五十川 祐 Yu Isogawa


東京都出身
2018- 東京芸術大学大学院美術研究科修士課程美術専攻油画 在籍中
2019-2021
ウィーン応用芸術大学 サイトスペシフィックアートに交換留学生として在籍
2018 多摩美術大学油画科 卒業

Exhibitions
2020
"Transit #6-8"/Paulusplatz 5, 1030 Vienna, Austria
"Mountains painted by Cats"/Glockengasse 6, Wien, Austria
"Transit #10 Invitational"/Paulusplatz 5, 1030 Vienna, Austria
2018
"Japanese Emerging Artists'Exhibition in NY. JART8th" /WILLIAMSBURG ART & HISTORICAL CENTER,
ブルックリン , アメリカ
" アタミアート ウィーク 2018" / ボーリング場 " スターレーン ", 熱海 , 静岡
"-1" Group show by Master's first grader in the second laboratory / 東京芸術大学 Yuga Gallery, 東京
"Third Person Shooters / Auto Aim" / 東京芸術大学 大学ホール , 東京
"アートイン湯宿 2018", みなかみ , 群馬
2017
"Tokyo Wonder Seed 2017" / トーキョーワンダーサイト , 東京
2016
"Performance 床 " performance event /studio DUST BUNNY, 東京
" 氷にまくらを入れて眠る " performance event /studio DUST BUNNY, 東京
" 窓の上の山 " performance event / 新宿眼科画廊 , 東京
2015
" 五美術大学交流展示 " / 武蔵野美術大学 , 東京

Allerhöchste Jagd | 2021
Material : Cardboards

Allerhöchste Jagd

170 × 70 × 50 cm (2020)

この彫刻作品は、猫の爪とぎとして使用されます。
猫は本能のままに、彫刻の表面をひっかくことがで

This sculpture is the claw sharpener for cats.
Following your cat's instinct, he can scratch the

きます。

surface of this sculpture "Allerhöchste Jagd".

作 品タイトル Allerhöchste Jagd は、オーストリア

T he title of the work "Allerhöchste Jagd" is used

皇帝フランツ・ヨーゼフの時代に作られた狩猟新聞 :
Jagdzeitung の別段で記載されていた、皇帝狩猟に関
するタイトルから使用されています。狩猟新聞とは、
狩猟家に向けた動物学や狩猟史に関連した記事から
宮廷狩猟に関する記事まで、狩猟に関するありとあ
らゆる内容が記載された新聞であり、発刊者である
アルベルト・フーゴーがなくなった 1873 年以降は
“Hugo's Jagdzeitung” と名前を変え、皇帝長くなっ
た 1916 年に廃刊しました。モチーフとなった山は
Traunstein mountain であり、かつては皇帝フランツ・
ヨーゼフが狩猟場として管理していたことが知られ
ています。

from the title on imperial hunting, which was listed
in a separate section of the hunting newspaper
Jagdzeitung, which was issued in the time of
Emperor Franz Josef.
Jagdzeitung was a newspaper with everything from
articles on zoology and hunting history for hunters
to articles on court hunting. It was renamed "Hugo’s
Jagdzeitung” when the publisher Hugo Albert died
and was discontinued in 1916 when the emperor
died. As a motif of the mountain, this product uses
Traunstein mountain, which was used to be managed
by Emperor Franz Joseph as his hunting ground.

dig|level | 2018

→

dig|level | 2018
Performance: Onjuku in Chiba Prefecture | Movie 7 min
Participant: Miyauchi Izumi
Performance time: 1 hour

私は過去 6 ヶ月間さまざまな場所に行きましたが、私は浜辺

を歩き海を眺めたことがよく思い出されます。私は地面と海
が結合して地平線を保っている状況に魅了されました。

身体と自然、人工と自然、過去と現在の関係に基づいて、私

は既存のものと新しいものの間の距離を狭めることを試みる
パフォーマンスを制作しました。

私は身体を新しい資源として捉え、地面を掘って手で水平に
し、地面と体の高さを均一にしました。

I have been to various places for the last six months,
but I often remember visiting the beach and looking
at the sea. I was fascinated by the way the ground
and the ocean form the horizon.
Based on the relationships between the body and
landscape, artificiality and nature, past and present,
I created this performance to narrow the distance
between them. I grasped the body as material, I dug
out the parts of the body that touched the surface of
the sand until it became completely leveled with the
ground.

落ちていた角材を拾って眺めていたら、木目が海に見えたこと
をきっかけに制作。

2018 年より海の写真を集めるプロジェクトを始めました。

活動記録としては、2018 年 10 月に群馬県みなかみ町湯宿温泉

の各所に作品を置かせていただけることになり、地元の人や温
泉に入りに来た観光客の方々に声をかけて作品の説明をし、海
の写真を集めました。このプロジェクトを通して、海が好きで
海が写っている広告まで手元に置いているという方に出会えま

した。このプロジェクトの目的は、その人の記憶から海を探す
こと、そしてたとえ海から離れた場所にいても、私たちの近く
に存在することに気付くことです。海の記憶を探すという行為
を促すことを日本国外で行なっていきます。

The inspiration for this following work came from the
illusion that the wood grain of a piece of wood looked like
waves in the ocean to me.
In October 2018, I started a project for which I am
collecting pictures of the sea. As activity record, I put
my work (stratum) in various places in Minakami-machi
Yujuku-onsen, a village in Gunma prefecture, and explained
my work to local people and tourists who came to the
hot springs to try to collect pictures of the sea. Gunma
Prefecture is an area in Japan that is not adjacent to the
sea. Through this project, I was able to meet a lady who
is collecting pictures and advertising flyers showing the
sea. The purpose of this project is to bring back people’s
memories of the sea, and to realize that the sea is existing
within us even if it is far away. I will work outside Japan to
encourage people to bring forth anew long lost memories of
the sea.

個人蔵

stratum | 2015Material : Wood

Letters in a gap | 2021
Material : Silicon

この作品は、ウィーンのいくつかの場所で展示されていま
す。

今回の作品では、道路の狭い隙間やひび割れを利用して、そ

の間に文字のスタンプを配置しました。スタンプは文字が上
を向くように置かれ、文字や構成された文章は鏡のように反
転しています。

鑑賞者は、地図を見ながら通りの名前を見つけるように、通

常よりもゆっくりとした足取りで、足元を見ながら文字を探
すことを余儀なくされます。

This works are exhibited in several places in Vienna.
For my work, I used the narrow gaps and cracks in the
streets to place stamps of letters between them. The
stamps are placed so that the letters face upward and these
characters and sentences are mirror-inverted. The viewer
is encouraged to look down their steps and look for the
objects slowly as if looking at a map and finding the name
of a street.
The viewer is encouraged to look down own steps and look
for the objects slowly, as if looking at a map and finding a
name of a street.

↓

Support for being | 2017
Movie 12 min
Performer : Shuji Inoue, Yukihiro Noguchi, Hiroki Katayama, Momoe Kanada,
Takumi Gotanda, Huang jieru, Abby Chou, Hikaru Nishida, Lee Seung Seub,
Xiaoyong Wang
Material : paintings made of mortar, stepladder

→

Support for being | 2017

Movie 12 min
Performer : Shuji Inoue, Yukihiro Noguchi, Hiroki Katayama,
Momoe Kanada, Takumi Gotanda, Huang jieru, Abby Chou,
Hikaru Nishida, Lee Seung Seub, Xiaoyong Wang

Material : paintings made of mortar, stepladder

10 人のパフォーマーが絵画のある空間に入ります。
そして、壁から絵画を外し、壁の代わりに絵画を支え、動い
ては行けません。
次に 1 人のパフォーマーが入ります。彼女は絵画を壁に掛け
ていた時と同じ高さと傾きに調整します。
絵画は壁であり、壁に掛けられているという作家の認識から、
人々に壁になるという役割を与えた。 壁が人を動かしてきた
歴史の中で、人は壁になり、他の静物を動かしてきた。

Ten performers enter the space where paintings. Then,
remove the painting from the wall, support the painting
instead of the wall, and stop the movement.
Next one performer enters. She adjusts paintings
suppported to the same height and tilt as when the
painting was hanging on the wall.
Painting is a wall, and from the artist's perception that
it is hung on a wall, it gave people the role of becoming
a wall. Throughout the history that the wall has moved
people, people have turned into walls and moved other
still life.

Breathing out | 2021

Communication with feet | 2021

Acrylic on cement

H 41.0 cm × W 31.8cm
Acrylic on cement

See on the other side | 2017

まるで偶然かのように、 出会う | 2017

Acrylic on cement

H 41.0 cm × W 31.8cm
Acrylic on cement

Vase | 2017
H 29.8 cm × W 23.6cm
Acrylic on cement

