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飯沼英樹
「アマゾン ナイル タクラマカン」

Cascade Jewellery (2016) h25x16x13cm マグノリア

会 期 ： 2017 年 3 月 11 日 (土 ) ‒ 4 月 15 日 (土 ) 11:00 ‒ 19:00

＊日・月・祝日は休廊

オ ー プ ニ ン グ レ セ プ シ ョ ン ： 3 月 11 日 (土 ) 17:00 ‒ 19:00
会 場 ： SNOW Contemporary / 東 京 都 港 区 西 麻 布 2-13-12 早 野 ビ ル 404

■飯沼英樹 展覧会のご案内

SNOW Contemporary では 2017 年 3 月 11 日(土)から 4 月 15 日(土)まで、飯沼英樹の個展「アマゾ
ン ナイル タクラマカン」を開催いたします。

飯沼英樹は、2002 年愛知県立芸術大学大学院卒修了後、ナント国立美術大学(フランス)に入学。その後、
2006 年までヨーロッパ各地を拠点に活動していました。日本帰国後の近年は、六甲山に屋外展示をした
「六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2013」や新宿 LUMINE 内を彩った「LUMINE meets ART AWARD
2015」など、アートスペース空間に限らず様々な場所にて意欲的に作品を発表しています。昨年の松本
市美術館で開催された個展「戦ウ女神タチ」では、木彫作品約 120 点を出品。美術館の展示室ごとに独
自のストーリーを構築し、迫力ある異空間を展開したインスタレーションは大きな話題となりました。

個展風景「闘ウ女神タチ」(2016/松本市美術館)

今回の個展で飯沼は、木彫作品を通じて空間内に物語世界を展開する予定です。
古来より彫刻は、宗教的な信仰や政治的な指針を流布する意図のもと、象徴する概念や思想を造形物と
して表現することで発展してきました。人々は彫刻になって現れた神々の姿をみて、その背景にある物
語を想像し信仰を深めたのです。これまではファッション誌にみる現代を生きる美しい女性達からイン
スピレーションをうけ、その葛藤や強さを表現してきた飯沼ですが、近年は、虚空菩薩６体を現代的な
女性に置き換えて表現したシリーズ「Akasagarbha」や天使像など、現代を生きる女性の強さとともに
物語世界を具現化した作品を発表しています。本展にて飯沼は個展のタイトルを「アマゾン ナイル タ
クラマカン」とし、タイトルにふさわしい壮大な世界観を展開する予定です。

飯沼の木彫作品がどのような物語世界へ我々をいざなうのか、彫刻が本来もっていた意図に立ち返った
かにも思えるこの度の新たな挑戦に是非ご期待ください。

■飯沼英樹 略歴

1998 玉川大学文学部芸術学科彫刻専攻 卒業
1999-2000

アトリエ・デュ・カルーゼル、パリ(フランス)

2001 愛知県立芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修士課程 修了
2001-2004

ナント国立美術大学(フランス)

※以下3校、ナント国立美術大学から、ヨーロッパ高等教育交流プログラム
(ERASMUS)により留学。
- 2002 カールスルーエ国立美術大学(ドイツ)
- 2003-2004 ナーバ美術大学、ミラノ(イタリア)
- 2004 デンマーク王立美術大学、コペンハーゲン(デンマーク)
■主な個展
2016 「闘ウ女神タチ」松本市美術館（長野）
2014 「6th Sense」SNOW Contemporary（東京）
2013 「ファッションの肖像」伊勢丹新宿店本館５階 アートギャラリー（東京）
「カデンツ サーカス デカダンス」H.P.France Window Gallery（東京）
「The Sweet Music of Life」銀座三越8階ギャラリー（東京）
2011 「美女」SNOW Contemporary（東京）
「美女」SLANT（金沢）
2010

マリアン・クラマー・プロジェクツ（オランダ）

2006

ファビアン＆クロード ワルター ギャラリー（スイス）

2005

エルンスト・パルラッハ賞展覧会（ドイツ）
ファビアン＆クロード ワルター ギャラリー（スイス）

2004

ギャラリー コーネリウス・ブレーザー（ドイツ）

2003

ヴィギリウス マウンテンリゾート（イタリア）
ギャラリー コーネリウス・ブレーザー（ドイツ）

2002

メゾン・ピラウド美術館（フランス）
ギャラリー コーネリウス・ブレーザー（ドイツ）
ジェンティユ礼拝堂（フランス）

■	
 主なグループ展
2016 「LUMINE meets ART AWARD 2015」（東京）
「Unveiling vol.1」SNOW Contepmorary（東京）
「踊れ彫刻̶覆面男と服好き女̶」hpgrp Gallery Tokyo（東京）
「next 信州新世代のアーティスト」伊那文化会館（長野）、銀座NAGANO(東京)
2015 「信州新世代のアーティスト展 2014」長野県伊那文化会館（長野）
「next 信州新世代のアーティスト展 2014 in 銀座」銀座 NAGANO（東京）
2014 「Red Bull Music Academy Tokyo 2014 ART」
「たぐ展☆」松本市美術館（長野）
「next 信州新世代のアーティスト」ホクト文化ホール（長野）
「反戦̶来るべき時代に抗うために」SNOW Contemporary（東京）
2013 「六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2013」六甲山（兵庫）
「3rd Exhibition AGAIN-ST」東京芸術大学絵画棟１階アートスペース１（東京）
2012

東日本復興支援アート＆チャリティプログラム「KISS THE HEART#1」三越伊勢丹（東京）
「明日は、はじめてみる今日」 Snow Contemporary (東京)
「LUMINE meets ART 2012」LUMINE池袋店(東京)

2011 「ask the wine」ハイネストビル２F展示室（京都）
「TOKYO PARIS ROTTERDAM」Museum Tongerlohuys （オランダ）
2010 「Featuring S(outh) E(ast) A(sia) -g27」ファビアン＆クロード ワルター ギャラリー（スイス）

2009 「Uit Japan」ライデン大学メディカル・センター（オランダ）
2008 「Global Nomads」タニャ ルンプフ ギャラリー（オランダ）
2007 「Bird Watching」De Vishal（オランダ）
2004

コンクール ジュンヌクレアシオン、パリ（フランス）
国際彫刻シンポジウム（ドイツ）

2003
2002

エーシビーギャラリー（ハンガリー）
レンヌ ビエンナーレ（フランス）
国際彫刻シンポジウム（ドイツ）
コレクティフ125（フランス）

■	
 受賞
2016

LUMINE meets ART AWARD 2015 グランプリ（東京）

2013

六甲ミーツ・アート芸術散歩2013主催者特別賞（東京）

2005

エルンスト・バルラッハ賞（ドイツ）

2004

一等賞 国際彫刻シンポジウム、マルクノイキルヘン(ドイツ)

2001

フランス政府給費留学奨学金

1999

財団法人イノアック国際教育振興財団奨学金

■お問い合わせ

本展の広報にご協力賜りたくお願い申し上げます。

SNOW Contemporary
〒106-0031 東京都港区西麻布 2-13-12 早野ビル 404
tel & fax : 03 6427 2511
mail : snow@officekubota.com
HP : http://snowcontemporary.com
担当：石水美冬（いしみず みふゆ）

