
 

井上　廣子 
大阪生まれ 奈良県、ドイツ在住 
 
略歴 

2007 2007年度　外務省　日・オーストリア21世紀委員会委員 

2004 文化庁　文化交流使に任命 

1999 ドイツで制作開始 

1974 沖縄で二年間　染・織　技法研究 

 
 
ステイトメント 
　2011年3月11日、テレビで放映された東日本大震災の情景を忘れることができません。津波が全て

の物を、事を押し流し人々が営々と築いて来た生活が一瞬の内に水没し、生命がまるで木の葉のよう

に流れていったのです。 
　この映像は3月11日以来現在迄脳裏に蘇ります。 
　私は日本とドイツに仕事場があり、日本とドイツを従来しながら作品制作をしています。 
　作品＜MORI:森＞では、アジアとヨーロッパの森を通して、自然の驚異や圧倒的な力、自然の光と

影、生と死の循環を表現したい。作品全ての森は、人間との関わりにおいてそれぞれ固有の物語を

持っている森です。 
　例えば、日本の東北の森であったり。あるドイツの森はライヒツバルトと呼ばれる場所で第二次世

界大戦終戦間近、イギリス軍の落下傘部隊が降下、19歳〜23歳位の若い兵士達がドイツ軍と戦った森

です。現在は森は静寂につつまれ、毎年木々の葉は落葉し続け、乾いた葉が降り積もりドイツ軍が

掘った濠の残骸がそのまま苔むしてあちらこちらに残されています。 
　私達はどの様に自然と共存し、次代にどの様な種を残して行くことが出来るのか、森の歴史と記憶

を通して未来へメッセージを発進したいと思います。 

 

個展 

2016 「井上廣子展- MIZU- 」Yoshiaki Inoue Gallery、大阪 

 「井上廣子 時の足音を聴く」 枚方市民ギャラリー、大阪  

2015 「井上廣子展-What wilt thou- 時の足音を聞く」 ギャラリーヒルゲート、京都 

2013 「井上廣子展」 ギャラリー島田、三宮、神戸 

2012 「井上廣子展- 森- 」 ギャラリーヒルゲート、京都 

2011 「Mori」 ドルトムント美術館、ドルトムント、ドイツ 

 「Inside-Out」 プロジェクトローム、フォトグラフィーギャラリー、ドルトムン

ト、ドイツ 

 「Inside-Out」 MUSA美術館、ウィーン、オーストリア 

2010 「Inside Out- むこう側の光」 ギャラリーヒルゲート、京都 

2009 「Inside-Out」 フォイル・ギャラリー、東京 



 

 「Inside-Out」 武蔵野美術大学、東京 

2008 「Inside-Out」 ヒルサイドフォーラム、東京  

 「Inside-Out」 アート・ミーツ・ケア学会、アートエリアB１、大阪 

 「Inside-Out」 松江コンベンションセンター、島根 

2007 「Inside-Out」 ウオーター美術館、ムルハイム、ドイツ 

2006 「Inside-Out」 ギャラリー・アンドレアス・ブルーニング、デュッセルドルフ、ド

イツ 

 「Inside-Out」 アート・フロント・ギャラリー、東京 

2005 「Inside-Out」 オットー・ワグナー精神病院内ユーゲントシュテール・テアター、

ウィーン、オーストリア 

 「Inside-Out」 ギャラリー・ドクター・ダービッド、ウィーン、オーストリア 

2004 「瞑想ーMeditation」 夢創館、神戸 

2003 「汝　何を欲するか」 東京ドイツ文化センター、東京 

 「汝　何を欲するかⅡ」 中京大学Cスクエア、名古屋  

 「WHAT WILT THOU-MEDITATION」 ムルハイム市立美術館、ムルハイム、ドイ

ツ 

 「汝　何を欲するかⅢ」 Gallery KURANUKI 、大阪 

2002 「記憶・境界・不在 Live-Art Scholarship 2001」 東京 

 「呼吸の記憶2」 グスト ハウス、神戸 

2001 「記憶・境界・不在」 大阪府立現代美術センター、大阪 

 「呼吸の記憶1」 ヒルサイドギャラリー、東京 

 「不在」 ギャラリーエピクアー、ウバタール、ドイツ 

2000 「A Memory of Soul、Gestatelier Franz Jurgens」 デュッセルドルフ、ドイツ 

1999 「魂の記憶ーA memory of soul」 ストライプハウス美術館、東京  

 「光あふれるところ」 ワコール銀座アートスペース、東京 

 「Absence、Atelier am Eck」 デュッセルドルフ、ドイツ 

 「ABSENCE」 関西ドイツ文化センター、大阪 

1998 「井上廣子展」 スタジオCOM、京都 

1997 「不安の表象」 ラ・フェニーチェ、大阪 



 

 「光あふれるところ」 夢創館、神戸 

 「不在の表象」 アートフォーラム谷中、東京 

1996 「時空の裂Ⅲ」 アートフォーラム谷中、東京 

1995 「井上廣子展ー蘇生Ⅱ」 キリンプラザ大阪アート・タンク、大阪 

1994 「井上廣子展 Circulation '94」 ギャラリーシェール、宇都宮 

 「時空の裂Ⅱ」 アートフォーラム谷中、東京 

 「蘇生ーRevivification」 銀座小松アートスペース、東京 

 
 
グループ展 
 

2016 「第23回 心に響く小品展」 ギャラリーヒルゲート、京都 

 「第24回 折々の作家たち展」 ギャラリーヒルゲート、京都 

2015 「第23回折々の作家たち展」 ギャラリーヒルゲート、京都 

2014 「第21回心に響く小品展」 ギャラリーヒルゲート、京都 

 「第22回折々の作家たち展」 ギャラリーヒルゲート、京都 

2013 「第20回心に響く小品展」 ギャラリーヒルゲート、京都 

 「第21回折々の作家たち展」 ギャラリーヒルゲート、京都 

2011 「Film 4 arts」 ドルトムントクンストラ―ハウス、ドルトムント、ドイツ 

2010 「イノセンス－いのちに向き合うアート」 栃木県立美術館、栃木 

 「Medicine」 バッドザルツデットフォース美術館、ブッデンバーグ、ドイツ 

2009 「アルト佂山アートフェア2009」 佂山、韓国 

 「Paris Photo」 パリ、フランス 

2008 「Gross Kunstausstellung Dusseldorf」 クンスト・パラスト美術館、デュッセルドル

フ、ドイツ 

 「Absence-Presence」 MASC Foundation、ウィーン、オーストリア 

 「A chameleon Meadow + In Praise of Shadows」 クレムソン大学 、サウスカロライ

ナ、アメリカ 

 「Trzeba mieo´ nosa」 Kunnstverein Bad Salzdetfurth e.v.、ブッテンバーグ 、ドイツ 

 「Inside-Out」 ギャラリー志門、東京 



 

2007 「Psychic Realities」 Arena 21Museumsquartier、ウィーン、オーストリア 

 「新たな出発にむけて」 ヒルサイドフォーラム、東京　 

2006 「記憶－再生＋時の方舟」 越後妻有トリエンナーレ、新潟 

 「occa della Verita－Hand」 バッドザルデットフォース美術館、ブッデンバーグ 、
ドイツ 

 「Torkagi 」 ローゼンハイム市立美術館、ローゼンハイム、ドイツ 

2005 「Memory of the breath」 Palais Porcia、ウィーン、オーストリア 

 「Mixture」 Atelier Laven、ウィーン、オーストリア 

 「Inside－Out」 MASC Foundation、ウィーン、オーストリア 

 「Medium－Medieu」 Kunst hall Lingen、リンゲン、ドイツ 

 「Box」 ムルハイム市立美術館、ムルハイム、ドイツ 

2004 「My Father's Eyes」 Galerie Andres Bru¨ning、デュッセルドルフ、ドイツ 

 「Gross Kunstausstellung Dusseldorf」 クンスト・パラスト美術館、デュッセルドル

フ、ドイツ 

 「The Fish In the Water」 Kunnstverein Bad Salzdetfurth e.v.、ブッテンバーグ、ドイ

ツ 

 「Eva and the Snake」 Kunst hall Kingen、リンゲン、ドイツ 

2003 「記憶－再生」 越後妻有トリエンナーレ、新潟 

 「By Your Side」 應典院、大阪 

2002 「Gross Kunstausstellung Dusseldorf」 デュッセルドルフ、ドイツ 

 「Cabinet with Outfit」 Galerie Andres Bru¨ning、デュッセルドルフ、ドイツ 

2001 「目を閉じて」 WOMANIFESTO 2001、バンコク、タイ 

 「魂の記憶震災と美術－1.17から生まれたもの－」 兵庫県立近代美術館、神戸 

 「2000年展 －アートへの旅－」 Gallery KURANUKI、大阪 

2000 「スピリトを写す－日本の現代写真」 国際交流基金、ロシア、ヨーロッパ 

 「Text & Subtext」 ラサール・シア美術大学、シンガポール 

 「記憶-境界 2000 立川国際芸術祭 2000」 アミューたちかわ、東京 

1998 「Biennale Internationable De Tapisseries Contemporaines Et De Sculptures」 シティ・

デ・ザール、 パリ、フランス 



 

 「Tsukuritebito Some」 広島県立美術館、広島 

 「現代アート野外展」 六甲アイランド、神戸 

 「立川国際芸術祭 '98」 立川、東京 

 「大阪トリエンナーレ1998」 マイドームおおさか、大阪 

1997 「ビョンテク（平澤）国際アートフェスティバル」 平澤美術館、韓国 

 「汝　何を欲するか」 ロサンゼルスコアセンター、アメリカ 

1996 「Festival International De Tapisseries 1996」ボーベ県立美術館、フランス 

 「国際丹南アートフェスティバル‘96 特別展」武生、福井 

1995 「日・韓交流展」神奈川県民ポール、横浜・アートタウン、佂山 

1994 「現代作家タピストリー展」ロゼ・シアター、静岡 

1993 「今活躍する女性アーティスト展」メッセージ・ギャラリー、大阪 

 「日本と海外現代作家タピストリー展と彫刻展」 草月美術館、東京 

  

出版物 
 

2009 Inside-Out（フォイル刊） 

 
掲載 

 美術手帖（美術出版社） 

 ダイアテキスト（京都芸術センター） 

 小説トリッパー（朝日新聞） 

 週刊金曜日 

 大航海（新書館） 

 群像（講談社） 

 インパクション（インパクト出版社） 

 IMAGE&GENDER（彩樹社） 

 文学の断層（朝日新聞出版） 

 サンデー毎日 

 ジェンダースタディーズ（大阪文学出版会） 



 

 EIKON( International Magazine for Photography and Media Art) Vienna, Austria 

 Temporary Urban Space( Birkhauser Publishers for Architect) Vienna, Austria 

 HIROKO INOUE(Absence) Galerie Epikur Wuppertal 

 d: Art (Dusseldorf) 

 text & subtext (published by Earl Lu Gallery LASALLE- SIA college of the arts) 

 Womanifesto ( Bangkok, Thailand) 

 WIENER ZEITUNG( Austlias newspaper) 

 NRZ DUSSELDORF( Deutschlands newspaper) 

 WAZ MULHEIM( Deutschlands newspaper) 

 ジャパンタイムズ 

 
コレクション 

 国際交流基金 

 大阪府文化振興財団 

 ウィーン市、オーストリア 

 クレムソン大学、サウスカロライナ、アメリカ 

 ミュージアム・クゥアティア、オーストリア 

 オーストリア応用博物館 

 
講演会 

 武蔵野美術大学 

 学習院大学 

 京都市立芸術大学 

 京都造形芸術大学 

 甲南大学 

 大阪成蹊大学 

 大阪教育大学 

 慶典院 

 京都平安女子大学 



 

 高槻市立男女参画センター 

 大阪府立八尾高等学校 

 大阪府立人権センター 

 大阪府立高等学校校長会 

 大阪府立中央図書館 

 大阪府立現代美術センター 

 デュッセルドルフ市アーティスト会議、デュッセルドルフ、ドイツ 

 国立ウィーンアカデミー、ウィーン、オーストリア 

 国立応用美術大学、ウィーン、オーストリア 

 クレムソン大学、サウスカロライナ州、アメリカ 

 武蔵大学  

 関西学院大学 

 島根コンベンションセンター 

 アート・ミーツ・ケア学会、大阪大学 

 国際交流基金 

 ドイツ文化センター 

 モンタナ 州立大学、アメリカ 

 MUSA美術館、ウィーン、オーストリア 

 ドルトムント美術館、ドイツ 

 
受賞歴 

2001 Art Scholarship 2001 現代美術賞　笠原美智子審査員部門優秀賞 

1998 第9回国際現代造形コンクール－大阪トリエンナーレ－彫刻　デュッセルドルフ市

特別賞受賞 

1996 Festival Internationale de la Tapisserie 

1994 国際祭 丹南アートコンペティション 

 
 


