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主催 :東北芸術工科大学　http://www.tuad.ac.jp/

四季の風景が豊かな山形・蔵王山麓にある東

北芸術工科大学は、芸術学部とデザイン工学

部の2学部から成る芸術系総合大学です。関

東を中心に北海道から沖縄まで全国から集ま

る学生たちが、自分と向き合い、自分が生きて

いる場所と向き合い、そして社会や世界と向き

合う。そんな意識を

もって学んでいます。

この度、2015年度に本学芸術学部・大学院

を卒業・修了する学生たちの選抜展「東北芸

術工科大学卒業／修了研究制作展 東京

展」（東京都美術館・上野 2月23日から28日）

と連動し、本学を巣立ち、社会で作家活動を

続けるアーティストたち（今回は16名）の作品

を、東京（銀座、京橋、日本橋）の11画廊で発

表します。会期中は、美術のコレクター、展覧

会をつくるキュレーター、美大教授のトーク

ショーも開催します。高校生・予備校生限定

でスタンプラリーも実施！楽しく回りながら、

美術をつくる様々な人たちに、作家になる方

法、展覧会のつくり方など、普段思っている

素朴な疑問を直接聞きにきませんか ? 

a-1 相馬祐子 “視えないものへの信仰”をテーマに現代社会を描いた銅板画

a-2 松浦翼 公共の場にたくましく艶やかに生きる雑草や草花を描いた日本画

a-3 横道詩依奈 当たり前の道、道なき道、色々な場所での出会い、ゴールなき旅の

  賑やかさを描いた油彩画

b 鹿取美希 自分の願いにふさわしい動物を祀る動物信仰に着目した日本画

c 針生卓治 窓や本を抽象化し無数のイメージを重層化した絵画

d 鳥潟由子 自然界と人間界の境界を行き来する東北の“オシラ信仰”に由来

  するインスタレーション

e-1 家永彩里菜 水彩やインクがほとばしる美しい色彩の絵画

e-2 氏家咲智子 多様な表情の顔、顔、顔が画面いっぱいに描かれた絵画

f-1 高橋芙美子 日常に潜む“ひっそりした何か”と自己との曖昧な境界線を表現

  した日本画

f-2 中野聡子 “混沌の海”をテーマに会場全体を覆う布のインスタレーション

g-1 佐藤彩絵 愛、友情、信頼、常識、信仰、社会などの人間の認識を共有する“幻

  想”を描いた油彩画

g-2 後藤瞳 実在する自然の中の“奇妙な物体”を再構築して描いた絵画

h 藤澤朋広 “肯定をしながら生きる”明るく踏みだす人間と物を組み合せた

  油彩画

i 大塚麻美 山をモチーフに、偶然と必然、天と地などの二面性を、線香で穴を

  あけた紙で表現

j-1 津田文香 夕暮れから明け方のあいだに見つけた町の風景を描いた日本画

j-2 元木孝美 高さや奥行きを視覚化する空間構成彫刻

作品概要

東北芸術工科大学 TUADスプリング・アート・フェア in Tokyo 2016     

2016年2月22日（月）      27日（土）会期中無休・入場無料
銀座・京橋・日本橋地区の11画廊で開催

※画廊により開廊時間が異なります。裏面に掲載してありますので、確認してお出かけください。

美術をつくる魅力的な人たちに、

出会ってみよう。

聞いてみよう。

銀座11画廊にアーティストが集結する
6日間のドキドキ画廊体験!
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b画廊めぐりのコツ
画廊の場所や最寄り駅を事前に調べたり、
巡る順番を事前に組み立てておくと安心です。

TUAD Spring Art Fair in Tokyo 2016

トークショースケジュール

東北芸術工科大学卒業／修了研究・制作展 東京展
芸術学部美術科（日本画・洋画・版画・彫刻・工芸・テキスタイル・総合美術）卒業生、修

了生の作品を展示します。

2月23日（火）- 28日（日） 9:30-17:30 会期中無休

東京都美術館｜東京都台東区上野公園8-36  上野駅下車 徒歩７分（上野公園内）

TEL 03-3823-6921 スタンプラリーのゴールはココ！ 

Gallery Map  TUAD Spring Art Fair in Tokyo 2016

日中にギャラリーを巡ったら、夕方からは 

トークショーに参加してみましょう。ギャラ

リーに入るときは大人でもドキドキしますの

で、みなさんも緊張するかもしれません。でも

その先にある魅力的な作品や人たちとの出

会いを楽しんでみてください。会期中の土曜

日はアーティストたちも在廊しています。

〈入場無料／予約不要〉

aからｊの11画廊のうち「5か所以上」を見学して
くれた方に画材をプレゼント！各画廊に設置し
たスタンプをフライヤーに押して、同フェアと同
時開催中の「東北芸術工科大学卒業／修了研
究制作展 東京展」（東京都美術館）の受付ま
でお持ちください（先着500名）。

出会ってみよう。
聞いてみよう。

アーティストになるための心構えを聞いてみよう！1

木村悦雄［コレクター］
2月22日 （月） 18:00-19:00  アートスペース羅針盤 〈map-c〉
 「世界を視野に入れた夢」～若きアーティストへ贈るエール

アーティストを支援する第一人者からのアドバイス！

立島惠［佐藤美術館 学芸部長 ］
2月23日 （火） 17:30-18:30  銀座井上画廊 〈map-f 〉
 「つくり続けてゆくためには」～アーティストとしての環境づくりを考える

美術館の仕事を知りたい方におすすめ！

山本雅美［東京都美術館 学芸員 ］
2月24日 （水） 18:00-19:00  Steps Gallery 〈map-i〉
 「美術館とアーティスト－作品を後世に伝えるために」

アーティストになるための心構えを聞いてみよう！2

辻けい［東北芸術工科大学 美術科教授 ］
2月25日 （木） 18:00-19:00  ギャラリー現 〈map-d〉
 「創作活動を続ける理

わ け

由」

アーティストになるための心構えを聞いてみよう！3

瀬島匠［東北芸術工科大学 美術科准教授 ］
2月26日 （金） 18:00-19:00  ギャラリー志門 〈map-e〉
 「卒業後、絵を描き続けると言うこと」

タフなアーティストになるための視点を聞いてみよう！

山本冬彦［アートソムリエ・コレクター ］
2月27日 （土） 13:00-14:00  REIJINSHA GALLERY 〈map-a〉
「コレクターからの若手作家への提言」

map a REIJINSHA GALLERY - 東京都中央区銀座6-7-2 B1F TEL 03-6215-6022 相馬祐子・松浦翼・横道詩依奈 展 12:00-19:00 最終日は17:00まで

map b ギャラリー ツープラス - 東京都中央区日本橋2-1-19 三幸ビル B1F TEL 03-6695-8964 鹿取美希 展 12:00-19:00 最終日は17:00まで

map c アートスペース羅針盤 - 東京都中央区京橋3-5-3 京栄ビル2F TEL 03-3538-0160  針生卓治 展 11:00-19:00 最終日は17:00まで

map d ギャラリー現 - 東京都中央区銀座1-10-19 銀座一ビル 3F TEL 03-3561-6869 鳥潟由子 展 11:30-19:00 最終日は17:00まで

map e ギャルリー志門 - 東京都中央区銀座6-13-7 新保ビル3F TEL 03-3541-2511 家永彩里菜・氏家咲智子 展 11:00-19:00 最終日は17:00まで

map f  銀座井上画廊 - 東京都中央区銀座3-5-6 井上商会ビル3F TEL 03-3562-1911
 高橋芙美子 展 11:00-19:00 初日は13:00から 最終日は17:00まで

  中野聡子 展 3/1（火）-3/5（土） 11:00-19:00 最終日は17:00まで

map g ギャラリー檜B - 東京都中央区京橋3-9-9 ウィンド京橋ビル2F TEL 03-6228-6361 佐藤彩絵 展 11:30-19:00 最終日は17:30まで

 ギャラリー檜C- 東京都中央区京橋3-9-9 ウィンド京橋ビル2F TEL 03-6228-6361 後藤瞳 展 11:30-19:00 最終日は17:30まで

map h ギャルリ・プス - 東京都中央区銀座5-14-16 銀座アビタシオン201 TEL 03-5565-3870 藤澤朋広 展 12:00-18:30 最終日は16:00まで

map i Steps Gallery - 東京都中央区銀座4-4-13 琉映ビル5F  TEL 03-6228-6195 大塚麻美 展 12:00-19:00 最終日は17:00まで

map j 2階 藍画廊 - 東京都中央区銀座1-5-2 西勢ビル2F TEL 03-3567-8777 元木孝美 展 11:30-19:00 最終日は18:00まで

map j 6階 GALERIE SOL - 東京都中央区銀座1-5-2 西勢ビル6F TEL 03-6228-6050  津田文香 展 11:00-19:00 最終日は17:00まで 

 「ピシュス」版画展
美術科版画コースの大学院生、卒業生、教員による小作品を40-50点展示します。

2月22日（月）- 27日（土） 11:00-19:00 最終日は17:00まで

養清堂画廊｜東京都中央区銀座5-5-15〈map-k〉
TEL 03-3571-1312

銀座スルガ台画廊レスポワール展 「棚澤寛 展」
空を飛ぶ人の落ちる怖さや爽快感などの心理が反映される絵を展示します。

2月22日（月）- 27日（土） 11:00-19:00 最終日は17:30まで

銀座スルガ台画廊｜東京都中央区銀座6-5-8 トップビル2F 〈map-l〉
TEL 03-3574-8691

TUAD Spring Art Fair in Tokyo 2016

同時開催する展覧会

TUAD Spring Art Fair in Tokyo 2016

開催する展覧会一覧

高校生・予備校生限定

 スタンプラリー

藍画廊 ギャラリー現 ギャラリー檜 アートスペース羅針盤 ギャラリー ツープラス
ゴール！

東京都美術館

REIJINSHA 

GALLERY
ギャルリー志門 ギャルリ・プス Steps Gallery 銀座井上画廊 GALERIE SOL

プレゼント引換期間2016年2月23日（火）- 28日（日） ※2月22日は「東北芸術工科大学卒業／修了研究制作展 東京展」開催前のため交換できませんのでご注意ください。

2016年2月22日（月）      27日（土）会期中無休・入場無料

主催 東北芸術工科大学 

協力 株式会社クサカベ 

お問合せ 東北芸術工科大学入学広報課
 TEL023-627-2246 
 山形県山形市上桜田 3-4-5 
 http://www.tuad.ac.jp/
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