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グループ展『大鬼の住む島』開催のご案内
展覧会名：『大鬼の住む島』
展示作家：大庭大介／鬼頭健吾／今西真也／大久保紗也／小谷くるみ／和田直祐
会
期：2019年9月21日（土）〜 10月20日（日）
オープニングレセプション：9月21日（土）18:00-20:00
・会期中は、水・木・金・土 12-19時、日 12-17時のオープンとなります。（定休日：月火祝）
・本展のオープニングレセプションを、初日の9月21日（土）に開催します。展示作家も全員在廊予定です。
なお、レセプション前の時間帯も、通常通り12時からギャラリーはオープンいたします。
会
場：WAITINGROOM（〒112-0005 東京都文京区水道2-14-2 長島ビル1F）
協
力：SCAI THE BATHHOUSE, KENJI TAKI GALLERY, rin art association, nca | nichido contemporary art
WAITINGROOM（東京）では、2019年9月21日（土）から10月20日（日）まで、大庭大介・鬼頭健吾・今西真也・大久保紗也・小
谷くるみ・和田直祐によるグループ展、『大鬼の住む島』を開催いたします。京都造形芸術大学で教鞭を取る大庭大介と鬼頭健吾、そし
てその教え子である卒業年の異なる4名の、あわせて6名が初めて競演する展覧会です。

7年前に大庭大介が京都造形芸術大学大学院で指導することになった時には、アーティストを目指す学生は少なく、また、学生同士の
縦や横のつながりや、シェアスタジオなどは皆無で、修了後に国内外の美術館での展示や、コマーシャルギャラリーに所属し活躍す
る卒業生は、一部を除き、ほぼいない状態だったと言います。その2年後にベルリンから帰国した鬼頭健吾が、新たに大学院の指導者
となり、それから5年の月日がたった今、国内外での展覧会参加や、コンペティション受賞、ギャラリーに所属など、国内外で活躍す
る修了生も徐々に増えてきているということです。また、京都造形芸術大学の卒業制作展には、東京からも多くのギャラリストやコ
レクターが次なるスターを探しにやってくるというという状況で、業界内でも同大学の改革には大きな注目が集まっています。卒業後
も大庭・鬼頭と卒業生の関係性は継続して続き、卒業生と在校生も定期的に意見交換する機会があるため、この数年で大学の層は厚
みを増し、その絆は急速に深まっているように感じられます。現在は当ギャラリーの所属作家である大久保紗也とギャラリーの2017
年の出会いをきっかけに、同大学の指導者である大庭と鬼頭、その教え子たちに接する機会を経て、主に絵画・そしてそのマチエール
に焦点を置いた今回の展覧会が企画されました。
大学という場で出会い、教え教えられる立場であり、また共に励まし合い競い合うアーティスト仲間でもある、そんな6名が大学から
外に出て別の場所で競演することによって、特別なケミカルリアクションが起こることでしょう。6名が話し合って決めたタイトル
『大鬼の住む島』という展覧会を通して、彼らの出会いと過ごした時間の密度を垣間見ること、そしてそれぞれの作品がどのように
影響しあい、それぞれ独自の展開をしていっているかを、この機会にぜひご高覧ください。

↓＜次頁＞ 作家略歴

PRESS RELEASE 2019.8.22.

Photo by Omote Nobutada, Courtesy of SCAI THE BATHHOUSE

大庭 大介（おおば・だいすけ）
1981年静岡県生まれ。2007年に東京藝術大学大学院・美術研究科・油画研究領域を修了。SCAI THE BATHHOUSE 所属。京都造形
芸術大学准教授。偏光系のアクリル絵具など様々な素材をもちいて独自の方法論を与えた上で制作し、光の条件や鑑賞者の立ち位置に
よってイメージや色彩が変化し続ける絵画作品を展開しているアーティストです。
2009年、2012年、2017年とSCAI THE BATHHOUSEにて過去3度の個展を開催。近年の主な展覧会には、グループ展『かけがわ茶
エンナーレ』（掛川市二の丸美術館、静岡、2017年）、グループ展『THE ECHO』（高崎シティギャラリー、群馬、2016年）、グルー
プ展『静岡県立美術館 新収蔵品展』（静岡県立美術館、静岡、2016年）、グループ展『白の表現力〜現代のコレクションから〜』（静
岡県立美術館、静岡、2015年）、グループ展『たぐ展☆（タグチアートコレクション）』（松本市美術館、長野、2014年）、グルー
プ展『NATURES DUET:SELECTED WORKS BY JORGE MAYET＆DAISUKE OHBA』（FAJAM FOUNDATION、ドバイ、2014
年）、グループ展『The Islands of the Day Before』（開渡美術館 (KdMoFA)、台北、2013年）、グループ展『超群島
Hyperarchipelago』（EYE OF GYRE、東京、2012年）、個展『The Light Field』（大和日英基金、ロンドン、2011年）など国内
外多数。

鬼頭 健吾（きとう・けんご）
1977年愛知県生まれ。2003年に京都市立芸術大学大学院・美術研究科・絵画専攻を修了。2008-2009年に五島記念文化財団の助成
を受けニューヨークに滞在、2010年文化庁新進芸術家海外研修員として2年間ベルリンに滞在。2015年帰国。現在は群馬県高崎市在
住。rin art associationとKENJI TAKI GALLERYに所属。京都造形芸術大学教授。フラフープやシャンプーボトル、糸や布など日常に
ありふれた既製品を使い、鏡やラメの反射、モーターによる動きなど、回転や循環を取り入れた大規模なインスタレーション、立体や
絵画、写真など多様な表現方法を用いて作品を発表しているアーティストです。
主な展覧会には、グループ展『ギホウのヒミツ』（高松市美術館、香川、2019年）、個展『cart wheel galaxy』（ガトーフェスタハ
ラダ本社ギャラリー、群馬、2018年）、個展『MULTIPLE STAR I-III』（ハラミュージアムアーク現代美術ギャラリーA、群馬、2017
年）、グループ展『アートはサイエンス』（軽井沢ニューアートミュージアム、長野、2017年）、個展『cart wheel galaxy』（rin art
association、群馬、2017年）、グループ展『THE ECHO』（高崎シティギャラリー、群馬、2016年）、個展『Time Travel Tokyo』（ケンジタキギャラリー、東京、2016年）、グループ展『COSMOS/INTIME La Collection Takahashi』（パリ日本文化会
館、2014-2015年）など国内外多数。
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今西 真也（いまにし・しんや）
1990年奈良県生まれ、奈良在住。2015年に京都造形芸術大学大学院・芸術表現専攻・ペインティング領域を卒業。nca | nichido
contemporary art 所属。キャンバスに油絵具を塗り重ね、筆致の跡を力強く残しながら繰り返して描くことで、視点と距離との関係
性を探り、私たちが共通に認識している事柄のあいまいさや不確かさを提示しようと試みて作品制作をしているアーティストです。
近年の展覧会に、ARTISTS' FAIR KYOTO（京都文化博物館別館、京都、2019年/2018年）、『Kyoto Art Tomorrow 2019 ー京都
府新鋭選抜展』（京都文化博物館本館 、京都、2019年）、個展『Wind, Rain, and your Words』（Art Delight、ソウル、2018
年）、個展『ISANATORI』（nca | nichido contemporary art 、東京、2017年）、日台文化交流展覧会マイ・コレクション展『感
性の寄港地』（T-ART GALLERY、東京、2017年）、群馬青年ビエンナーレ 2017（群馬県立近代美術館、群馬、2017年）、『劫後
風景』（galerie nichido Taipei、台湾、2016年）、『混沌から躍り出る星たち2015 京都造形芸術大学 次代のアーティスト展』（ス
パイラルガーデン、東京、2015年）、nca new generation project 『Sensing Body』（nca | nichido contemporary art 、東
京、2015年）など。

大久保 紗也（おおくぼ・さや）
1992年福岡県生まれ、京都在住。2017年に京都造形芸術大学大学院・芸術専攻ペインティング領域を修了。WAITINGROOM所属。
輪郭線として表現される記号的なイメージと、物質感を伴うフェノメラルな像のうねりという、二つの分離した要素を共存させた絵画
を制作しているアーティストです。
近年の展覧会に、個展『a doubtful reply』（WAITINGROOM、東京、2018年）、グループ展『美大生展2017』（SEZON ART
GALLERY、東京、2017年）、グループ展『NEWSPACE』（WAITINGROOM、東京、2017年）、グループ展『movement 2016 1st movement -』（ARTZONE、京都、2016年）、『HERE I AM KUAD x TUNA交流展』（Na pai Art Gallery、台北・台湾、
2015年）、グループ展『HOP2015』（Galerie Aube、京都、2015年）などが挙げられます。まだ展示歴の少ない92年生まれの新生
でありながら、2017年秋に参加した公募グループ展『第4回CAF賞入賞作品展』（代官山ヒルサイドフォーラム、東京）では白石正美
賞を受賞し、その作品が大きく注目されています。
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小谷 くるみ（こたに・くるみ）
1994年大阪府生まれ。京都造形芸術大学大学院・芸術専攻ペインティングコース修了後、大阪を拠点に活動。不確かなものの存在の痕
跡や気配をテーマに、主に平面作品を制作しています。画面全体を窓と想定し、結露したガラスに何者かが触れた痕跡を残す、まるで
ホラー映画の一場面を連想させるような画面を描き出すことによって、神秘的あるいは超自然的な何かの存在を浮かび上がらせるよう
な絵画作品を制作しています。
主な展覧会に、グループ展『nine colorsXⅢ』（西武渋谷店、東京、2019年）、グループ展 KUAD ANNUAL 2019『宇宙船地球号』
（東京都美術館、東京、2019年）、グループ展『起きるために寝る』(MediaPassage、京都、2018年）、グループ展『SHIBUYA
STYLE vol.12』（西武渋谷店、東京、2018年）などが挙げられ、若手ながら今後の活躍に注目が集まっています。

和田 直祐（わだ・なおすけ）
1983年兵庫県生まれ。2013年に京都造形芸術大学大学院・修士課程・芸術研究科・芸術表現専攻ペインティング領域を卒業。グレー
ズという薄く溶いた絵の具を幾層にも塗り重ねる古典技法を参照し、それを現代的なメディウムに置き換えることで、形や色が鑑賞
する度に微量に変化し、観るという行為自体を再考させる絵画を制作しています。
主な展覧会に、『JOINT EXHIBITION yodostudio studioHAIDENBAN』（スタジオハイデンバン、京都、2017年）、『和田直祐
絵画展 Terrarium』（山中suplex、滋賀、2016年）、『東北芸工大 京都造形大 大学院生交流展BRIDGE』（アートスペース羅針盤、
東京、2012年）、『アートどすえ―京都芸術物産展』（Hidari Zingaro、東京、2011年）、『カイメンカッセイ21人展』（海岸通
ギャラリーCASO、大阪、2010年）、『モルモルモット』
（0000gallery、京都、2010年）などが挙げられる。また、
今年2度目の開催だった『ARTISTSʼ FAIR KYOTO 2019』
（京都府京都文化博物館別館・京都新聞ビル印刷工場跡）で
もその作品が大きな注目を浴びました。

※本展に関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いいたします。
WAITINGROOM（代表：芦川朋子）
住所：〒112-0005 東京都文京区水道2-14-2 長島ビル 1F
営業時間：水木金土 12-19時・日 12-17時
定休日：月火祝
Tel：03-6304-1877 Eメール：info@waitingroom.jp
Web：http://waitingroom.jp
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Group Exhibition “Island with ONI”
Artists : Daisuke Ohba, Kengo Kito, Shinya Imanishi, Saya Okubo, Kurumi Kotani, Naosuke Wada
Duration : September 21st, Sat. - October 20th, Sun, 2019
Opening Reception : September 21st, Sat. 6:00-8:00pm
- We are open on Wed. to Sat. 12-7pm and Sun. 12-5pm
- Closed on Mon., Tue. and National Holidays
- Opening Reception : 9/21, Saturday, 6-8pm with all artists present

Venue : WAITINGROOM (1F-2-14-2 Suido, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0005, JAPAN)
Cooperation : SCAI THE BATHHOUSE, KENJI TAKI GALLERY, rin art association, nca | nichido contemporary art
Tokyo, Japan - WAITINGROOM is pleased to announce a group exhibition “Island with ONI” with Daisuke Ohba, Kengo Kito, Shinya
Imanishi, Saya Okubo, Kurumi Kotani, and Naosuke Wada, through September 21st to October 20th, 2019. This exhibition will showcase
two professors of Kyo University of Art and Design, Ohba and Kito, and 4 of their students who graduated in different years. It is the first
time that they will show together.

Seven years ago when Ohba started teaching at the Kyoto University of Art and Design, there were very few students who aim to be
the artist. There were almost no relationships/ connections between students and no share studios at all. Except only few exceptions,
there were almost no alumni who exhibited at the museum in and out of Japan and was picked up by the commercial galleries. Two
years later, Kengo Kito who returned from Berlin also started teaching with Ohba and it has been five years since then. Ohba and Kito
say that there are more and more students and alumni who are working as artists actively such as participating in many kinds of
exhibitions in and out of Japan, winning the prizes, having been picked up by the commercial galleries. Additionally, lots of collectors,
galleries and curators visit the graduation exhibition at Kyoto University of Art and Design from Tokyo to find up and coming artists and
the reformation of the university has been receiving lots of good attentions. After graduation, relationship among Ohba, Kito and alumni
from different years are continuing so that current students and alumni have chances to exchange opinions regularly. Because of all
these situations, the layers of the university have been increasing and these bonds have been stronger rapidly for the past couple of
years. We, the gallery, met one of the alumni, Saya OKUBO, in 2017 and started working together, and then started knowing the
relationship among Ohba, Kito, current students and alumni. Throughout experience of meeting them and seeing the situation, this
painting exhibition came together.

↓<NEXT PAGE> Artist Biography
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Photo by Omote Nobutada, Courtesy of SCAI THE BATHHOUSE

Daisuke OHBA
Born in 1981 in Shizuoka. Graduated from Tokyo University of the Arts, Master’s degree, in 2007. Represented by SCAI THE
BATHHOUSE. Associate professor at Kyoto University of Art and Design. Ohba creates painting with which image and color keeps
changing depending on the light and position of the audience, by using polarization’s acrylic paint and many different mediums and
giving own rules in production.
He had solo exhibitions at SCAI THE BATHHOUSE in 2009, 2012, and 2017. Recent exhibitions include a group exhibition “KAKEGAWA
CHAENNALE” (Kakegawa City Ninomaru Museum, Shizuoka, 2017), group exhibition “THE ECHO” (Takasaki City Gallery, Gunma,
2016), group exhibition “New Collection Exhibition” (Shizuoka Prefectural Museum of Art, Shizuoka, 2016), group exhibition “The White
Expression - from the contemporary collection -“ (Shizuoka Prefectural Museum of Art, Shizuoka, 2015), group exhibition “Tagu
Exhibition☆ - Taguchi Art Collection -“ (Matsumoto City Museum of Art, Nagano, 2014), group exhibition “NATURES DUET:SELECTED
WORKS BY JORGE MAYET＆DAISUKE OHBA” (FAJAM FOUNDATION, Dubai, 2014), group exhibition “The Islands of the Day Before”
(Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei, 2013), group exhibition “Hyperarchipelago” (EYE OF GYRE, Tokyo, 2012), solo exhibition “The
Light Field” (Daiwa Anglo-Japanese Foundation, 2011) and many others both in Japan and abroad.

Kengo KITO
Born in 1977 in Aichi. Graduated from Kyoto City University of Arts, Master’s degree, in 2003. He stayed in New York between 2008 and
2009, in support with Gotoh Foundation Scholarship, and stayed in Berlin for 2 years in support with Japan Agency For Cultural Affairs
Scholarship. He moved back to Japan in 2015 and currently lives and works in Takasaki City, Gunma. Represented by rin art association
and KENJI TAKI GALLERY. Professor at Kyoto University of Art and Design. Kito creates large scale installation, sculpture, painting, and
photography, by incorporating the phenomenon of rotation and circulation. He mainly uses ready-made goods such as Hula hoop,
Shampoo bottles, strings and cloths, and gives movement by using motors and other materials.
Recent exhibitions include a group exhibition “The secret of hope” (Takamatsu Art Museum, Kagawa, 2019), solo exhibition “cart wheel
galaxy” (Gateau Festa Harada Gallery, Gunma, 2018), solo exhibition “MULTIPLE STAR I-III” (Hara Museum Arc, Contemporary art
gallery A, Gunma, 2017), group exhibition “Art is Science” (Karuizawa New Art Museum, Nagano, 2017), solo exhibition “cart wheel
galaxy” (rin art association, Gunma, 2017), group exhibition “THE ECHO” (Takasaki City Gallery, Gunma, 2016), solo exhibition “Time
Travel - Tokyo” (KENJI TAKI GALLERY, Tokyo, 2016), group exhibition “COSMOS/INTIME La Collection Takahashi” (Maison de la culture
du Japon & Paris, 2014-2015) and many others both in Japan and abroad.
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Shinya IMANISHI
Born in 1990 in Nara. Graduated from Kyoto University of Art and Design, Master’s degree, in 2015. Represented by nca | nichido
contemporary art. He creates painting with layers of oil paints and repetitive traces of strong strokes, exploring the relationship between
perspective and distance, and attempting to present the ambiguity and uncertainty of things we all recognize in the same way.
Recent exhibitions include “ARTISTS' FAIR KYOTO” (The Museum of Kyoto Annex, Kyoto, 2019 and 2018), “Kyoto Art Tomorrow 2019 Kyoto Emerging Artists Selection Exhibition” (The Museum of Kyoto, Kyoto, 2019), solo exhibition “Wind, Rain, and your Words” (Art
Delight, Seoul, Korea, 2018), solo exhibition “ISANATORI” (nca | nichido contemporary art, Tokyo, 2017), Japan Taiwan Cultural
Exchange Exhibition Art Collection Exhibition (Warehouse Terrada, Tokyo, 2017), Gunma Biennale for Young Artists 2017 (Museum of
Modern Art Gunma, Gunma, 2017) “Remaining Sceneries” (galerie nichido Taipei, Taipei, 2016), “Stars popping out of Chaos
2015” (Spiral Garden, Tokyo, 2015), “Sensing Body” (nca | nichido contemporary art, Tokyo, 2015) and others.

Saya OKUBO
Born in 1992 in Fukuoka, currently lives and works in Kyoto. Graduated from Kyoto University of Arts and Design, Master’s degree, in
2017. Represented by WAITINGROOM. She creates paintings coexisted both separated elements which are symbolic image
represented by outlines and undulation of phenomenal image with materiality.
Recent exhibitions include a solo exhibition “a doubtful reply” (WAITINGROOM, Tokyo, 2018), group exhibition “Art Students
Exhibition2017” (SEZON ART GALLERY, Tokyo, 2017), group exhibition “NEWSPACE” (WAITINGROOM, Tokyo, 2017), group exhibition
“movement 2016 - 1st movement -“ (ARTZONE, Kyoto, 2016), “HERE I AM KUAD x TUNA Exchange Exhibition” (Na pai Art Gallery,
Taipei, Taiwan, 2015), group exhibition “HOP2015” (Galerie Aube, Kyoto, 2015) and others. She also won the prize of Masami Shiraishi
Award at “the 4th CAF Award Exhibition” (Daikanyama Hillside Forum, Tokyo, 2017) and her works have been receiving a lot of attention.
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Kurumi KOTANI
Born in 1994 in Osaka, currently lives and works in Osaka. Graduated from Kyoto University of Arts and Design, Master’s degree, in
2019. She creates mainly painting in the theme of presence and trace of uncertain existence. She resembles the canvas like a window
and paints the landscape with the trace which someone touches the window with dewfall. By expressing the scenery almost like a scene
from a horror film, she attempts to make the mysterious or supernatural existence appear in the painting.
Recent exhibitions include a group exhibition “nine colors X III” (Shibuya Seibu, Tokyo, 2019), group exhibition “KUAD ANNUAL 2019 Spaceship Earth” (Tokyo Metropolitan Art Museum, Tokyo, 2019), group exhibition “Sleep to wake up” (MediaPassage, Kyoto, 2018),
group exhibition “SHIBUYA STYLE vol.12” (Shibuya Seibu, Tokyo, 2018) and others. She is the youngest artist in this exhibition but
receives a lot of attentions for her future activities.

Naosuke WADA
Born in 1983 in Hyogo. Graduated from Kyoto University of Arts and Design, Master’s degree, in 2013. He refers to the classical
technique of using glaze which is the thin melted paint and putting them into many thin layers. He replaces this classical one to the
contemporary medium and creates painting which color and shape keeps slightly changing every time we see, offering us to rethink
about the way of viewing.
Recent exhibitions include a group exhibition “JOINT EXHIBITION yodostudio×studioHAIDENBAN” (Studio HAIDENBAN, Kyoto, 2017),
solo exhibition “Terrarium” (Yamanaka suplex, Shiga, 2016), group exhibition “Tohoku University of Art and Design x Kyoto University of
Arts and Design Exchange Exhibition BRIDGE” (Art Space Rashinban, Tokyo, 2012), “Art Dosue” (Hidari Zingaro, Tokyo, 2011), “Kaimen
Kassei 21 artists exhibition” (CASO Gallery, Osaka, 2010), “Moru Morumotto” (0000gallery, Kyoto, 2010) and others. Additionally, at the
2nd year of “ARTISTS' FAIR KYOTO
2019” (The Museum of Kyoto Annex), his
work has received a lot of attentions.

*Inquiry about the exhibition and artist
WAITINGROOM (Owner & Director: Tomoko Ashikawa)
Address: 1F-2-14-2 Suido, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0005
Hours: Wed. to Sat. 12-7pm Sun. 12-5pm (Closed on Mon. Tue. and National Holidays)
Tel : +81-3-6304–1010 email: info@waitingroom.jp
Website : http://waitingroom.jp

