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Press Release 

関係者各位

拝啓

　時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

　GALLERY MoMo Ryogoku では 3 月 21 日（土）から 4 月 18 日（土）まで大坂秩加による個展「おおさかるた」を開催致します。

　大坂秩加は 1984 年東京生まれ、東京藝術大学で油画を専攻の後、修士課程でリトグラフを学び、2011 年に修了しました。2010 年、シェル美術賞展において島敦彦審査

委員賞を受賞後、2014 年には VOCA 展では縦 4m の大作を展示し、佳作賞を受賞しました。また同年、市原湖畔美術館で開催された展覧会『プリントって何？—境界を

越えて−』にも参加し、発表の場を広げています。

　当初から大坂は版画、水彩、油彩と技法にこだわりなく作品を展開し、版画作品は浮世絵を思わせる木版のぼかしなどの技法を駆使してリトグラフで制作し、水彩や油

彩作品にもその表現方法が生かされています。

　古い着物の端切れや陶器の文様に興味を抱き、それは描かれる衣装や小物に生かされ、背景に描かれる建造物も、一昔前の日本的で古色な雰囲気を写し取っています。

　しかし描かれる人物の置かれた状況は極めて現代的で、日常を生きる人々の喜怒哀楽を哀歓とユーモアで包み、そこには作者の市井の人々への限りない愛情を見ること

ができ、表現様式を超えて幅広い層の共感を得ています。　

　制作にあたっては言葉をモチーフにし、言葉から想像される場所や人物からひとつの物語を紡ぎ、そのワンシーンを切り取って描いて行きます。しかし表現は必ずしも

直接的なものでなく、また作品を補完するものでも説明をするものでもありません。その関係は当初から大坂の脳裏にあり、一体をなす表現方法で絵画作品だけで充足し

ている訳ではなく、文章も含めた作品と捉える事ができます。

　前回の個展では、ただ文章からイメージを起した作品ではなく、文章を交えることで一見繋がりがないと思えるそれぞれの作品を架空の人物を通じて交わっていること

を示唆する意図でそれを用いり、作品と文章の関係性を表現しました。

　今展覧会では「かるた」の様式を用いて、同一サイズの 46 点の作品により展開します。かるたは、江戸時代より文字を覚えたり、ことわざを覚えたりすることに用い

られてきましたが、それだけではなく視覚と聴覚で楽しむ遊びとして、時には教訓やプロパガンダ的なメッセージを子供に覚えさせるためにも用いられました。大坂は、

このようなかるたの言葉と絵の関係に触発され、46 作品ひとつひとつに SNS で誰に向けたかわからないような独り言や他人から言われたちょっと重い一言などを添えて

います。前回の個展に比べ、物語性が薄らぎ、作品の中に文章を示唆するものは少なくなっていますが、その台詞のような文章は見る人に様々な想像を与え、描かれたシー

ンに新たな視点を加えています。

　展覧会に合わせ、こうした作品を原画として実際に使える「かるた」を 100 部限定で販売いたします。合わせてお楽しみ頂ければ幸いです。

　つきましては、是非、貴社・貴誌にて本展の紹介にご協力賜わりたく、ここにご案内申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

【よ】　よく頑張ったね。今日も一日えらかったね。と

広い胸に抱きしめられる、鼻が押し付けられて少し痛

いけど満たされていく…子供の頃の淡い記憶をたまに

味わいたくなる。

【み】　魅力が無かったってことでしょ、今のあなたに

はその程度の価値しかないのよ。だからといって自分

を安売りすることはやめなさいね。

【と】　とても痛いんだけど、関わり合いなんだよ。精

神的な。辛くて苦しい、でもそこでしか繋がりを持て

ない愛のかたちもあるんだよ。

【り】　律して、食いしばって食いしばって、それでも

手に入れたいものがあるのです。

各作品：2015 年、アクリル・色鉛筆・ミューグランド、綿布、パネル　227 x 158m　©Chika Osaka



展覧会名：おおさかるた

作  家  名：大坂　秩加（おおさか　ちか）

会　　期： 2015 年 3 月 21 日（土）− 4 月 18 日（日）

オープニングレセプション： 2015 年 3 月 21 日（土） 18:00 〜 20:00 

会　　場： ギャラリーモモ両国

                    〒 130-0014 東京都墨田区亀沢 1-7-15

                     TEL  03-3621-6813    FAX 03-3621-6814 

                    E-mail  info@gallery-momo.com      Web  www.gallery-momo.com 

営業時間：11:00 - 19:00   日曜・月曜・祝日休み

掲載用写真の貸出や、御質問等がございましたら上記までお問い合わせ下さい。

プレス担当　杉田まで

アーティストコメント

　自分で自由に出来る時間やお金を持てるようになると、ふと将来のこと、これまであったことを改めて考える日があります。そんなときにひとり呟いたり他人から言わ

れたという設定の言葉を、今回かるた形式のひらがな四十六音に対応しまとめました。普段覗くことのできない人々の喜びや弱音、厄介な感情など、四十六音の中から、

また画面の中で健気に生きる人物の姿から、ひとつでも気持ちに引っかかるものがありましたら嬉しいです。

　「いろはかるた」は本来、子供が文字を覚えるための遊びという形を使った教育でした。この「おおさかるた」では、日々を生きる大人のための箸休めになればいいなと思っ

ています。

2015 年　大坂　秩加

[ 略年譜 ] 

1984 東京都生まれ

2009 東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻　卒業

2011 東京芸術大学美術研究科修士課程版画専攻修了

 

[ 個　展 ] 

2010 「シリアスとまぬけ」シロタ画廊（東京）

2011 「良くいえば健気」GALLERY MoMo Ryogoku ( 東京 )

2013 「S の外的要素たち」GALLERY MoMo Ryogoku ( 東京 )

 

[ 受賞歴 ] 

2008  セプテーニ・エディション賞

2009  東京藝術大学卒業制作展　

          サロン・ド・プランタン賞 / O 氏記念賞

          日本版画協会 第 77 回版画展　立山賞

          第 34 回全国大学版画展　買上賞

          俵賞展　俵賞

2010  シェル美術賞展 2010 島敦彦審査委員賞

2013  第 4 回アダチ UKIYOE 大賞　大賞

2014  VOCA 展 2014　佳作賞

 

[ パブリックコレクション ] 

町田市立国際版画美術館（東京）

浙江美術館（中国、浙江）

[ グループ展 ] 

2008   「913」Gallery 坂（東京）

           「日豪交流展 -Victorian college of Arts × 東京芸術大学」

            東京芸術大学学生会館（東京）

2009   「第 77 回版画協会展」東京都美術館（東京）

           「 Summer Group Show Hop Step Jump」GALLERY MoMo Roppongi ( 東京）

           「第 34 回全国大学版画展 」町田市立国際版画美術館 ( 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）

2011   「分岐展 」GALLERY MoMo Roppongi ( 東京 )

           「NEWS 展」 東京藝術大学学生会館 ( 東京 )

           「東京藝術大学油画教員展　サマーショー」 日本橋高島屋 ( 東京 )

           「絵画思考 - 油画現職教員展 -2011」 藝大アートプラザ ( 東京 )

           「HOGAS −東京藝術大学版画研究室 STAFF 展 2011」みゆき画廊（東京）

2012   「東京藝術大学 版画研究室展」　銀座並木通りギャラリー（東京）

           「絵画思考 - 油画現職教員展 -2012」 藝大アートプラザ ( 東京 )

           「東京藝術大学油画教員展　サマーショー」 日本橋高島屋 ( 東京 )

           「山本冬彦が選ぶ 珠玉の女性アーティスト展」　銀座三越（東京）

           「interaction vol.1」　GALLERY MoMo Roppongi（東京）

           「版の時間／ Age of Prints 展」　女子美術大学アートミュージアム（東京）

           「都立芸術高校 OB 展」総合芸術高校展示ホール（東京）

           「シェル美術賞展 アーティストセレクション 2012（SAS）」

            国立新美術館（東京）

           「HOGAS −東京藝術大学版画研究室 STAFF 展 2012」みゆき画廊（東京）

2013   「Starbucks Coffee　作品展示」　スターバックス アトレ上野店（東京）

           「絆（Beziehung)」MICHEKO GALERIE（ミュンヘン）

2014   「interaction vol.2」 GALLERY MoMo Ryogoku ( 東京 )

           「三人展」東京都立総合芸術高等学校（東京） 

           「VOCA 展 2014」上野の森美術館（東京）

           「プリントって何？―境界を超えて―」市原湖畔美術館（千葉）

 


