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今田陽子の百花繚碗

SUN MOON



今田陽子（いまだ・ようこ） Yoko Imada

Sun and Moon - 今田陽子の百花繚椀

燦々と輝く金彩の Sunlight、そして淑やかに煌めく銀彩の Moonlight 。名古屋の今田陽子さんの六年
ぶりの個展にて、百花繚 “椀” が会場を埋め尽くす… 筈である。今まで、今田さんは作品の納期に間
に合わず、I’m not ready （いまだ、できない）の連続であった。しかし、現在の今田さんの意気込み
は一味違う。というのも、今年の 6月に何年ぶりに今田さんの新作をロンドンのアートフェア
Masterpiece 展に出品したところ、五つの出品作品が瞬く間に完売となった。ロンドンへ同行された
今田さんも、ブース内で大はしゃぎ。お客様と談笑する彼女の笑顔に深く感動しただけでなく、改
めてギャラリーの存在意義を思い出させてくれた。発表の場を得てこそ、作家は一回りも二回りも
成長できるのだ。その一助を担えて、素直に嬉しい。今田さんの新作は、かつてないほどピュアで
清らかな美に溢れている。流石に「ノット・レディ」とはもう呼べない。

ア・ライトハウス・カナタ　青山和平

2022年 9月 22日（木）～ 10月 1日（土）
日・月曜日 休廊（23日の祝日は通常営業しております）
午前 11時～午後 6時
作家在廊日：9月 22日（木）～ 9月 24日（土）

愛知県名古屋市出身
1993 愛知県立芸術大学美術学部デザイン工芸科陶磁専攻卒業
1995 愛知県立芸術大学院美術研究科陶磁専攻修了
1996 愛知県立芸術大学院美術研究科陶磁専攻研修生修了
1999 Royal College of Art (MA ceramics & glass）修了

＜主な個展・グループ展＞
2004 「個展」酉福 /東京 (’ 12, ’ 14, ’ 16)

2012 「Collect」 Saatchi Gallery / イギリス (’ 13, ’ 14, ’ 15)
2018 「The Art of Japanese Porcelain」 Galerie Marianne Heller / ドイツ
2019 「Silhouettes of Tomorrow」ロンドン Pop-Up展 / イギリス
2022 「Masterpiece London」 / イギリス

＜主な入選＞
1998  国際陶磁器フェスティバル美濃’ 98 陶芸部門 入選
2009  第 3回菊池ビエンナーレ展 入選
2014 第 10回国際陶磁器フェステバル美濃’ 14陶芸部門 入選
2016  第 4回陶美展 入選
2019 第 8回菊池ビエンナーレ展 入選
2020 第 7回陶美展 入選
その他各地で個展・グループ展多数開催、受賞・入選多数

＜パブリックコレクション＞
世界のタイル博物館（愛知県）
オーストラリア国立美術館（オーストラリア）
金沢市（石川県）

ア・ライトハウス・カナタ
106-0031 東京都港区西麻布3-24-20 霞町テラス6F
TEL.03-5411-2900
最寄駅「六本木」「乃木坂」駅より徒歩約10 分
都営バス　都01/RH01　「西麻布」下車

Like a whirlwind of colour, Yoko Imada’ s porcelain bowls ripple with a vivacity that embodies the loquacious 
artist herself. After studying at the Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music and the Royal College 
of Art, London, Imada further apprenticed under the legendary ceramic artist Ryoji Koie, and her works are 
deeply influenced by her mentor’ s flair with both the potter’ s wheel and with the brush. In fact, Imada’ s 
powerful strokes in gold and silver lustre are bold paintings in abstraction that imbue her porcelain bodies 
with a life energy that is distinctively hers. And having sold out all 5 works exhibited at Masterpiece London 
this June, Imada’ s brushwork now also brim with a visceral confidence that heightens and accentuates her 
immaculately thrown bowls. Entitled Sunlight and Moonlight, Imada’ s new lustred works may be her most 
beautiful yet. We hope you agree. 

Wahei Aoyama, A Lighthouse called Kanata

Sun and Moon - A Hundred Bowls by Yoko Imada
September 22nd (Thu) - October 1st (Sat), 2022
11am - 6pm, closed Sun/Mon
Artist present: Sept. 22nd (Thu) - 24th (Sat)
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