北）参加

個展「 FLY FORMOSA 」台北国際藝術村 / 台新銀行、
台湾

1978年 愛知県生まれ
2000年 武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業

2008年 個展「 Abe Nyubo Airport 」gallery b tokyo、東京
2007年 「 Dis-communication 」Sungkok Art Museum、韓国
2007年 個展「反対物の同居」Garelly Q、東京

《主な展覧会》
《 7825g 》2010
フィギュア、アクリルボックス

2011年 「ワンダーシード2011」TWS 渋谷、東京
2010年 「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

出品作品について

2009年 個展「小林広恵展 青葉闇ー回復ー」愛知県芸術文化

生活の中で違う意見、違う宗教、違う性別、違う好み、違う人
種、違う言葉、その他もろもろの様々な 違い を知り、感じて、
それらを交換して行く事で僕の世界は広がっていきます。違い
を知り、それぞれの共通点を見いだしながら、何か面白い事をや
ろうと思います。

センターアートスペース X、愛知

166 髙木 彩｜ Aya Takagi

2000年 「武蔵野美術大学卒業制作優秀作品展」武蔵野美術
大学、東京

1983年 神奈川県生まれ
2007年 多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業
2009年 多摩美術大学大学院美術研究科博士前期課程絵画
専攻 修了

出品作品について
公園を家につれて帰る。というような、強引な妄想は言い替え
ればフィクションである。足裏の感触から獣をイメージし公園の

《主な展覧会》

親しみやすい雰囲気から物欲を刺激される。そんなメタフィクショ

2010年 「 PLUS-Contemporary Art Fair 」

ンを描いているのだと思う。

東美アートフォーラム、東京

2010年 個展「トーキョーワンダーウォール2010都庁」
東京都庁、東京

2010年 「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

2010年
2010年
2009年
2009年
《笑う方法》2009、木

「日本コラージュ2010 」、ギャラリイK、東京
個展、Shonandai MY Gallery、東京

「 MY Twinkle 」、Shonandai MY Gallery、東京
「知性の触覚2009それぞれの他者」
（高木彩展

「 MELT 」）、ギャラリイK、東京

2008年 個展「 LIGHTSCAPE 」ギャラリイK、東京

165 three

出品作品について

1986年 福島県生まれ

伸ばすのだろう。

《主な展覧会》

2011年 「 ART STAGE SINGAPORE 」Marina Bay Sands
2011年
2010年
2010年
2010年

Exhibition and Convention Centre、シンガポール

夏になったら、たくさんの葉をつけて、あのハナモモはまた背を

《踏みしめて語ること》2010 、カンヴァス、油彩

去年の夏を想い、次の夏を待つ。景色は記憶とつながって、
眠っていた感覚も甦る。
季節とともに巡る命を感じる、静かに祈るように。

「 I 氏 コレクション展」高崎市美術館、群馬

「 PULSE MIAMI 」THE ICE PALASE、マイアミ

個展「 three is a magic number 2 」西武渋谷、東京

「トーキョーワンダーウォール公募2010入選作品展」

取材・掲載の際は、事前に広報担当までご連絡をお願いします 担当：浅野・千賀

TEL:03-5766-3732 / E-MAIL: press@tokyo-ws.org
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アーティスト紹介｜ 2011/9/3-9/25
168 ピメリコ｜ Pimeriko
1975年 静岡県生まれ
2008年 ゴールドスミスカレッジロンドン大学ファインアート学部卒業
2009年 チェルシーカレッジロンドン芸術大学大学院ファインアート
学部修了

2010年 個展「Yuichi Hirako: 庭先メモリーズ」
Gallery MoMo Ryogoku、東京

2009年 「シェル美術賞展2009」

代官山ヒルサイドフォーラム、東京

2009年 「ワンダーシード2009」TWS 渋谷、東京
2006年 「Stepsiblings」Temporary Contemporary、ロンドン

《主な展覧会》

2010年 「 Body Double 」Camp ギャラリー、大阪
2010年 「 Fallon プロジェクト」ラティチュード フェスティバル、
サウスウォールド

2010年 「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

出品作品について
私達の「植物」に対する姿勢や距離感は人により様々ですが、
「植物」
と全く関係の無い生活はほとんど有り得ません。彼等と
の曖昧な関係に興味を持ち、作品をつくっています。

《真夜中》2010 、カンヴァス、油彩

2010年 「 Spring Open 2010 アーティスト イン レジデンス」
BankART Studio NYK、神奈川

171 福田紗也佳｜ Sayaka Fukuda

2010年 「ワンダーシード 2010 」TWS 渋谷、東京
2009年 大学院（MA）修了展、チェルシーカレッジ、ロンドン
2008年 「 And The Real Becomes Fiction、ギャラリア13、

1987年 青森県生まれ
2010年 岩手大学教育学部芸術文化課程造形コース卒業
2011年 筑波大学大学院人間総合科学研究科芸術専攻洋画

メキシコシティ

2008年 学部卒業（BA）展、ゴールドスミスカレッジ、ロンドン
2008年 「 April is the Cruelest Month 」アトリエ・フランクフルト、

コース在籍

フランクフルト

《主な展覧会》

2010年 個展「＿＿あ＿＿」Cafe et Galerie Moineau、東京
2010年 「トーキョーワンダーウォール公募2010入選作品展」

出品作品について
私は、世界を劇場ととらえています。日常の風景やテレビ・イン

東京都現代美術館、東京

《庭先メモリーズ：シップ》2010 、カンヴァス、アクリル

2010年
2009年
2009年
2009年

ターネットなどから振り付けやステレオタイプを探し出し、それを自
分の視点から再演出することに興味があります。映像、立体な
どを用いたインスタレーションを制作します。

170 齋藤杏奈｜ Anna Saito

「岩手大学卒業制作展2010 」岩手県民会館、岩手
「つくる展」岩手県民会館、岩手
個展、街かどギャラリー、岩手
個展「 fuzzy set 」gallery la vie、岩手

1989年 福島県生まれ

出品作品について

2010年 「トーキョーワンダーウォール公募2010入選作品展」

いだろう。

人間の可視光ではないものを見ることが出来たらどんなに楽し

《主な展覧会》

東京都現代美術館、東京

きっともっとザワザワしてユサユサしてギトギトしているのだろう。
などといった願望から歪ませ極彩色に変換します。

2010年 「 untitled 」ギャラリー銀座フォレスト、東京
2009年 「 adolescence end 」ヲウチギャラリー、NY

出品作品について
私はさかいめをさまよい続ける。私は自らの名前を忘れひとでは
《惑星フェラリス2050 》2009、ビデオ

ないものへと変化をとげていく。人目につかない私はどのような
すがたをしているのだろう。目に見えないかもしれないし、おそろ
しい化け物かもしれない。

169 平子雄一｜ Yuichi Hirako
1984年 岡山県生まれ
2005年 Wimbledon College of Art 大学 BA（Hons）Fine Art:

《下り坂のち登り坂》2010 、カンヴァス、油彩

Painting 学部卒業

《主な展覧会》

2011年 個展「トーキョーワンダーウォール2010都庁」
東京都庁、東京

2010年 「群馬青年ビエンナーレ2010」群馬県立近代美術館、
群馬

取材・掲載の際は、事前に広報担当までご連絡をお願いします 担当：浅野・千賀

TEL:03-5766-3732 / E-MAIL: press@tokyo-ws.org
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アーティスト紹介｜ 2011/10/1-10/23

172 木戸龍介｜ Ryusuke Kido

出品作品について

1984年 東京都生まれ
2009年 多摩美術大学美術学部彫刻学科彫刻専攻卒業
2011年 東京藝術大学大学院美術学部美術研究科彫刻専攻

い、生へと向かう。盲目なるわたしたちに必要なのは、絶望を幸

修了

矛盾に溢れた世界であるが故に真実を求め彷徨う。死へ向か
福へと変革する意志であり、遥か過去の光に満ちた未来の闇
へ鮮烈な色彩を放つことである。

175 茅根賢二｜ Kenji Chinone
1986年 茨城県生まれ
2009年 茨城大学教育学部学校教育教員養成課程美術専攻
卒業

2011年 筑波大学大学院人間総合科学研究科芸術専攻洋画

《主な展覧会》

コース在籍

2010年 「プリュス・
トウキョウ・コンテンポラリーアートフェア」

《主な展覧会》

東京美術倶楽部、東京

2010年 「 via art2010 」シンワアートミュージアム、東京
2010年 「 lug 池田傑×茅根賢二」GALERRI SOL、東京
2010年 「トーキョーワンダーウォール公募2010入賞作品展」

2010年 「日韓石彫交流展 STONE ROAD 」上野の森美術館
ギャラリー、東京

2010年 「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

東京都現代美術館、東京

2009年 「芸大・茨大・筑波大卒業終了制作選抜展」

2009年 「東京五美術大学連合卒業・修了作品展」

東海ステーションギャラリー、茨城

国立新美術館、東京

出品作品について

出品作品について

《 undeify 》2010

「見ることのできない形態を捉える」
ということを主なテーマとして

カンヴァス、アクリル

立体作品を制作している。水、火、煙といった物質である。全

光と影が溶け合うようなシーン。遭遇から記録へ。記録から記
憶へ。
そして記憶から「絵画」に再び記録し、完結させるのです。

てを知ることができるかのような現代だからこそ、ありふれたもの

その記録が再び誰かの記憶へと移りゆくことも想いながら。

をしっかりと見つめたい。

174 前田雄大｜ Katsuhiro Maeda
1977年 兵庫県生まれ
2002年 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》

2010年 「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

2010年 「第５回タグボートアワード入選者グループ展」
ターナーギャラリー、東京

2010年 「ワンダーシード2010 」TWS 渋谷、東京
《 Stairs 》2011 、カンヴァス、油彩
《罪への渇望》2011 、大理石

出品作品について
私が制作するにあたって常々考えていることは以下のことなどです。
・絵画性の奥にある共時性、民族間のみならず全社会的な普遍性
・唯物的、即時的、即物的な芸術的現象意識（乃至は芸術的なク

173 熊野 海｜ Umi Kumano

オリア）
・平面絵画において構成要素のみで生じるメタ絵画的な認識

1983年 福井県生まれ
2007年 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》

2011年 「 VOCA 展2011- 新しい平面の作家たち」上野の森美
術館、東京

2010年 「シェル美術賞展2010 」代官山ヒルサイドフォーラム、
東京

2010年 個展「トーキョーワンダーウォール都庁2010 」
東京都庁、東京

2010年 「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

《 Another Reflection 2010 》2010 、アクリル、顔料インク、木製パネル

取材・掲載の際は、事前に広報担当までご連絡をお願いします 担当：浅野・千賀

TEL:03-5766-3732 / E-MAIL: press@tokyo-ws.org

