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この度、TEZUKAYAMA

GALLERYでは栗棟美里の個展「皮下の過激か

Tezukayama Gallery is pleased to present “From the Extreme of

ら理性への回帰」を開催する運びとなりました。

Subcutaneous to the Return to Reason”, a solo exhibition by Misato

1988年生まれの栗棟は、京都精華大学在学中より自身のスタイルを確立

Kurimune.

し、現在は出身地である神戸市で精力的に活動しています。
栗棟は、版画を専攻していた学 時代より自身が撮影したモノクロ写真を

Born in 1988, Misato Kurimune established her unique concept and
style whilst studying at the Kyoto Seika University, she is now based
in her hometown of Kobe where continues to work.

布地に印刷し、被写体から湧き上がるイメージをファンデーションや銀箔な

Kurimune has been creating works based on black and white photo-

ど、様々な素材を使い描画を施すという手法で作品を発表してきました。そ

graphs, printed on fabric and then painted over with cosmetics or

の基盤となるのは、あらゆる存在や美、時間や生命等の本質を探るといっ

silver powder, techniques perfected during her days as a print

た作家の問いかけです。近年では、ガラスを支持体とした作品など、写真

making student at university. The base is questions of all existence

表現をベースにしながらもメディウムにとらわれない自由な視点で制作を

and beauty, intimate of life and time.
Recently, she has tried to use other mediums such as glass but

重ねています。また、2014年のArt Osakaでの個展ではホテルの客室を舞

continues to use photograph techniques with a broad perspective.

台に、結婚を迎える花嫁の控え室というコンセプトのもと、インスタレーショ

In 2014, at Art Osaka, she set a hotel room as an installation work

ン形式で空間を構成するなど、表現方法を拡張し続けています。

under the concept of a bride’s waiting room for her wedding. Always

ギャラリーでは３年ぶりとなる今個展で、栗棟は「２７歳の日本人女性」と
しての自分自身にフォーカスし、大胆にも全作品をセルフポートレートで構
成します。作家はこれまで普遍的なテーマを作品に反映させてきました。
ですが、作品は普遍とは対極にある自身の体や思考を通して出来上がり
ます。

eager to try different approaches to her work, Kurimune is on a
constant search to broaden her horizons.
This exhibition will be the first in the gallery for three years. Kurimune has focused on herself as a 27 year old Japanese woman,
making a bold attempt to use all her self-portrait work for this exhibition. kurimune has approached her work as a universal theme,

制作を続ける中で、栗棟にとって「自分自身」はとうとう向き合わざるをえな

however it can be seen as antipodes to art works which are based

い対象となっていました。タイトルにもある[理性への回帰]は、マン・レイ

on the artists own mind and philosophy.

(1890-1976)が、1923年に発表した映像作品からインスピレーションを得た

This has brought kurimune to finally face herself.

もの。自身の"心象は他人からは可視できない「皮下の過激」であり、それ
を作品として可視化することを、シューレアリスムへのオマージュという意
味で「理性への回帰」” (栗棟美里)としています。
一人の人間として、作家としてますます目が離せない栗棟美里の新たな
一面をお楽しみください。

The title of the exhibition is inspired by the 1923 film "The Return to
Reason" by Man Ray(1890-1976) . Oneself mental image is “The
Extreme of Subcutaneous” as it cannot be visible to others, for this,
a turn to art made visible, a homage to surrealism that Kurimune
decided to name "The Extreme of Subcutaneous to The Return to
Reason"
We hope you enjoy seeing Kurimune’s new facet as an artist but
also as a person.

栗棟 美里

Misato Kurimune
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