
Press Release

今秋、イムラアートギャラリーでは初となる石井海音の個展を開催いたします。

石井海音は 1994 年大阪府生まれ、2020 年、京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程
絵画専攻修了。同年、京都市立芸術大学作品展にて大学院市長賞を受賞、AATMアートアワー
ドトーキョー丸の内 2020 にも出品（新丸ビル・東京）。2021 年はグループ展「絵画の見かた 
reprise」（√K Contemporary・東京、2021 年）、「biscuit gallery opening exhibition II」(biscuit 
gallery・東京、2021 年 ) などに参加。現在、注目を集める作家です。

石井の作品は、幼い頃から描いてきた絵や日常の延長線上である作家の個人的経験がモチーフ
として描かれます。「可愛い」を意識して描かれる独自のキャラクターに加えて、線づかいが
魅力的です。
構図は２次元的な構成ながら、画中画や、レイヤーとして重ねて描かれる線により、多層的な
空間の広がりや時間の重なりなど、３次元、４次元的な印象を受けます。

本展では、新作約 9点を展覧いたします。独自の絵画の試みにぜひご対峙ください。

石井 海音「視線のたより」 Amane Ishii Solo Exhibition　
日時：2021/10/1 ( Fri. ) ～ 10/22 ( Fri. )  12:00 - 18:00       ( 日月祝　休廊 )
                                                          　　12:00 - 20:00 on 10/1 *Nuit Blanche
会場：imura art gallery

―作家ステイトメント　

私が絵に送った視線は窓を抜け、鏡ではね返り、絵の
中の絵をさまよったり、時には自分を見つめ返したり
します。
「視線のたより」では、そんな別の世界へ広がる可能性
を秘めたモチーフとともに、絵と私との眼差しの
やりとりを描きました。　

　石井海音　　

石井海音《 起きた人 》キャンバスに油彩、507mm×420mm、2021 年
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略歴
1994　大阪府出身
2018　京都市立芸術大学美術学部美術科油画専攻卒業
2020　京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻修了

個展
2018　京都市立芸術大学小ギャラリー（京都）
2020　room（芝田町画廊・大阪）
2021　視線のたより（イムラアートギャラリー・京都）
 

近年のグループ展

2019　京都市立下京渉成小学校作品展（京都市立下京渉成小学校・京都）
2020　Crossing Paintings - 交差する絵画 - 石井海音 / 川人綾 / 三好彩（イムラアートギャラリー・京都）
　　　AATMアートアワードトーキョー丸の内 2020 出品（新丸ビル・東京）
　　　artTNZ from imura art gallery（TERRADA　ART　COMPLEXⅡ・東京）
2021  絵画の見かた reprise（√K Contemporary・東京）
　　　biscuit gallery opening exhibition II (biscuit gallery・東京 )
　　　窓と外（artgallery opaltimes・大阪）
　　　家入一真コレクション展「表現へのシナジー」（awabar kyoto・京都）
　　　COLOR IN ART　石井海音、川人綾、永島千裕、桃田有加里（新宿髙島屋 10階美術画廊・東京）
　　　CADAN × ISETAN ART GALLERY　具象 Figuration（伊勢丹新宿店本館 6階アートギャラリー・東京）

受賞
2020　京都市立芸術大学作品展 大学院市長賞
            

パブリックコレクション
京都市立芸術大学

石井 海音 (Amane Ishii)

石井海音《 お風呂のおばけ 》
キャンバスに油彩、606mm×500mm、2021 年
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Amane Ishii  “Gaze Letter” 　
Period:  2021.10.1 (Fri.) - 10.22 (Fri.)
Hours:  12:00 - 18:00 (Closed on Mondays, Sundays and National Holidays)
   　　 12:00 - 20:00  on 10.1(Fri.)  *Nuit Blanche
Venue:  imura art gallery 

Imura art gallery is pleased to announce its first solo exhibition by Amane Ishii this autumn.

Born in Osaka Prefecture in 1994, Amane Ishii received her MFA in painting from Kyoto City 
University of Arts in 2020. The same year, she received the Graduate School Mayor’ s Award 
at　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 and showed her work at 　　　　　　　　
　　　　　 　        in the Shin Marunouchi Building in Tokyo. In 2021, Ishii has taken part in 
the Tokyo group exhibitions            　　　                               at √K Contemporary and the 
　　　　　　　　　　　　　 　       at biscuit gallery. She is one of the young artists who are 
attracting attention today.

The motifs in Ishii’ s art are images that she has drawn since she was a young child and 
personal experiences of the artist that are extensions of her daily life. Her use of lines is 
appealing, as are her distinctive and deliberately             characters.

While her compositions are two-dimensional, her use of pictures within pictures and lines 
adding extra layers to the canvas gives her paintings a three-dimensional or four-dimensional 
feel, as if they possess expansive multilayered space and overlapping temporal strata.

This exhibition is an opportunity to take a close look at Amane Ishii’ s truly original paintings, 
presenting nine or so new works by the artist.

Amane Ishii《 起きた人 》  2021, Oil in camvas, 507mm×420mm

－Artist Statement

The gaze I cast upon the paintings passes 
through windows,  bounces off mirrors ,  
wanders around the pictures inside pictures, 
and sometimes gazes back at me. 
In　　　　　, along with portraying motifs 
with the potential to open up such a different 
world, I post a record of the passage of gazes 
between me and the paintings.

Amane Ishii

Kyoto City University of Arts Annual Exhibition Art Award Tokyo 

biscuit gallery Opening Exhibition II

kawaii 

Gaze Letter

Approaches to Painting̶reprise 
Marunouchi 2020 
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Artist Profile

1994　Born in Osaka 
2018　BFA, Kyoto City University of Arts, Kyoto
2020　MFA, Kyoto City University of Arts, Kyoto

Selected Solo Exhibitions

2018　Kyoto City University of Arts small gallery, Kyoto
2020　"room" Gallery Shibatacho, Osaka
2021　"Amane Ishii Solo Exhibition  Gaze Letter" imura art gallery, Kyoto

Selected Group Exhibitions

2019　"Kyoto Municipal Shimogyo Shosei Elementary School Annual Exhibition"
　　　   Kyoto Municipal Shimogyo Shosei Elementary School, Kyoto
2020　"Crossing Paintings - Amane Ishii / Aya Kawato / Sae Miyoshi -" imura art gallery, Kyoto
　　　  "ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2020" Shin-Marunouchi Bldg., Tokyo
2021    "Approaches to Painting ‒ reprise" √K Contemporary, Tokyo
　         "biscuit gallery opening exhibition Ⅱ" biscuit gallery, Tokyo
　　　  "Mado-to-Soto" artgallery opaltimes, Osaka
　　　  "Kazuma Ieiri Collection Exhibition Syenergy to Expression" awabar kyoto, Kyoto
　　　  "COLOR IN ART  Amane Ishii, Aya Kawato, Chihiro Nagashima, Yukari Momoda"
　　　　Takashimaya Shinjuku Store 10F art gallery, Tokyo
    　     "CADAN × ISETAN ART GALLERY concreteness Figuration"
　　　　Isetan Shinjuku Store Main Building 6F art gallery, Tokyo

Award

2020　"Kyoto City University of Arts Annual Exhibition", Mayer's Prize for graduate student 

Public Collection

Kyoto City University of Arts, Kyoto

石井 海音 ( Amane Ishii )

31 Kawabata-higashi  Marutamachi
Sakyo-ku,  Kyoto,  606-8395 Japan
Open    :  Tuesday-Saturday /  12:00 -  18:00
Closed :  Sundays,  Mondays,  National  Hol idays

Tel  :  075-761-7372
Fax :075-761-7362
E-mail  :  info@imuraart .com

Amane Ishii《 お風呂のおばけ 》
2021, Oil on canvas, 606mm×500mm
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