
2022 年 1月 8日 (土 ) - 2月 6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、飯田 Jennifer 桃子、小左誠一郎による展覧会「仮のダリア」 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。

飯田 Jennifer 桃子は油彩のレイヤーを平面上に流動・積層させる手法に取り組むペインターです。
寝かせたキャンバスの上から液体状の油絵具を注ぎ、主に勾配の変化などによって流動させながら
イメージを固着させ、そのプロセスを何層も重ねていきます。流体としての絵具は、作家によって
慎重にコントロールされながらも、その意図を離れて重力に従い、一度定着した絵具の色合いや形
象も、有機体のように変化していきます。そこには、作家の何かを描こうとする意志に拮抗する、
偶然性を帯びた複層的な時間が存在しています。

小左誠一郎は、最小限の要素によって可感的に立ち現れる抽象絵画に取り組んでいます。垂直の画
布と向き合い、間合いを窺うように筆を突き立て、その姿形の現れにまた呼応する。小左が試合と
呼ぶ絵画の制作過程は、一回性のストロークの揺らぎや震え、またそこから発生する色やかたちが
交差する痕跡として、矩形の外へと、鑑賞者の前へと残響します。近年では、UPO (undefined 
painting object = 未確認描画物体 ) と名付けるシリーズの制作や、〇△□といったモチーフの根源的
な意味を探りながら相似的な構図を繰り返し描くシリーズの制作などを行っています。

本展「仮のダリア」は、地上における重力の存在を絵画にとっての普遍的問題として捉えます。絵
画の物質的基盤について、とくに重力との密接で不可分な関係を焦点として検討することで、絵画
にとってのオルタナティブな唯物論や、異なる重力下での絵画のあり方を想像する発端となること
を企図して展開されます。どうぞご期待ください。
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飯田 Jennifer 桃子、小左誠一郎
「仮のダリア」 

飯田 Jennifer桃子 | ガイア | 2021
キャンバスに油彩 | 130.3×130.3cm

小左誠一郎 | \○/○○/\○\○/○ | 2021
キャンバスに油彩 | 60.5×46cm



飯田Jennifer桃子　Momoko Jennifer Iida

1987 　ニューヨーク生まれ
2012 　多摩美術大学絵画学科油絵専攻卒業

油彩のレイヤーを流動、積層させる手法により絵画を制作。平置きにした
キャンバスの上に液体状の油絵具を注ぎ、流動させながら凝固するイメージ
を何層も重ねる。流体としての絵具は、作家によって慎重にコントロールさ
れながらもその意図を離れて重力に従い、一度定着した絵具の色合いや形象
も有機体のように変化していく。

主な個展
2018      アートフェア東京（東京 ) 
2016 　 「OUTO」TALION GALLERY（ 東京 ) 
              「refraction」LOOP HOLE（東京） 
2014      「飯田 Jennifer桃子」 Open Studio（東京） 
2010　   「飯田桃子」 鑓水青年美術館（東京） 

主なグループ展
2020      「Y-generation artists」 銀座蔦屋書店 （東京） 
2019      アートデュッセルドルフ 2019（デュッセルドルフ） 
2018      アジアナウ 2018（パリ） 
              「レッドハウス」 TALION GALLERY（東京） 
2017      「アブラカダブラ絵画展」 市原湖畔美術館（千葉） 
                「アンルーリー」 TALION GALLERY（東京） 
              3331 ART FAIR（東京） 
2016      「draw」 TIME&STYLE MIDTOWN（東京） 
2015      「麝香の匂い」 TALION GALLERY（東京） 
2014      「りこうなハンス」 小林耕平キュレーション展
             TALION GALLERY（東京） 
2011     「多摩美術大学油画 3、4年生選抜展」 多摩美術大学（東京） 
2010     「多摩美術大学 3年生選抜展」 多摩美術大学（東京） 
               「多摩美術大学油画 3、4年生選抜展」 多摩美術大学（東京） 

青バラ 奇跡の音楽 | 2015 |キャンバスに油彩
45.5×45.5cm

refraction | 2016 |  キャンバスに油彩 | 各 45.5×45.5cm

自然の法則に服従する | 2019 | キャンバスに油彩
145.5×145.5cm

「OUTO」TALION GALLERYでの展示風景 | 2016
撮影：椎木静寧



小左誠一郎　Seiichiro Osa

1985 　静岡県生まれ
2011 　東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻油画 修了

最小限かつ根源的な要素で構成される〇△□といったモチーフを繰り返し
描く抽象絵画に取り組む。キャンバスや絵の具といったメディウムと真っ
向から向き合う制作過程は、恣意性と偶然性、自律性と他律性を生み出し、
奔放なストロークは矩形の外への拡がりを感じさせる。目の前のキャンバ
スと拮抗しながら絵筆をふるう時間は、小左が『試合』と呼ぶその過程の
痕跡、残響として鑑賞者の前に作品として立ち現れる。

主な個展
2020      「UPO」 Yutaka Kikutake Gallery (東京 )
2018      「谺せよ、UPO」 Yutaka Kikutake Gallery (東京 ) 
2017      「剣と家具」 三ツ葉屋家具店 (福岡 ) 
                「小左誠一郎 個展」gallary DEN (東京 )
2016      E-CUS project uzna omom b one #02「SEIICHIRO OSA」
              uzna omom b one (東京 )
2015      TRANS ARTS TOKYO 2015 「SEIICHIRO OSA」長島ビル 4F (東京 ) 
               E-CUS project Cotton #02 「SEIICHIRO OSA」Cotton (埼玉 )
　　        「Spotlight #2 “Seiichiro Osa"」  
               Craft 青山モデルルーム・オフィス (東京 )
                「小左誠一郎 個展」 Galerie Tanne, (東京 )
2014      「SLASH / square」
                東京オペラシティ・アートギャラリー gallery5 (東京 )
2013      「Pretzel Logic」 Gallery SPES-LaB (東京 )

主なグループ展
2020       「鮭」 AKIBA TAMABI 21 (東京 )
　　　　「AT PAPER.11 出版記念展示」 VOU / 棒 (京都 )
2019       「めぐるりアート静岡 2019」 静岡市美術館 (静岡 )
               「小川の水切り」RANZANSTUDIO (埼玉 )
2017      「Primal Reverberation」Yutaka Kikutake Gallery (東京 )
                 「Spring Fever」 駒込倉庫 (東京 )
                「プラセボソワカ」横浜市民ギャラリーあざみ野 (神奈川 )
2016      「NEW VISION SAITAMA5 迫り出す身体」
                  埼玉県立近代美術館 (埼玉 )
                 「よい子わるい子ふつうの子 (あるいはヤンキー、モンキー、
                 ドンキー ?)」 TALION GALLERY (東京 )
2015       「HIGASHIOMIYA ART FESTIVAL 2015」 (埼玉 )
　　　　「魚の骨」3331 Arts Chiyoda アキバタマビ 21, (東京 )
2014       「PAINTING DIG」現代 HEIGHTS (東京 )
                  「JPN Joy,Place, or Not」Sprout Curation (東京 )
                 「EL COCO LOCO / HARVEST FESTIVAL 2014」ROCKET (東京 )
                 「JAPANESE PAINTING NOW!」
                  Kunstverein Letschebach (カールスルーエ、ドイツ )
　　　　「絵画の在りか」東京オペラシティ・アートギャラリー (東京 )

「鮭」アキバタマビでの展示風景 | 2020 | Photograph by Kato Ken

「UPO」 Yutaka Kikutake Galleryでの展示風景 | 2020 

UPO | 2021 | キャンバスに油彩
72.5×49cm

UPO | 2020 |  キャンバスに油彩
40×30cm



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   　仮のダリア
アーティスト　　              飯田Jennifer桃子、小左誠一郎
会期   　 2022年1月8日(土) - 2月6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                               Yutaka Kikutake Gallery

[ 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


