
グループ展『まなざしのカタチ.02』開催のご案内
展覧会名：『まなざしのカタチ.02』 
展示作家：浦川 大志／小林 健太／山形 一生 
会　　期：2021年5月29日（土）～ 6月27日（日） 
　　　　・オープニングレセプションは開催致しません。 
　　　　・会期中は、水～土 12-19時、日 12-17時のオープンとなります。（定休日：月火祝） 
　　　　・社会情勢によっては、会期等が変更になる場合がございます。最新情報はウェブサイトに掲載いたします。 
会　　場：WAITINGROOM（〒112-0005　東京都文京区水道2-14-2 長島ビル1F）

WAITINGROOM（東京）では、2021年5月29日（土）から6月27日（日）まで、浦川大志・小林健太・山形一生によるグループ展『ま
なざしのカタチ.02』を開催いたします。2020年2月に開催したグループ展『まなざしのカタチ』から拡張された企画で、第1回目は3名
の女性ペインターそれぞれの眼差しが交差した展覧会でしたが、本展は3名の男性アーティストが、絵画・写真・映像という異なったメ
ディウムを通してそれぞれの「まなざし」を表現するグループ展になっております。是非ともご高覧ください。
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↓＜次頁＞ 作家略歴

浦川大志は、福岡県を拠点に、スマートフォンを通して取得した情報や身体感覚をもとに、デジタル的な筆致を特徴とする絵画作品を
制作しているアーティストです。その制作方法は、画像検索やSNSを使って集めた画像やイラストを、自身が撮影した写真と組み合わ
せて「風景画」として構築するというものであり、出品作である新作も同様の方法で制作されています。断片的な現実で作られた風景
画は、スマートフォンなどが持つディスプレイが最も身近な平面となり、インターネットによって常に手軽に仮想世界への接続が可能
となった現代における、私たちの視覚への影響や変化を示唆しているようです。 

小林健太の作品は、自身で撮影した写真に大胆なデジタル加工を施して制作されています。本展では、渋谷の夜景や日常風景がモチー
フの平面作品、写真へのデジタル加工部分を抽出した立体作品に加え、2017年の個展で発表した作品を発展させた、スニーカーと自
動車をコラージュした新作も発表します。現代的なデザインとして見慣れた、靴や自動車、建築などにみられる曲線美は、時に人々の
情緒を刺激し扇動すら促します。そのような美的感覚はテクノロジーの進歩によって生まれた価値観であり、自身もそのような美しさ
に惹かれていることを自覚的に取り入れて制作される小林の作品には、一見、テクノロジーを操りきれているように見える人間は、実
は逆にそれらに操作されていると言えるのではないかという、現代における都市や日常に対する眼差しが色濃く反映されています。 

山形一生の作品の多くは、動植物の飼育経験や、ゲームやインターネット上での経験をもとに、コンピューターグラフィックスを用い
て制作されています。本展において山形は、複数の映像作品を発表します。映像は、南国の植物や血のついたベッド、電車や飛行機の
車窓といった、3DCGによって生成された風景と字幕によって語られる内容とが組み合わさって展開されますが、その物語は、行く宛
が一向に示されないまま進行し続けます。目的地がないまま移動を続ける、まるで根を削がれたような物語や、卵や植物、血液といっ
た有機的なモチーフが、粒子の荒いドットや細部の情報が削がれた3DCGによって描写され、仮想的に表現される山形の作品は、私た
ちを含む生命の生々しさや流動性を、現実味をもって意識させます。

左：浦川大志《部屋の隅（黴）》2021年、パネルに綿布、ジェッソ、アクリル、910×520mm 
中央：小林健太《Shibuya_1-9, #9squares #smudge》2020年、インクジェット・プリント 
右：山形一生《Fasten your seat belt》2020年、ビデオスチル



浦川 大志（うらかわ・たいし） 

1994年 福岡県生まれ 
現在、福岡県を拠点に活動中 

学歴 

2013　九州産業大学 芸術学部美術学科 卒業 

主な個展 

2016　『個展』- ギャラリーおいし（福岡） 
2015　現れては消えるもの - Gallery門馬&ANNEX（北海道） 
2014　ヒトリ成人式展 - art space tetra（福岡） 
　　　  世界との関わり方 - 銘茶園カフェ（福岡） 
2013　一人卒業制作展 - IAF SHOP*（福岡） 

主なグループ展 

2021　NEW ORDER SOAP COLLECTION 2021 - GALLERY SOAP（福岡） 
2020　生島国宜＋浅野友理子＋浦川大志 - ギャラリー尾形（福岡） 
　　　  『21世紀の画家、遺言の初期衝動　絵画検討会2018』出版記念展示「想像上の生き物」- theca（東京） 
　　　  Group Show Ⅳ - CASHI（東京） 
　　　  NEW JAPANESE PAINTING - Mikiko Sato Gallery（ドイツ） 
2019　浦川大志、加茂昂・竹内公太「絵画」SNOW Contemporary（東京） 
　　　  名もなき実昌&浦川大志 二人展「#終わらにゃい？#もう終わんにゃい！」 - NADiff a/p/a/r/t（東京） 
　　　  浦川大志＆名もなき実昌 二人展「終わるまで終わらないよ」 - 熊本市現代美術館（熊本） 
　　　  ブレイク前夜　次世代の芸術家たち - 六本木ヒルズA/Dギャラリー（東京） 
2018　ふぁちゅあす☆めたまるふぉ～ぜ - 新天町村岡屋ギャラリー（福岡） 
　　　  絵画検討会2018 第二展示　浦川大志×高田マル×千葉成夫 三人展「land(e)scape」- ギャラリー 尾形（福岡） 
　　　  美しい混乱をピンチアウト - art space tetra（福岡） 
　　　  新しい平面の作家その一部コア ――梅沢和木、浦川大志、百頭たけし - ゲンロン カオス*ラウンジ 五反田アトリエ（東京） 
　　　  VOCA展2018 - 上野の森美術館（東京） 
2017　ISETAN ニューアーティスト・ディスプレイ - 伊勢丹新宿店本館（東京） 
　　　  筑後アート往来2016 感性の生まれいづるところ - 九州芸文館（福岡） 
2015　黄金町バザール 2015 - 京急線「日ノ出町駅」から「黄金町駅」間の高架下スタジオ、周辺のスタジオ、既存の店舗、屋外、他（神奈川） 
　　　  正方景＋長方景＋α展 - Wald Art Studio（福岡） 
2014　第39回全国大学版画展 - 町田市立国際版画美術館（東京） 
　　　  福岡アジアふたりエンナーレ2014 - IAF SHOP*（福岡） 
2013　部屋を飾る絵画/写真 - art space tetra（福岡） 

アワード 

2018　VOCA展2018 大原美術館賞 
2015　第24回英展～半径3メートル～ 優秀賞 

出版物／掲載記事 

「2020年私はこれを買いました！」p.7、『月刊アートコレクターズ』No.143、2021年2月号、生活の友社 
諏訪部真「『九州派』も『若手』も　アートが占う九州の未来」、西日本新聞、2020年10月15日 
『21世紀の画家、遺言の初期衝動　絵画検討会2018』高田マル編著、2020年4月14日、絵画検討社 

パブリックコレクション 

大原美術館 
九州産業大学 
福岡市美術館 
高橋龍太郎コレクション

↓＜次頁＞ 作家略歴（つづき）

《無駄意》2021年 
パネルに綿布、ジェッソ、アクリル 

910 x 520 mm
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↓＜次頁＞ 作家略歴（つづき）

小林 健太（こばやし・けんた） 

1992年 神奈川県生まれ 
現在、東京都と湘南を拠点に活動中 

学歴 

2016　東京造形大学 造形学部美術学科 絵画専攻領域 卒業  

主な個展 

2020　CALENDAR - People（東京） 
　　　  Live in Fluctuations - Little Big Man Gallery（ロサンゼルス・アメリカ） 
2019　The Magician’s Nephew - rin art association（群馬） 
　　　  Kenta Cobayashi. Portraits curated by Marcella Manni - Nonostante Marras, Vogue Photo Festival（ミラノ・イタリア） 
　　　  Photographic Universe, curated by Francesco Zanot - Fotografia Europea 2019（レッジョ・ネレミリア・イタリア） 
2017　自動車昆虫論／美とはなにか - G/P gallery（東京） 
2016　＃photo - G/P gallery（東京） 

主なグループ展 

2021　新しい実存 - New Existentialism - Unexistence Gallery（オンライン）・HULIC &New UDAGAWA（東京） 
2020　SOURCE/ADIT: Studio TOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCH,  ENCOUNTERS - ANB Tokyo（東京） 
　　　  constellation #01 - rin art association（群馬） 
2019　来るべき世界：科学技術、AIと人間性 - 青山学院大学 青山キャンパス（東京） 
　　　  浅間国際フォトフェスティバル2019 - Photo MIYOTA（長野） 
　　　  Arte Fiera 2019 - Bologna Exhibition Center（ボローニャ・イタリア）  
2018　Unseen Amsterdam 2018 - （アムステルダム・オランダ） 
　　　  ハロー・ワールド　ポスト・ヒューマン時代に向けて - 水戸芸術館（茨城） 
　　　  Tokyo Before/After - The Japan Foundation（トロント・カナダ） 
2017　Forever Fornever - Bannister Gallery（プロビデンス、アメリカ） 
　　　  Guangzhou Image Triennial 2017 - Guangdong Museum of Art（広州・中国） 
2016　GIVE ME YESTERDAY - フォンダンツィーネ・プラダ・ミラン・オッサヴァトリオ（ミラノ・イタリア） 
　　　  新しいルーブ・ゴールドバーグ・マシーン - KAYOKOYUKI（東京）・駒込倉庫（東京） 
　　　  Close to the Edge: New Photography from Japan - MIYAKO YOSHINAGA（ニューヨーク・アメリカ） 
　　　  NEW VISIONS #2 - G/P gallery shinonome（東京） 
2015　ゲシュタルトクライス―導かれる身体／越境する平面― - HAGISO（東京） 
　　　  The Devil May Care - Noorderlicht Photogallery（グローニンゲン・オランダ） 
　　　  hyper-materiality on photo (Photo London) - Somerset House（ロンドン・イギリス） 

主なコラボレーション／キャンペーン 

2020　ダンヒル　 ‘Blue Capsule Collection’ by Mark Weston（コラボレーション） - ロンドン・イギリス 
2019　ダンヒル　2020年春夏コレクション（コラボレーション） - ロンドン・イギリス 
　　　  ルイ・ヴィトン　メンズ秋冬コレクション2019（キャンペーンイメージ） - パリ・フランス 
2018　Unseen Amsterdam 2018（キャンペーンイメージ） - アムステルダム・オランダ 

アワード 

2015　 TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD 2015 グランプリ 

主な出版物 

『Everything_2』, Newfave、2020年 
『Everything_1』, Newfave、2016年 

パブリックコレクション 

サンフランシスコアジア美術館 
Tokyo Before/After - 国際交流基金 
アマナコレクション

《Tokyo Tower #blur #sharpness 》2019年 
アーカイバル・ピグメント・プリント

2019年個展『Photographic Universe』会場風景 
（Fotografia Europea 2019、イタリア）
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山形 一生（やまがた・いっせい） 

1989年 埼玉県生まれ 

学歴 

2015　東京藝術大学大学院美術研究科 絵画専攻（油画）修了 

主な個展 

2020　Fasten your seat belt - TAV Gallery（東京） 
2015　スタンダード・サプレッサー - トーキョーワンダーサイト本郷（東京） 

主なグループ展 

2021　沈黙のカテゴリー｜Silent Category - クリエイティブセンター大阪（大阪） 
2020　ENCOUNTERS - ANB Tokyo（東京） 
　　　  NNR “Noah’s ark” - オンライン 
　　　  パンゲア・オン・ザ・スクリーン - TAV Gallery（東京） 
2019　きりとりめでると未然の墓標（あるいはねこ動画の時代）2019-2020 - パープルームギャラリー（神奈川） 
　　　  the wrong biennale（オンライン） 
2018　Beyond Materializing - 多摩美術大学アートテーク（東京） 
2017　オオカミの眼 - The Iris of Wolf - BLOCK HOUSE（東京） 
　　　  party - オークビルディング3F（東京） 
　　　  Surfin’ - 台東区某所（東京） 
　　　  Ginza 24 Squad - 銀座4丁目 廃ビル（東京） 
　　　  一枚の絵の力 Power of a painting - BLOCK HOUSE（東京） 
　　　  optical camouflage - 遊工房アートスペース（東京） 
2016　iPhone Mural - BLOCK HOUSE（東京） 
　　　  Seeing Things - tokyoarts gallery（東京） 
　　　  ヴ・・・ン - 遊工房アートスペース（東京） 
2015　SPVI / II - ターナーギャラリー（東京） 
　　　  Digital Humanize - 東京藝術大学大学美術館 陳列館（東京） 

ビデオスクリーニング 

2019　Infinity Festival 2019・Hollywood - Goya Studios（ロサンゼルス・アメリカ） 
　　　  ARS ELECTRONICA - Ars electronica center（オーストリア） 
2017　第4回新千歳空港国際アニメーション映画祭 - 新千歳空港ターミナルビル（北海道） 
2016　第21回学生CGコンテスト - 日本化学未来館（東京）、上海当代芸術館（上海・中国） 
　　　  国際アニメーションフェスティバル「GEORAMA2016」 - 座・高円寺（東京） 

アワード 

2018　映像作家100 - NEWAWARDS 最優秀賞 
2016　第21回学生CGコンテスト 評価員賞

2019年個展『Fasten your seat belt』会場風景（TAV Gallery、東京）

※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

《Fasten your seat belt》2020年、ビデオスチル

※本展開催・会期についての注記 
新型コロナウィルス感染拡大に関連する社会情勢に
よっては、会期等が変更になる可能性がございます。 
最新情報は、弊社ギャラリーウェブサイト、各SNS
にて随時配信して参りますので、そちらを合わせて 
ご確認頂けましたら幸いです。
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