
2023年 1月 14日 (土 ) - 2月 12日 (日 ) 11:00-19:00  月火祝 休廊
-
タリオンギャラリーでは、赤羽史亮、小泉圭理、松尾勘太による展覧会「口肛具譚」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。

微小な生物や菌糸がうごめくように、赤羽史亮の絵画は生々しく絵具を隆起させた有機的なマ
チエールで知られています。「世界は巨大な堆肥だ」という赤羽にとって、絵画平面は価値が反
転する場所であり、外側と内側が裏返った人体でもあります。多様多様な筆触の連なりが這い
回るその制作の過程によって生まれるのは、あらゆる生命の起点と終点が連鎖する根元的な矛
盾の肯定と言えます。
画布が木枠に貼られ、そこに絵筆と絵具が突き立てられる現実を、小泉圭理は皮膚が骨にまと
わりつくこと、また事物の交接のメタファーとして扱い、絵画の成り立ちを繰り返し咀嚼しな
がら制作してきました。棒切れの組み合わせや板のくり抜きから始まる小泉のシェイプドキャ
ンバスの作品群は、人間的な生気を収容するための器か、あるいは身体そのものとして制作さ
れています。
一貫して油彩と矩形のタブローを用いて、松尾勘太は具象による時空間を描き続けています。
松尾が描く舞台設定のように限定された空間の拡がりと、そこで量感を伴いながら鈍く光る体
躯や生命は、筆触による線描的な彫塑と触覚的な流動との結合による、視覚的欲望のレンダリ
ングと言えます。その絵画は、見る者の網膜に瞬間的に現れずに、遅延して感覚や記憶に現れ
る持続的なスクリーンのように作用します。

本展は、物質の集合である人体と絵画がともに、物資以上のものとして見なされる契機のひと
つとして、前と後ろが区別されうることに着目します。人間の身体における前後の有標性は、
生物史における口と肛門の発生に遡りますが、それは消化器官を含む代謝の機構、つまり人間
がひとつの管であることとと結びつきます。そして、絵画もまた前後を持つかぎりにおいて、
ひとつの管でもあり得るでしょう。生の事実が投影された皮膜あるいはトンネルとしての絵画
は、それが人体と同様に時間とともに朽ちることを捨象しない現実性において、有限な世界が
なぜ限りなく存在するのかというリアリズムの問いに接近します。どうぞご期待ください。
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 赤羽史亮、小泉圭理、松尾勘太
「口肛具譚」

[左 ]赤羽史亮 | Soil Eater | 2021 | 綿布、油彩 | 194.5×194.5cm | ©Fumiaki Akahane, Photo Takaaki Akaishi, Courtesy of CAVE-AYUMIGALLERY
[中央 ]小泉圭理 | Livers#168 | 2022 | デジタルデータ

[右 ]松尾勘太 | 舞台装置の夢 | 2022 | 油彩、油彩用紙 | 22.9×31cm



赤羽史亮　Fumiaki Akahane

1984 　長野県生まれ
2008 　武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業
現在、長野を拠点に活動。

主な個展 
2022　　　「Rotten Symphony」CAVE-AYUMIGALLERY（東京）
2020　　　「Against gravity」Token Art Center（東京）
2019　　　「Compost Paintings」 アートラボはしもと（神奈川）
2017　　　「OILY YOUTH」武蔵野美術大学 gFAL（東京）
2015　　　「OK PAINTING」2QH·V�5RRP�JDOOHU\�	�VWXGLR（沖縄）
2014　　　「MY WAR 」�LVODQG�0(',80（東京）
2009　　　「輝く暗闇」PDJLFDO��$575220（東京）
2007　　　「Fumiaki AKAHANE」MAGIC ROOM?（東京）

主なグループ展
2021　　　赤羽史亮・中村太一「PAINTINGS」
　　　　　 CAVE-AYUMIGALLERY（東京）
2020　　　「泥深い川」 (企画：Token Art Center)
                    icou、北條工務店となり（東京）
　　　　　「国立奥多摩湖 ～もちつもたれつ奥多摩コイン～」
　　　　　��JDOOHU\�њ0（東京）
　　　　　「ARTISTS' FAIR KYOTO 2020」 京都文化博物館 別館（京都）
2019　　　「Token Art Center プレオープン展」Token Art Center（東京）
2017　　　「Spring Fever」駒込倉庫（東京）
2016　　　「ユーレイの海馬」市民ギャラリー矢田（愛知）
　　　　　「高遠 KONJAKU STORY」信州高遠美術館（長野）
2015　　　「赤羽史亮・小泉圭理 2人展」TS4312（東京）
　　　　　「7KH�PRUH�LW�FKDQJHV�WKH�PRUH�LW�VWD\V�WKH�VDPH�」
　　　　　 モデルルーム（東京）
2013　　　「アートプログラム青梅 2013『雲をつかむ作品たち』」
　　　　　 青梅市立美術館（東京）
　　　　　「くへ V」JIKKA（東京）
2012　　　「HOME ALONE」�LVODQG�0(',80（東京）
　　　　　「フォーエバーヤング」%DPELQDUW�*DOOHU\（東京）
　　　　　「)�(�6��栗原良彰の Fantastic Eccentric Show with どくろオール
　　　　　 スターズ」�����$UWV�&KL\RGD（東京）
　　　　　「一枚の絵の力」1$'LII�D�S�D�U�W（東京）日和アートセンター（宮城）
2011　　　「1$1'�*$5'(1,1*展」�725$5<�1$1'�（大阪）
2010　　　「3RZHU�RI�D�SDLQWLQJ」LVODQG�（千葉）
　　　　　「第二回表現者決起集会」エーデルプラッツェビル他（大阪）
　　　　　「ニューアート展 2010 描く -手と眼の快 -」
　　　　　 横浜市民ギャラリー（神奈川）
2008　　　「SCOPE NY 08」ERRWK�RI�PDJLFDO��$575220（ NY )
　　　　　「Oコレクションによる空想美術館 �PDJLFDO�PXVHXP�WRXU�第 6室
　　　　　  『赤羽史亮・小西紀行の部屋 -new new painting』」
　　　　　 トーキョーワンダーサイト本郷（東京）
2007　　　「:250�+2/(�HSLVRGH��」�PDJLFDO��$575220（東京）

糞転がし | 2022 | 油彩、綿布�_�����ð����FP

「Rotten Symphony」CAVE-AYUMI GALLERY（東京）での展示風景
2022

DOO�LPDJHV�EHORZ��3KRWR�7DNDDNL�$NDLVKL��
�)XPLDNL�$NDKDQH��&RXUWHV\�RI�&$9(�$<80,*$//(5<

&DUHVV�ELJ�VHHGV�_������_�キャンバスに油彩 
�����ð�����FP

&DUHVV�ELJ�VHHGV�_������_�キャンバスに油彩 
�����ð�����FP



小泉圭理　Keisuke Koizumi

1985           東京都生まれ
2008           武蔵野美術大学油絵学科卒業
現在、東京を拠点に活動。

主な個展 
2022 　「stick はりつき / 棒きれ」  TALION GALLERY （東京）
2019           アートフェア東京（東京）
2018 　「コンテイナー」  TALION GALLERY （東京）
2015 　「一房の小泉圭理」  TALION GALLERY （東京）
2013 　「入れない」  TALION GALLERY （東京）
 　「JIZZUM」  22:00画廊（東京）
2012 　「M邸の静かな衝突」  山手 83 （神奈川）
2008 　「MY JAZZ」  武蔵野美術大学 （東京）
2007 　「my jazz」  武蔵野美術大学 （東京）

主なグループ展
2019           アート大阪 2019 （大阪）
2018           アート大阪 2018 （大阪）
 　「VOCA展 2018」  上野の森美術館 （東京）
2015  　「アンチラプラス・デーモン」  TALION GALLERY （東京）
 　「赤羽史亮・小泉圭理 二人展」   TS4312 （東京）
2014 　「Unknown Nature」  早稲田スコットホールギャラリー （東京）
2013 　「モジュール村」  実家 JIKKA （東京）
2012 　「COVERED TOKYO: October 2012」  シャトー小金井 2F  （東京）
 　「国民の祝日」   TALION GALLERY （東京）
2010 　「シークレット・シークエンス」   AMP café （東京）
2009 　「Truth 貧しき時代のアート」   hiromiyoshii （東京）

「stick はりつき / 棒きれ」TALION GALLERY（東京）での展示風景 
2022 | 撮影：木奥恵三

向き合う | 2015 | 油彩、メディウム、膠、
ニス、木、綿布、釘 | 142.5×95cm

向かう | 2015 | グラファイトクレヨン、メディウム、
木、紙、綿布 | 76.5×60.5cm

うつわ１| 2013 | 石膏、木 
40×17.1×17.3cm



松尾勘太　Kanta Matsuo

1980 　佐賀県生まれ
2010 　武蔵野美術大学造形学部油絵学科油絵コース卒業
2012 　武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻油絵コース修了
現在、東京を拠点に活動。

主な個展
2021-22   「温泉とホラー」second 2.（東京）
2016   「からだ・風景・フルーツ」武蔵野美術大学 FAL（東京）
2013     　「穴ぐら」山手 83（神奈川）
2012   「記憶の穴場」平成 23年度 武蔵野美術大学修了制作展 
                     武蔵野美術大学美術館（東京）
                     「境界とその周辺　TWS-EMERGING2012」
                     トーキョーワンダーサイト本郷（東京）
2011      　「暗闇の呼吸」SPACE／ ANNEX（東京）

主なグループ展
2021         「#1」second 2.（東京）
2020   「њ0��YRO���国立奥多摩美術館 “ 国立奥多摩湖 ”～もちつもたれつ
                     奥多摩コイン～」�JDOOHU\�њ0（東京）
2017     　「VOCA展 2017 現代美術の展望߁新しい平面の作家たち」
                     上野の森美術館（東京）
   「$UWV�LQ�%XQNDFKR芸術発信展」 文化庁（東京）
2015      　「武蔵野美術大学 ×伊勢丹 『U-35 若手クリエイターによるアート・
                    デザインの現在』」 ISETAN新宿店本館 7階 =催物場（東京）
2014      　「国立奥多摩美術館 -13日間のプレミアムな漂流 -」 MOAO（東京）
                    「*URXS�([KLELWLRQ�E\�コムロタカヒロ＋松尾勘太＋小畑多丘」
                     CLEAR EDITION & GALLERY（東京）
                    「シェル美術賞 アーティスト セレクション 2014」
                      国立新美術館（東京）
2013-17   「助手展 武蔵野美術大学助手研究発表」
                     武蔵野美術大学美術館（東京）
2013   「トーキョーワンダーウォール公募 2013入選作品展」
                      東京都現代美術館（東京）
    「,PDJR�0XQGL　ベネトンコレクション企画展」
                      )RQGD]LRQH�4XHULQL�6WDPSDOLD（イタリア）
2012 　「第 31回 損保ジャパン美術財団 選抜奨励展」
                      損保ジャパン東郷青児美術館（東京）
2011 　「トーキョーワンダーウォール公募 2011入選作品展」
                       東京都現代美術館（東京）
 　「6ZLWFKHUV�ð�」 藍画廊（東京）
2010 　「トーキョーワンダーウォール公募 2010入選作品展」
                       東京都現代美術館（東京）
 　「シェル美術賞展 2010」 代官山ヒルサイドフォーラム（東京）

露天風呂（温泉とホラー）| 2021 | 油彩、キャンバス
53×65.2cm  | 撮影：加藤健

無題 | 2019 | 油彩、キャンバス | 51.5×72.8cm

8QWLWOHG（からだ・風景・フルーツ ) | 2016 |油彩、キャンバス
60.6×91cm

温泉郷の祭り（温泉とホラー）| 2016-2021 | 油彩、キャンバス
 53×65.2cm  | 撮影：加藤健



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  　口肛具譚
アーティスト　　             赤羽史亮、小泉圭理、松尾勘太
会期   　2023年1月14日(土) - 2月12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)
協力                               CAVE-AYUMIGALLERY

[ 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


