
2022年 6月 25日 (土 ) - 7月 24日 (日 )  【7月 31日まで】11:00-19:00  月火祝 休廊
* 新型コロナウイルス感染予防の観点より、来場者の密集を避けるため入場制限を行う場合がございます。
* 会期を一週間延長しました。
-
タリオンギャラリーでは、泉太郎によるキュレーション展「四遊小説 - 関節 (1) - 転ばぬ先の
虚根」を開催いたします。是非ともご覧下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

本展は、ある作品の断片を泉太郎が見かけたことをきっかけに、『アーティストの「生活 /身体」
の中での「経験 /血液」、そして「展覧会 /関節」について考え始めた』ことに端を発します。
アーティストの生み出した「見せられるもの」に焦点を当てるのではなく、その道のりに存在
する「見えないプロセス」において生ずる運動、個々人の活動に根や枝葉のように絡まり接木
される生き物性に着目し、そうした連関の継ぎ目として立ち現れる展覧会を、泉はここで「関節」
と呼んでいます。

タイトルに含まれる「四遊」とは、古代中国の緯書に記された、大地が東西南北および上下に
動いているという奇怪な地動説に由来しています。「四遊小説 - 関節 (1) - 転ばぬ先の虚根」は、
「第一関節」に始まり、「第二関節」、「第三関節」と続くことが予定されています。まず第一関
節にあたる本会期では、展覧会における土壌を耕し、養分となるものを抽出するために、泉太
郎が 12名のアーティストに参加依頼文を送る時点を始まりとします。どうぞご期待ください。
-

　1がいるようだ、1は動いているのか、1を眺めている 2の足元に絡まる 3を睨みつける
　4の心中を 5が汲み取れたのは 6が 7をほっぽり出して帰ったあとだった。7を見つけた
　8は 9が袖口から出した10の先を使って11に合図を出したが11は気付かず、11と13
　の間を擦りぬけて現れたのは12だった。(泉 )

Press Release 
2022.6.11

泉太郎キュレーション
「四遊小説 - 関節 (1) - 転ばぬ先の虚根」

撮影：泉太郎



Excerpt from Request Letter for Participation

展覧会タイトルは「四遊小説 - 関節(1) - 転ばぬ先の虚根」です。本展は「第一関節」に始まり、
「第二関節」、「第三関節」と続いていくことを考えています。
(中略)
田中氏の作業場にてその作品の断片を見た時に、僕はアーティストの「生活/身体」の中での
「経験/血液」、そして「展覧会/関節」について考え始めたのです。いや、これだと小綺麗に
言い方を整えすぎているかもしれません。
(中略)
そもそも人の手には負えないようなものに翻弄されて右に左に伸びたり縮んだりする様を仮に
アートと呼んでみるとして、アートが行われる場は命の尺度を超えるくらいに有機的であり、
「活動する人間」は手に負えない生き物の関節の形だけでも一つ一つ確認していく、その極め
て地道な道のりについて、伸びに伸びて絡まりまくった触手のようなこの文章でお話しし切れ
たとは思ってはおりませんが、これが展覧会へのご参加をお願いするためのメールだというこ
とはお忘れなきよう、切にお願い申し上げます。

(泉太郎からアーティストへの出展依頼文より一部抜粋)

田中航による天国を擬似体験するための作品の途中段階 (撮影：泉太郎)



 個展「Pan」
パレ・ド・トーキョーでの展示風景 | 2017
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泉太郎　Taro Izumi

1976       奈良県生まれ
2002       多摩美術大学院美術研究 修士課程修了

主な個展
2022 「コドクエクスペリメント」 Take Ninagawa (東京 )
2021 「電源」 CAPSULE (東京 )
2020 「ex」 ティンゲリー美術館 (バーゼル )
　　　　  MAT Exhibition vol.8 「とんぼ」 Minatomachi POTLUCK 
　　　　  BUILDING (愛知 )
2018 「My eyes are not in the centre」 White Rainbow (ロンドン )
2017 「突然の子供」 金沢 21世紀美術館 (石川 )
 「Pan」  [キュレーター : ジャン・ド・ロワジー ]
　　　　  パレ・ド・トーキョー (パリ )
2014 「No Night, Day Neither」 Nassauischer Kunstverein (ヴィースバー
                 デン、ドイツ )
2013 「皺の源」 GALERIE G.-P. & N. VALLOIS  (パリ )
2011 「動かざる森の便利、不便利 Tamagawa Art Gallery Projects 
                 2011-2012 no.4」 玉川大学 (東京 )
2010 「こねる」 神奈川県民ホールギャラリー (神奈川 )
　　　 　「捜査とあいびき」 hiromiyoshii (東京 )

主なグループ展
2020 「コレクション 1: 越境する線描」 国立国際美術館 (大阪 )
2019 「開館 15 周年記念展 :現在地ï未来の地図を描くために [2]」  
　　　　   金沢 21世紀美術館 (金沢 )
 「百年の編み手たちï流動する日本の近現代美術ï」 
                 東京都現代美術館  (東京 )
2018 「うごくとまる」 ハラミュージアム アーク (群馬 )
 「Visions of Exchange: Mercedes-Benz Art Scope Award
                 2009–2017」 Daimler Contemporary (ベルリン )
 「Par amour du jeu 1998-2018」 Magasins généraux (パンタン、
                 フランス )
2017 「In Focus: Contemporary Japan」 ミネアポリス美術館 (ミネソタ )
 「-DSDQRUDPDï����年以降の新しい日本のアート」  [キュレーター
               :長谷川祐子 ]ポンピドゥー・センター・メッス (メッス、フランス ) 
 「de Bruit et de mouvements, Videobox Festival」 Carreau du
　　　　  Temple (パリ )
　　　　 「Contemporary Art From Japan」 ニコライ・クンストホール (コペ
                 ンハーゲン )
 「メルセデス・ベンツ アート・スコープ ���������ï漂泊する想像
　　　　   力」 原美術館 (東京 )
2016 「Paradoxa. Japanese Art Today」 Casa Cavazzini (ウディネ , イタ
                 リア )
　　　 　「Une Forme Olympique」 [キュレーター :ジャン・マルク・ユイト
　　　　   レル ] HEC キャンパス 現代美術スペース (パリ )
　　　 　「Paris - Frame & Out of Frame」French Alliance Gallery (メンドサ、
　　　　  アルゼンチン ) (レシフェ、ブラジル ) (ジョアンペソア、ブラジル )
　　　　  (メデジン、コロンビア共和国 ) (ペレイラ、コロンビア共和国 ) (マ
　　　　   ニサレス、コロンビア共和国 )

個展「コドクエクスメリメント」
Take Ninagawa,での展示風景 | 2022
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 個展「ex」ティンゲリー美術館での展示風景 | 2020

個展「突然の子供」
金沢 21世紀美術館での展示風景 | 2017
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2015        「われらの時代 : ポスト工業化社会の美術」 
                 金沢 21世紀美術館 (金沢 )
2014 「コレクション II」 国立国際美術館 (大阪 )
2013 「であ、しゅとぅるむ」 名古屋市民ギャラリー矢田 (愛知 )
2012　　「But Freash」 トーキョーワンダーサイト本郷 (東京 )
　　　　 「VOICE OF IMAGES」 PALAZZO GRASSI _ PUNTA DELLA 
                 DOGANA (ベニス )
               「リアル・ジャパネスクï世界の中の日本現代美術」
              国立国際美術館 (大阪 )
2011　　「オムニログ :オルタネイティング カレント :3.11 以降の日本現代
　　　　  美術」 パース・インスティチュート・オブ・コンテンポラリー・アー
　　　 　 ト (パース、オーストラリア )
               「ヨコハマトリレンナーレ 2011 OUR MAGIC HOUR 世界はどこま
                 で知ることができるか？」 日本郵船海岸倉庫 (神奈川 )
               「MOT コレクション サイレント・ナレーター それぞれのものがた
                り」 東京都現代美術館 (東京 )
               「JAPANCONGO: Carsten Hollers double-take on Jean Pigozzis
                collection」 グルノーブル現代アートセンター (グルノーブル、フラ
                ンス )現代美術センター (モスクワ )パラッゾ・レアーレ (ミラノ )
               「Shifting Surface ; Experience, Perspectives and Media」 Artsonje
                 Museum (キョンジュ、韓国 )
2010       リパプールビエンナーレ関連企画「Media Landscape - Zone East」 
                Contemporary Urban Center (リバプール )
               「CITY 2.0 – WEB 世代の都市進化論」 EYE OF GYRE (東京 )
               「TRUST Media City Seoul 2010」 Seoul Museum of Art (ソウル )
               「MOT コレクション 入り口はこちらー何がみえる ?」
                 東京都現代美 術館 (東京 )
2009       「日常 /場違い Everyday life Another space」 神奈川県民ホールギャ
                 ラリー (神奈川 )
               「Twist and Shout: Comtemporary Art from Japan」 Bangkok Art
　　　　  and Culture Centre (バンコク )
               「Extra/Ordinary: Video Art from Asia」 University Of Kansas, 
                 Spencer Museum of Art (カンザス )
               「POST.O: The Reverse of TOPOS」 Garden City Space of 
                 Art (台北 )
               「CREAM ヨコハマ国際映像祭 2009 「動物園にエイゾウがやって
                 きた !!」 CREAM ヨコハマ国際映像祭 2009 サテライト会場 
              横浜市立野毛山動物園 (神奈川 )
               「Re:Membering -Next of Japan- 」 Gallery LOOP (ソウル )
               「ヴィデオを待ちながら 映像、60 年代から今日へ」 東京国立近代美
                 術館 (東京 )
2008       「BETWEEN ART AND LIFE. PERFORMATIVITY IN JAPANESE 
                ART.」 Centre d Art :Contemporain Geneve (ジュネーヴ)
2007　　「夏への扉ïマイクロポップの時代」 水戸芸術館 (茨城 )

個展 「スロースターター バイ セルフガイダンス」
名古屋芸術大学 Art&DesignCenterでの展示風景 | 2019
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個展「My eyes are not in the centre」
White Rainbowでの展示風景 | 2018
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ー
本展覧会に関しまして貴誌・貴社にてご紹介いただけますと幸いです。掲載用写真の貸出、
ご質問などございましたら、下記お問い合せ先までご連絡くださいますようお願い申し上げま
す。

[ 展覧会概要 ]

展覧会名  　泉太郎キュレーション
                                        「四遊小説 - 関節(1) - 転ばぬ先の虚根」
会期   　2022年6月25日(土) - 7月24日(日) 11:00-19:00

   　定休日：月・火・祝日
会場                               TALION GALLERY  東京都豊島区目白2-2-1 B1

企画                               泉太郎、上田剛史 (TALION GALLERY ディレクター)

特別協力                             田中航
協力                               Take Ninagawa、木原進

[ 注意事項 ]

ご来場の際には、以下の点についてご協力をお願いしております。
最新の情報はギャラリーWebサイトtaliongallery.com にてご確認ください。

・展示室内の密集を避けるため、入場制限を行う場合がございます。
・発熱、せき等の症状がある方はご来場をお控えください。
・マスクの着用とカウンター設置の消毒液のご利用をお願いいたします。

[ お問い合せ ]

TALION GALLERY 広報担当
Email: info@taliongallery.com  Tel/Fax: 03-5927-9858

171-0037 東京都豊島区目白2-2-1 B1  URL: www.taliongallery.com


