
Ko Kato MONOCHROME 

加藤巧 陶展 

2015 年 2 月 20 日(金)–3 月 29 日(日) 

2015 年 2 月 20 日（金）～3 月 29 日（日）   

時間 11：00-18：00 日 10：00-17：00 休日 月・火定休   

＊3/13～17 展示替えのため臨時休業  

場所 SHUMOKU GALLERY    461-0014 名古屋市東区橦木町 2-25 052-982-8858  

 info@shumoku.net www.shumoku.net 

 

 

 

この度、SHUMOKU GALLERYにおきまして加藤巧展を開催いたします。 

加藤巧氏の作品は、歴史的な陶芸作品の良さと洗練されたスタイリッシュな造

形を持ち合わせ、芸術性を保ちながら若い世代にも理解されるような、落ち着

きのある器を制作している瀬戸の人気陶芸家です。音楽・写真にも造詣が深い

同氏が、今展では同時開催するウィリアム ・ クライン写真展のブラック＆ホワイトの 写

真にあわせ、何種類かの素材と技法で制作した白と黒の器を展示いたします。 

 

略歴 

1968 瀬戸市生まれ  

   名古屋造形芸術短期大学修了  

 

2003-2007   

    個展 rail 名古屋・上前津/愛知   

2006  個展 名古屋 名鉄百貨店  

    公募展 「日本民藝館展」 入選 
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2007  個展 古民藝 昔屋 名古屋市東桜/愛知   

2008 個展 「加藤巧の白」 月日荘 名古屋市瑞穂区/愛知 （3/10-20）  

    個展 「白い褓子器ーポジャギ と加藤巧の器」 昔屋 名古屋/愛知 （7/12-21）   

    個展 「une forme des vases: exposition par KO KATO 壺の姿」 ギャルリ・デ

ィマージュ 刈谷市/愛知 （10/14-25）  

2009 個展 「lumiere blanche /chaleur balnche 加藤巧陶展」 ギャルリ・ディマー

ジュ 刈谷市/愛知 （6/29-7/4）  

    個展 「加藤 巧 陶と蒐集」  月日荘 名古屋市瑞穂区/愛知 （4/10-20）  

    個展 「昔屋 盆、加藤巧 陶」 昔屋 名古屋/愛知 （10/31-11/8）  

2010 個展 「teabowls made by KO KATO 加藤巧 茶わん」 ぎゃらりい和 名古屋/愛

知 （3/23-4/3）     個展 「STILL 加藤巧展」 ギャルリ・ディマージュ 刈谷市/

愛知 （5/13-22）  

    個展  「加藤巧の陶」 月日荘 名古屋市瑞穂区/愛知 （9/10-20）  

    個展 「加藤巧 陶展」 瀬戸サレム教会 旧会堂 瀬戸/愛知 （12/4-8）  

2011 個展 「加藤巧 茶わん 2011」 ぎゃらりい和 名古屋/愛知 （4/1-9）  

    個展 「加藤巧 陶展」 ギャルリ・ディマージュ 刈谷市/愛知 （6/13-25）  

    グループ展 「Gonin-Ten / Show by 5 japanese artists」 rte giappone, 

milano/イタリア (6/10－21）  

    作品提供 「川—見る景色、中州に立って 山本昌男写真展」 哲学たいけん村・無我苑 

碧南市/愛知 （7/5-9/25）  

    個展 「加藤巧 陶展」 いそがや i・スペース 西新橋/東京 （8/1-6）  

    個展 「加藤巧の陶」 月日荘 名古屋市瑞穂区/愛知 （11/10-20）  

2012 個展 「加藤巧 陶」 いそがや i・スペース 西新橋/東京 （6/23-29）  

    個展 「Hitohira presents KO KATO THEREE DAYS OF (THE END OF) THE SUMMER」 

かぎやハウス 2F 浜松/静岡 （8/24-26）  

    個展 「加藤巧 陶」 ギャルリ・ディマージュ 刈谷市/愛知 （10/1-13）  

    個展 「加藤巧 ４days」 企画：器陶小林  会場：フィールアートゼロ 名古

屋/愛知 （11/30-12/3）  

2013 個展 「 花 陶 加藤 巧展  なげいれ 江口宜舟」 月日荘 名古屋/愛知 

（3/9-20）  

    個展 「加藤 巧 陶」 ギャラリー佐野 静岡市葵区/静岡 （3/22-31）  

    個展 「加藤 巧 陶」 いそがや i・スペース 西新橋/東京 （6/24-29）  

2014 個展  「加藤 巧 陶」 ギャラリー佐野 静岡市葵区/静岡 （3/21-30）  

    個展 「加藤 巧 陶」 t-gallery 港区芝/東京 （6/20-26）  

    個展 「生活の器展」 ギャラリーあ 浜松/静岡 （11/29-12/21）  

    個展 「加藤 巧 コーヒーを楽しむ器」 月日荘 名古屋/愛知 （12/10-21）  



2015 個展 「加藤 巧 陶 Pictures on my wall」 Plate Tokyo, 西麻布/東京 

（1/11-2/28）  

 

作品収蔵 豊田市民藝館 豊田市/愛知 

 


