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U・29  -Under 29 Artists Exhibition 2016-
磯村  暖｜岩﨑 由実｜川田 泰久｜工藤 萌子｜栗木 結生｜杉浦  光｜中村  萌｜中橋 多恵子｜塙　龍太｜水谷 昌人｜吉岡 寛晃
2016 年 8 月 16 日（火） - 8 月 27 日（土）

ご関係者各位

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。

　このたび GALLERY MoMo Ryogoku では 8 月 16 日（火）～ 8 月 27 日（土）まで、29

歳以下のアーティスト 11 名によるグループ展「U・29 Under 29 Artists Exhibition 2016」

を開催いたします。

　出展作家は、アーティスト・アートコレクター・美術研究家・ギャラリストがそれぞれ

推薦するという新しい形のグループ展です。11 日間と会期は短いですが、若手作家の渾身

の作品を是非ご堪能いただければさいわいです。

　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

本展示「Ｕ・29」は、いま注目すべき若手作家の選抜展です。 推薦者は、作家（小林正人、

鬼頭健吾、大庭大介、薄久保香）、美術研究家（大崎正裕）、アートコレクター（林直樹、

田中英雄、大坂恵一、島林秀行）、ギャラリスト（杉田鐵男 GALLERY MoMo）が務めます。

公募型の若手支援は増えていますが、推薦者それぞれの経験と感性を生かし、能動的に若

手作家を選抜するという点において、今回の展示の特徴が表れていると言えるでしょう。

推薦対象となる若手作家は、① 29 歳以下であること、②平面作品を中心に制作している

こと、③コマーシャルギャラリーに所属していないこと (2016.3/31 時点 ) を条件としてい

ます。本展示をきっかけに何かを掴み取ってほしいという気持ちは推薦者に共通していま

す。若手作家がそのポテンシャルを渦巻かせながら、ヴィジュアルアーツのさらなる可能

性に取り組むことを期待しています。

そして、鑑賞者やコレクターにとって、いまを切り開くカッティングエッジな作品を一堂

にご覧いただける機会となりますので、ぜひご来場ください。

2016 年　U29 実行委員会

出展作家

磯村　暖｜ Dan Isomura  　 
推薦者：小林 正人（アーティスト）

（1992 年東京都生まれ、2016 年東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻卒業）

私の近作はキャンバス上に水を流し続ける循環装置と共に制作される。キャンバスに描かれた絵は水中ポンプによって押し出された水によって洗い流され、かつて絵だった物質は水に溶け

循環している間に徐々にキャンバス上に新しく染みをつけていく。

U・29 では私が幼少期を過ごした佐賀県の有明海の干潟を起点に、物質の循環、区分や境界の重要性と曖昧さに言及した作品を展示する。

岩﨑 由実｜ Yumi Iwasaki  　 
推薦者：杉田 鐡男（ギャラリスト）

（1992 年東京都生まれ、2014 年武蔵野美術大学造形学部油絵科卒業、2016 年同大学大学院修士課程美術専攻油絵コース修了）

世界が切り替わる瞬間は必ず日常の景色の中に転がっている。 それらは映画のワンシーンの様に劇的な出来事では無くとも、何かが変わる瞬間に我々は日常的に遭遇している。そんな世界

が変わる兆候としての景色や、予感。

そして、それらを目の当たりにした自分自身への問い掛け。
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Tokyo 130-0014 Japan  
Tel:+81-(0)3-3621-6813   
Fax:+81-(0)3-3621-6814
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Web　　　www.gallery-momo.com



川田 泰久｜ Yasuhisa Kawada 　  
推薦者：田中 英雄（アートコレクター）

（1992 年高知県生まれ、2016 年京都造形芸術大学 美術工芸学科 油画コース卒業、現在、東京芸術大学大学院 美術研究科 修士課程 絵画専攻油画在学中）

僕は制作において、自分ではコントロールできない要素を取り入れます。それは小さなものでありながら、僕の想像を超え、宇宙のような大きなものと接続されるような感覚があるからです。

そのような一瞬の出来事、そしてそれが永遠になっていくこと、あるいは消えてなくなってしまうことや循環していくこと。そういったものに興味があります。それらは人やこの世界の営

みなどともつながるものがあると思っています。

工藤 萌子｜ Moeko Kudo   　
推薦者：大坂 恵一（アートコレクター）

（1989 年神奈川県生まれ、2013 年東京藝術大学卒業、2015 年パリ高等美術学校留学、同年東京藝術大学大学院修了）

生まれ与えられた顔ではなく、人は一種の呪術を施して自身の顔を纏う。

わたしはレンズを通して自身の姿を映し出し、また自身の手を通して現実を観測者のように打ち鋳る。命の長さよりも少しだけ変わらずに、美しいまま自身を保存できるという微かな淡い希望に

取り憑かれているよう。愛の形を残せない恋はどこに留めれば良い？手で握った泥は棺の中に声と共に。自身の形を変えながら、死んで幽霊となってもその愛を誓うのです、慈しみを持って。

栗木 結生｜ Yuu Kuriki   　
推薦者：薄久保 香（アーティスト）

（1994 年茨城県生まれ、2016 年東北芸術工科大学卒業、現在、東京芸術大学大学院在学中）

生命は、自ら「命を躍動させる」ということを意識しなくても、生きるために細胞の分裂を繰り返し行い、再生して変化してゆく

その最小限の物質は、悪い細胞を殺すために、自ら犠牲になるという生命力の源を持つ。

その神秘的な動きは、美しくもあり、残酷でもある。

自然の衝動、見えないものとして存在しているもの。その隠された裏と表の対比こそ、私が創作したいと誘うものだ。

杉浦　光｜ Hikaru Sugiura   　
推薦者：大崎 正裕（美術研究家）

（1989 年静岡県生まれ、2011 年名古屋芸術大学卒業、2013 年名古屋芸術大学院 美術研究科美術専攻同時代表現研究領域 修了）

物事の関係性への興味から、画面を作る行程の因果関係をテーマとし、画面とのやり取りのなかで生じる現象を繋ぎ合わせる制作を続けている。メタリックな色面に点描を打ち続けるのは、

ドロッピングの動作や点を置く行為など、描くことをめぐる行為の集積である。観る者が動き、視点や方向を変えることによって、 様々な変化が浮かび上がる視覚効果が試みている。

中村　萌｜ Moe Nakamura  　 
推薦者：林　直樹（アートコレクター）

（1991 年京都府生まれ、2014 年京都造形芸術大学美術工芸学科洋画コース卒業、2016 年同大学大学院芸術表現専攻ペインティング領域修了）

私は好きな人と一緒にいたい。その人のために、おいしいご飯を作って一緒に食べる。その人と楽しくいられるように、部屋の中を整える。それから、絵を描きたい。今の私は、好きな人

に会うために絵を描き、切なくなったらケーキを食べる。食べるとふわっとスポンジ生地やなめらかなクリーム、硬いナッツやみずみずしい果物が一気に口の中に広がる。パリッ、ふわっ、

とろっ、ぐにゅ。もう一人でケーキは食べたくない。

中橋 多恵子｜ Taeko Nakahashi  　 
推薦者：大庭 大介（アーティスト）

（1991 年生まれ、2013 年京都造形芸術大学油画卒業、2015 年同大学大学院芸術表現専攻修了）

私の制作の主題は記憶、忘却、残存または回想である。過去の出来事は確かに存在する。現在の自分には薄れ、記憶は残っている・・・。

そして、自己の確立へと向かう。記憶の仕組み、過去の経験と現在の記憶、感情と価値観について。人の記憶とは何なのか？

塙　龍太｜ Ryuta Hanawa  　 
推薦者：小林 正人（アーティスト）

（1990 年神奈川県生まれ、2015 年多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業、現在、東京藝術大学大学院在学中）

ここからそこに drop in すること。

そこからここが Area であるなら、ここからそこに自分自身、絵、周りの環境、犬、エモーショナルなものや音楽が写すムードを放り込む。

水谷 昌人｜ Masato Mizutani  　 
推薦者：島林 秀行（アートコレクター）

（1990 年大阪府生まれ、2013 年京都造形芸術大学美術工芸学科 洋画コース卒業、2016 年京都市立芸術大学大学院 美術研究科 絵画専攻 油画コース修了）

キャンバスに絵具を一層ずつ何度も平らに塗り重ねることである一定の連続された時間の流れを物質化する。その物質化された一定の時間を彫り削り穴の空いたキャンバスの裏側から絵具

を打ち出す。それは絵画を正面から視た場合と対照的な時間感覚を体験しながら描画行為に臨むことができる。現在から過去へと過去から現在が合わさったときに初めて出会いのような経

験を私は感じ取ることができる。

吉岡 寛晃｜ Hiroaki Yoshioka  　 
推薦者：鬼頭 健吾（アーティスト）

（1993 年兵庫県生まれ、2015 年京都造形芸術大学油画コース卒業、現在、同大学大学院在学中）

手描きの上に型取りした絵の具を糊付けする手法を用い一回性と固定的な要素を重ね合わせた作品を展開する。



3. 川田 泰久｜ Yumi Iwasaki
"G.A.S (Great Artificial Space) " 
2016 年
インクジェットプリン
145.5 x 102.0cm
©Yasuhisa Kawada

5. 栗木 結生｜ Yuu Kuriki
"neurons" 
2016 年
ミクストメディア
30.0 x 30.0cm
©Yuu Kuriki

6. 杉浦　光｜Hikaru Sugiura
"All Blue -contraction- Ⅴ " 
 2016年
油彩、キャンバス
45.5 x 45.5cm
©Hikaru Sugiura

7. 中橋 多恵子｜ Taeko Nakahashi
" 回想 1" 
 2016年
パネル、キャンバス、ミクストメディア
50.0 x 90.0 x 7.0cm
©Taeko Nakahashi

8. 中村　萌｜Moe Nakamura
"The dark side of the moon" 
 2016年
油彩、アクリル、ラメ、綿布、パネル
145.5 x 145.5cm
©Moe Nakamura

9. 塙　龍太｜ Ryuta Hanawa
" ゴールドディガー " 
 2016年
ミクストメディア
145.0 x 155.0cm
©Ryuta Hanawa

10. 水谷 昌人｜Masato Mizutani
" torsion(Lucian Freud / David Hockney)" 
 2016年
アクリル、キャンバス、パネル
23.0 x 16.0cm
©Masato Mizutani

10. 吉岡 寛晃｜Hiroaki Yoshioka
" ペッペリペッペン " 
 2016年
ミクストメディア
145.5 x 112.0cm
©Hiroaki Yoshioka

4. 工藤 萌子｜Moeko Kudo
" 軍人と幽霊 " 
 2016 年
油彩、キャンバス
117.0 x 151.5cm
©Moeko Kudo

2. 岩﨑 由実｜ Yumi Iwasaki
" かわの揺れる音 " 
2016 年
油彩、キャンバス
116.7 x 91.0cm
©Yumi Iwasaki

1. 磯村　暖｜ Dan Isomura
" 絵と干潟 " 
2016年
アクリル、インク、有明海の干潟の泥、木炭、印刷紙、キャンバス

145.5 x 145.5cm
©Dan Isomura

展覧会名：U・29  -Under 29 Artists Exhibition 2016-

作  家  名：磯村  暖｜岩﨑 由実｜川田 泰久｜工藤 萌子｜栗木 結生｜杉浦  光｜中村  萌｜中橋 多恵子｜塙　龍太｜水谷 昌人｜吉岡 寛晃

会　　期：  2016 年 8 月 16 日（火） -  8 月 27 日（土）

営業時間：11:00 - 19:00   会期中無休

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 

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


