
木村桃子展「もれる光 のびる線」 2022.9.18(sun) - 10.1(sat)
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galerieH 〠103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-13-2F  ☎ 03-3527-2545  ✉ info@galerie-h.jp

No 作品No 作品名 制作年 サイズ 素材/技法 価格(税抜) 価格(税込)

1 2209-01 ブランチドローイングドローイング 2022 140×100 紙 インク コラージュ ¥15,000 ¥16,500

2 2209-02 Catch the light. 2022 140×110×30 紙 インク モルタル 木 ¥55,000 ¥60,500

3 2209-03 Unchu-A 2022 80×140×60 紙 インク モルタル 木 ¥20,000 ¥22,000

4 2209-04 ブランチドローイング 2022 1330×670×203 木 光ファイバー ¥200,000 ¥220,000

5 2209-05 マイ ホールドローイング 2022 140×200 ドローイング ¥15,000 ¥16,500

6 2209-06 Unchu-B 2022 75×130×80 紙 インク モルタル 木 ¥20,000 ¥22,000

7 2209-07 Sculptor Ⅱ 2022 360×160×50 紙 インク モルタル 木 ¥55,000 ¥60,500

8 2209-08 マイ ホール 2022 600×1200×300 木 インク ¥450,000 ¥495,000

9 2209-09 マイ ホール 2022 600×1200×300 木 インク ¥450,000 ¥495,000

10 2209-10 Koinu Ⅱ 2022 100×110×70 紙 インク モルタル 木 ¥30,000 ¥33,000



木村桃子  KIMURA momoko 

1993  東京都生まれ 
2017  武蔵野美術大学造形学部彫刻学科 卒業 
2019  武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻彫刻コース 修了 
         Official Website 

［主な展覧会］ 
2022 「木村桃子-もれる光 のびる線-」展 galerieH/東京 
        「八色の森の美術展 たおやかなまなざし」 池田記念美術館/新潟 
        「いとまの方法」展 杉並学園アートプロジェクト 児童養護施設杉並学園/東京 
        「LIFE LINE」展 gallery face to face/東京 
2021 「木馬と星」展 WALLA/東京 
        「八色の森の美術展　語りかけるいろ、目覚めるかたち」 池田記念美術館/新潟 
        「助教・助手展2021」 武蔵野美術大学美術館/東京 
        「歪んだ場所」展 武蔵野美術大学 apmg/東京 
2020 「まあ、新しい生活様式　都市鉱山の調理法」展 early bird project/東京 
        「八色の森の美術展　かたちになる力」 池田記念美術館/新潟 
        「Make the knot」展 gallery face to face/東京 
2019 「木村桃子-Unmasked-」展 galerieH/東京 
        「CAF賞2019 入選者作品展」 代官山ヒルサイドフォーラム/東京 
        「でんちゅうストラット 星をとる」 小平市平櫛田中彫刻美術館/東京 
        「助手展2019 武蔵野美術大学助手研究発表」 武蔵野美術大学美術館/東京 
        「One Man Show+」展 gallery face to face/東京 
        「平成30年度 第42回東京五美術大学連合卒業・修了制作」展 国立新美術館/東京 
        「平成30年度 武蔵野美術大学卒業・修了制作」展 武蔵野美術大学美術館/東京 
2018 「間隙を縫う」展 横須賀飯島商店/神奈川 
        「東京2020公認文化オリンピアード事業でんちゅうストラット-グッド・バイブレーション-」展  
           小平市平櫛田中彫刻美術館/東京 
        「彫刻と対話法Ⅳ 揺さぶられる作意」展 府中市美術館市民ギャラリー/東京 
2017 「MONSTER Exhibition2017」渋谷ヒカリエ8/court/東京 
        「東京2020公認文化オリンピアード事業でんちゅうストラット」小平市平櫛田中彫刻美術館/東京 
        「MONSTER Exhibition in NY」 hpgrp GALLERY NEWYORK/ニューヨーク 
        「RAMP」 長谷川邸/東京 
        「平成28年度 第40回 東京五美術大学連合卒業・修了制作」展 国立新美術館/東京 
        「平成28年度 武蔵野美術大学卒業・修了制作」展 武蔵野美術大学/東京 
2016 「逸脱展」武蔵野美術大学/東京 
2015 「小平アートサイト2015-異彩-」小平市中央公園/東京 
2014 「open atelier」共同アトリエ展示/東京 
2013 「小平アートサイト2013-会いに来る美術-」小川町1丁目地域センター/東京 

［パブリックアートワーク］ 
2021 世田谷区玉川総合支所等々力庁舎 桜の木ベンチアートワーク「水と木のリビング」 

［主な受賞］ 
2019  権鎮圭賞                                                                                                                                     Artist Page_木村桃子 
2017  武蔵野美術大学5賞 清水多嘉示賞                http://bit.ly/2ZFjwF0 
         MONSTER Exhibition2017 最優秀賞 
         日本文化藝術財団第22回奨学生 

                                                                     Online Store_木村桃子 
                                                                     https://bit.ly/3Sd2utc

https://bit.ly/3QKGd52
http://bit.ly/2ZFjwF0
https://bit.ly/3Sd2utc


 ご縁あってラジオに出演させてもらい、人生初の曲紹介では矢野顕子の「ごはんができたよ」を流させ
てもらった。この曲の金太郎飴的な歌詞のつくりが、当時作品のモチーフとしてよく取り上げていた星
座の構造と似てるなと思っていた。金太郎飴的というのは、あるものに沿った時間軸を輪切りにし、ワ
ンシーンごとに見せていくような、平面が連続して立体をかたちづくるような歌詞の展開のことで、輪
切りのきゅうりでもイメージは近いかもしれない。

 星座も、地球から見たら空に点が貼り付いてるだけに見えるが、実は隣り合う星同士も前後の奥行きが
存在していて、光が届く時間が立体的な厚みを作り上げている。
 二つとも、ある面に対して無限に続く筒状の軸があり、金太郎飴みたいに輪切りにすると断面の絵がち
ょっとづつ歪んだりずれるような、そんな形が頭に浮かぶのだ。

 オーソドックスに木彫作品を製作する際に、製材した平滑な面に線を引き輪郭をとっていく過程がある。
だいたい正面・側面・上面の３方向からの輪郭をとるとそれらしい量感になってくるのだが、１方向 (正面）
から見た輪郭だけをくり抜いた状態は、金太郎飴や輪切りのきゅうりのように間抜けで、連続する形の
断面が無防備に曝け出されているようだ。

 別々の木片を圧着して一体化させることを寄木という。接着面（断面）の面積に対して、手前・奥に長
く木を繋ぐにはダボなどの芯のようなものが貫いていないと重さで剥がれ落ちたり、ポキリと折れてし
まう。
 
 レリーフを彫る最中に穴が開いて、向こう側の景色が突如として目の前に現れた瞬間、光が面を貫いて
こちらに向かってくる。世界が開けたかのような、一つの次元が崩壊したかのような、ハッとする瞬間だ。
穴から貫かれるその光を芯にしたら、無数の断面を寄木できそうだなと思った。光が届く限り続く、長
い長い金太郎飴を逆再生できないだろうか。

「もれる光 のびる線」
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