


ごあいさつ

この度、文化庁の推進する「文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業」の一

環として「龍野アートプロジェクト」が私たちの故郷 “ 龍野 ” で盛大に開催される

運びとなりましたことを、心より嬉しく思うとともに、地元関係者の皆様による本

プロジェクトへのご協力に対しまして深く感謝し、御礼申し上げます。

城下町龍野には、江戸時代からの地場産業の拠点である醤油蔵や、国内で最も知ら

れている童謡「赤とんぼ」の作詞者三木露風の生家、人のあるべき倫理を説いた「石

門心学」を広めるため、江戸時代に町民自らが建設、運営した日本で唯一残る校舎

「思誠舎」など多くの文化財が存在いたします。

ただ龍野の歴史が残してくれたこうした文化遺産を保存するだけではなく、これら

の魅力を最大限に活用し、発信していこうと「龍野アートプロジェクト」を企画い

たしました。

本プロジェクトに込めた思いは、次の３つです。

１．龍野からすぐれた現代美術を国内外に向けて発信する

２．醤油蔵など地域に残る古い建物を再活用・活性化する

３．地元市民と作家たちの間でコミュニケーション（国際交流を含む）をはかる　

この３点を実現するために、今年度は「刻の記憶　Arts and Memories」をテーマ

として、地域在住、出身の美術作家とフランス・ルーアン市美術学校卒業生の現代

美術展を開催し、再生した醤油蔵や龍野城、聚遠亭（藩主の上屋敷）など、城下一

円を会場とし、過去に積み重なった歴史を現代に蘇らせるとともに、新たな対話を

はじめたいと思います。

この「龍野アートプロジェクト」が、現代美術の素晴らしさと龍野の町の魅力を多

くの方々へ発信し、体感していただく良い機会となることを祈念いたしまして、開

催のご挨拶とさせていただきます。

なお、本プロジェクトの実現にあたり、ご参加いただきました作家の皆様をはじめ、

多くの方々からのご協力やご支援をたまわりましたことを、ここに深く感謝を申し

上げます。

             2011 年 11 月

                                                        龍野アートプロジェクト代表

淺 井 良 昭

龍野アートプロジェクト 2011「刻の記憶　Arts and Memories」

会期：    2011 年 11 月 18 日（金）～ 26 日（土）

会場：　 うすくち龍野醤油資料館周辺の醤油蔵、龍野城、聚遠亭（藩主の上屋敷）

主催：    たつの市、たつの市立龍野歴史文化資料館、                                      

              龍野アートプロジェクト、神戸新聞社

後援：    ＮＨＫ神戸放送局、サンテレビジョン、ラジオ関西、                               

              姫新線利用促進・活性化同盟会 

協力：    ヒガシマル醤油株式会社、兵庫県立龍野北高等学校、

　　　　ル・アーヴル - ルーアン高等美術デザイン学校

 支援：   文化庁「文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業」

　　　　ミュージアム活性化支援事業

特別招待作家：　尹煕倉（ユン・ヒチャン YOON　Heechang　1963-　）

　　　　　　　　東影智裕（HIGASHIKAGE Tomohiro 1978-　）

　　　　　　　　小谷真輔（KOTANI Shinsuke　1980-　）

　　出品作家：　佐藤文香（SATO Fumika　1985-　）

　　　　　　　　芝田知佳（SHIBATA Chika　1984-　）

　　　　　　　　ルーアン美術学校卒業生

                             　モーガン・アレ (Morgane ALLAIS 1985-　)

　　　　　　　　　カウータ・ベクレンシ (Kawtar BEKRENTCHIR 1985-　)

　　　　　　　　　エミリ・デュセール (Emilie DUSERRE 1986-　)

　　　　　　　　　レミ・ジャノ (Rémy JANNOT 1986-　)

　　　　　　　　　井上いくみ (INOUE Ikumi　1985-　)

                             

芸術監督：加須屋明子（京都市立芸術大学准教授）

コーディネイト：井上美佳（ガレリアアーツ＆ティー代表）

◎図版のうち、※印のついたもの以外は参考作品です。
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主な個展　 Selected Solo Shows
1987    松村画廊（東京）

1990    双ギャラリ－（東京）

1993    「呼吸する壁」ギャラリ－・キャプション（岐阜）1994, 2000, 2002, 2009

1997    静岡県立美術館　（静岡）　　　

2000    ギャラリー小柳（東京）

2002    「そこに在るもの」ギャラリー小柳　（東京）

2011    「四角の話」　かみ添え（京都）

主なグループ展　Selected Group Shows
1989    「第９回ハラアニュアル」原美術館（東京）

1990    「現代彫刻の歩み　8-1970 年代以降の表現－物質と空間の変容」

   神奈川県立県民ホ－ル・ギャラリ－（横浜）

1993    「Art Today　'93」セゾン現代美術館（長野）

1994    「素材の領分」東京国立近代美術館工芸館（東京）

1995    「やわらかく 重く」埼玉県立近代美術館（埼玉）

             「還流」愛知県美術館／名古屋市美術館（名古屋）

2002    「光州ビエンナーレ・THERE: site of the Korean Diaspora」（光州、韓国）

             「エモーショナル　サイト」佐賀町食糧ビル（東京）

2005    「アルス ･ ノーヴァ――現代美術と工芸のはざまに」東京都現代美術館（東京）

             「国際陶磁ビエンナーレ・Trans-Ceramic-Art」世界陶芸センター（利川、韓国）

2006    「素景」　3 人展　資生堂ギャラリー（東京）

2009    「余白の美」　静岡県立美術館（静岡）

2011    バーゼル・アートフェア（スイス）

             「新・陶・宣言」豊田市美術館（愛知）

研究奨励金  Grants
1995    文化庁芸術家在外派遣研修　イギリスに一年間滞在

2010    文化庁新進芸術家海外派遣研修　特別研修（８０日）イギリス大英博物館

パブリック・コレクション  Public Collections
東京オペラシティーアートギャラリー、兵庫大学、静岡県立ガンセンター

陶を素材に「四角いかたち」にこだわり、

立体や絵画を制作。

尹　煕倉

YOON Heechang

経歴  Biography

1963    兵庫県相生市生まれ

1982    兵庫県立龍野高等学校卒業

1986    東京造形大学造形学部デザイン学科卒業 

1988    多摩美術大学大学院美術研究科修了

現在      多摩美術大学工芸学科准教授

東京都小金井市在住

32



※《何か》2009　陶粉、膠　80 × 110 × 4cm 「四角の話」2011 年個展、かみ添え（京都）での展示風景

「四角の話」2011 年個展、かみ添え（京都）での展示風景
《何か》部分拡大
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主な個展　Selected Solo Shows
2000    「実験展」伽羅舎、池袋

2011　「東影智裕　立体展」あるぴいの銀花ギャラリー、さいたま

主なグループ展 　Selected Group Shows                                                        
2002    「第 3 回東京国際ミニプリント・トリエンナーレ」 多摩美術大学

             「MINI PRINT INTERNATIONAL DE CADAQUES 2002」 スペイン、他

             「第 27 回全国大学版画展」 町田市立国際版画美術館

2004    「トーキョーワンダーサイト 0 号展 2003」 TWS hongo

2005    「シラパコーン大学交流展」 Silpakorn University

2007    「SUMMER EXHIBITION」ギャラリー La Mer、銀座

2008    「天の川紀行」 ギャラリー La Mer、銀座

             「第 46 回アミューズメントマシンショー」 ( 株 ) タイトー （江頭 2:50 胸像制作） 

2009    「All Japan Under 40 Collections in Sapporo」ギャラリーたぴお、札幌

             「天の川紀行」ギャラリー La Mer、銀座

             「日本芸術センター　第 1 回彫刻コンクール」 東京芸術センター

             「第 22 回チャリティーのためのミニアチュール展」  ルネッサンス・スクエア、姫路

             「アート 2010 干支展」 あさご芸術の森美術館

2010    「LOOP EXHIBITION」ギャラリー ivory、札幌

             「天の川紀行」ギャラリー La Mer、銀座

             「第 23 回チャリティーのためのミニアチュール展」  ルネッサンス・スクエア、姫路

             「アート 2011 干支展」 あさご芸術の森美術館

2011    「アート DE わん・にゃん展」 あさご芸術の森美術館

             「立体と平面の二人展」 ギャラリー La Mer、銀座

             「大庭和昭 ･ 須飼秀和 ･ 東影智裕 三人展」 ルネッサンス・スクエア、姫路

             「天の川紀行」ギャラリー La Mer、銀座

　　　  「ミニアチュール神戸展 vol.11 -Wish-」ギャラリー島田、神戸

時の流れに静かにたたずみ、

さまざまなものを蓄積し、

表面上は動物の姿ですが、

日本に古くから伝わる九十九神のように

長い時間の経過のなかでさまざまなものを蓄積し、

人の心や魂のようなものを宿し、

作品そのものが悩み、考え、そしていつか朽ちて行く。

そんな姿を見て何かを思い起こす

一つのきっかけとなってもらえればと思います。

 

作品テーマの大きな主軸は、時の流れとの静かな対話です。

東影 智裕

HIGASHIKAGE Tomohiro

経歴  Biography

1978    兵庫県高砂市生まれ

2002    武蔵野美術学園 造形芸術科 卒業

2004    武蔵野美術学園 メディア表現科 版画コース研究課程 修了

2004 ～ 2005    武蔵野美術学園 造形芸術科 彫塑コース 副手

2005 ～ 2008    武蔵野美術大学 施設管財課 嘱託職員

東京都西東京市在住
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※《rabbit (s-005)》2011　 エポキシ（着彩アクリル絵具）     

16 × 13 × 19cm

※《hippopotamus (h-002)》2009　 エポキシ（着彩アクリル絵具）

　 13 × 21 × 13cm

※《cow (s-001)》2010　 エポキシ（着彩アクリル絵具）

　50 × 35 × 30cm

※《kangaroo（k-002)》2009　　エポキシ（着彩アクリル絵具）　          

21 × 25 × 18cm
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主な個展　Selected Solo Shows
2003    「anonymous picnic」 INFORM gallery（金沢）

2004    「ピンポン アンド パダライス」 金沢市民芸術村アート工房（金沢）

 「地球のニキビ」 INFORM gallery（金沢）

2005    「箱庭」 INFORM gallery（金沢）

2006    「まいごのまいごの」 VOICE GALLERY pfs/w（京都）

             「愛しの肉虫」 INFORM gallery（金沢）

2007    「あたしはヒロイック」 VOICE GALLERY pfs/w（京都）

2008    「pure twinkle」 unseal contemporary （東京）

             「可愛いリズムでノックして」 VOICE GALLERY pfs/w（京都）

2011    「無重力サーキット」 MATSUOMEGUMI+VOICE GALLERY pfs/w（京都）

主なグループ展  Selected Group Shows
2004    「Le Dimore dell'Arte」  高田家厩跡 （金沢）

             「東京コンペ」　丸ビル（東京）

2005    「想画考２」　VOICE GALLERY pfs/w（京都）

2007    KYOTO ART MAP「裏・アートマップ 2007」京都芸術センター

2010    「有毒女子」MATSUOMEGUMI+VOICE GALLERY pfs/w（京都）

　　

受賞  Award
2004    束芋賞（東京コンペ）

小谷 真輔
KOTANI Shinsuke

私的な感動は

いつだって迷走しながらも

次の局面へと侵攻する

無造作に放置され

一見無関係に思える個々の事象は

フラクタルな渦の中で

奇妙な契約を交わしている

そして今後

これらの運動は収縮と拡散を幾度と繰り返しながら

静かに熱を帯びることになるのである

経歴  Biography

1980    兵庫県姫路市生まれ

2005    金沢美術工芸大学油画専攻卒業

金沢市在住
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写真提供：MATSUO MEGUMI + VOICE GALLERY pfs/w

《pollinate》2011 キャンバスに油彩 53 × 532011 年 5 月個展「無重力サーキット」展示風景

2011 年 5 月個展「無重力サーキット」展示風景

《addictive circuit》2011 キャンバスに油彩 144 × 112cm  
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経歴  Biography
1985　三重県志摩市生まれ

2007   エクサンプロバンス高等美術学校（フランス）DNAP 修得

2009   エクサンプロバンス高等美術学校、DNSEP 修得

三重県、エクサンプロバンス（フランス）在住

主な個展 Selected Solo Shows   
2009 　Tout doit apparaître - leche-vitrerine artistique, エスペリッド宝石店（エクサンプロバンス、フランス）

2010　 Voyage Tori Hito, Susini ギャラリー （エクサンプロバンス、フランス）

主なグループ展  Selected Group Shows
2006    デジタルアートフェスティバル Arborescence（メリーゴーランドパフォーマンス 制作 ）

             （エクサンプロバンス、フランス）

2006 – 2011「国際ブックプロジェクト」（マルセイユ、フランス）

2008 　「ジョン ジオノの幼少時代」ジョン ジオノセンター（マノスク、フランス）（アニメーション制作）

2009 　Livre de jeunesse, シテ・デュ・リーブル図書館（エクサンプロバンス、フランス）

             ADEPA , メゾン デチュディオン会館（エクサンプロバンス、フランス）

              「第 26 回　Rendez-vous 若手作家入賞者展」セバスチャン・アートセンター （サンシール・シュル・メール、フランス）

2010 　 Even my mum can make a book , Bakkal Press ギャラリー（イスタンブール、トルコ）

              若手作家ビエンナーレ Mulhouse010, Ville de Mulhouse（ミュルーズ、フランス）

                Ne lâchez rien, La campanie ギャラリー（ マルセイユ、フランス）

2011　  Prendre l’air , ブークベレール城／エクサンプロバンス／ペロール（フランス）

               「PANAMA Books」　カフェドロール（中目黒、東京）

　

ワークショップ／イベント等  Workshops/ Events etc.
2008-2009「版画ワークショップ」 国際ブックプロジェクト（マルセイユ、フランス）子ども向けワークショプ

2009　   詩画集 Parabole des nuées　デッサン、 著者 Jean-Max Tixier, マラルメ賞受賞 , チバザ出版　（カンヌ、フランス）

　            PARADE [S]（エクサンプロバンス国際オペラ祭オープニングプログラム、                                                                     

                オペラ Orphée 09 映像による舞台演出 / 写真展、エクサンプロバンス、フランス）

2010　　アーテイストレジデンス Frans Masereel Centrum　（カスターレー、ベルギー）

2011       「カチナを作ろう」21_21 DESIGN SIGHT（東京）子供向けワークショップ　

                 国際ブックプロジェクト（マルセイユ、フランス）　日本側　企画／運営

  

パブリック・コレクション  Public Collections
ローザンヌ市立図書館　（スイス）

マルセイユ海洋美術館　（フランス）

アトリエ　ビザビ　（マルセイユ、フランス）

Frans Masreel Centrum アートセンター　（フランダース、ベルギー）

佐藤 文香
SATO Fumika

※《海と空の間》2011　写真、アルミばり　15 頁　150 × 60cm

※《ともやま２月》2011　写真、アルミばり　12 頁　120 × 60cm

海と空の間

遠くに見える動く 点、近づいたり視界から消えたり。

それは、どこまでも続く青い空に立体感をみせてくれる。                                      

一瞬しか見えないはかない風景を彼らは描く。

はかないけれど強く目に焼きつく動きと色。                                                            

自然の調和のとれた美しい瞬間。空に住む渡り鳥。

　　　　　　　　　　　　　　

空の時間と大地の時間。その間をすり抜ける。

人間の周りにただ風景があるのではなく、人間は自然の中に

住まわせてもらっているのだと気づく。                                                                   

自然を前に感じる尺度は昔の記憶を呼び覚ましてくれるかのように　

ある本のページから遠い時刻（とき）へと旅をする。
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経歴  Biography
1984    兵庫県たつの市生まれ

2005    国立学校法人高岡短期大学産業造形学科金属工芸コース卒業

             女子美術大学芸術学部工芸学科染コース編入学

2009    東京藝術大学美術研究科工芸専攻染織領域終了

東京都在住

主な個展　Selected Solo Shows  
2005    「Cârma」（姫路、兵庫）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

主なグループ展  Selected Group Shows
2005    4th Lessedra world mini print, Lessedra Gallery（ソフィア、ブルガリア）

             「五美術大学交流展」武蔵野美術大学（東京）

             「JAPAN TEX 変容する空間」東京ビックサイト

2006    「Healthy　Busy　Students」minas capes（北堀江、大阪）

             「アートバカンス！！今年の夏はバカに暑い！」相模原市民ギャラリー（神奈川）

             「ハヤブさ展」イロリ村（中崎町、大阪）

             「51st  CWAJ 現代版画展」東京アメリカンクラブ（港区、東京）

             5th Lessedra world mini print, Lessedra Gallery（ソフィア、ブルガリア）

2007    「2006 年度女子美術大学卒業制作展」TEMPORARY CONTEMPORARY（月島、東京）

             「Choppirie　Mate」イーグレ市民ギャラリー（姫路）

             「アートランドコミュニケーション Ueno Town art Museum2007」隅田公園（東京） 

2008    「アートランドコミュニケーション Ueno Town art Museum2008」隅田公園（東京） 

             「せんしょく展」東京藝術大学（東京）

2009    「第 57 回東京藝術大学美術研究科修了作品展」東京藝術大学美術館

             「灯 あかり展」cocca（代官山、東京）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2011    「ラケルメジェール山田菜々子 LIGHT Exhibition」 bardenbarden（目黒区、東京）　

ワークショップ　Workshop　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2010   藍染め & オバール加工ワークショップ norsk（目黒区、東京）　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

受賞　Awards
2003　兵庫県ゆずりは賞

             龍野市民文化奨励賞

芝田 知佳
SHIBATA Chika

     《20001: A Space Odyssey》2009　ミクストメディア　サイズ可変

《がらくたシャンデリア》2010　ミクストメディア　50 ×φ 85cm

物を見たときに、もしこれがこうだったらいいなという考えを作品にしています。

本当はそう思っているようなのに表面になかなか出てこない

意識の外にある感覚に関心があります。

見た人にふと笑顔になるような、

すこし考えたり思い出したりするような発見があるとうれしく思います。
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経歴  Biography
1985    ディエップ（フランス）生まれ

2009    ルーアン美術学校（フランス）DNAP 修得

2011    ルーアン美術学校卒業、DNSEP 修得

ル・アーブル（フランス）在住 

主な個展　Selected Solo Shows                                                                                       
2010    M. AP Memory, フジ・イメージ・サービス（デイエップ、フランス）

             Perceptions archipicturales, カフェ Au mieux ici qu’en face（デイエップ、フランス )

 

主なグループ展  Selected Group Shows　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2007    Un mo(nu)ment à vivre ensemble, ルーアン植物園（フランス）

2008    Aître ici, être ailleurs, 高等美術学校（ルーアン、フランス）

             Hospitalités, ルーアン大学病院（ルーアン、フランス）

2009    Architectures Volantes, ラ・パルムレ　( ルーアン、フランス )

             Tortue Confetti, ラ・グランマール、( ルーアン・フランス )

             「第 62 回ディエップ絵画彫刻展」ジャン・ルノアール・メディアテーク（ディエップ、フランス）

2010    La Dolce Ombra, l’ombre et le double, ルーアン音楽院（ルーアン。フランス）

2011    Tout doit disparaître, ラ・プティギャラリー ERBA（ルーアン、フランス）

ワークショップ　Workshop
2009　ロドルフ・ユゲ とワークショップ

モ ー ガ ン・ ア レ
Morgane ALLAIS

《プラン》 2011 合板、パネル、壁紙　750 × 750 cm   

《モジュール》 2011　組み合わせ可能な板

地図、幾何学模様、線に興味を持ち、その繋がりを絵や木を使ったインスタレーショ

ンで表現。
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経歴  Biography
1985    パリ（フランス）生まれ

2009    ルーアン高等美術学校（フランス）DNAP 修得

2011    ルーアン高等美術学校卒業・DNSEP 修得

ルーアン在住

主なグループ展　Selected Group Shows
2006    Tout en carton, グラン・マール（ルーアン、フランス）

2007    Un Mo (nu) ment à vivre ensemble, ルーアン植物園（ルーアン、フランス）

2008    Aître ici, être ailleurs, ラ・プティギャラリー ERBA（ルーアン、フランス）

2009    Terra Incognita, ルーアン植物園（ルーアン、フランス）

             Party, Contre Party, Du Bellay ギャラリー（モン・サンテニョン、フランス）

2010    Tout doit disparaître, ラ・プティギャラリー ERBA（ルーアン、フランス）

 

ワークショップ／レジデンス　Workshops/ Residence
2007    ベティ・ビュイとワークショップ

2008    ドミニク・アンジェルとワークショップ

2010    ギリシャ・ニシロス島　1 ヶ月滞在、制作

カウータ・ベクレンシ

Kawtar BEKRENTCHIR

《美しき逃避行》 2010 ベニヤ板　

　　　230 × 60 ｃｍ

《ポリメール》 2010 ポリウレタン

まず場所・空間があり、それを出発点としてアイデアを再構築する。新しい視点の

発見を提示する事を試みている。
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経歴  Biography 
1986    ルーアン（フランス）生まれ

2009    ルーアン高等美術学校（フランス）DNAP 修得

2011    ルーアン高等美術学校卒業、DNSEP 修得

パリ在住

主 な グ ル ー プ 展　Selected Group Shows　　　　　　　　　　　

2007    Un Mo (nu) ment à vivre ensemble, ルーアン植物園（ルーアン、フランス）

2008    Aître ici, être ailleurs, ラ・プティギャラリー ERBA（ルーアン、フランス）

2010    Salon du Livre ancien, グランパレ（パリ、フランス）

             Au travail Edith !, ラ・プティギャラリー ERBA（ルーアン、フランス）

2011    Fenêtre sur rue, ラ・プティギャラリー ERBA（ルーアン、フランス）

            「ヨーロッパ美術館の夕べ」狩猟自然博物館（パリ、フランス）

 

ワークショップ／レジデンス等　Workshops/ Residence etc.
2007    フィリップ・リシャール展覧会設営アシスタント

2009    ヴレニ・スピセールとワークショップ

2010    フランク・レザックの元で研修・アシスタント

             ギリシャ・ニシロス島　1 ヶ月滞在、制作

エミリ・デュセール
Emilie DUSERRE

※《Rr》 2011 ドローイングのインスタレーション

《ハンティスト》 2011 映像と木の家のインスタレーション

ドローイングや映像と音を組み合わせたインスタレーション。　　　　　　　　　

心情、幻想を率直に描く。
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経歴  Biography
1985    ダックス ( フランス ) 生まれ

2009    ルーアン高等美術学校　DNAP 修得

2011    ルーアン高等美術学校　DNSEP　修得　　　　　　 

             トゥールーズ高等美術学校 ( デザイン科 )　在学

トゥールーズ、サン - ボエ（フランス）在住

主なグループ展  Selected Group Shows 
2007    Un mo(nu)ment à vivre ensemble, ルーアン植物園 ( ルーアン、フランス )

2008    Aître ici, être ailleurs, ラ・プティギャラリー ERBA ( ルーアン、フランス )

             Le corps en mouvement, ラ・グランマール（ルーアン、フランス）

2009    Tortue confetti, Architectures volantes, ラ・グランマール ( ルーアン、フランス )

             ｢アステロイド B612｣ ルーアン植物園　( ルーアン、フランス )

2010    Fenêtre sur rue, ラ・プティギャラリー ERBA （ルーアン、フランス）

ワークショップ　Workshops
2007    ベティ・ビュイとワークショップ

2008    ドミニク・アンジェルとワークショップ

2009    ロドルフ・ユゲ とワークショップ

レミ・ジャノ 

Rémy Jannot

《Rube》　2009  ポリスチレンフォーム、木

420 × 350 × 350 cm

　　　　　《Light-Ube》 2011 ベニヤ板、蛍光管                

　　　　　　　150 × 150 × 150 cm

サイエンス・フィクションを基盤として、蛍光灯などを使った巨大なモニュメン

ト的な作品を制作。
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経歴  Biography
1985    兵庫県たつの市生まれ

2005    自由学園最高学部卒業

2009    ルーアン高等美術学校（フランス）DNAP 修得

2011    ルーアン高等美術学校卒業、DNSEP 修得

　　　  パリ 8 大学修士課程　在学　　

パリ在住

主な個展  Selected Solo Shows  
2005    アテネ・フランセ（お茶の水、東京）

2008    ガレリア　アーツ＆ティー（龍野、兵庫）

 

主なグループ展  Selected Group Shows
2007    Un mo(nu)ment à vivre ensemble, ルーアン植物園（ルーアン、フランス）

2008    Aître ici être ailleurs , ラ・プティギャラリー ERBA（ルーアン、フランス）

             Hospitalités,  ルーアン大学病院（ルーアン、フランス）

2010    La Dolce Ombra, l’ombre et le double, ルーアン音楽院（フランス）

2011    「第 3 回サモワ・シュール・セーヌ写真展」（サモワ・シュール・セーヌ、フランス）                                   

             Tout doit disparaître,  ラ・プティギャラリー ERBA（ルーアン、フランス）

             「第 14 回国際ブックプロジェクト」（マルセイユ、フランス）

ワークショップ／レジデンス　Workshops/Residences
2009    ヴレニ・スピセールとワークショップ

             ロドルフ・ユゲ とワークショップ

2010    ルクセンブルグ　フェスティバル・ワークショップ参加のため 1 週間滞在

             ギリシャ・ニシロス島　1 ヶ月滞在、制作

             レジデンス　( ドーデンブルグ、ドイツ )

井上　いくみ
INOUE Ikumi

《城壁、オーヴェルニュ》2008 インクジェット印刷

56 × 33.4 

《工事現場シリーズ、パリ》2008 インクジェット印刷                                                      

56 × 33.4 cm

写真を媒体に建築物、工事現場を通して人の形跡や場所の記憶、それぞれの

もつ形や色のコンポジションに興味を持って制作している。
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