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＃２０ 石塚雅子展：夜と昼

ISHIZUKA Masako Exhibition: Darkness and Light

APS 企画シリーズ： a piece of work

２０１０年９月８日(水)―２５日(土) / September ８－２５, ２０１０

「夜と昼」 油彩、キャンバス  97×162 cm  2010 年制作         Photo: SASAKI Toshiharu

ＡＰＳの企画シリーズ：a piece of work の第２０回として、「石塚雅子展：夜と昼」を２０１０年９月８日（水）から２５日（土）

まで開催いたします。ＡＰＳでは２００８年に第１回目の「石塚雅子展：庭」を開催しましたが、第２回目にあたる今展は、ＡＰ

Ｓとギャラリー・カメリアの２か所での共同開催とになります。

石塚雅子は１９８９年に女子美術大学を卒業。１９９０年に作品の発表を始め、その後、「現代日本美術展」（１９９４年

東京都美術館）、INAX ギャラリー（１９９３年）、ギャラリー日鉱（１９９８年）、うらわ美術館（２００１年）、「TAMAVIVANT」

（１９９３年と２００８年）、と活発な活動を続けてきました。

１９９０年代を通し、求心力のある螺旋・渦巻状の抽象表現を発表し、注目されましたが、２０００年に入るとその手法を

一変させ、木々や花に寄り添い、線を１本１本描写し始めました。２００８年に APS で展示した作品は、空間から「庭」を見

渡すかのように壁面３面を使い、観るものを木々の合間から「庭」の彼方へと案内してくれたのです。

今展では、「彼方へと繋がる時空」にとともに、「彼方からやってくるもの」へと視点を深め制作した新作を展示いたします。

APS とカメリアの２つの異なる空間で繰り広げられる石塚雅子の「夜と昼」の世界をぜひご高覧いただきたくご案内申し上

げます。

つきましては、貴誌媒体におきまして、ご取材、ご掲載を何卒よろしくお願い申し上げます。        

企画：南平妙子

a piece of space APS 1-9-8Ginza Chuo-ku Okuno Bld.＃511 Tokyo 104-0061 Phone/Fax: 03-3567-4330

Email: info @ a piece-of-space.com  URL: www. a-piece-of-space.com
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石塚雅子について

石塚雅子は１９９０年に作品の発表を始め、「渦巻」「螺旋」という抽象的なモチーフを約１０年間制作し続けた。１９９８

年にギャラリー日鉱で発表した作品群はその集大成であり、作家としての立場を確立した個展であった。しがしながら、２００

０年に入ると今までの描き方を踏みつぶすかのように「庭」におり、木や花の線を１本１本緻密に描写し始めた。そして、２００

８年、APS空間から「庭」を見渡すかのように壁３面に展示した作品では、木々の合間に描かれた空気や水のようなものを入

り口に、観るものを「彼方へ」と誘った。手前に描かれた木々を見ていると、不思議と空気や水のようなものに心が奪われ、奥

へと惹かれていくのであった。

APS での個展以降の２年間について石塚が書いた文章を引用する。

２００９年は油絵を離れ水墨画や書（かな）の仕事をしていました。日本の伝統的な表現や空間意識につい

て考えたかったからです。今展は「四季の庭」を主題に、古典の様式を生かした新しい構成を模索する予定でし

た。 ところが、父が亡くなって絵が描けなくなり、ようやく仕事を始めると、制作途中だった作品がすべて黒い絵に

なっていったのです。観念的な構成では描ききれないものが出てきたのです。描く事が精神と深く結びついている

以上、当たり前の事かもしれませんが、当初の主題と全く変わってしまいました。普段のように全体の方向を考

えて描き進めることが出来ず、黒い画面を眺めていると行き詰まって苦しくなるようでした。ある日、小さな素描

をしたことがきっかけとなり、光が射すような明るい部分を描きたくなったのです。「夜と昼」はそんな中から生まれ

た主題です。前回の作品は湿気を多く含む空気と、風や霧と共にある庭でした。窓から見渡した「彼方へ」と繋

がる時空を表現したものです。今度は「彼方から」やってくるもの、それを共に描きたいと思っています。

今展、「夜と昼」では、「”彼方へ”と繋がる時空」が螺旋のように「”彼方から”やってくるもの」と調和し循環していく様を見せ

てくれるのだろうか。どこまでも真摯に自分と自分から広がる世界を見つめる石塚、きっと観るものを豊かに包み込んでくれる

作品と出会わせてくれることだろう。   

展覧会概要/ Exhibition Information

展示作品： 絵画―油彩 約 7 点 / Paintings

開催期間： ２０１０年９月８日(水)―２５日(土) /Period： September ８－２５, ２０１０

開廊日： 水曜－土曜 / Ｏｐｅｎ：Wed. - Sat.

休廊日： 日曜－火曜 /Closed： Sun. Mon. and Tue.

時間/Time： １２：００－７：００ pm

オープニング・パーティ： ９月８日/Opening Reception： Sept.８   ５：3０－７：３０ pm      

APS URL:： www.a-piece-of-space.com

カメリア URL： http://camellia-planning.com

石塚雅子 URL： http://www.ishizukamasako.com

会場/Venue： a piece of space APS (ア・ピース・オブ・スペース アプス)

Gallery Camellia (ギャラリー・カメリア)

〒104-0061 中央区銀座 1-9-8 奥野ビル ５１１ と ５０２

1-9-8 Ginza Chuo-ku 104-0061 Okuno Bld. Rm. 511 & 502 

Tel/Fax： 03-3567-4330 (For further information, please contact Taeko Nanpei)

a piece of space APS 1-9-8Ginza Chuo-ku Okuno Bld.＃511 Tokyo 104-0061 Phone/Fax: 03-3567-4330

Email: info @ a piece-of-space.com  URL: www. a-piece-of-space.com

http://www.a-piece-of-space.com/
http://camellia-planning.com/
http://www.ishizukamasako.com/


  

     素描 コンテ、紙 14×25 ㎝ 2010 年制作

                    

素描 コンテ、紙 23×14 ㎝ 2010 年制作

素描 コンテ、紙 25×12.5 ㎝ 2010 年制作

                                                             写真：佐々木敏晴



石塚雅子 略歴

1965 年   埼玉県浦和市生まれ

1986 年   女子美術短期大学造形科絵画卒業

卒業制作賞受賞

1987 年  女子美術短期大学造形科絵画専攻科修了

1989 年  女子美術大学造形学部洋画専攻卒業

1992 年   ホルベイン・スカラシップ奨学

個 展

1990 年   ギャラリーモテキ   (東京)

1991 年   ギャラリー青山   (東京)

1992 年   西瓜糖   (東京)

Music of Art + Mix   (東京)

ギャラリーモテキ   (東京)

1993 年  INAX ギャラリー   (東京)

ギャラリーNW ハウス   (東京)

1994 年   ギャラリーNW ハウス   (東京)

1995 年  藍画廊   (東京)

西瓜糖   (東京)

1996 年   ギャラリーCHIMENKANOYA  (東京)

西瓜糖   (東京)

藍画廊   (東京)

1997 年   楽風   (埼玉）

1998 年   ギャラリー日鉱   (東京)

1999 年   ギャラリー伝   (東京)

ギャラリー人   (東京)

西瓜糖   (東京)

2000 年   マキイ・マサル・ファインアーツ   (東京)

ZA ギャラリー   (東京)

ギャラリー伝   (東京)

2001 年   藍画廊   (東京)

楽風   (埼玉）

2002 年   松明堂ギャラリー   (東京)

2003 年   藍画廊   (東京)

Gallery Bar Kajima   (東京)

2004 年 ZA ギャラリー   (東京)

松明堂ギャラリー   (東京)

2005 年   藍画廊   (東京)

2006 年   西瓜糖   (東京)

2007 年  Gallery Bar Kajima   (東京)

2008 年   a piece of space APS   (東京)

2010 年   a piece of space APS   (東京)

グループ展

1988 年  「四姫展」  埼玉会館展示室  （埼玉）

1992 年  「３Ｋ+１」  GALLERY GERTIE  （埼玉）

1992 年  「国際 IMPACT ART FESTIVAL」 京都市立美術館  

（京都）

「第３回 TAMON 賞」 柏高島屋  （千葉）

1993 年  「構成・４の方向」  紀伊国屋画廊  （東京）

「TAMAVIVANT，93」  多摩美術大学・SOKO 画廊  

（東京）

1994 年  「現代日本美術展」 東京都美術館  （東京）

「構成・３の方向」  紀伊国屋画廊  （東京）

「NEW MIND ART 美への眼差し展」ONWARD

GALLERY（東京）川崎西武アートサロン （神奈川）

1995 年   「美と術」 藍画廊  （東京）

1996 年   「接点」  埼玉県立近代美術館  （埼玉）

「京橋界隈展 水に拠る」  ベイスギャラリー (東京）

1997 年   「接点」  埼玉県立近代美術館  （埼玉）

1998 年   「臨界点」 日韓現代美術交流展  

船橋市民ギャラリー  (千葉）

1999 年   「 アート公募 2000 企画作家選抜展 」 SOKO

画廊・モリスギャラリー  （東京）

「つくる×であう アートサロン,99」登満寿館  （東京）

2000 年   「女子美術大学創立百周年記念 それぞれのまなざ

し展」女子美術大学 ガレリア・ニケ  （東京）

2001 年   「遠心力／求心力浦和と現代の美術」

うらわ美術館 （埼玉）

2002 年   「石塚九道・石塚雅子 親子展」 楽風  （東京）

2003 年  「アートと暮らす新世紀」 ZA ギャラリー  （東京）

2006 年   「New Year’s Cards by Japanese Artists・

セリビアはいかがでしたか？」 Beograd Senta

Sokobanja (セビリア） トキアートスペース （東京）

2007 年   「松明堂文庫展 オリジナルカバーとブック

オブジェ」 松明堂ギャラリー （東京）

2008 年   「京橋 3-3-8」 藍画廊 （東京）

2008 年   「TAMAVIVANT 2008」 多摩美術大学・

みなとみらい駅  （東京・横浜）

2009 年   「A Trace of 10 Years: Gallery Den」 現代ハイツ

  （東京）

2009 年   「親子四人展」 楽風 （埼玉）

a piece of space APS 1-9-8Ginza Chuo-ku Okuno Bld.＃511 Tokyo 104-0061 Phone/Fax: 03-3567-4330

Email: info @ a piece-of-space.com  URL: www. a-piece-of-space.com


