
 

©Ryudai	 Takano,	 Courtesy	 of	 Yumiko	 Chiba	 Associates,	 Zeit-Foto	 Salon	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

2014 年 10 月 28 日(火)より、Yumiko Chiba Associates viewing room shinjukuにて、鷹野隆大の個展「2014 年 1
月から比較的最近まで、撮影順に」を開催いたします。	 

	 

鷹野の写真を見ることとは、見ているモノがなんであるかが不確かになってくる、そうした経験の

迎接である。隠れていたものが暴露され現れるのではない。現れていたのに見られてこなかったも

のが写真を通して視界を横切り、見るという行為そのもののなかに作動していた、見ることへの拒

絶と否認が、潔く破棄されるのである。見ることで視界から消されていたものたちが見る行為に抗

うようにして、私たちのもとに帰ってくる。それが、鷹野の写真が啓く時空である。	 
	 
	 	 	 	 	 	 	 	 鷹野隆大+新城郁夫	 「まなざしに触れる」より抜粋	 

	 
	 
鷹野は自らの撮影した写真を見返す時、撮影時には意図していなかった意外な発見をすることがあると言いま
す。「そこに写っている人や場所が生々しい実感と共に立ちあらわれてくる写真」こそが素晴らしいと著書「ま
なざしに触れる」の中で自身が述べているように、何ということもない日々の風景が一変して見えるようにな
るのは、見る者がその写真から何かを発見し、それまで自己に内在していたものが外へ開かれる瞬間でもあり
ます。その時にようやく写真は撮影者から離れ、他者として眼前に現れるのではないでしょうか。それは近代
的な視覚体験への抗いであると同時に、我々に「見る」ことへの問いかけを提示するものでもあります。	 
	 
本展では、鷹野が 1998 年から現在まで一日も欠かさず撮り続けている「毎日写真」のシリーズより、2014 年
に入ってから撮影された、日常の街並を写したカラー写真約 40 点を展示致します。	 

	 

鷹野	 隆大	 Ryudai Takano	 

「2014 年１月から比較的最近まで、撮影順に」	 

会期：	 2014 年 10 月 28 日（火）-	 11 月 29 日（土）	 

会場：  Yumiko Chiba Associates viewing room Shinjuku 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 〒160-0023	 東京都新宿区西新宿	 4-32-6	 パークグレース新宿#206	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 営業時間:12:00-19:00	 	 	 定休日:日、月、祝日	 

オープニングレセプション：11 月 1 日（土）	 

※オープニングレセプションは展覧会初日ではありません。お気を付け下さい。	 



 
	 

■作者コメント	 

人々が日常で目にする街景のほとんどは無価値なものとして切り捨てられている。僕はそれらを落ち穂拾いの

ように撮り続けている。まるで美しくもない、見るべきポイントのないそれらの写真が何になるのかはわから

ない。しかし僕は自分の内的ヴィジョンを写真で表すことには興味がない。僕はただ目の前にあったそれらの

ものを記録するだけである。自分を取り巻くそれらの実在感をうまく表すことができたなら、それで十分な気

がしている。	 

	 

鷹野隆大	 2014 年 9 月	 

	 

	 

■オープニングレセプション	 

日時：2014 年 11 月 1 日（土）18:00-20:00	 

会場：Yumiko	 Chiba	 Associates	 viewing	 room	 shinjuku	 

	 

	 

■関連情報	 	 

	 

1）鷹野隆大(写真)と新城郁夫(テキスト)による共著「まなざしに触れる」が水声社より刊行されました。	 

	 

『まなざしに触れる』	 

鷹野隆大＋新城郁夫	 定価３,０００円＋税	 

A５判上製、１５２頁	 

ブックデザイン＝宗利淳一	 

	 

『まなざしに触れる』特装版	 

鷹野隆大＋新城郁夫	 定価８０,０００円＋税	 

A５判上製、クロス装、クロス貼函入	 限定３０部	 

オリジナルプリント二枚、サイン入	 

ブックデザイン＝宗利淳一	 

	 

※	 ご購入は、全国の書店、もしくはYCAオンラインストアにて	 

http://ycassociates.thebase.in/items/727589	 

	 

	 

2）鷹野隆大	 写真集「ヒモとコーラ	 –太宰府の高松次郎-」	 が青土社より11月下旬に刊行予定です。また、12

月6日(土)より、三宿Capsuleにて出版記念展を開催致します。詳細が決まり次第、ユミコチバアソシエイツの

WEBサイトにて告知致します。	 http://www.ycassociates.co.jp	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



 
■プロフィール	 

	 

鷹野隆大	 

1963	 福井生まれ	 

2006	 第 31 回木村伊兵衛写真賞受賞	 

東京都在住	 

	 

［主な個展］	 

2013	 	 「香港、新圳	 1988」ツァイト・フォト・サロン（東京）	 

2012	 	 「モノクロ写真」	 Yumiko	 Chiba	 Associates	 viewing	 room	 shinjuku（東京）	 

2009	 	 「公開製作４６	 記録と記憶とあと何か」府中市美術館（東京）	 

2009	 	 	 	 「おれと」ナディッフ	 アパート	 （東京）	 

2006	 	 「第 31 回木村伊兵衛写真賞受賞作品展	 In	 My	 Room」コニカミノルタプラザ	 ギャラリーC（東京）	 

2006	 	 「イン・マイ・ルーム」ナディッフ（東京）	 

	 

［主なグループ展］	 

2014	 	 「これからの写真	 光源はいくつもある」愛知県美術館(愛知)	 

2014	 	 「写真分離派展	 「日本」」京都造形芸術大学ギャルリ・オーブ(京都)	 

2013	 	 「引込線	 2013」旧所沢市立第２学校給食センター（埼玉）	 

2013	 	 「Face	 Value:	 Portraits	 from	 The	 Kinsey	 Institute」The	 Kinsey	 Institute	 Gallery(インディアナ州,アメリカ)	 

2011	 	 「ANTIFOTO	 2011」Kunstraum（デュッセルドルフ,ドイツ）	 

2011	 	 「印刷-日本現代写真集展」(パリ,	 フランス)	 

2011	 	 「MODERNITY	 STRIPPED	 BARE」University	 of	 Maryland（ワシントン,アメリカ)	 

2010	 	 「写真分離派宣言」ナディッフ(東京)	 

2010	 	 「スナップショットの魅力-かがやきの瞬間-」東京都写真美術館（東京）	 

2010	 	 「Beyond	 The	 Border」Tangram	 Art	 Center(上海、中国)	 

2010	 	 「木村伊兵衛写真賞 35 年周年記念展」	 川崎市民ミュージアム（神奈川）	 

2009-10	 「貴方を愛するときと憎むとき」	 沖縄県立博物館・美術館（沖縄）	 

2009	 	 「第 5 回	 太宰府天満宮アートプログラム	 高松次郎｜鷹野隆大	 “写真の写真”と写真」太宰府天満宮	 宝物殿（福岡）	 

2008	 	 「PARIS	 PHOTO	 2008」カルーセル・ドゥ・ルーヴル(パリ,フランス)	 	 

	 

［パブリック・コレクション］	 

	 東京都写真美術館、国際交流基金、川崎市市民ミュージアム、上海美術館、太宰府天満宮、The	 Kinsey	 Institute	 

	 

［アーティストブック］	 

2014	 	 『まなざしに触れる』水声社(新城郁夫との共著)	 

2013	 	 『α』SUPER	 DELUXE	 

2011	 	 『カスババ』大和プレス	 

2009	 	 『男の乗り方』Akio	 Nagasawa	 Publishing	 

2009	 	 『ぱらぱら	 ソフトクリーム/歯磨き』Akio	 Nagasawa	 Publishing	 	 

2009	 	 『ぱらぱら	 まりあ/としひさ』Akio	 Nagasawa	 Publishing	 

2006	 	 『鷹野隆大 1993-1996』蒼穹舎	 

2005	 	 『In	 My	 Room』蒼穹舎	 

	 

	 

------------------------------------------------------------------------------------------------------	 
【本展に関するお問合せ】ぜひ貴社にて御紹介くださいますようお願い申し上げます。画像データの御依頼等は下記
までご連絡下さい。	 
ユミコチバアソシエイツ	 担当：鈴木孝史	 
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 4-32-6 パークグレース新宿#316	 [Tel]	 03-6276-6731	 [e-mail]	 
info@ycassociates.co.jp	 [website]	 www.ycassociates.co.jp	 [営業時間]	 12:00-19:00	 	 [定休日]	 日・月・祝日	 	 


