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吉田和夏 ｜ Strange Loop
Waka Yoshida| Strange Loop

2014 年 12 月 6 日（土）- 12 月 27 日（土）
December 6(Sat) - 27 (Sat), 2014

関係者各位
拝啓
時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
GALLERY MoMo Ryogoku では、12 月 6 日（土）から 12 月 27 日（土）まで吉田和夏展「Strange Loop」を開催いたします。
吉田和夏は 1983 年岩手県生まれ、2006 年埼玉大学教育学部美術専修卒業、その後もセツモードセミナーで学び 2008 年に卒業しました。当ギャラリー
での個展は 4 回目を迎え、13 人の作家集団による画賊でも継続して作品を発表し、今年の第 17 回岡本太郎現代芸術賞展に入選して活躍の場を広げています。
吉田作品のユニークさは、大学在学中に教育実習で見た模型や標本等の教材にあり、博物学的な作品モチーフはそこから発していると言っても過言では
ありません。だからこそ、そこに見る者の郷愁を誘い、かつて興味を持った地層や恐竜へのアプローチにも親近感を抱かせます。作品は初期の頃から平面
作品と共に立体や小さなオブジェも手掛け、多くの人に身近な作品として受け入れられて来ました。
一貫してモチーフは地層や恐竜、地図など実際に私たちの目に映ることができないものを選び、自身の想像を加え平面や立体作品にしてきました。今展
のタイトルである「Strange Loop」は、直訳すると「奇妙な輪」という意味で、マイナーであるものの、自己言及やパラドックスと関わりがあるものを
指します。吉田は未知への思考に伴うもつれの状態と制作や展示、双方に関わる言葉としてこのタイトルを選び、今展でその世界観を再現する予定です。
標本箱に収めた作品や小さなオブジェ、平面作品 26 点、立体作品 25 点を展示予定、皆様のご高覧をお待ちしています。
つきましては、是非、貴社・貴誌にて本展の紹介にご協力賜わりたく、ここにご案内申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具

アーティストコメント

[ グループ展 ]

旅先でみた景色や、特別なものを見た後に、満たされた気持ちになる。

2004 「デザインフェスタ vol １８」

知らなかった何かを得た気持ちでいっぱいになる。

「tarohi 展」 ギャラリー澄光（東京）

だけど何を得たのか、何を知ったのか考えるとわからなくなる。
知ることで未知が拡大された、というのが今の実感である。

東京ビックサイト（東京）

「忘れもの展」 埼玉大学コモギャラリー（埼玉）
「埼玉大学有志展示

彩展」 埼玉県立近代美術館（埼玉）

2005 「六月展」 埼玉大学コモギャラリー（埼玉）
「月光荘ムーンライト展」 月光荘（東京）

未知というのは私の制作の中で必ず関わってくるもので、考えている間に、

「tarohi 展」 ギャラリー澄光（東京）

私は迷い込んで出られなくなった。

「埼玉大学有志展示

彩展」 埼玉県立近代美術館（埼玉）

2006 「デザインフェスタ vol ２０」

東京ビックサイト（東京）

「月光荘ムーンライト展」 月光荘（東京）
「ＧＥＩＳＡＩ９」 東京ビックサイト（東京）
「埼玉大学卒業制作展」 埼玉県立近代美術館（埼玉）
2007 「ＧＥＩＳＡＩ１０」 東京ビックサイト（東京）
「tarohi 展」 ギャラリー澄光（東京）
「春だから展」 にじ画廊（東京）
「絵人五輪展」 幸伸ギャラリー（東京）
「リトルマガジン「ここ」ミニ展示 「しろ」のこと」
ブックギャラリーポポタム（東京）
2008 「new － laid

eggs 展」 GALLERY MoMo（東京）

「イラストレーション

ザ・チョイス大賞展」

伊東屋９Ｆギャラリー（東京）
「roji ART exhibition

壁画展」 rojicafe（東京）

「トーキョーワンダーウォール２００8」
東京都現代美術館（東京）
「new painter 展」 ＭＯＴＴ ＧＡＬＬＥＲＹ（東京）
「ＧＥＩＳＡＩ

＃ 11」 東京ビックサイト（東京）

「Opening exhibition 展」 GALLERY MoMo Ryogoku（東京）
2009 「 Summer Group Show Hop Step Jump」

”標本箱（トリケラ草）"
2014 年

GALLERY MoMo Roppongi ( 東京）

Mixed Media
31.0cm × 21.0cm

2010 「蝙蝠展」ブックギャラリーポポタム（東京）

©Waka Yoshida

「ポポタムウィンタム」ブックギャラリーポポタム（東京）
2011 「再生 ‐ Regenerate-」GALLERY MoMo Ryogoku（東京）
「激凸展」unseal comtenporary（東京）
2012 「画賊 No.2 原画展 - 画賊の自由研究 -」unseal comtenporary（東京）

[ 略年譜 ]

2013 「胎内巡りと画賊たち」京都美術工芸大学付属京都工芸美術館（京都）

1983

岩手県生まれ

2006

埼玉大学教育学部美術専修

2008

セツモードセミナー

2014 「第 17 回岡本太郎現代芸術賞展」川崎市岡本太郎美術館（神奈川）

卒業

「DARUMA COCHAE」SFT GALLERY 国立新美術館（東京）

卒業

「帰ってきた東京みやげ展」ブックギャラリーポポタム（東京）
[ 個展 ]
セツモードセミナー１Ｆギャラリー（東京）

[受

GALLERY MoMo（東京）

2007

イラストレーション年度賞

2010

GALLERY MoMo Ryogoku（東京）

2008

トーキョーワンダーワォール

2012

GALLERY MoMo Roppongi（東京）

2014

第 17 回岡本太郎現代芸術賞

2008

賞]
入賞
入選
入選

展覧会名：Strange Loop
作 家 名：吉田

和夏（よしだ

わか）

会

期：2014 年 12 月 6 日（土）－ 12 月 27 日（土）

会

場：ギャラリーモモ両国

オープニングレセプション：2014 年 12 月 6 日（土）18:00 - 20:00
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営業時間：11:00 - 19:00 日曜・月曜・祝日休み
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掲載用写真の貸出や、展示の詳細など、御質問等がございましたら
上記までお問い合わせ下さい。
プレス担当

杉田まで

