
	 

eN arts 
京都市東山区祇園町北側円山公園内八坂神社北側｜phone & fax ０７５−５２５−２３５５｜www.en-arts.com｜info@en-arts.com	 

KEISUKE MATSUDA | 松田啓佑	 	 
 
 
BIOGRAPHY | 経歴 
1984  群馬県生まれ  
       京都府在住 
 
EDUCATION | 学歴 
2009  京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻油画修了 
2007  京都市立芸術大学美術学部美術科油画専攻卒業 
 
AWARDS | 受賞 
2013  TOKYO WONDER WALL 2013  入選 
2009  アートアワードトーキョー2009  佐藤直樹審査員賞 

 
SOLO EXHIBITIONS | 個展  
2022  ずらした跡    ヤーギンズ   群馬 
  レジデンス成果展   竪町スタジオ.アーツ前橋  群馬 
2021  満杯の状態    2kw gallery   滋賀 
  捨てていた意識は目に当たる  See Saw gallery+hibit  愛知 
2019  直接的な例え    2kw gallery   滋賀 
2017  目と鼻    eN arts   京都 
2016  UNREVIVABLE   eN arts   京都 
2015  STABILIZATION 3   eN arts   京都 
2014  STABILIZATION 2   トーキョーワンダーサイト渋谷 東京 
  STABILIZATION   eN arts   京都 
2013  STRAIGHTFORWARD   eN arts   京都 
2012  WORDS LIE Ⅲ   eN arts   京都 
2011  WORDS LIE II   eN arts   京都 
2009  WORDS LIE   eN arts   京都 
 
SELECTED GROUP EXHIBITIONS | グループ展 
2023  UNITED    eN arts   京都 
2022  Group Exhibition   広島現代アートサロン / 広島福屋本店7階ギャラリー 広島 
  Compression : Natsuki Oyagi + Keiuke Matsuda curated by Takashi Fukumoto 
      eN arts   京都  
2020  confidential 0004   eN arts   京都 
2018  eeny, meeny, miny, moe | yellow  eN arts   京都 
  real SOU #1   la galerie   大阪 
2017  UNITED    eN arts   京都 
  Dribble 2    2kw gallery   滋賀 
  VOCA 現代美術の展望-新しい平面の作家たち 上野の森美術館  東京 
2016  eeny meeny miny moe | orange  eN arts   京都 
  亀崎せこみち展   愛知県半田市亀崎町一帯  愛知 
  “I’ve felt like this somewhere before.”  GALLERY MIKAWAYA  愛知  
  Dribble    2kw gallery   大阪 
2014  eeny, meeny, miny, moe | red  eN arts   京都 
2013  TOKYO WONDER WALL 2013  東京都現代美術館   東京 
  KYOTO STUDIO   @KCUA    京都 
2012  ドローイング レッスンズ   Galerie Aube （京都造形大学） 京都 
2011  絵の展示                            清雲荘                             京都 
  UNITED    eN arts   京都 
2009  アートアワードトーキョー2009                      アートアワードトーキョー丸の内 東京 
  制作中！                            ギャラリー16   京都 
2008                是が非の絵画                                    大和プレス Viewing Room          広島 
  制作中！                            ギャラリー16              京都 
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RESIDENCE| レジデンス 
2022.4〜6  榛名湖アーティストレジデンス 
2022.1〜2  竪町スタジオ.アーツ前橋 
2021.1〜2, 5~7 滋賀県立陶芸の森 
 
BIBLIOGRAPHY | 展覧会評 
2021  清水穣氏 「世界と対峙する方法」  美術手帖 2021 年6 月号 
2015  ART iT 連載 清水穣 批評のフィールドワーク 55 
2012  ART iT 連載 清水穣 批評のフィールドワーク 24/25 
2010  清水穣氏 月評第１８回 正確な「ヘタさ」  美術手帖 2010 年3 月号 
2010  特別特集 「新世代アーティスト宣言！」  美術手帖 2010 年6 月号  
 


