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Press Release 

関係者様各位

拝啓

　時下、ますますご活躍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 10 月 12 日（土）から 11 月

9 日（土）まで大久保如彌（おおくぼなおみ）個展「いつまでもパー

ティを」を開催します。

　大久保如彌は 1985 年東京都生まれ、2011 年武蔵野美術大学大

学院修士課程修了、学部 1 年生の 2005 年にシェル美術賞展に入選、

2007 年にはトーキョーワンダーウォール賞を受賞、その後 2008

年の「トーキョーワンダーウォール都庁」での展示及び当ギャラ

リーでの個展で好評を博し、当ギャラリーでは 4 度目の個展とな

ります。

　大久保は当初、他者との繊細な関係性をテーマに作品を制作し、

近年では装うことの意味を問い続け、装飾の持つ機能や意味、社

会との関連性を考察しながら、現代社会の断面を作品化しようと

試みています。

　前回の個展では、装飾的な色彩感あふれる室内や室外の風景に、

同じ服装の同じ人物がそれぞれの姿態で配置され、顔を見せない

人物が多様な解釈をもたらしました。そこでは人と物とが混然一

体となって描かれ、装飾性と人物の内面性が等価で提示されてい

るかのようでした。

　今展では人物描写に何かに向かおうとする意志や姿勢を感じさ

せ、背景描写に自然への回帰も見られます。装飾という表面的な

美に留まらない人間のありようを模索し、装うこととどう調和さ

せるのか、人や社会との関連性にも視線が向けられつつあります。

　大久保のボナールなどフランス絵画を想起させる色彩感は健在

ですが、個から社会へと変化する様相も見られる今展、装うとい

う女性的な感性とその内面性について、一考を深めていただけれ

ばさいわいです。

大久保 如彌 / Naomi Okubo
" 夜が明けるまで "
2013 年
Acrylic, oil on cotton cloth and panel
162.0 x 112.0cm
©Naomi Okubo

　新作油彩作品 11 ～ 12 点の展示を予定、秋深まる季節、皆様のご高覧を心よりお待ちしております。

　つきましては、是非、貴社・貴誌にて本展覧会のご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。 
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展覧会名：いつまでもパーティーを

作  家  名：大久保 如彌（おおくぼ　なおみ）

会　　期： 2013 年 10 月 12 日（土）－ 11 月 9 日（土） 

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@gallrey-momo.com      Web  www.gallery-momo.com 

営業時間：11:00 - 19:00   日曜・月曜・祝日休み

オープニングレセプション：2013 年 10 月 12 日（土）18:00 - 20:00

掲載用写真の貸出など、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

[ 略年譜 ] 

1985 東京都生まれ

2009 武蔵野美術大学造形学部油絵科卒業

2011 武蔵野美術大学大学院美術専攻油絵コース修了

 

[ 個展 ] 

2008 東京都庁第一本庁舎 3F 南側空中歩廊（東京）

 GALLERY MoMo ( 東京 )

2010 GALLERY MoMo Ryogoku ( 東京 )

2011 GALLERY MoMo Roppongi ( 東京 )

2013 H.P.FRANCE WINDOW GALLERY MARUNOUCHI（東京）

 

[ グループ展 ] 

2005 「シェル美術賞」代官山ヒルサイドテラス（東京）

2007 「ワンダーシード」トウキョーワンダーサイト渋谷（東京）

 「ときめき☆鑓水ランデヴー」鑓水青年美術館（東京）

 「トーキョーワンダーウォール 2007」東京都現代美術館（東京）

 「収集癖」三番ギャラリー（東京）

2008 「Opning Exhibition」   GALLERY MoMo Ryogoku（東京）

2011 「再生 Part.2」GALLERY MoMo Ryogoku（東京）

 「分岐展 」GALLERY MoMo Roppongi ( 東京 )

 「ART AWARD TOKYO 丸の内 2011」 行幸地下ギャラリー（東京）

2012 「Complex」 日本橋髙島屋美術画廊Ｘ（東京）

 「Summer Group Show 」GALLERY MoMo Roppongi ( 東京 )

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

2013 「大絵画展」西武渋谷店（東京）

アーティストコメント

私たちは終わらないパーティーを続けているみたいだ

たくさん着飾り

笑顔を振りまき

キラキラと飾り付けをして

パーティーはとても幸福感に満ちあふれ

理想的に見える

しかし華やかさの裏に隠されているものがあることに

多くの矛盾や嘘があることに

わたしたちは気づき始めている

しかしおかしいと思いながらも

どうしたらいいのか分からなくなっているように見える

そうして　とまどいながらもパーティーを続けようとする先に

なにがあるのだろうか

2013 年　大久保如彌

大久保 如彌 / Naomi Okubo
" 肖像画 "

2013 年
Acrylic, oil on cotton cloth and panel

45.5 x 38.0cm
©Naomi Okubo


