喜多村みか写真展 Einmal ist keinmal / my small fib

2013 年 2 月

プレス・
リリース

関係各位
拝啓

時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼申し上

げます。
さて、この度テルメギャラリーでは喜多村みか写真展 Einmal ist Kendal / my small fib を開催する運
びとなりました。また、併せて当ギャラリーが運営しております出版レーベル、テルメブックスより、喜多村
みか初の写真集『Einmal ist Keinmal』の刊行が決定いたしました。一般発売に先立ちまして、本展にて
先行発売というかたちで販売いたします。
つきましては、本プレスリリースにおいて別紙の通り詳細をお伝えいたしますので、ぜひ貴メディアでお
採り上げ戴きたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。
敬具

Einmal ist keinmal
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展覧会タイトル

「喜多村みか写真展 Einmal ist Keinmal / my small fib 」
―

会期

2013 年 3 月 20 日（水）〜3 月 31 日（日）13:00〜20:00
月曜休廊
―

会場

THERME GALLERY（テルメギャラリー）
〒152-0023 東京都目黒区八雲 1-8-4
電話 03-3723-6286
東横線都立大学駅より徒歩 5 分
―

主催

THERME GALLERY
―

展示作品

カラー作品約 25 点、
モノクロ作品約 15 展

※点数は変更になる場合がございます

―
関連イベント

ライブパフォーマンス
日時：2013 年 3 月 24 日（日）15:00 開演
出演：荒木真（音楽家）、上杉優（トロンボーン奏者、ヴォーカリスト）
定員：25 名（要予約￥1,000）
トークセッション
日時：2013 年 3 月 30 日（土）19:00 開演
出演：畠山宗明（聖学院大学 視覚文化論・映像文化論 特任講師）、山峰潤也（キュレーター）、喜多村みか
定員：25 名（要予約／￥1,000）
＊ご予約はメール（info@thermegalleru.com）にて受付させて戴きます。
件名にイベント名を記入の上ご連絡ください
オープニング・パーティー
日時：2013 年 3 月 20 日（水）
19:00 〜
入場無料
＊簡単な飲食をご用意しております。作家本人も出席いたしますので、ぜひお声がけ下さい。
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展覧会概要

喜多村みかは、スナップショットを中心に常にいくつかの作品を同時並行的に制作・発表をしてい
る写真家です。
本展覧会は、喜多村の制作の原点ともいえる二作品、Einmal ist Keinmal （カラー）と my small fib （モ
ノクローム）を展示いたします。両シリーズはともに、喜多村が

2000 年頃から現在に至るまで 10 年以

上制作し続けている作品であり、本展はその集大成的な展示になります。
―
作品概要

Einmal ist keinmal

世界の微かな身じろぎを、たしかに捉えたという
歓びに満たされているように見える。―飯沢耕太郎『Einmal ist Keinmal』序文より
本シリーズは 2000 年頃から日本、フランス、イギリス、スイス、ハンガリー、オーストリア、ベルギー、
中国で撮影されてきた作品です。喜多村の最初の個展である「Einmal ist Keinmal」（Juna21

新宿ニコン

サロン、大阪ニコンサロン）で発表して以来、少しずつ変化をしながら制作が続けられています。作品タイ

トル「Einmal ist Keinmal は、ドイツの諺で「一度しか起こらなかったことは一度も起こらなかったよ
うなものだ」といった意味です。とるに足らない、事象の中にこそ、人生の秘密や世界の謎を解く鍵
が存在するのかもしれません。

my small fib
このシリーズも喜多村が 10 年程撮影してきたモノクロ写真からセレクトした作品です。
日本語に約せば「小さくて些細な私の嘘」といった意味ですが、モノクロ写真特有の雰囲気、つまり、
写し出される世界を情緒的に見せる力は、写真特有の魅力のひとつでしょう。そこに如何なるストーリー
が存在していても（いなくても）観る者は作品を自由に解釈することができ、また自由に背景を妄想
することができる。写真家の思い入れと鑑賞者の見方や理解の間には大きな溝があり、しかしそれは、
作品を楽しむ為の方法でもあります。写真は、どこまでが嘘でどこからが本当か、そしてそんなことに
意味はあるのか、柔らかな思索のゆるやかな旅がここにはあります。
―
作家略歴

喜多村みか Mika Kitamura
1982 福岡県生まれ
2007 東京工芸大学大学院芸術学研究科メディアアート専攻写真領域修了
展示に、
『喜多村みか展』（blue black 東京／企画：bambinart promorion）、
『mikakitamura photo exhibition』（渋
谷西武プラチナサロン）
、『Helsinki Biennale 2008』出品（Helsinki, Finland）『Einmal ist Keinmal』（東 京・大
阪ニコンサロン）、
『TWO SIGHTS PAST』(Lumen Gallery,Hungary・ラムフロム東京 )、
『Color of Future』（ターナー
ギャラリー）など多数。2004 ニコン Juna21 入賞・2006 キャノン写真新世紀 優秀賞（渡邊有紀との共同制作）
―
テルメギャラリー初の女性写真家の個展です。
ギャラリーに、また新たな美意識をむかえられることを光栄に思います。
写真から伝わる色気に、あらたな感情が引き出されます。
ぜひたくさんの方にみていただきたいとおもいます。
テルメギャラリー代表
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喜多村みか初写真集『Einmal ist Keinmal』

写真集概要

喜多村みかにとって、初の本格的写真集となる「Einmal Ist Keinmal」（アインマル イスト カインマル）を、
このたびテルメブックスより発行いたします。
この写真集には、メインとなるシリーズ作品 Einmal ist Keinmal
される作品 my small fib

のほか、今回の写真展でも展示

からも一部作品を掲載しております。そして、写真評論家の飯沢耕太郎

氏に序文を書いていただきました。
静かでも確実な足跡を残す一冊の本になることを願っています。ぜひ多くの方々にご覧いただけれ
ば幸せです。

タイトル：『Einmal ist Keinmal 』
著者：喜多村みか
発行元：テルメブックス
発行日：2013 年 4 月 1 日
発行人：松岡一哲
掲載テキスト：飯沢耕太郎（序文）
版型：A4 判変形（200 × 225 mm）上製本

ISBN：987-4-9906727-2-0
頁数：136頁
ブックデザイン：熊谷篤史
価格：￥3,600（税込み）
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1. Einmal ist Keinmal

2. Einmal ist Keinmal

3. Einmal ist Keinmal

4. Einmal ist Keinmal

5. Einmal ist Keinmal

広報用画像

広報用画像資料を同封させていただいております。

について

写真を掲載いただけます場合は、写真番号を指定して

info@thermegallery.com までご連絡ください。画像データをお送りいたします。
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6. Einmal ist Keinmal

7. my small fib

8. my small fib

9. my small fib

10. my small fib

問い合わせ先
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THERME GALLERY（テルメギャラリー）
東京都目黒区八雲 1-8-4
03-3723-6286
http://www.thermegallery.com/

