


PLY #1 憑依する作法

【作法指示書の条件】



《ドガの『マント家の人々』の少女、臨時休館だったサンリオピューロランドの
前でとりあえず記念撮影をする。2020 年 6月》
2020　キャンバスに油絵具、コラージュ

岩岡純子による作法指示書

→前田春日美に憑依

岩岡 純子  Sumiko Iwaoka
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1989  東京生まれ
2014  多摩美術大学大学院美術研究科博士前期課程 彫刻専攻 修了
2021  個展「フェアプレー」Komagome1-14cas( 東京 )
2021「BankART AIR Winter」BankART Station( 神奈川 )
2019「grove｜SUPEROPEN STUDIO 2019 SOMETHINKS」 

  アートラボはしもと ( 神奈川 )
2019「群馬青年ビエンナーレ」群馬県立近代美術館 ( 群馬 ) 

日々の記憶や感覚を紡いで、形に残したいものを主に木彫で制作。
金色のグリッターで表面をコーティングされた木彫はトロフィーや
銅像のようでありながらも、チープな輝きを放ちます。
何事も早い速度で進む現在に流されてしまわないために、楔を打つ
ように私的な形を残していますが、制作を通して自分にとって何が
大切なのか /興味があるのか気付かされることもあり、自分自身を
確かめる行為のようでもあります。 《my own dovetail key》2021　樟、グリッター

石川慎平による作法指示書

→重松慧祐に憑依

石川 慎平　Shinpei Ishikawa



“憑依する作法展”用　指示書 
～自作において作法になりえる大切なこととかつぶやきとか～ 

　水平・垂直は三次元の檻。文化的な、共通言語として一部の人種にのみ流通して
いるもので自身の造形行為から純粋に発生するものではない。自作で利用すること
にはとても懐疑的。水平・素直のグリッド上にロジックが添付されている界隈から
距離を置かなくてはならない。 

　素材・支持体の一点に意識を立たせてスコープを構えて望むような造形体験や、
空間への親和性や知覚のサポートになるような表現に、水平性の強い作品を見た時
と同じような心地よさを感じる。 

　衛星のようにぐるぐると素材・支持体に関わることで時間軸とともに生まれる求
心力と斥力の集積の痕跡は物質の制限の中で収束される。2つの方向に伸びる竜巻
のようなエネルギーの集積。片方だけ見て、上昇性のように見立て、おもしろがる
ときもある。これには垂直性の強い作品を見た時と同じような心地よさを感じる。 

　設置点は流動的で、作品はいつも無重力を漂っていた。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

　素材・支持体と対峙し始めてから発生する関係性が最も尊い。また関係性を展開
させるための補助として、別のレイヤー上において造形体験の中で受けた印象に近
しい詩的な文をばらまきサブフレームのように物語性を配置する。 

　イメージや設定を具現化するのではなく、作品に触れる時間の中で蓄積され続け
るリアリティの痕跡の追究力、あるいはエネルゲイア（可能態に対する現実態。－
略）への誠実さが作品の浸透力というかパンチ力になる。制作ではここに最も注力
している。 

　造形体験を通して得られた『関係性の中に立ち現れる幻影を励起する表現』が作
品の本懐で、鑑賞者に辿り着くまでの文脈やシステムのプレゼンテーションを具現
化することが目的のものには魅力を感じないという意味で作品には成り得ない。 

2021.6.5

1988 年大阪府生まれ。
2014 年京都精華大学大学院芸術研究科前期博士課程修了。
主な展覧会に、個展『POOR, VIDEO, ANYTIME GOD.』
（2021 年、Sprout Curation、東京）、『New Photographic 
Objects 映像の物質性』（2020 年、埼玉県立近代美術館、
埼玉）、『All Along The Watchtower』（2020 年、YEBISU 
ART LSBO、愛知）などがある。

かけがえのない瞬間（=点）として制度化されたスナップ
写真を、映像やコラージュ、シルクスクリーン製版など他
のメディアの介入によって解放することに挑戦しています。

武蔵野美術大学院彫刻コース修了。
神奈川県清川村アトリエにて石彫制作を展開。
2021 グループ展「観測地」 茨城県 ART SPACE 布布
2020 緑と道の美術展　 神奈川県川崎市 黒川里山地帯
2019 個展 “石鏡” 東京都 いりや画廊
2017 ARTsessionTSUKUBA　 茨城県 平沢官衙移籍
2007 カウラアートプロジェクト オーストラリア ベルビューヒル
　　  保護区
他、多数参加

自作についての思考を置き去りにする為に頭像制作を選択しまし
た。やはり、転がしながら、内側に向かって斬って叩いて潰して
いくことが自分の中で大切なことのようです。

《TOWN BY THE JETTY》2021　シングルチャンネル・ヴィデオ　14 分 55 秒
《仙と天と野の考察》2019　伊達冠石

重松慧祐による作法指示書迫鉄平による作法指示書

→岩岡純子に憑依

重松 慧祐　Keisuke Shigematsu迫 鉄平  Teppei Sako
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→對木裕里に憑依



1991 年 東京都生まれ
2019 年 武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻彫刻
2019 年 コース修了
2021 “ポリフォニックなプロセス＋プレッシャー” はしっこ ( 東京 )
2020 “ 本のキリヌキ ” 瑞雲庵 ( 京都 ) 
2020 “ WALLAby ” 銀座蔦屋書店 ( 東京 ) 
2019 “ D.A.AURA Residency Open Studio ” D.A.Aura ( 韓国光州） 

身体の不全性や不安を起点とし、身体への確信の持てなさや不安を拭
うように身体を確かめる振る舞いを記録したビデオワークを主に制作
している。
また、本来持っている身体（手足の長さや目で見える範囲）を映像を
撮ることによって仮想的に拡大し認識し直すことに取り組んでいる。 《Allocentric Room #3》2020　写真

吉野俊太郎との共同制作作品
Photo by comuramai

前田春日美による作法指示書

→迫鉄平に憑依

前田 春日美　Kasumi Maeda

《豊かな BODY》2021　石膏、ブロンズ

作品画像

對木 裕里による作法指示書

→水上愛美に憑依

對木 裕里　Yuri Tsuiki
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1990 岐阜県出身
2016 多摩美術大学大学院美術研究科博士前期課程 彫刻専攻 修了
主な個展
2021 「埋める /埋もれる」/hasu no hana（東京）
2021 「IN⇄OUT」/ ノリタケの森ギャラリー（愛知）
2020 「IN&OUT」/ ギャラリィ K( 東京 )
2018 銀座蔦屋書店主催「拡張都市」/銀座蔦屋書店 ( 東京 )

「感情や感覚と行動や言動のズレ」など表と裏の関係性あるいは一見
すると対立軸にある関係性について考察し、日記のような感覚で作
品を制作しています。
対極に存在するような様々なモノ・コトは一つの水平線上に同時に
存在し、すべてのことが相互に関係し合っているではないだろうか。
そんなことを私は今、考えています。

《DREAMS - 個として -》2018　木、インク、樹脂、鉄

西村卓による作法指示書

→石川慎平に憑依

西村 卓　Taku Nishimura
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《Any numbar of wishes is　acceptable IV》2021
キャンバスにアクリル絵具、チャコールペンシル、サンドペースト

作品画像

水上愛美による作法指示書

→西村卓に憑依

水上 愛美　Emi Mizukami

作品内には現実と異なる銀河
系・物理法則が存在すると仮
定する /何かの行為を行う際
は、鋭い切れ込みを入れるよ
うに行う /自分の直感を 1割
ほど裏切る /作品を制作する
際に音楽を聴く場合は出来る
限り一曲をリピートして聞く




