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展覧会名｜

会

期｜

概

要｜

frame and refrain

2015 年 3 月 15 日（日）－ 2015 年 6 月 14 日（日）

ベルナール・ビュフェ美術館では、開館４０周年を契機として、私たちと同時代を生きる作家の表現世
界を紹介する「２１世紀アートプロジェクト」を立ち上げました。
第３回目は「杉戸洋 frame and refrain」展を開催いたします。

杉戸洋（１９７０−）は、幼少期をニューヨークで過ごし、モダンアートに触れたのち、帰国後は日本画の
繊細な線や美しい色彩に魅せられ、愛知県立芸術大学にて日本画を学びます。１９９０年代より、現代
美術のフィールドで絵画を媒体に創作活動をはじめた杉戸は、９０年代の「新しい具象」の流れのなか
で、抽象と具象、装飾と物語性のあいだを行き来しながら、ペインティングでありながらドローイング
でもあるような、流動的な絵画をつくり上げていきます。

本展では、新作および未発表作品を中心に展示し、２１世紀絵画の魅力と可能性を問いかけます。みず
みずしく鮮やかな色に彩られ、幾何学形を基調としたモチーフ、木や家、蝶などのシンプルでありなが
らも奥行きのあるイメージが描かれた杉戸の絵画は、純粋に絵を見ることへの喜びを喚起させてくれ
ることでしょう。
宮城県美術館にて、杉戸洋個展同時開催予定 会期：２０１５年５月２日（土）―７月２６日（日）

主

催｜ ベルナール・ビュフェ美術館
｜

開館時間｜ 3 月

10：00－17：00 ／ 4・5・6 月 10：00－18：00＊入館は閉館の 30 分前まで

休 館 日｜水曜日（祝休日の場合は翌日休み、4 月 30 日は開館）
入 館 料｜大人：1,000 円（900 円）／高・大学生：500 円（400 円）／小・中学生：無料
＊
（ ）内は 20 名様以上の団体割引

会

場｜ ベルナール・ビュフェ美術館

別館 2 階

〒411-0931 静岡県長泉町東野クレマチスの丘 515-57
TEL.055-986-1300 FAX.055-987-5511 URL:www.buffet-museum.jp
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【作家紹介】

杉戸

洋 （すぎと・ひろし）

Hiroshi Sugito

１９７０ 名古屋市生まれ
１９９２ 愛知県立芸術大学美術学部日本画科卒業

主な個展
１９９６ 小山登美夫ギャラリー、東京
Marc Foxx Gallery、サンタモニカ、アメリカ
１９９７ ニコール・クラッグスブルン・ギャラリー、ニューヨーク、アメリカ
１９９９ ケンジタキギャラリー、名古屋、愛知
２００２ 「voyager」愛知県美術館、名古屋、愛知
２００６ 「April Song」ヴァンジ彫刻庭園美術館、静岡
「Focus」フォートワース現代美術館、フォートワース、アメリカ
２００８ 「Triple Mountain」Galeria Fortes Vilaça、サンパウロ、ブラジル
２０１１ 「needle and thread」小山登美夫ギャラリー、東京
「paintings and sketches」 ジャパン・クリエイティブ・センター（JCC）、シンガポール
２０１２ 「the orange tree」ケンジタキギャラリー、名古屋、愛知
２０１４ Marc Foxx Gallery、ロサンゼルス、アメリカ
「杉戸 洋 - pit -」ケンジタキギャラリー、名古屋、愛知

主なグループ展
１９９８ 「VOCA 展 '98」上野の森美術館、東京
１９９９ 「MOT アニュアル１９９９－ひそやかなラディカリズム」東京都現代美術館、東京
「メディテーション―真昼の瞑想―９０年代の日本の美術」栃木県立美術館、宇都宮、栃木
２０００ 「カレイド・スコープ・オブ・タイム」福井県立美術館、福井
２００１ 「Painting at the Edge of the World」ウォーカー・アート・センター、ミネアポリス、アメリカ
２００３ 「Poetic Justice」The 8th International Istanbul biennial、イスタンブール、トルコ
２００５ 「Japan Pop」Helsinki City Art Museum、ヘルシンキ、フィンランド
２００７ 「マイクロポップの時代―夏への扉」水戸芸術館現代美術ギャラリー、水戸、茨城
「『森』としての絵画：『絵』のなかで考える」岡崎市美術博物館、岡崎、愛知
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主なグループ展（2 ページより続く）

２００８ 「On the Road 道の上で」光州ビエンナーレ、光州、韓国
２００９ 「ウィンター・ガーデン：日本現代美術におけるマイクロポップ的想像力の展開」
（キュレーション：松井みどり）原美術館、東京
【巡回】ケルン日本文化会館、ケルン、ドイツ
2010、トロント日本文化センター、トロント、カナダ
Galeri'a Arnold Belkin ： Museo Universitario del Chopo、メキシコシティ、メキシコ
「放課後のはらっぱ 櫃田伸也とその教え子たち」愛知県美術館、名古屋、愛知
名古屋市美術館、名古屋、愛知
２０１０ 「絵画の庭 − ゼロ年代日本の地平から」国立国際美術館、大阪
「沖縄県立美術館コレクション 展」コレクションギャラリー２、沖縄県立美術館、那覇、沖縄
２０１２ 「庭をめぐれば」ヴァンジ彫刻庭園美術館、静岡
２０１３ 「Baby, これを愛と呼ぶ事にしよう vol.9 小林正人＋杉戸洋： 絵画、それを愛と呼ぶことにしよう」
gallery αM、東京
「Re:Quest―1970 年代以降の日本現代美術」ソウル大学校美術館、ソウル、韓国
「あいちトリエンナーレ 2013 揺れる大地 ― われわれはどこに立っているのか ：
場所、記憶、そして復活」愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、ほか、名古屋、愛知
２０１４ 「開館 20 周年記念 MOT コレクション特別企画 クロニクル 1995－」、東京都現代美術館、東京
「あなたのリアル、わたしのリアル」 愛知県美術館、名古屋、愛知
「ロジカル・エモーション―日本現代美術展」ハウス・コントルクティヴ美術館、チューリッヒ、スイス
＜2015、クラコフ現代美術館、ポーランド / 2015、ザクセンアンハルト州立美術館、ドイツへ巡回予定＞
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【広報用画像資料】
広報用にお使いいただける画像をご用意しています。
お申込み、お問い合わせにつきましては、次ページをご覧ください。
クレジット表記は各画像下の記載に統一してくださいますようお願いいたします。

≪untitled≫
oil on canvas
2011
41ｘ31.8cm
©Hiroshi Sugito

≪untitled≫
oil on canvas
2012
33.3ｘ24.2cm
©Hiroshi Sugito

≪untitled≫
oil on canvas
2014
41ｘ27.3cm
©Hiroshi Sugito

≪untitled≫
oil on canvas
2011
50ｘ61cm
©Hiroshi Sugito
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【広報用画像資料申し込み用紙】
前ページ掲載の作品について画像資料 ( デジタルデータのみ ) をご用意しています。
ご希望の場合は□にチェック
お願い

を入れ、必要事項をご記入の上、FAX にて 055-987-5511 までお申し込みください。

・クレジット表記は前ページ画像下の記載に統一してくださいますようお願いいたします。
・お手数ですが掲載誌一部をご送付ください。
・取材の際は事前に担当者までご一報くださいますようお願いいたします。

貴媒体名
掲載号

発売日 / 放映日

貴社名

ご担当者名

Tel

年

月

日

Fax

E-mail
ご住所
資料お届け期限

月

日までにご希望

【お問い合せ】
展覧会担当：雨宮（あまみや）

FAX：055-987-5511

ベルナール･ビュフェ美術館
静岡県駿東郡長泉町東野クレマチスの丘 515-57
TEL055-986-1300
5
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【開催館情報】
ベルナール・ビュフェ美術館
開館時間
10：00－17：00（3 月）
10：00－18：00（4・5・6 月）
ご入館は閉館の 30 分前まで

休 館 日
水曜日（祝休日の場合は翌日休み、4 月 30 日は開館）

入 館 料
一般：1,000 円（900 円）
高・大学生：500 円（400 円）
小・中学生：無料
＊（

ベルナール・ビュフェ美術館 エントランス外観
設計：菊竹清則
撮影：山本糾
〒411-0931 静岡県長泉町東野クレマチスの丘 515-57

）内は 20 名様以上の団体割引

アクセス
◆お車の場合
【東京方面】東名･裾野 I.C.→R246 経由、沼津方面へ 10 ㎞
【名古屋方面】新東名･長泉沼津 I.C. または東名･沼津 I.C.→伊豆縦貫道 ( 無料区間 ) へ
長泉 I.C. 出口右折、R246 経由 7 ㎞
◆電車の場合
JR 東海道線 [ 三島駅 ] 下車
北口 (3 番乗り場 ) 発

無料シャトルバスあり ( 所要時間 25 分 )

＜無料シャトルバス＞
行き 「三島駅北口（新幹線口）
」発 ⇒ 「クレマチスガーデン」 ⇒ 「ベルナール・ビュフェ美術館」
時

9

10

11

13

14

15

16

17

平日

40

40

40

00

00

00

00

00

土日祝

40

40

40

40

40

40

40

分

12

帰り 「ベルナール・ビュフェ美術館」発 ⇒ 「三島駅北口（新幹線口）
」
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時

10

11

12

13

14

15

16

平日

10

10

10

30

30

30

30

土日祝

10

10

10

10

10

10

分

9

17

15

