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TEZUKAYAMA GALLERYでは、9月16日(金)から10月15日(土)まで、御村紗也の個展「In the corner of the page」
を開催いたします。
御村紗也は1997年に生まれ、大学院を修了するまでの6年間を京都で過ごし、現在は生まれ故郷である三重県を拠点に活動しているアー
ティストです。
学生時代より日常に溢れる何気ない瞬間や光景、
または現象を主題としながら、様々な技法やテクスチャーに置き換えて画面上で構成し直
すことで、叙情的な要素を含んだ絵画を制作しています。
日に照らされることで現れる影、風に揺れる木々の音、 肌で感じる温度や空気の香りといった、刹那的な情景を収めた写真をもとにドローイ
ングを作成し、
それらをシルクスクリーンの均一な線やリズミカルで軽やかな筆致、柔らかな色彩に置き換えてキャンバス上に再現します。
また、作品の表面には樹脂による光沢感のある塗面や水性アクリルによるマットな質感の塗面、下地材を用いた粒子状の色面など、一枚の
作品の中でテクスチャーの差異が効果的に配されることで、多様な視覚体験を有した画面となっています。
いくつかの身体的なプロセスを
重ねて、作品の完成へと向かう姿勢は、泡沫のような触れられない存在を少しでも掴もうとする作家の意思を感じさせます。
今展は、
この春に京都芸術大学大学院を修了したばかりである御村紗也のTEZUKAYAMA GALLERYでの初個展となります。会場では新
たに制作された大作を中心に新作約15点が展示されます。
是非、御村紗也の初個展「In the corner of the page」
にご期待下さいませ。

アーティスト･ステートメント
制作の最初に、
メモを書くようにドローイングをします。
友達と電話をしている時や退屈な授業を聴いている時にする手遊びのように、
とりあえず手を動かしながら描きます。
描くものは、
なんとなく気になった光景です。
その光景は、
ごく普通で日常に溶け込んでいますが、光が差す・風に揺れる・心地よい音がする・私/あなたがここにいる、色々なものによって
現れた美しい瞬間だと思っています。
生活の片隅にある変哲もないものが、意味を持つ瞬間をつくりたいと思います。
御村 紗也
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□ 作家略歴 | Biography

御村 紗也
三重県生まれ、三重県在住。
1997

三重県生まれ
2022

京都芸術大学大学院修士課程 修了

主な個展
2022
「In the corner of the page」| TEZUKAYAMA GALLERY 大阪
2021
「御村紗也展 -対話の再現-」| 大雅堂 京都

主なグループ展 / アートフェアなど
2022
「9Artists 9Colors PART3 -記憶の痕跡-」| Gallery A8T 宮城
「grid」| biscuit gallery 東京
「Light Vision」| Humarish Club マカオ
「ARTISTSʼ FAIR KYOTO」| 京都府京都文化博物館 別館 京都
2021
「シェル美術賞展 2021」| 国立新美術館 東京
「KUA ANNUAL 2021 irregular reports いびつな報告群と希望の兆し」| 東京都美術館 東京
「待合室」京都芸術大学大学院神谷ゼミ展 | ホテルアンテルーム那覇 沖縄
「鬼頭健吾(京都芸術大学)×薄久保香(東京藝術大学)推薦作家展」| 西武渋谷店 東京
「ARTISTSʼ FAIR KYOTO 2021 下鴨プレアデス」| 下鴨茶寮 京都
「biscuit gallery opening ExhibitionII」| biscuit gallery 東京
「Collectorsʼ Collective Vol.4 Osaka」| TEZUKAYAMA GALLERY
2020
「DELTA Experiment」| TEZUKAYAMA GALLERY
「FOCUS-Four Painters-」| TEZUKAYAMA GALLERY
京都芸術大学美術工芸学科選抜展vol.1「クロスフロンティア」| ワコールスタディホール京都 京都
「ANTEROOM NAHA ̲Phase 2020」| ホテルアンテルーム那覇 沖縄
2019
「アートラウンジ@イセタンメンズ (Artist's Tideland)」| 伊勢丹新宿店 東京

受賞／入選歴
2022
「京都芸術大学卒業展 大学院修了展」 優秀賞
2021
「WATOWA ART AWARD」 山本菜々子賞
「シェル美術館展2021」 入選
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□ 作品 | Artworks

小さな庭園 / 2021 / acrylic and silkscreen on panel / H1100×W2500mm
個人蔵

nap / 2022 / mixed technique on panel / H894×W1303mm

□ 展覧会情報 | Exhibition Info

御 村 紗 也 | S ay a M i mu r a

｢In the corner of the page｣
2022.9.16 (Fri) - 10.15 (Sat)
営業時間: 火 - 土 12 : 00 - 19 : 00 | 休廊日: 日曜日・月曜日・祝日
OPEN: Tue - Sat 12:00 - 19:00
CLOSED: Sunday, Monday and Holiday
お問合せ: info@tezukayama-g.com / 岡田 (TEZUKAYAMA GALLERY)
【住所 / Address】
〒550-0015 大阪市西区南堀江1-19-27山崎ビル2F
Yamazaki Bldg. 2F, 1-19-27 Minami-Horie, Nishi-ku, Osaka,550-0015
JAPAN
tell: +81 6 6534 3993 / instagram: tezukayama̲g

2021年度 京都芸術大学卒業展 大学院修了展
会場: 京都芸術大学 / 2022

time for reading / 2022 / mixed technique on panel / H455×W380mm

