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会期 2014 年 6 月21日［土］–9 月15日［月・祝］

市原湖畔美術館［（株）アートフロントギャラリー］

10：00–17：00（土日祝は延長あり・入場は閉館の 30 分前まで）

月曜（祝日の場合、翌平日）

一般：700 円（ 600 円）、65 歳以上の方・大高生 500 円（ 400 円）、中学生以下・障害
者手帳をお持ちの方とその付添者（ 1名） は無料。
上記料金で入館当日に限り、同時開催常設展もご覧いただけます。

開館時間

休館日

料金

主催

協賛・協力

プリントって何？—境界を超えて—
What is Print -Beyond the border-

エコ・ヌグロホ「 Photo series (Yes is for Yes, No is for No) 」2013 年、C-Type プリント 122 x 182 cm　On loan from STPI, Singapore　©Eko Nugroho / STPI

市原湖畔美術館　担当：渡辺、石井
tel: 0436-98-1525　
fax:0436-98-1521
info@lsm-ichihara. jp　
www.lsm-ichihara. jp

広報についてのお問い合わせ
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　この度、戦後日本を代表する銅版画家のひとり、深沢幸雄氏の当館
のコレクションにちなみ、版画をテーマとした展覧会「プリントって
何？―境界を超えて―」を開催します。日本語で、「版画作品」と聞くと、
木版画、銅版画等々、平面作品のみを想像しがちです。しかし英語では、
単に「 Print(Making) 」。本展が注目するのは、現代における ” プリン
ト = 版 ”とはなにか、という点にあります。
　3D プリンターによる銃模造事件が起きたことも記憶に新しいです
が、グーテンベルグが活版印刷を発明して以降、プリント＝版というも
のは時代の技術の発達とともに、生産するモノ、そしてそれらをとりま
く社会環境の変容が読み取れるのかもしれません。
　「プリント＝版」の概念に焦点を当て、そこを表現の基盤としながら
も、「版画」という言葉でくくられる領域を越境するかのような作品群
を集めました。ほとんどが 1970 年代以降に生まれた、12 名の作家を
紹介します。本展出品のアジアの作家（ * 一部除く）は、シンガポールの版工
房 STPI（ Singapore Tyler Print Institute ）の協力を得て展示す
るものです。STPI は、時代を代表する現代アーティストを招き、革新
的な紙とプリントの表現を生み出す工房として、2002 年にシンガポー
ル政府の援助を受け設立されました。アジア最大級の製紙工場を持ち、
卓越した版制作技術で新たな表現を生み出しています。
　「版画」でありながら、「版画」ではない、今もっとも面白い表現を体
験することができるでしょう。　

展覧会概要

左上：大坂秩加「どんでん返しって気持ち良くて好き」2009 年　
左下：中西信洋「 Layer Drawing - Cloud / Fog 」2005 年（国際芸術センター青森での展示風景）　Photo: 山本糾　
右：大西伸明「 denkyu 」2013 年　Photo: Christian Capurro
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大坂秩加　Chika Osaka
1984 年東京都生まれ。2011年東京芸術大学大学院美術研究科修士
課程絵画（版画）専攻修了。主な受賞に 2014 年 VOCA 展佳作、2010
年シェル美術賞展審査委員賞など。

大西伸明　Nobuaki Onishi
1972 年岡山県まれ。1998 年京都市立芸術大学大学院美術研究科版
画専攻修了。現在、同大学准教授。2011年兵庫県立美術館にて個展

「 UNTITLED 」開催。パブリックコレクション多数。

小野耕石 Koseki Ono
1979 年岡山県生まれ。2006 年東京芸術大学大学院美術研究科修士
課程絵画（版画）専攻修了。「犬島時間」（岡山県）等、グループ展さん
か多数。主な受賞に 2009 年「第 3 回 shiseido art egg 」入選等。

斉藤里香　Rika Saito
1977 年東京都生まれ。2002 年東京藝術大学大学院修了。主な受賞
に 2011年トーキョーワンダーウォール賞、2007 年鹿沼市川上澄生
美術館木版画大賞など。2008 年鹿沼市川上澄生美術館にて個展開催。

中西信洋　Nobuhiro Nakanishi
1976 年福岡県生まれ。2002 年京都市立芸術大学大学院美術研究科
彫刻専攻修了。国内外で個展、グループ展多数。コムデギャルソンとの
コラボレーションやパブリックアートも手がける。

エコ・ヌグロホ　Eko Nugroho
1977 年インドネシア・ジョグジャカルタ生まれ。2014 年光州ビエン
ナーレ、2013 年ヴェネチア・ビエンナーレインドネシア館代表等、国
際展参加。ヴィデオ、インスタレーション等表現のは領域は広い。

ロナルド・ヴェントゥラ　Ronald Ventura
1973 年フィリピン・マニラ生まれ。フィリピンの現代アートを代表
するアーティストであり、近年欧米からの注目も高い。2013 年ギャラ
リーペロタン（香港）での個展ほか、グループ展も多数参加。

元田久治　Hisaharu Motoda
1973 年熊本県生まれ。2001年東京藝術大学大学院美術研究科修士
課程絵画（版画）専攻修了。2009-10 年文化庁新進芸術家海外研修制
度研修員としてオーストラリア、アメリカに滞在。

参加作家紹介
[ 姓名 50 音順 ]
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ヤン・ヘギュ　Haegue Yang
1971年韓国ソウル生まれ。1994 年ソウル大学美大彫塑科卒業後、
1999 年フランクフルト芸術アカデミーを卒業。2009 年ヴェネチア・
ビエンナーレ韓国館代表。個展多数。

湯浅克俊　Katsutoshi Yuasa
1978 年東京都生まれ。2002 年武蔵野美術大学造形学部油絵学科（版
画専攻）卒業。2005 年 RCA（英国） 修士課程版画科修了。ヨーロッ
パにて AIR 経験多数。キュレーションも手がける。

リ・ソミ Seomi Lee
1972 年韓国ソウル生まれ。2012 年弘益大学校美術大学博士課程修
了。2011年ギリシャにてレジデンス。韓国国内で展覧会多数。

リン・テンミャオ Tianmiao Lin
1961年中国・山西省生まれ。首都師範大学美術科、ニューヨークアー
トステューデントリーグ卒業。北京を中心に、パリ、ニューヨーク等で
個展を重ねる。当館の前企画展「 Collective Memories 」にも参加。

関連イベントについて 2014 年 6 月 21日（土）オープニング・アーティスト・トーク
会場：市原湖畔美術館　多目的ホール
時間：14:00 〜 15:30
モデレーター：花房太一
トーク参加作家：大坂秩加・大西伸明・小野耕石・斉藤里香・中西信
洋・湯浅克俊・岩崎玉江（ STPIレジストラー / シニアプリンター）
この他、会期中の 7 月、8 月、9 月に開催予定。

2014 年 8 月 3 日（日）市原湖畔美術館開館１周年記念　イベント
「大空に浮かぶレジャーシートをつくろう！」
当館のパーマネント・ワークをてがけた作家でもある木村崇人さんと
一緒に、7m×7m の大きな日光写真のレジャーシートを作ります。作っ
た後は、美術館の１周年記念を祝ってピクニックをしましょう。

「美術館　建築＆デザインツアー」
改修設計を担当したカワグチ・テイ建築計画の川口有子さん、鄭仁愉
さん、館内サインをふくむ VI デザインをてがけた色部義昭さん（日本
デザインセンター）と巡る美術館ツアーを開催します。
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作品参考写真一覧

元田久治「 Foresight-Giza 」2014 年、リトグラフ 小野耕石「 Hundred Layers of Colors 」2014 年、紙に油性インク・シ

ルクスクリーン

湯浅克俊「 Pseudo mythology #0 」2011 年、手彩色紙に木版油性摺り齊藤里香　「 Limbo (at an entrance) 」2012 年、木版

リ・ソミ　「 Rainbow & Star 」（一部）2012 年　Courtesy of the Artist
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ヤン・ヘギュ「 Non-Foldings – Cosmic
Explosion #5 」2012 年、黒キャンソン紙にステンシ
ル、スプレー　123 x 87.5 cm　On loan from STPI, 
Singapore　©Haegue Yang / STPI

ロナルド・ヴェントゥラ「 Point of Know Return 2 」2012 年、ア
クリル板にリトグラフ、油彩　LED ライト　78 x 78 x 7 cm　On 
loan from STPI, Singapore　©Ronald  Ventura/ STPI

リン・テンミャオ「 Focus 」2012 年、STPI 製染色紙にリトグラフ
127x101.5cm　On loan from STPI, Singapore　
©Tianmiao Lin / STPI


