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大和田俊、玉山拓郎、二艘木洋行、ucnv
「47℃ (...and Cats in the Burning City)」
2022 年 9 月 3 日 ( 土 ) -10 月 2 日 ( 日 ) 【10 月 8 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。

タリオンギャラリーでは、大和田俊、玉山拓郎、二艘木洋行、ucnv による展覧会「
and Cats in the Burning City)」を開催いたします。
本展は、以下のテーマに基づいて展開されます。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。
日中の気温が
に達する東京を仮定する。( それはまさに常態化しうるという予測もあるが )
そのような状況下でも、展覧会が開かれると仮定する。「人生最後の日に、何を食べますか？」
というインタビューを何かで聞いたことがあるし、このように仮定の上に仮定を重ねることも
決して無意味なわけではない。[ 仮定の上の仮定 ]
表現活動の多くが、社会的秩序が揺らぐ状況下では、優先度の低いものとして扱われる場面を
これまでに何度も経験してきた。東京の気温が
になるとき、その原因がどのようなもので
あれ、社会全体が混乱に陥ることは避けられそうにない。そのような中で展覧会を開催すると
言っても、とにかくいまは止めておいたほうがいいというような、良識的な考えに抗うことは
難しい。そうして現実の事態としては後回しにされることが分かっているのだから、先回りする。
[ 後回しと先回り ]
の東京において、人間社会が直面する様々な困難とともに、都市に共生する動植物への影
響も深刻をきわめる。災害や有事、疫病の流行といった非常事態のもとでは、守ることができ
るもの、助けることができるものの範囲の線引きを人間は何度も書き直していく。たとえば、
この街に暮らす猫はどうなるのだろう。[ 猫 ]

大和田俊 | 泡 | 2020

大和田俊 Shun Owada
1985
2010
2012

栃木県生まれ

東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科卒業

東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了

現在、東京を拠点に活動。

空間に発生する音響と、生物としての人の身体や知覚、環境や時間軸
との関わりに関心を持ちながら、電子音響作品やインスタレーション
を発表している。音の発生から聴取されるまでの間にある遅延や移行

を示すことで、多動的な環境に潜勢する音の在り方をあらわしている。

「地球をかたづける」札幌文化芸術交流センター SCARTS（北海道）
2021-2022 | 撮影：百頭たけし

主な個展・プロジェクト

2021-2022 「地球をかたづける」

札幌文化芸術交流センター SCARTS（北海道）

2020
2016
2015

「破裂

ＯＫ

ひろがり」小山市立車屋美術館（栃木）

「Paleo-Pacific」トーキョーワンダーサイト本郷
（東京）
「unearth」 NTT InterCommunication Center（東京）

主なグループ展
2022
2021

「no plan in duty」PARA（東京）
「「新しい成長」の提起

ポストコロナ社会を創造するアーツプロ

ジェクト」東京藝術大学美術館（東京）

2019

「地球をかたづける」札幌文化芸術交流センター SCARTS（北海道）
2021-2022 | 撮影：百頭たけし

「BIENNALE NÉMO 2019」
（パリ）

「Biennale WRO」(ヴロツワフ、ポーランド）
2018

「Ars Electronica 2018」
（リンツ、オーストリア）
「不純物と免疫」BARRAK 1
（沖縄）

2017

「不純物と免疫」Tokyo Arts and Space
（東京）

「裏声で歌へ」小山市立車屋美術館（栃木）

unearth | 撮影 : 冨田了平
「裏声で歌へ」
（小山市立車屋美術館、2017 年）での展示風景

scales | 2012 | photo: Ryohei Tomita

玉山拓郎

Takuro Tamayama

1990

岐阜県生まれ

2013

愛知県立芸術大学美術学部油画専攻卒業

2015

東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻油画研究分野修了

鮮やかに彩られた壁面や照明、家具や日用品などの日常的事物の形態を
用いて、立体作品やインスタレーション、映像作品などを制作する。
色調、律動、音響を干渉させつつ組み合わせることで、構成的かつ夢想
的な入れ子状のコンポジションを作り出す。

Anything will slip off / If cut diagonally 2021 | ANOMALY での展示風景
Photo : Kohei Omachi | Photo Courtesy : ANOMALY

主な個展
2022 「NACT View 01」国立新美術館（東京）
「Dirty Palace Revisited」GASBON METABOLISM（山梨）
「U.P.」伊勢丹サローネ（東京）
「TO MORE TIME」Ginny on Frederick（ロンドン）
「Static Lights : Unfamiliar Presences」Sony Park Mini（東京）
2021 「Anything will slip off / If cut diagonally」ANOMALY（東京）
2020 「3 plane shapes」T-HOUSE New Balance（東京）
2019 「The, Sun Folded.」OIL by 美術手帖（東京）

2018 「Dirty Palace」CALM&PUNK GALLERY（東京）
「A Night Meal, Slight Fears」Little barrel（東京）

『これまでとこれからのかわるものとかわらないものの日常の未来』
あまらぶアートラボ A-Lab（尼崎）での展示風景 | 2021
Photo Courtesy : あまらぶアートラボ A-Lab

2017 「Pole Ball's Landing Life」Château 2F（東京）
「Pole Ball's Landing Life」
愛知県立芸術大学サテライトギャラリー（愛知）
主なグループ展
2022 「2021 年度第 3 期コレクション展」愛知県美術館
（愛知）
2021 「Sapporo Parallel Museum 2021」札幌第一ビル 4F
（北海道）
「ELEMENTS」SPACE PALETTE（愛知）
「TAMPA」The 5th Floor（東京）
「Natsuyasumi: In the Beginning Was Love」
Nonaka-Hill
（ロサンゼルス）
「3 人のキュレーション “ 美術の未来 ”」
渋谷ヒカリエ 8/CUBE 1, 2, 3、
（東京）

Hamburger (from the seriese“Sandwiched”)
2022 | 樹脂、ゴマ

「AICHI⇆ONLINE」
オンライン
2020 「Doubles/ Takuro Tamayama + Ikki Kobayashi」
HARUKAITO by island / BLOCK HOUSE
（東京）
「GINZA SIX ART CONTAINER」GINZA SIX
（東京）
「開館 25 周年記念コレクション展 “VISION Part 1 光について /
光をともして ” 」
豊田市美術館（愛知）

「VOCA 展 2020」上野の森美術館（東京）
T-ART HALL（東京）
「Fujisanten 3.0」
2019 「FRASH MATTER」Gallery PARC（京都）
TALION GALLERY
「あなたの隣人をあなた自身のように愛せ」
（東京）
「I Feel For You」T-PASSAGE（東京）
「思考するドローイング」500m 美術館（北海道）
「Takuro Tamayama and Tiger Tateishi」Nonaka-Hill（ロサンゼルス）
TICK TACK
「Euphoria」
（アントワープ）
The Horse Jim Saw | 2022
ランプシェード、ステンレス、照明器具

二艘木洋行

Hiroyuki Nisougi
山口県生まれ

1983

現在、神奈川県を拠点に活動。
解像度の限られたペイントツールと、ペンや油彩、スプレーなどの画材を探索
的に用いて作品制作を行う。デジタルの描画環境にアナログなエラーを呼び込
み、あるいはアナログな描画にデジタルなスキームを挿入することで、ひとつ
の平面上にイメージの接続と切断を複層的に描き出している。
主な個展

2021 「ボーイ・ミーツ・発達障害・それぞれの」JITSUZAISEI（大阪）
「星男壁画只今制作中」bar 星男（東京）

梨 | 2021
ペン、カーボン紙、スプレー、紙 ｜33.2×24.2cm

2020 「ハッピーアワー」VOU/ 棒 1F ギャラリー（京都）
「YOU/100」bar 星男（東京）

2018 「新作展」TALION GALLERY（東京）

2016 「大ポスター展」TALION GALLERY（東京）

2014 「プロミスフレンズニアレストネイバーランド前」
TALION GALLERY （東京）

2013 「きみは河合卓」TALION GALLERY（東京）
主なグループ展

2021 「緊急事態宣言下の私たち展」bar 星男（東京）

「CADAN × ISETAN ART GALLERY 具象 Figuration」

ハッピーアワー｜2020｜VOU での展示風景
撮影：守屋友樹

伊勢丹新宿店本館 6 階アートギャラリー（東京）

2020 「Y-generation artists」銀座蔦屋書店（東京）

「ダッグアウトへおかえり」TALION GALLERY（東京）

2019 「East Asia Culture City 2019《

仁川アートプラットフォーム（仁川）

》」

「二艘木洋行さんと山本直輝さんの作品を gnck 先生をお呼びして
検証する展覧会」パープルームギャラリー（東京）

2018 「素敵な三人組 " bar 星男（東京）

「全日本びっくりアート連合 第一回展「びっくりアート宣言」
」
FAITH（東京）

2017 「セツ・モードセミナー閉校を見送る展覧会」
ギャラリーゑいじう（東京）

「た・・・・勃て・・・・！・・・・勃つんだ英樹 ！」bar 星男（東京）

2016 「第 3 回全感覚派美術展 - ともだち感覚 -」
「ピクセルアウト」pixiv zingaro（東京）

（東京）

you 2 | 2020 | ペン、カーボン紙、スプレー、
インクジェットプリント、紙 ｜29.7×21cm

「よい子わるい子ふつうの子」TALION GALLERY（東京）

2015 「ベストフレンズ展」Pulp（大阪）

「ニセ・ザ・チョイス」ビリケンギャラリー（東京）
「パープルーム大学物語」ARATANIURANO（東京）

「パープルーム大学 II」熊本市立現代美術館 （熊本）

2014 「パープルーム大学」山下ビル（愛知）

「ずっとずっとずっとずっとずっとだ」bar 星男（東京）
「VOCA 現代美術の展望」上野の森美術館（東京）
「光るグラフィック」creation gallery 8（東京）

2013 「MOBILIS IN MOBILI - 交錯する現在 -」コーポ北加賀屋（大阪）

梨 | 2015 | 油彩、キャンバス | 65.3×53.2cm

ucnv
2009 年頃より、データが破損した画像や映像から生まれるグリッチを
プログラミングにより意図的に生成し作品化している。
近年はグリッチ表現にとどまらず、デジタルメディアの特性を主題にし
た作品を発表する。
主な個展

2019 「Volatile」IAMAS 図書館（岐阜）

2018 「二個の者が same space ヲ occupy スル」コ本や
（東京）

Volatile ｜2019

2012 「New Vulnerability」Cultivate（東京）
主なグループ展

2021 「人工知能美学芸術展：美意識のハードプロブレム」

アンフォルメル中川村美術館＋ハチ博物館＋旧陶芸館
（長野）

「im/possible images」Lothringer 13 Halle（ミュンヘン）

2019 「フィジーク・トス」アキバタマビ 21
（東京）

「光るグラフィック展 2」クリエイションギャラリー G8
（東京）

2018 「AUDIO ARCHITECTURE：音のアーキテクチャ展」
21_21 DESIGN SIGHT
（東京）

2017 「人工知能美学芸術展」OIST
（沖縄）

2014 「Tactical Glitches」SUDLAB（ナポリ）

Supercritical ｜2019｜photo by SAITO Akihide

2013 「Open Space 2013」NTT InterCommunication Center（東京）

Another Analogy｜2018

E｜2020

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

アーティスト
会期
会場
企画
協力

大和田俊、玉山拓郎、二艘木洋行、
2022年9月3日 土

定休日：月・火・祝日
上田剛史

月2日 日

東京都豊島区目白

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

