
 - 1 - 

石田泰道展 

 

１ 日時；２０１５年４月１９日（日）～５月１７日（日） 

   （開廊日）木・金・土・日 １２：００～１９：００ 

 

２ 会場；ｉＧallery ＤＣ 

   406-0031 山梨県笛吹市石和町市部７８９－９９ 

   055-262-0309 090-7813-9799  

 

●展示概要 

紙を固めた分厚い紙にグラインダーで削るようにしてモチーフ（花、蕾等）を浮かびあがらした作品を展示する（刻

影シリーズ）。大作は１７０㎝×９０㎝の作品から小品まで１２点ほどを出品。特に春の花や蕾のようなモティーフを紙

に刻んでいく。 

 

 

●コンセプト 

平面の仕事にせよオブジェにせよ、紙は私の制作の基底を支えている。紙は柔軟な表情を持ち、それ自体で基底

材を超えた素材そのものとしての物質感に満ちている。 

 描くモチーフは繭や種のような膨らみある形態が出発点となっているが、いずれにしてもエネルギーを内部に包

みこんだ抽象的な存在として登場させている。最近は、余白を多めにとって物体を包みこむ空気感というか、「気」

のようなものを描きたいと思っている。日本的な「間・余白」の感覚であろうか。これらのドローイングはここ十年来野

外で取り組んできた「風化」と「再生」の一連のプロジェクトが深くかかわっており、自然界に身を置きながら作品（物

体）に接してきた経緯が影響している。物体を包みこむ光やガス、雨、空気の厚み、時の流れを紙という皮膜に封

入したいと思っている。 

 本展覧会では、紙そのものの物質感を追求している。アトリエのある市川三郷町の地場産業である障子紙の生

産工程ででる廃材（パルプやレーヨン）を再利用し、自立するほどまでの極厚の紙を用意した。それにドローイング

するというより、むしろ彫刻をしていくような感覚でイマジネーションを刻んでいく。剥いだり、重ねたり、グラインダー

で削ったりしながら、ある種の気韻が立ち現れるまで紙と対峙する。紙の精神性と自身の精神性をバイブレーション

させながら格闘していく感覚は、自然界に分け入って行っていた今までの創作感覚と不思議と共通するところがあ

って、それ故、紙とは単なる基底材を超え、時空を超越する厚みのある空間にも似た存在となっている。 
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●略歴 
石田泰道 ISHIDA TAIDO 
1968 山梨県生まれ 
1991 筑波大学芸術専門学群（絵画）卒業 
1993 筑波大学大学院芸術研究科修了 
1990～「地底」をテーマにアッサンブラージュ大作に取り組む 
1997～｢もり」をテーマにしたインスタレーション「MORI－PROJECT」、また翌９８年、オブジェの野外設置「樹海プロジェクト」を通し、

自己と作品、場の関係を検証し、「エネルギー」、「円環」の理念を導く 
個展・プロジェクト 50 回以上 国内外においてグループ展等多数開催 
現在 行動美術協会会員、山梨美術協会会員 山梨県立甲府第一高等学校美術教諭 曹洞宗東光山禅昌寺副住職 山梨県甲

府市在住 
ＨＰ http://taido-ishida.boo.jp/ ＴＥＬ 090-2497-0234 
 
■個展・プロジェクト 
1991 「地底都市」 山梨県民会館 
1993 「地の鼓動」 画廊三彩洞企画／山梨 
1995 「土霊」 フタバ画廊／東京 
1996 「時流の狭間」 山梨県立美術館 
1997 「鎮魂の森」 ギャラリー野ばら／山梨 
1998 「共鳴子」 フタバ画廊／東京 
1999 「もりの形象」 富士レークホテル企画／山梨 
   「焦跡」 アートフォーラム谷中／東京      
2000 「JUKAI PROJECT」 富士樹海・ギャラリー野ばら→尾白の森・浅川画廊／山梨             
2000 ｰ 01「浮遊する身体・秋冬春夏」 尾白の森／山梨  
2002 「環-風景 ドローイング展」 画廊三彩洞企画／山梨 
2003  「浮遊する身体（弐）」 尾白の森／山梨  
   「めぐりゆくもり」 フタバ画廊／東京 
2004 「浄化の表象」ギャラリーブロッケン企画／東京 
   「ＷＯＲＫＳ ０３－０４」 GALLERY the GALAXY 企画／山梨   
2005 「円環へ－漂流するもの‘０５ｰ０６プロジェクト」 山梨県立美術館・朝霧高原（静岡）・照ヶ崎海岸（神奈川） 
    ・ギャラリーＫＩＮＧＹＯ（東京）・名栗湖（埼玉）・笛吹川清水渓谷（山梨）各地を巡回 
   「円環へ－風化と再生」 exhibit Ｌｉｖｅ＆Ｍｏｒｉｓ／東京 
2006 「円環－結界」 galleria grafica bis．／東京 
     「円環へ－風化と再生Ⅱ」 浅川画廊／山梨 
   「石田泰道の仕事・公開制作」（株式会社二幸企画） 市川・大門碑林公園・ひらしお源氏の館／山梨 
2007 「命脈へ－」 画廊三彩洞企画／山梨  
2008 「発芽系〈種子－花〉」 ギャラリー レ・トロワ・アヌー企画／東京 
2009-10 フォッサマグナアートリンク構想「円環―命脈」09-10 プロジェクト フォッサマグナエリア本州往還 1000ｋｍ 
2009 「信濃川漂流プロジェクト」 新潟・長岡市～新潟市 
2009-10 「アルソアの森プロジェクト」 (株)アルソア本社／山梨 
2009-10 「ＡＶＹ Ｐｒｏｊｅｃｔ」 Ａｒｔ Ｖｉｌｌａ Yatsugatake／長野 
2009  「竹繭の森創生計画」（Ｓｌｏｗ ART Project） Ｒｅｇｒｅｅｎ Ｂａｓｅ／山梨 
2010 「富士川漂流プロジェクト」 山梨県市川三郷町～身延町 
      「キュレーターズ・アイ 石田泰道展」 （山梨県立美術館企画） 山梨県立美術館ギャラリーエコー 
     「千曲川漂流プロジェクト」 長野県小布施市～飯山市 
2011  「紙ｗａｚａ」 ｉＧａｌｌｅｒｙＤＣ企画／山梨 
2012  「Ｓｍａｌｌ Ｃｏｃｏｏｎｓ」 画廊三彩洞企画／山梨 
2013 ｢プロジェクト『竹 繭 郷 』｣山 梨 県 立 美 術 館 他 県 内 外 6 カ所 でサテライト展 開  
2013-2014 阿 武 隈 プロジェクト 福 島 県 ･宮 城 県  
2014 ｢祈り｣阿武隈ドキュメント 山梨県立美術館  
2015 ｢刻 影 ｣ ｉＧａｌｌｅｒｙＤＣ企画／山梨 
 
■グループ展・公募展 
1990 第 45 回行動展（以後毎年、‘03 行動美術賞) 東京都美術館他（07 年より新国立美術館） 
1992 表層と深層―石田敦・藤井達矢展 ギャラリー日鉱企画／東京 
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1994 EXHIBITION Aspect In Crew Ⅰ（‘97‘98） あかね画廊企画／東京 
1996 第 7 回山梨県新進作家選抜展（美術館賞）（‘92‘94‘98） 山梨県立美術館 
    NOW・HERE 展（以後毎年） 山梨県立美術館 
    第 17 回国際インパクトアートフェスティバル 96 京都市立美術館 
1997 6 人展 ミセスブラウンギャラリー企画／山梨 
   第 16 回安田火災美術財団奨励賞展 安田火災東郷青児美術館／東京 
1998 FOREST＆FOREST 石田泰道・久保田二雄展 ギャラリーアートサロンⅡ企画／千葉 
2000 第 29 回現代日本美術展 東京都美術館・京都市美術館 
   国際丹南アート 2000－鉄土布かみと現代美術（優秀賞） 武生市民ホール／福井 
   CAF－CONTEMPORARY ART FESTIVAL（‘02‘04‘05‘07） 埼玉県立近代美術館 
   非日常から日常へ（‘０２） 山梨メセナ協会主催 山日会館ホール／山梨 
2001 関東行動美術有志展（‘02‘03‘04） ゆう画廊／東京 
2002 発芽する未知・第 17 回現代美術こうふ展（甲府市主宰）（‘05） 甲府市民会館／山梨 
2004 記憶の様相 Exhibit LIVE 企画／東京 
   對影－日本・中国・韓国現代アート展 上海多倫現代美術館／上海 
   現代美術国際交流展ニューヨーク 2004（特別賞）Ward Nasse Gallery／NEW YORK 
   ＩＯＥ国際野外の表現展 2004 比企('05'06'08'10） 東京電気大学鳩山キャンパス他／埼玉 
   第４回山梨県民文化祭（招待出品）('05'06） 山梨県立美術館 
   TOKYO GLOBAL ART IN NEWYORK WORLD TRADE ART GALLERY／NEW YORK 
   第３回貢川アートフェスティバル・アートなオブジェ花華展（‘05'06） クリスタルミュージアム／山梨 
   福島現代美術ビエンナーレ２００４  福島県文化センター 
2005  第３８回文化庁現代美術選抜展（文化庁主催） 岩手県立美術館・高梁市歴史美術館・大垣市スイトピアセンター 
   ２１世紀美術連立展（‘06‘07） 東京都美術館 
   新会員展 ＡＳＡＨＩ画廊企画／東京／銀座 
   ＨＯＰＥ・日韓交流美術展（駐日韓国大使館文化院主催） 韓国文化院ギャラリー／東京 
   第１１回名栗湖国際野外展 名栗湖湖畔／埼玉 
2006 第９回岡本太郎記念現代芸術大賞展 川崎市岡本太郎美術館／神奈川 
    Ｅｃｈｏ－自己振動 GALLERY 風企画／東京 
    第 69 回山梨美術協会展（初出品・特例により会員推挙、以後毎年） 山梨県立美術館 
   無象・無不象－中日當代芸術展（上海・半島美術館主催） 半島美術館／上海 
   ＡＯＥ 9th 我孫子野外美術展（招待出品） 相島の森／千葉・我孫子 
   エストニアＭＯＫＳ芸術運動を中心としたＭａｒｇｉｎａｌ ａｒｔ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ（我孫子野外美術展主催） 
    ギャラリー砂翁・トモス／東京 
   ドローイングをめぐって つくば美術館／茨城 
2007 ｆｅｅｌ 清里現代彫刻展－空間と心をつなぐかたち（‘08） 清里フォトアートミュージアム／山梨 
      ふじ川とその周辺の作家展（身延町なかとみ現代工芸美術館主催） 身延町なかとみ現代工芸美術館／山梨 
   第 34 回山梨美術協会会員展（以後毎年） 山梨県立美術館 
   「森 2007」山梨金川の森アート展（‘08） 県立金川の森公園／山梨 
2008 「Ａｒｔｌｅｓ ＡＲＴ」アートワークスギャラリー・水戸現代美術館／茨城 
   教育フォーラム 2008 山梨県立大学（社団法人甲府青年会議所主催） 
      「アート＆エコロジー」 サーキュレーション展(`09) 山梨県立美術館 
      美術館ワンダーランド 「現実と非現実のハザマで」 安曇野市豊科近代美術館／長野 
      サーキュレーション東京展 ｅｘｈｉｂｉｔ Ｌｉｖｅ＆Ｍｏｒｉｓ／東京 
2009 大地の芸術祭･越後妻有アートトリエンナーレ 十日町市浦田／新潟 
      Ｒｅｇｒｅｅｎ Ａｒｔｓ！ Ｒｅｇｒｅｅｎ Ｂａｓｅ 山梨 
2010  半島１９１９企画展 半島美術館／上海 
   ＩＯＥ国際野外の表現展 2010 比企 東京電気大学鳩山キャンパス・亜露麻ギャラリー／埼玉 
      「大地の祭り」 十日町市浦田／新潟 
      CAF・N－CONTEMPORARY ART FESTIVAL NEBULA 2010 埼玉県立近代美術館 
2011 新収蔵作品展 山梨県立美術館 
      ｆｅｅｌ 清里現代彫刻展－空間と心をつなぐかたち 清里フォトアートミュージアム／山梨 
      ＡＡＷ Ａｓｉａｎ Ａｒｔ Ｗａｙ ２０１１ ｉｎ ＳＨＡＮＧＨＡＩ 半島１９１９／上海 
   「ｚｏｎｅ 秘―境」 談是芸術空間／上海  
2012  日中交流美術展 「ＨＯＲＩＺＯＮ Shanghai-Yamanashi」山梨県立美術館・元麻布ギャラリー 
      「神に捧げる芸術祭」酒折宮 1900 年大祭 酒折宮／山梨 
2013 ｢春庭 さくら咲く｣ 元麻布ギャラリー甲府／山梨 
   ｢ベストセレクション美術｣ 東京都美術館 
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   ｢『烏江縁２９＋1』｣中日視覚芸術交流展 2013 貴陽展｣219 芸術空間／中国・貴陽市 
   ｢こうふのまちの芸術祭｣富雪ギャラリー／山梨 
2014 ｢ｌｉｎｅ日中交流美術展 2014 山梨展〈貴州―上海―山梨〉｣元麻布ギャラリー甲府他／山梨 
   ｢『碰撞･融合』国際交流美術展｣中国・東莞市 
2015 ｢アートｉｎ氷川｣大宮公園／埼玉 
   
■ワークショップ 
「秘密基地を作ろう」 2008 なかとみ和紙の里（山梨県立美術館主催･新みなび展）／山梨   
「命脈地形図絵巻」 2007 画廊三彩洞／山梨 2009 十日町市立浦田小学校(大地の芸術祭）／新潟、Ａｒｔ Ｖｉｌｌａ Ｙａｔｓｕｇａｔａｋｅ

／長野、２０１０浅川画廊／山梨、山梨県立美術館、山梨県立甲府第一高等学校、富士芸術村／静岡、ギャラリーＫＩＮＧＹＯ／東京 
「命を紡ぐ」 2007 画廊三彩洞／山梨、2008 山梨県森林公園・金川の森、2009 十日町市浦田(大地の芸術祭）／新潟、糸魚川市美

山公園／新潟、白馬美術館／長野、Ａｒｔ Ｖｉｌｌａ Ｙａｔｓｕｇａｔａｋｅ／長野、2010 中村キースへリング美術館／山梨、浅川画廊／山

梨、山梨県芸術の森公園、ハートランド朝霧／静岡、十日町市浦田(大地の祭り）／新潟、 
「竹で繭を編もう」 2009Ｒｅｇｒｅｅｎ Base（Ｒｅｇｒｅｅｎ Ａｒｔｓ！）／山梨、山梨県立美術館（山梨県立美術館主催「文化の種まきプロジ

ェクト」）、山梨県立身延高等学校 2011 山梨県立甲府第一高等学校（‘12’13） 2013 くじらぐも、山梨県立美術館、ほうれん坊、富

雪ギャラリー（いずれも山梨県） 
 
 
■受賞 
1993 第 48 回行動展「奨励賞」 東京都美術館 
1995 第 50 回行動展「安田火災美術財団奨励賞」 東京都美術館  
1996 第 7 回山梨県新進作家選抜展「美術館賞(最高賞）」 山梨県立美術館 
2000 国際丹南アート 2000－鉄土布かみと現代美術「優秀賞」 武生市民ホール／福井 
2003 第 58 回行動展「行動美術賞(最高賞）」 東京都美術館 
2004 現代美術国際交流展ニューヨーク 2004「特別賞」 Ward Nasse Gallery／NEW YORK 
 
■作品所蔵 
山梨県立美術館 筑波大学 富士レークホテル 


