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出版によせて

画家にはそれぞれに視点というものがあり、事物をどのようにとらえ、いかに表現すべきかを試行錯誤す
る。さらに、何を描き、そこに何を託すかが重要なこととなる。

玉本奈々の場合、その視点は、目に見えるものに焦点を定めるのではなく、自身の心の奥底に潜む何もの
かに向けられているように思えてならない。

それゆえか、その画面からは、ただならぬ気配が伝わってくる。特にその色彩は嫌悪感さえ覚えるほどの
力があり、見る者の網膜を刺激する。さらに画面に与えられた形態は、得体の知れない生物が蠢くがごとく
不気味だ。醜さと情念が交錯する一種の狂気にも似た世界が作品を支配しているのである。

それはまさに、この画家の内側の叫びでもあり、とめどなく湧き上がるエネルギーなのだ。そして画家と
は不憫なもので、その感覚をキャンバスに定着しようとするのである。玉本にとって描くということは、生
きるということに直結している。自身の身体と精神のバランスを保つために、描き続けなければならないの
かもしれない。

さて、このたび玉本はアルファベットを題材とした作品に着手した。AからZまでの26文字をテーマに
作品を描き上げたのである。その制作は、たぶん従来のものとはいささか異なるものであったろう。つまり、
文字という定められた形態を基本に筆を進めるということは、ひとつの約束、束縛のもとで絵を描くという
ことになる。この画家にとっては最も避けたい制作の手法であったろうが、あえてその世界に挑んだので
ある。

そして、その作品には新たなる世界が展開されたのであった。たとえば制御された感覚。色彩は穏やかに
なり、淡く爽やかな中間色が快い。さらに形態は理知的で構築的な様相を示すようになった。興味深い一例
を挙げるならば、Ｄという文字には、「半月」。Ｏには「車輪」、Ｕには「磁石」という副題が与えられている。
文字の型から連想した、この画家ならではのセンスであろう。

さらに作品には、詩が添えられているのである。文字からのイメージと、内面から表出した言葉が綴られ
ているのだ。それは詩画集となり、玉本奈々の新たなる一歩を示すとともに、これまでの集大成とでも言う
べき作品となった。多くの人々にこの作品集を手にして貰いたいと願っている。

京都国立近代美術館長
柳原 正樹

Foreword

Every artist has a unique vantage point; a singular approach and trial-and-error practice for expressing 
the way they look at things. Also crucial is the act of determining just what to depict, and what to relate 
through that depiction.

In Nana Tamamoto’s case, her focus is not determined by what can be seen with the eyes. It must be 
turned inward, rather, toward that which is hidden within the artist’s own deepest heart.

It is perhaps for this reason that from her creations emanates such a particular sense of something out 
of the ordinary. From her signature hues in particular, whose strength can leave the viewer with an air so 
unsettled that it’s verging on repulsion, they cause such provocation to the retina. And the uncanniness 
of form conferred to each of the images, like strange wriggling creatures. This particular blending of 
unsightliness and passion, this world that does look like madness, dominates the work.

Surely this is an inner voice crying out from the artist, an energy endlessly breaking the surface. And it is 
the artist’s unenviable lot to commit these sensations to canvas. In Tamamoto’s own case, what it is to make 
art is directly linked to what it is to live. Continuing to create may well be essential to the preservation of 
balance between the physical and the spiritual aspects of self.

This time Tamamoto has undertaken a collection with ‘alphabet’ as its subject: from A to Z, a series of 
works upon the theme of each of the 26 English letters. These pieces diff er somewhat from her previous 
work. That is, her brushstrokes are based in the fi xed shapes of the letters; the images painted each with 
that same promise and restriction. The artist has made this deliberate move into such a world, into this 
method of controlled production from which her fi rst impulse must be to fl ee. 

And it’s from these works that a fresh new world unfolds, with new aspects like that sense of restraint. 
The colors go softer; light, refreshing neutral tones, pleasant. What’s more, the shapes come to evince 
something intellectual, architectural. One fascinating example is ‘Half Moon’ from the letter D. O is 
designated  ‘Wheel’, and U is made a ‘Magnet’. What’s suggested by the shapes of each of the letters here is 
distinctive of the artist’s own sensibilities. 

Finally, to each of the pieces is dedicated a poem. Included with the image inspired by each letter, this 
composition expresses words from the interior. It creates a compilation of poetry and pictures: along with 
an expression of this new direction of Nana Tamamoto, it could be called the culmination of her work to 
date. It is my hope that this anthology will come into the hands of very many people indeed.

Masaki Yanagihara
Director of the National Museum of Modern Art, Kyoto
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アルファベットシリーズの誕生

私の脳裏には、突如として完成に至る画や、そのタイトルが同時に訪れる。色も形も鮮明に映る脳裏の画
を、パネル状におこす作業が、私の従来からの制作スタイルである。そしてまた、その行為こそが真の芸術
である、と思い続けてきた。しかし2010年を境に、沸き起こるイメージとしての表現もまた、表出させる
事により、新たな展開が期待できるのではと思考し、パネル状にイメージをおこす試みを開始した。そのイ
メージ画の代表として誕生したものが、この書籍のアルファベットシリーズである。

アルファベットの形を借りたイメージ達が、見覚え深い26文字の異なる形の中で自由に踊り、音を奏で
る。言語としての文字とは別の意識を想像させる、定型が語るものは何か。これから始まる物語の幕を、皆
様の手でお開き頂きたい。皆様自身の固有の創造世界が今、動き始める。

また、この書籍を創り上げる中で、それぞれの画に贈る詩をしたためている。画や書籍関係者、お目通し
頂けます方々への感謝の気持ちをのせて。

ありがとう。 玉本 奈々

The Birth of the Alphabet Series

Welling up in my mind, all at once and fully formed, the pictures arrive, and their titles with them. The 
work of rendering these vividly shaped and colored mind picture projections onto panels was always the 
basis of my production style, and what I’ve long considered the true work of art. But in 2010 I crossed into 
something else: in addition to the expression of these images that well up, I came to consider that through 
their presentation could come a new development: I began to attempt to depict these images onto the 
panels. The alphabet series within these pages is made up of representative creations of that interaction 
with the image-pictures from my mind.

These images draw from the shapes of the letters of the Roman alphabet, the diff ering forms of these 26 
familiar characters dancing free to sounds of their own making. They compel us to imagine a signifi cance to 
the letters outside of language: what do their fi xed forms tell us? That tale begins here. I invite you to reach 
out your hand and pull back the curtain. Now the unique imagination within each of us begins to stir.

In the making of this book, I have also presented a poem for each of the pictures. 
I am grateful to those involved in the creation of the images and of this publication, and to those who take 

a moment to glance through it. 
Thank you. Nana Tamamoto
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A    個室個室

そびえたつ塔

ひとりぼっちは　さびしいけれど

屋根裏部屋の秘密基地

ひとりのときも　たまにはいい

  AA    Single Room  Single Room

A tower stands aloft
Being alone is lonely but

A secret hideout up under the roof
Time alone can be good sometimes too

A



このプレビューでは表示されない頁があります。
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I   測定   測定

次の週

また伸びた

次の月

また伸びた

次の年

ぱたりと止まった

思春期が終わりを迎え

骨が固まり

大人の身体が完成した

  II       Measurement   Measurement

The next week
It grew further
The next month
It grew further
The next year
All of a sudden it stopped

Coming to the end of adolescence
Bones hardening
The adult body is complete

I
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N   集積   集積

ころころ

ぴたり

こつん

ぽん

いろんな音が

積み重なって

ぎゅうぎゅうに詰まったら

ぬくもりで和音になった

N N   Accumulation  Accumulation

rolling
to a dead stop
clunk
plop

So many sounds
Accumulated
Packed in tight
Became a cozy chord

N
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Q   Hamster   Hamster

場所も

風景も

形も

動作も

何にも変わらない

そんな幸せもあるけれど

変化に時折臆病になる

からから

ころころ

いつものように

ひたすら走る

同じラインを

同じ歩幅で

  Q Q     Hamster  Hamster

Place and
Scene 
Shape and
Movements and
Nothing changes

And while there is that sort of happiness
Sometimes a fear of change

Clattering
Tumbling

Just like always
Running single-minded
On the same line
With the same strideQ
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