
    

 

 
 

Explore 探検する芸術家たち 

3 Artist Exploring the Theme of Art 
参加アーティスト 

李承熙(イ・スンヒ) / 裵相順(べ・サンスン) /   河 明求(ハ・ミョング) 

2022 年 5 ⽉ 4 ⽇（⽔）-  2022 年 5 ⽉ 28 ⽇（⼟） 

4th May 2022 to 28th May 2022 
 

会場: 桃⻘京都ギャラリー 
604-0924 京都市中京区⼀之船⼊町 375 SSS ビル 1 階 

開廊時間：11:00-18:00  定休⽇：⽇・⽉ 
 
 
 

 



    

 

<プレスリリース> 
 
この度、桃⻘京都ギャラリーでは「Explore(探検する芸術家たち)」というテーマで韓国出
⾝のアーティスト 3 ⼈による展⽰を開催いたします。 
世界で最も有名な芸術家として評価されているパブロ・ピカソは「探検こそが、私の存在
理由である」と語っています。ピカソにとって探検とは、作品に対する執着や好奇⼼その
ものでした。 
 
ピカソは⽣涯におよそ 1 万 3500 点の油絵と素描、10 万点の版画、3 万 4000 点の挿絵、
300 点の彫刻と陶器を制作しました。⾃らの作品制作に対する疑問に素直に答えるため、
⽣涯をかけて制作に取り組んだピカソの情熱は『キュビスム』といった偉⼤な美術史の流
れを⽣み出す原動⼒となったのです。 
本展に参加する 3 ⼈のアーティストによる作品からはピカソのような探検⼼を感じとるこ
とができます。 
 
李承熙（イ・スンヒ）は 30 年以上「⼟」という素材について研究を積み重ね、独⾃の「平
⾯陶磁造形」世界を構築しました。近年は世界の美術関係者より韓国の伝統的な⽩磁が持
っている造形的特徴を活かしながらオリジナルの空間性を実現していると⾼く評価されて
います。 
 
裵相順（ベ・サンスン）の作品は⼀⾒すると単純なモノクロに⾒えますが、詳細に分析す
ると⽩い紙の上に⽊炭による無数の線と⾯が蓄積され、不思議な視覚的、物理的な⽴体感
を作り出していることがわかります。 
紙と⽊炭、この⼆つの素材だけを使って何時間もあるいは何⽇も修⾏のように無限の線を
重ねた作品は、連綿と続く永続的な命のつながりを感じさせます。 
 
河明求（ハ・ミョング）は当初、実⽤性のある物を中⼼に制作をしていましたが、⽇本や
イギリスへの留学をきっかけに社会と⾃分の関係について関⼼を寄せるようになります。
例えば本展に出品したポケットスクエアシリーズでは、⼀旦制作した器を歪ませ、ボロ雑
⼱のような表情に変わった陶製の存在を美術品のように壁にかけて展⽰します。⼯芸的な
完全美への信仰について作家⾃⾝と観る者に問いを投げかけます。 
 
本展に参加する 3 ⼈のアーティストは、それぞれの忍苦の時期と転換を経て独⾃の作品世
界を構築してきました。 



    

 

3 ⼈の作品の中に秘められた作家独⾃の「探検⼼」が織りなす作品世界をぜひご⾼覧くだ
さい。 
 
 
 
作家紹介 

 
李承熙 イ・スンヒ 
Lee Seunghee 
＜プロフィール＞ 
1958年韓国⽣まれ。教育清州⼤学⼯芸科卒業。 
李承熙 (イ・スンヒ)は韓国の代表的な陶磁器作品を題材にし、対象となる作品の形や⽂様を、磁器タイ
ルのレリーフという平⾯作品へと変換する。伝統的な陶芸作品と強い結びつきを持つモチーフや素材、
⾊と⾔った要素に注⽬し、伝統と現代の関係性を再構築し問い直す制作スタイルは世界的に⾼い評価を
得ている。 
 
 

 
裵相順 べ・サンスン  
Bae Sangsun 
＜プロフィール＞ 
2002 武蔵野美術⼤学造形研究科美術専攻修了 
2003 ロイヤル・カレッジ・オブ・アート交換留学⽣ 
2008 京都市⽴芸術⼤学⼤学院美術研究科 博⼠(後期)課程満期退学 



    

 

べ・サンスンは、マテリアルを極限まで削ぎ落とした⽩と⿊のみを使い、柔らかな⽷が紡ぎ出されるよ
うな温かく、スケールの⼤きな平⾯作品を⽣み出す。 
ミクロな要素の積み重ねにより、有機的で連綿と続く永続的な命のつながりを感じさせる作品作りが⾼
い評価を得ている。 
 

 
河明求 ハ・ミョング  
Ha Myoung-goo 
＜プロフィール＞ 
1983 韓国出⾝ 
2009 慶煕⼤学校芸術・デザイン学部陶芸科 卒業（韓国） 
2012 Royal College of Art 交換留学過程 修了（イギリス） 
2013 京都市⽴芸術⼤学院美術研究科陶磁器専攻 卒業 
ハ・ミョングは⽇本と韓国に拠点を置いて国際的な活動の幅を広げている韓国出⾝のアーティスト。主
な作品に神話、伝説、昔話などから得たインスピレーションを基に今の時代を⾵刺的な「妖怪シリー
ズ」がある。アーティスト活動と共に国際交流展、国際アーティストインレジデンス、国際ワークショ
ップ、新⼈作家育成、海外アートフェアなど様々な企画やコーディネーターとしての活動も積極的に⾏
っている。 
 

 
 
 
 

是⾮、貴誌・貴社にてご紹介いただけますと幸甚に存じます。 
掲載⽤、写真の貸出などご質問がございましたら下記までご連絡頂けますと幸いです。 

プレス担当：齋藤学 
〒604-0924 京都市中京区⼀之船⼊町 375 SSS ビル 1 階 

saito@gallerytosei.com 
Tel: 075-585-5696  Fax: 075-585-5695 

<Press release> 



    

 

Tosei Kyoto Gallery is pleased to present an exhibition by three Korean artists under the theme 

of "Explore" 

Pablo Picasso, who is regarded as one of the most famous artists in the world, said, 

"Exploration is the reason for my existence. "  

 

During his lifetime, Picasso produced approximately 13,500 oil paintings and drawings, 

100,000 prints, 34,000 illustrations, and 300 sculptures and ceramics.  

His lifelong passion for creating art in order to honestly answer his own questions about art 

was the driving force behind the great historical trend of art such as "Cubism". 

The works of the three artists participating in this exhibition showcase Picasso's spirit of 

exploration. 

 

Lee Seunghee has spent more than 30 years researching the material "clay," and has 

developed his own unique world of "Ceramic Relief". In recent years, he has been highly 

acclaimed by art professionals around the world for realizing an original spatiality while utilizing 

the formative characteristics of traditional Korean white porcelain. 

 

At first glance, Bae's works appear to be simple monochromatic works, but closer analysis 

reveals the accumulation of countless charcoal lines creating a mysterious visual and physical 

three-dimensional effect. 

The artist's style that involves hours or days of ascetic practice using only two materials, paper 

and charcoal, evokes endless circulation of life. 

 

Although Ha Myoung-goo initially focused on creating objects for practical use, he became 

interested in the relationship between himself and society after studying in Japan and England. 

For example, the series of pocket squares in this exhibition represents Ha's question to craft-

like perfection in the process of pottery making. 

By distorting the ceramic vessels and displaying them on the wall as if they were works of art, 

the artist and the viewer are thrown to consider the beauty of perfection.  

 



    

 

The three artists share the commonality of having constructed their own unique world through 

their own periods of struggles and transformation. 

We hope you will enjoy viewing the worlds woven by the unique "spirit of exploration" hidden 

within the works of these three artists. 

 

 

Artist Profiles 

  

Lee Seunghee  

<Profile> Born in Korea in 1958. 

Born in Korea in 1958. Graduated from Cheongju University of Education with a degree in arts 

and crafts. 

Seunghee Lee takes representative Korean ceramics and transforms their forms and patterns 

into two-dimensional works of porcelain tile reliefs. His style of work, which focuses on motifs, 

materials, and colors that have strong ties to traditional ceramic works, and which reconstructs 

and reexamines the relationship between tradition and modernity, has earned him worldwide 

acclaim. 

 

 

  



    

 

 

BAE Sangsun  

<profile>  

2002 Completed Fine Arts Course, Musashino Art University 

2003 Exchange student at Royal College of Art 

2008 Kyoto City University of Arts, Doctor of Fine Arts, M.F.A. 

Bae Sang-Soon creates warm, large-scale two-dimensional works that resemble softly spun 

threads, using only black and white, with materials stripped down to the barest minimum. 

He is highly acclaimed for his work that evokes an organic, continuous, and enduring 

connection of life through the accumulation of microscopic elements. 

 

 

Ha Myoung-goo 

<Profile> 

1983 Born in Korea 

2009 Graduated from Kyung Hee University, School of Art and Design, Department of 

Ceramics (Korea) 

2012 Completed Royal College of Art Exchange Program (UK) 

2013 Graduated from Kyoto City University of Arts, Graduate School of Fine Arts, majoring in 

ceramics 



    

 

Ha Myeong-Goo is a South Korean artist based in Japan and South Korea who is expanding 

his international activities. His main works include the "Monster Series," a satirical look at the 

current era based on inspiration from myths, legends, and folktales. Along with his activities as 

an artist, he is actively involved in various projects and coordinators for international exchange 

exhibitions, international artist-in-residence programs, international workshops, training of new 

artists, and overseas art fairs. 
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