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interview & text by art_icle Artist Interview_Sprout
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卯野夏子

1987年東京都生まれ。2006年多摩美術大学入学。

現在、油画専攻3年在学中。2007年「夢ビエンナー

レ」八王子市立美術館、雑誌「art_icle」art_icle賞、

「viaart2007」シンワアートミュージアム銀座、「国

際アートトリエンナーレ“世紀のダ･ヴィンチを探

せ”」大阪／2008年「art_icle賞Exhibition」AJC-

オークションギャラリー

Natsuko Uno
Born in 1987 in Tokyo, Japan. 2006 Enrolled at Tama 
Art University. Presently in her junior year at oil 
painting course. 2007 Dream Biennale at Hachioji 
Art Museum; Award for art_icle, art_icle magazine; 
Viaart2007 at Shinwa Art Museum, Ginza; “Hunt for 
This Century’s Leonardo da Vinci!” International Art 
Triennale, Osaka/ 2008 art_icle Award Exhibition at 
AJC Auction Gallery

ナチュラルな本来の自由な自分を伝えたい
“Desire for expressing my true colors and free spirit”

忘れられてしまう日常の出来事を表現したい
“Approaching to represent daily happenings

those are easily forgotten”

箱
の中に切り取られた日常の1コ

マは、確かなリアリティと同時

に、それと相反する非日常性を孕んで

いる。その空間は、まるでオルゴール

の蓋を開けた瞬間に奏で出る音のよう

な静けさを持っている。独特の世界観

で、油彩、テンペラ、銅版画など、様々

なメディアを駆使し、見慣れているは

ずの日々の風景と物事の関係性やバラ

ンスを作品にする。

最近では、日常の経験や出会いを刺

激として制作に反映し、平面作品を中

心としながらも、インスタレーション

や立体造形、映像作品にも挑戦。表現

の幅を拡げている。

H is work of art is rich in paint and 
full of energy. It appears an im-

pasto painting, but it actually is built 
up with a great number of collage 
layers made from acrylic paint. The 
artist calls the layers “paint skins” and 
the name is partly inspired by traces 
of dermatitis that the artist developed 
in his childhood. 

杉田陽平

1983年三重県生まれ。2008年武蔵野美術大学油

絵科卒業。［個展・グループ展］  2005年「HAPPY 

PAINTING」展 トーキョーワンダーサイト（東京）

／ 2006年「杉田陽平」展　ギャラリーアートポイ

ント（銀座）／2007年「REINCARNACION PAIN-

THING」展　NPO法人アートインタラクティブ

（東京）ほか   ［受賞］  2007年ホルベイン スカラシ

ップ2007奨学生、シェル美術賞2007　中井康之

審査員賞／ 2008年 ART AWARD TOKYO 2008、

トーキョーワンダーウォール賞2008

Youhei Sugita
Born in 1983 in Mie, Japan. Graduate of Musashino 
Art University, Department of Painting, 2008. [Solo 
and Group Exhibitions] 2005 Happy Painting Exhibi-
tion at Tokyo Wonder Site (Tokyo)/ 2006 Youhei 
Sugita Exhibition at Gallery Art Point (Ginza)/ 2007 
Holbein Works Scholarship/Reincarnation Painting 
Exhibition at Art Interactive Tokyo (NPO) (Tokyo), 
etc. [Awards] 2007 Shell Art Award; Award for 
Yasuyuki Nakai/ 2008 Art Award Tokyo; Award for 
Tokyo Wonder Wall 2008

昨年9月のオープン以来、ヨーロッパの現代アートを紹介し続けてきたギャラリ

ーストレンガーが、次世代の若手日本人作家にスポットを当てた展示を行う。そ

の第1回目は、会社勤めの傍ら毎週末に銀座・京橋のギャラリー巡りをして30

年、本誌連載でもお馴染みの“アートソムリエ”山本冬彦氏推薦による、杉田陽

平と卯野夏子2人展。今後の活躍が期待される2人だ。

た
っぷりと絵具を用い、力強く、

エネルギーにあふれたキャンバ

ス。実はこのエネルギッシュなキャン

バスは、一見厚塗り絵画のように見え

るが、予めアクリル絵の具で作った箔

「絵の具の皮」（作家称）を何層にもわた

ってコラージュして作られる。この

「絵の具の皮」という表現は、彼が幼少

期に患った皮膚炎の痕跡でもあるとい

う。彼にとって、アクリル絵の具の飛

沫を皮膜のようにキャンバスに貼りつ

けていく技法は、自らの経験や思いを

貼り合わせていく作業でもあるのだろ

う。

A captured moment from ordinary 
life framed in a box contains 

unquestionable reality and the con-
fl icting extraordinariness at the same 
time. Natsuko Uno represents a rela-
tionship or balance between familiar 
scenes and matters in daily life, freely 
using various media such as oil paint, 
tempera and copperplate printing. 
Mainly creating plane artworks, she is 
also expanding her range of expres-
sion to installation, sculpture and fi lm.

『悲しみの家に静かに美しく咲きて』  Blooming at the Sorrow House   2008   acrylic on canvas   131×194cm

『RelationshiP』   2008   acrylic on plaster   33×48cm

Natsuko Uno
卯野夏子

Youhei Sugita
杉田陽平

『Strenger Project - Part1』
杉田陽平&卯野夏子
Youhei Sugita and Natsuko Uno

7.11（Fri.）～8.9（Sat.）  
ギャラリーストレンガー  Gallery Strenger

A12:00-19:00（日祝13:00-18:00）（要予約 :月）
13:00-18:00 on Sundays and national holidays  
(Mondays by appointment)  

D  106-0045東京都港区麻布十番2-12-4 第2コーボービル  
2-5-17 Kobo Bldg. 2, 2-12-4 Azabu Juban, Minato-ku, 
Tokyo 106-0045, Japan
   E+81-(0)3-5443-8894   Fwww.gallery-strenger.jp

Gallery Strenger, which has been dedicated to introducing European contem-
porary art ever since its opening in September 2007, holds exhibitions focus-
ing on the next-generation of young Japanese artists. The fi rst in the series of 
exhibitions presents works by two promising artists, Youhei Sugita and Nat-
suko Uno, by the recommendation of the art-sommelier, Fuyuhiko Yamamoto.

Artist Interview_Sprout

L ovely bears and pigs drawn with 
simple lines; you can’t help but 

smile at the loosey-goosey world cre-
ated by Hidenosuke Owari. 
   Illustration on T-shirts caught the 
eyes of a gallerist, which gave him an 
opportunity for an exhibition. Veiled 
profi le was partially disclosed; it was 
not him, but a unit of 2 highly sensi-
tive apparel designers in Nagoya.
   “Kumao and Butao are the parody 
of common middle-aged male fi gures 
-Oyaji-, withered and struggling in the 
modern society, created to introduce 
Japanese -Wa- taste to foreigners”. 
Indeed, English caption is added to 
humorous situations in the paintings. 
Having been so popular among Japa-
nese, the characters are now printed 
on the various products. “Look like 
someone near you? That’s about it. 
Adding the up-to-date trend to two 
characters, we would create works, 
not just cute, but with irony included.“
   The solo exhibition held in March 
will be their second and new art 
pieces will be shown successively at 
this exhibition. Most pieces are drawn 
effectively in red based on a single 
color or black, looking like "charac-
ters drawn in a black and white ink". 
Instead of limiting the images within 
a specifi c medium, the artists have 
chosen to exhibit paintings this time. 
Some paintings are pretty large with 
1.8 × 1.2m. Not too absorbed but still 
comforting, the concept has remained 
unchanged and from these characters, 
it is possible to catch a glimpse of 
how the artists view their world.

Artist Interview_Sprout

Hidenosuke Owari  
尾張英之介

「テーマは一貫して、〈こんな人、身近にいませんか?〉ということなんです」
“Looks Like Someone Near You? That’s About It”

尾張英之介（おわり・ひでのすけ）

未だ謎の多いユニット。“くまお”＆“ぶたお”、両キ

ャラクターのプロフィールから、人となりを想像

してください

Unit Mysterious Yet   Kumao & Butao: imagine their 
true self through the profi le of the both characters.

シ
ンプルなラインで描かれた、か

わいらしいクマとブタ。この思

わずふっと目尻が下がってしまう、ゆ

る～い世界を創り出しているのが作

家・尾張英之介だ。

ふとしたきっかけで、Tシャツのイ

ラストがギャラリーの目にとまり、本

格的な画として展示することになった

のだが、出身地が愛知県であること以

外には、年齢も経歴も不詳というミス

テリアスな存在だった。しかし、この

たびそのヴェールに包まれた素顔が、

ホンの一部だが明らかになった。なん

と、名古屋でアパレルデザイナーとし

て活躍する、高感度な男性二人組だっ

たのだ !

「実は、“くまお”も“ぶたお”も〈おや

じ〉なんですよ（笑）。もともと外国人

をターゲットに“和”のテイストを取り

入れた、ひとつの企画の中から生まれ

たキャラクターなんです」

なるほど、ユーモラスなシチュエー

ションには、どれも英訳が付いている。

彼らが、話題の映画やTVドラマから

衣裳協力のオファーも多数寄せられる、

人気ヤングカジュアルブランド（メン

ズ）のデザインを手がけていると聞け

ば、今度は妙に納得。

『ちゃぶ台がえし』など、Tシャツに

表現された画は、現代社会に生きる、

少々お疲れ気味の “おやじ”たちへの愛

情を込めた、パロディ仕立てだ。

そんな作家が発信する和風（?）のニ

ュアンスは、日本人の間でも「おもし

ろい !  かわいい ! 」と口コミで拡がり、

同キャラクターのトートバッグや缶バ

ッチが生まれるほどの人気者に。

「テーマは一貫して、〈こんな人、身近

にいませんか?〉ということなんです。

ふたつのキャラクターをベースに、そ

の時々の“旬”を盛り込んで表現してい

ます。ただ単にかわいいというだけで

はなくて、よく見てみるとちょっと毒

がある、というような作品を作ってい

きたいですね」

3月に引き続き2回目となる今回の

個展には、待望の新作が続々と登場す

る。単色や黒をベースに赤を効果的に

用いるなど、まるで “水墨画のキャラ

クター版”とでもいうようなインパク

トをもった作品が目立つ。イメージを

限定することなく作品世界に遊んでも

らおうと画のみの展示だが、なかには

1.8×1.2mの巨大な作品も！　凝り

すぎず居心地のいいアート、というコ

ンセプトはそのままに、おなじみのキ

ャラクターの背後から、世の中を見据

える作家自身の視線が見え隠れしてい

る。

Nonchalant Cozy-art  
尾張英之介 新作展
〈ゆる～～い世界で癒されませんか?〉
Hidenosuke Owari  
(How about being healed in the loose world?)

7.25（Fri.）～8.21（Thu.）  Gallery K

b店内改装のため臨時休業する場合があります
Temporarily closed for renovation  

D〒106-0032 
東京都港区六本木5-10-28 恵伊幸ビル1F  
1F 5-10-28 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 160-0033  

E+81-（0）3-3402-6861  Fwww.gallery-k.net
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読者限定企画：杉田陽平さん、卯野夏子さんの作品が購入できます。art_icle Store P.47

インタビュー＆文：産土音羽（美術ライター）   text by Otoha Ubusuna

読者限定企画：尾張英之介さんの作品が購入できます。 art_icle Store P.47
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