
2022 年 10月 29日 (土 ) - 11月 27日 (日 ) 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。
-
タリオンギャラリーでは、石川卓磨、新津保建秀、松浦寿夫、松平莉奈による展覧会「それを
故郷とせよ (手が届く )」を開催いたします。

石川卓磨は、写真や映像における事実と虚構、記録と表現の狭間にある、メディアそのものが
孕む批評性を捉えながら制作し、作品化してきました。連続写真を一コマのフレームとして繋
いだ映像作品や、映画のワンシーンや絵画の構図を想起させる写真作品など、そこに写し出さ
れたものの様々な読み解きを呼び起こします。
新津保建秀もまたポートレイトや風景に対する新たな解釈によって表現をおこなう写真家であ
り、写真や映像の中に往還する記憶や複数の時間軸を留めるシリーズなどを近年は発表してい
ます。写真家としてのキャリアと並行してあらためて絵画やドローイングを学び直すなど、複
数的な身体性を介して場所の立ち現れに関わる制作手法を展開しています。
松浦寿夫は近代主義的な美術史の言説を検証しながら、絵画でしか表現しえない感覚の論理を
追求して制作を行ってきました。これまでに「庭」や「気象」などを題材として、さまざまな
筆触や色彩が干渉し合い積み重なっていく過程から、局所的かつ可変的なイメージの連なりを
提示し、単数化を免れた平面のコンディションを包摂した絵画を描いています。 
日本画の領域で培われた技術や画材を咀嚼しながら、松平莉奈は他者について想像することを
ひとつの主題として、人物などを中心とする具象画を描いてきました。昨年からは韓国で漢字
に装飾が加えられた文字絵と呼ばれる民画を学ぶなかで、塗り込められることで速度を失った
線について思考を深め、描線が生む時間の感覚に焦点を合わせて制作を行っています。

本展では、眼と手のはたらきが隠喩やテクノロジーとして、主体に内面化されコミュニカティ
ブな機構に絡めとられる現在の状況を前提としながら、絵画や写真などの制作過程において不
可避的に直面する像と実体、眼差しと現れ、記憶と現前などのずれやせめぎ合いの帰結として
の美術を提示します。眼と手による具体的相克としての制作から、多様なイメージや歴史に接
続することも切断することもできる主体のバリエーションの条件を問い直します。どうぞご期
待ください。

2022.10.12

石川卓磨 | 夜のかたまり | 2021 | インクジェットプリント | 各 20.3×27.5cm (2枚組 )
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石川卓磨　Takuma Ishikawa

1979 　千葉県生まれ
2004 　武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻油絵コース卒業
現在、東京を拠点に活動。

主な個展 
2019 　「小説の中の私」  TALION GALLERY （東京）
2016 　「教えと伝わり」 TALION GALLERY （東京）
                   「真空を含む」  国際芸術センター青森  （青森）
2014 　「イーサン・ハントのフラッシュバック」 
                   TALION GALLERY  （東京）
2012 　「世界と孤独 vol.2 石川卓磨」 美術画廊 X  （東京）
2006 　「њ0�SURMHFW��������YRO���生命の部屋 2・石川卓磨」 
��������������������DUW�VSDFH�NLPXUD�$6."�（東京）
2005 　「表参道アンダーグラウンドシネテーク」 企画 :鷹見明彦
���������������������086((�)�（東京）
                    「許された森」�$3$570(176�322/�（東京）
2003 　�DSSHO�（東京）
2002 　�H[KLELW�OLYH�（東京）

主なグループ展
2020 　「部屋と庭 隔たりの形式」  
                    武蔵野美術大学美術館 展示室 1 （東京）
2018 　「雲をつかむできごと」�VZLWFK�SRLQW�（東京）
2017 　「犬死か否か」 TALION GALLERY （東京）
                   「第 9回 恵比寿映像祭」 東京都写真美術館 （東京）
2016  　「UHVSRQVLYH�UHVSRQVLEOH�レスポンシブ �レスポンシブ」
                   テコギャラリー （青森）
2015  　「カメラのみぞ知る」��<XPLNR�&KLED�$VVRFLDWHV�（東京）
2014 　「複々線」 現代 KHLJKWV�（東京）
2013 　「地上より」�*$//(5<�6,'(��（東京）
                   「,PDJR�0XQGL」�)RQGD]LRQH�4XHULQL�6WDPSDOLD�（ヴェネツィア）
2012 　「似て非なるもの」  TALION GALLERY （東京）
2011  　「美術評論家鷹見明彦追悼展」  表参道画廊 �086((�)�（東京）
2009  　「高嶋晋一石川卓磨�)/,*+7�'85$7,21」  
�������������������JDOOHU\�RI�7KH�)LQH�$UW�/DERUDWRU\�（東京）
                   「引込線」  第 1回所沢ビエンナーレ美術展 （埼玉）
2008  　「サスティナブル・アートプロジェクト 2008 『事の縁』」  
                   旧坂本小学校 （東京）
2007  　「:250�+2/(�HSLVRGH��」��PDJLFDO�$575220�（東京）
                   「2Q�WKH�7XUQ」���+,520,�<26+,,�（東京）
2006  　「DSSHOのポストモダンー石川卓磨、河田政樹、平丸陽子」   
�������������������DSSHO�（東京）
2004  　「平たい島」  ギャラリー覚 （東京）
2003  　「IX]]\�ILFWLRQ�IUDJPHQWV」  同時代ギャラリー （京都）
2002  　「:DUHKRXVH�$UW�3URMHFW�6XPPHU�6HOHFWLRQ」  
�������������������:DUHKRXVH�$UW�3URMHFW�（東京） 国境を越える | 2015 | 映像 _��PLQ

「小説の中の私」TALION GALLERY（東京）での展示風景
2019 |  撮影：木奥恵三

「教えと伝わり」TALION GALLERY（東京）での展示風景
2016 |  撮影：椎木静寧

'RFXPHQWDU\�)LOP�_������_�発色現像方式印画�_�����ð����FP



新津保建秀　Kenshu Shintsubo

1968 　東京都生まれ
東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了

主な個展
2022    「往還の風景」ART DRUG CENTER（宮城） 
2015    「Liquid _Turpentine」遊工房（東京） 
             「磯谷博史 + 新津保建秀　Sequence」HAGISO / HAGIART（東京） 
2014    「アーカイブ / 余白 / 建築」ソニーイメージングギャラリー銀座（東京） 
2013    「チェルノブイリマテリアルズ」オンサンデーズ（東京） 
2012    「＼風景＋」ヒルサイドテラス（東京） 
2011    「Spring Ephemeral」フォイルギャラリー（東京） 
2010    「Rugged TimeScape」フォイルギャラリー（東京） 
2005    「記憶 」NaDiff（東京） 

主なグループ展
2022     「景観観察研究会　八甲田大学校」
　　　    国際芸術センター青森 (ACAC)　（青森） 
2020     「さいたま国際芸術祭 2020」（埼玉） 
             「9 posters」 TALION GALLERY（東京） 
2019     「Tokyo Indipendent 2019」 東京藝術大学陳列館（東京） 
2017     「本を、つくってみた�Ɏアーティストブックの制作と展示Ɏ」
              Nadiff a/p/a/r/t （東京） 
              「Object manipulation」 statements （東京） 
              「北アルプス国際芸術祭 2017」 （長野） 
              「太郎かアリス in the dark」 根津ギャラリーマルヒ （東京） 
              「文化庁メディア芸術祭 海外メディア芸術祭等参加事業 
                  シンガポール企画展 Landscapes: New vision through multiple
               windows」 Japan Creative Centre （シンガポール） 
2015     「複雑なトポグラフィー -庭園」 特別名勝 栗林公園 （香川） 
              「カメラのみぞ知る｜The camera knows everything」
　　　　TALION GALLERY （東京） 
2014     「未来都市フクシマ展߁߁�廃墟と想像力」
              東京大学本郷キャンパス工学部 14号館 （東京） 
              「光るグラフィック」2014年、クリエイションギャラリー G8（東京） 
2013     「フクシマへ門をひらく—福島観光地化計画」 ゲンロン（東京） 
             「シェアリン グ・バイブス |共振する場、そして私」
                 アツコバルー （東京） 
             『＜植田正治生誕 100周年記念＞「うえだ好き」 写真展』
                植田正治写真美術館、島根
                「Possible Water〈コモンズ〉としての未来」ドイツ文化センター（東京） 
2012     「NOCTURNAL DREAM Purple 20th Anniversary Show」
                THE LAST GALLERY  （東京） 
2012     「実験する映画館」 netehi works （神奈川） 
2011     「堂島リバービエンナーレ」 堂島リバーフォーラム （大阪） 

往還の風景 _1990年＿あきる野 | 2019 | ライトジェットプリント
19.3x25.4cm

往還の風景 _別所沼公園 | 2020 | 映像 | 10min

Untitled  | 2019 | ピグメントプリント、アーカイバルボックス
サイズ可変

新津保建秀 +池上高志 | 不可視な都市：ロング・グッドバイ 
2017 | 塩、映像、黒板、音声データ | サイズ可変



松浦寿夫　Hisao Matsuura

1954 　東京都生まれ
1988           東京大学大学院博士課程満期退学
現在 多摩美術大学絵画科客員教授

主な個展
2020　　ギャラリー 21yo-j （東京） 
2018　　2kw Gallery（滋賀） 
2016　　ガレリア・フィナルテ（愛知） 
 なびす画廊（東京） 
2015 ギャラリー分室（東京） 
 東京外国語大学（東京） 
2014 なびす画廊（東京） 
2012 なびす画廊（東京） 
2011 ガレリア・フィナルテ（愛知） 
 プラザ・ギャラリー（東京） 
2010 なびす画廊（東京） 
2009 なびす画廊（東京） 
2006 なびす画廊（東京） 
2004 なびす画廊（東京） 

主なグループ展
2021     「水彩考」 東京アートミュージアム（東京） 
　　　  「岡崎乾二郎＆松浦寿夫展」 ガレリア・フィナルテ（愛知） 
2020     「メイド・イン・フチュウ 公開制作の 20年」 府中市美術館（東京） 
2019     「砂の本」 �DUWHUQ·DUW�（東京） 
　　　  「Gardens」 東京アートミュージアム（東京） 
　　　  「Heterotopia」  東京都美術館（東京） 
　　　  「絵を描く衝動」 ヒカリエ CUBE （東京） 
2018     「Physica」 表参道画廊（東京） 
　　　  「共同体について」  URANO（東京） 
2016     「絵画の体験を考える」 Art Trace Gallery （東京） 
　　　  「Cin!Cin!」 数奇和 （東京） 
2014     「児玉靖枝 &松浦寿夫」 ガレリア・フィナルテ（愛知） 
2013     「庭Ɏ*DUGHQV」  神奈川県民ホールギャラリー（神奈川）
　　　  「許された果実」  なびす画廊（東京） 
2010     「二月の贈り物」  なびす画廊（東京） 
　　　  「組立」  人形町ヴィジョンズ （東京） 
2009     「自然哲学としての芸術原理」  東京アートミュージアム（東京） 
2007     「岡崎乾二郎 vs松浦寿夫」  ガレリア・フィナルテ（神奈川） 
2005     「Frame＋松浦寿夫」 海岸通ギャラリー CASO（大阪） 
　　　  「岡崎乾二郎 vs松浦寿夫」  ガレリア・フィナルテ （神奈川） 
2004     「Straight no chaser」  人形町ヴィジョンズ（東京） 

パブリック・コレクション
愛知県美術館、府中市美術館

食卓の音楽 | 2019 | 紙にパステル、アクリル
18×20×9cm

中庭 | 2021 |綿布にアクリル |182×227cm
撮影 : トロロスタジオ 谷川ヒロシ

朝の食卓 | 2020 | 綿布にアクリル | 130×162cm | 撮影：中川周

同じ、異なった葉 | 2018 | 綿布、紙、アクリル、パステル
72.5×181.5cm | 撮影　中川周



聖母子 | 2016 | 紙本着色 | 150×168cm  | 天祐寺蔵 | Photo: Takuro Nomura
Special Thanks to:  カトリック玉造教会

鵺の解体 | 2017 | 紙本着色  | 181.8×227.3cm
TALION GALLERYでの展示風景 | Photo : Keizo Kioku

松平莉奈　Rina Matsudaira

1989 　兵庫県生まれ
2012 　京都市立芸術大学美術学部美術科日本画専攻卒業
2014 　京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻日本画修了

主な個展
2021    「すべての毒を飲む」The Terminal KYOTO（京都） 
2020    「うつしのならひ　絵描きとデジタルアーカイブ」
　　　   ロームシアター京都（京都） 
2018    「悪報をみるɎ『日本霊異記』を絵画化するɎ」
　　　  KAHO GALLERY（京都） 
2017    「insider-out」 第一生命ギャラリー（東京） 
2014    「未だ見ぬ熱帯」ギャラリーモーニング（京都） 

主なグループ展
2021    「Slow Culture」京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA（京都） 
　　　  ないじぇる芸術共創ラボ展「時の束を披くɎ古典籍からうまれるアー
               トと翻訳Ɏ」国文学研究資料館（東京） 
2020    「景聴園 ×今昔館　描きひらく上方」大阪市立住まいのミュージアム
               （大阪くらしの今昔館）（大阪） 
　　　  「美の予感２０２０」日本橋髙島屋（東京） 
               「令和・京・美人」銀座 蔦屋書店（東京） 
2019    「原三溪没後 80周年記念 三溪園 ×横浜美術大学　三溪園と日本画の
                作家たち」 三溪園 鶴翔閣（神奈川） 
　　  　「Jikihitsu. The Signature of the Artist.」 Pavilion of the Association of 
             Polish Architects, Foksal 2（ワルシャワ） 
　　   　「暗黙知の技術」FabCafe Kyoto / MTRL KYOTO（京都） 
2018    「第 7回東山魁夷記念日経日本画大賞展」上野の森美術館（東京） 
2015    「VOCA展 2015」上野の森美術館（東京） 
　　      「Sign of happiness" アンテナメディア（京都） 
2014    「ART OSAKA 2014×京都市立芸術大学　アートで目覚める vol.2」
             ホテルグランヴィア（大阪） 
2013    「シェル美術賞展 2013」国立新美術館（東京） 
　　      「△のリンゴ -この世界を変える 4つ目のリンゴについての仮説 -」　
　   　   studioJ（大阪） 

主な受賞、助成、レジデンス等
2018-     国文学研究資料館「ないじぇる芸術共創ラボ」
               AIR レジデンス・アーティスト（東京） 
2017 平成 28年度京都市芸術新人賞（京都） 
2016 第 3回続京都日本画新展《優秀賞》　美術館えき（京都） 
2015 VOCA展 2015 佳作賞 上野の森美術館（東京） 
2013 京都銀行美術支援制度 2013年購入作品選抜（京都） 
2011 臥龍桜日本画大賞展《大賞》　高山市飛騨位山文化交流館（岐阜） 

パブリックコレクション
岐阜県高山市、京都市美術館

解毒の作法 | 2021 | 紙本着色 |  53×72.7cm

文字絵（模写） | 2022 |紙本着色



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  　それを故郷とせよ(手が届く)
アーティスト　　             石川卓磨、新津保建秀、松浦寿夫、松平莉奈
会期   　2022年10月29日(土) - 11月27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                              上田剛史 (TALION GALLERY ディレクター)

[ 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


