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ジェニファー・リー 

 

1956  スコットランド生まれ 

1975-1979 エジンバラ・カレッジ・オブ・アート 卒業 

1979-1980 奨学金を受けアメリカに滞在 

1980-1983 ロイヤル・カレッジ・オブ・アート 修士課程修了 

 

 

個展（2000−） 

2019 ケトルズヤード（ケンブリッジ/ イギリス） 

2018 現代美術 艸居（京都） 

2017 LVS ギャラリー（ソウル/ 韓国） 

2016 アースキン、ホール＆コー（ロンドン/ イギリス） 

2015 現代美術 艸居（京都） 

2015 滋賀県立陶芸の森 創作研修館（滋賀） 

2013 アースキン、ホール＆コー（ロンドン/ イギリス） 

2012 フランク・ロイド・ギャラリー（サンタモニカ/ カリフォルニア/ アメリカ） 

2010 リヴァプール・ストリート・ギャラリー（シドニー/ オーストラリア） 

2009 フランク・ロイド・ギャラリー（サンタモニカ/ カリフォルニア/ アメリカ） 

2008 ギャルリー・ベッソン（ロンドン/ イギリス） 

2006 リヴァプール・ストリート・ギャラリー（シドニー/ オーストラリア） 

2005 フランク・ロイド・ギャラリー（サンタモニカ/ カリフォルニア/ アメリカ） 

2003 ギャルリー・ベッソン（ロンドン/ イギリス） 

2002 フランク・ロイド・ギャラリー（サンタモニカ/ カリフォルニア/ アメリカ） 

2000 ギャルリー・ベッソン（ロンドン/ イギリス） 

 

 

 

 



                          

現代美術 艸居 〒605-0089 京都市東山区元町 381-2 
Sokyo Gallery 381-2 Motomachi, Higashiyama-ku, Kyoto, Japan 605-0089 

T: 075-746-4456  F: 075-746-4457 info@gallery-sokyo.jp  www.gallery-sokyo.jp 
 

グループ展（2000-） 

2019 「土と抽象 記憶が形に生まれるとき」益子陶芸美術館（栃木） 

2018 - 2019「手のひらの収まるもの（Handheld)」アルドリッチ現代美術館（リッジフ

ィールド/ コネチカット/ アメリカ） 

2018 「うつわ ドラマチック展」岩手県立美術館（岩手） 

 「美しいものの成長：ブリティッシュ・スタジオ・セラミックス」フィッツ

ウィリアム美術館（ケンブリッジ/ イギリス） 

 「イギリススタジオ陶芸の巨匠たち」コレクト、サーチ・ギャラリー（ロン

ドン/ イギリス） 

 「ロエベ・クラフト・プライズ 2018」デザイン・ミュージアム（ロンドン/ イ

ギリス）最優秀賞受賞 

 「時を超えた秘密 - 彼ら自身の言葉における陶芸アーティストたち」スウィ

ンドン美術館（スウィンドン/ イギリス） 

2017 「エールリヒ・コレクション、アメリカとイギリスの陶芸」サン・アンジェ

ロ美術館（サン・アンジェロ/ テキサス/ アメリカ） 

 「美しいものの成長：イギリススタジオ陶芸」イェール・センター・フォー・

ブリティッシュ・アート（ニューヘイブン/ コネチカット/ アメリカ） 

 「うつわ ドラマチック展」滋賀県立陶芸の森 陶芸館（滋賀） 

 「デザイン・バーゼル」現代美術 艸居（バーゼル/ スイス） 

 「12 人のアーティスト」アースキン、ホール＆コー（ロンドン/ イギリス） 

2015 「表現するうつわ - イギリス現代陶芸の精神」益子陶芸美術館（栃木） 

 「数々の不注意（Many a Slip）」マーズデン・ウー・ギャラリー（ロンドン/ 

イギリス） 

2014 「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」21_21 Design Sight（東京） 

 「現代イギリスの陶芸〜バーナード・リーチから若手作家まで」滋賀県立陶

芸の森 陶芸館（滋賀） 

 「小さいことは美しい」フランク・ロイド・ギャラリー（サンタモニカ/ カ

リフォルニア/ アメリカ） 

 「あるコレクターの展覧会（The Collector's Exhibition)」リヴァプール・

ストリート・ギャラリー（シドニー/ オーストラリア） 

2013 第二回ささま国際陶芸祭（静岡） 
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 「国際陶芸フェスティバル」フェルケール博物館（静岡） 

 「世界からⅡ」ギャルリ・フー（愛知） 

 「クラシック & コンテンポラリー」アースキン、ホール＆コー（ロンドン/ イ

ギリス） 

 「炎の中で形作られる友情：アメリカにおけるイギリスの陶芸」アメリカ陶

芸美術館（ポモナ/ カリフォルニア/ アメリカ） 

2012 「第二回 FIHOC フランク国際陶芸館」フランク・ロイド・ギャラリー（サン

タモニカ/ カリフォルニア/ アメリカ） 

 「ギャルリー・ベッソン 生涯の情熱回顧展」オフィチーネ・サッフィ（ミラ

ノ/ イタリア） 

 「モノの本質: ジェニファー・リー、ハンス・ストファー、ローラ・エレン・

ベーコン」ニュー・アート・センター（ウィルトシャー/ イギリス） 

 「店主の名品展：店主交代記念 海外作家編」酉福ギャラリー（東京） 

2011 「現代イギリススタジオ陶芸」ダネーゼ（ニューヨーク/ アメリカ）  

 「イギリスの現代陶芸」ミント・クラフト＆デザイン美術館（シャーロット/ 

ノースカロライナ/ アメリカ） 

2010 「あるコレクターの展覧会（The Collector's Exhibition)」」リヴァプール・

ストリート・ギャラリー（シドニー/ オーストラリア） 

 「グループ展」酉福ギャラリー（東京） 

2009 「うつわ U-Tsu-Wa: ルーシー・リィー、ジェニファー・リー、エルンスト・

ガンペール」21_21 Design Sight（東京） 

 「現代スタジオ陶芸：ダウアーコレクション」カリフォルニア州立大学（サ

クラメント/ カリフォルニア/ アメリカ） 

 「セルマークコレクション」ロスカ美術館（ヨーテボリ/ スウェーデン） 

2008 「イギリススタジオ陶芸 - 20 世紀の変遷」バッキンガムシャー州博物館（ア

イルズベリー/ イギリス） 

 「20 年 - 20 のうつわ」ギャルリー・ベッソン（ロンドン/ イギリス） 

2006 「コレクト」ヴィクトリア&アルバート美術館（ロンドン/ イギリス） 

 「ピュアクレイ」陶磁器博物館（テジェレン/ オランダ） 

 「国際戦後陶芸」ボナムズ（ロンドン/ イギリス） 

2005 「クラフト・カウンシル 30 周年記念展」 ヴィクトリア&アルバート美術館（ロ
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ンドン/ イギリス） 

 「現代陶芸ヨーロッパビエンナーレ」道具と職人博物館（トロワ/ フランス） 

 「近代のうつわ：ルーシー・リー、ハンス・クーパー、その同時代作家たち」

ダルウィッチ・ピクチャー・ギャラリー（ロンドン/ イギリス）   

 「ダックワース・オマージュ -有機的抽象主義」ガース・クラーク・ギャラ

リー（ニューヨーク/ アメリカ） 

 「一作品一作家 国際展」ギャルリー・マリアンヌ・ヘラー（ハイデルベルグ

/ ドイツ） 

2004 「ヨーロッパの陶芸」ヴェスターヴァルト陶芸美術館（ウスターバルト/ ド

イツ） 

2003 「土の造形：近代イギリスの手びねり」ギャルリー・ベッソン（ロンドン/ イ

ギリス）  

 「選りすぐりのイギリス陶芸」ジェームス・グラハム＆サン（ニューヨーク/ 

アメリカ） 

 「第二回世界陶芸ビエンナーレ 2003」利川世界陶磁センター（利川/ 韓国） 

 「イギリスの陶芸：5 人の作家」フランク・ロイド・ギャラリー（サンタモ

ニカ/ カリフォルニア/ アメリカ） 

 「イギリスの陶芸」バッキンガムシャー州博物館（アイルズベリー/ イギリ

ス） 

 ホーヴ美術館＆アートギャラリー（ホーヴ/ イギリス） 

2002 「10 カ国のうつわ」バイエルン・クラフト・カウンシル（ミュンヘン/ ドイ

ツ） 

 「陶芸のモダニズム：ハンス・クーパー、ルーシー・リーと彼らの遺したも

の」ガーディナー陶磁器博物館（トロント/ カナダ） 

2001 「土の詩：国際的観点から」フィラデルフィア美術連合（フィラデルフィア/ 

ペンシルべニア/ アメリカ） 

 「第一回世界陶芸ビエンナーレ 2001」利川世界陶磁センター（利川/ 韓国） 

 「近代のうつわ」セインズベリー・ビジュアル・アート・センター（ノリッ

チ/ イギリス） 

 「ベングト・ユリンの陶芸」グスタフスベリ陶磁器博物館（グスタフスベリ/ 

スウェーデン） 
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2000 「イギリスの陶芸」デンマーク陶芸美術館（グリマーウス/ デンマーク） 

 「色と火：スタジオ陶芸における決定的時期 1950-2000」ロサンゼルス州立

美術館（ロサンゼルス/ カリフォルニア/ アメリカ） 

 

パブリックコレクション 

 

イギリス 

アバディーン美術館（アバディーン） 

アシュモレアン博物館（オックスフォード） 

大英博物館（ロンドン） 

バッキンガムシャー州博物館（アイルズベリー） 

現代美術協会（ロンドン） 

クラフト・カウンシル・コレクション（ロンドン） 

フィッツウィリアム美術館（ケンブリッジ） 

グラスゴー美術館（グラスゴー） 

ホーヴ美術館（ホーヴ） 

リーズ市アートギャラリー（リーズ） 

ミドルズブラ・モダン・アート協会ギャラリー（ミドルスブラ） 

ノリッチ城美術館（ノリッチ） 

ピーターズ財団（ロンドン） 

王立博物館（エジンバラ） 

東アングリア大学 セインズベリー・ビジュアル・アーツ・センター（ノリッチ） 

スコティッシュ・コレクション、スコットランド・ダウンヒル協会（エジンバラ） 

テムズダウン・コレクション、スウィンドン美術館（スウィンドン） 

受託者貯蓄銀行（ロンドン） 

ヴィクトリア＆アルバート美術館（ロンドン） 

 

ドイツ 

ヨーロッパ美術工芸貿易事務局（シュツットガルト） 

コーブルク城塞アートコレクション（レーデンタール） 

美術工芸博物館（ハンブルク） 
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ピーター・ジームセン陶芸財団 

 

スウェーデン 

セルマーク（ヨーテボリ） 

スウェーデン国立美術館（ストックホルム） 

ロシュカ美術館（ヨーテボリ） 

 

スイス 

アリアナ美術館（ジュネーヴ） 

ベルリーヴ美術館（チューリッヒ） 

 

ニュージーランド 

ホークス・ベイ美術館（ネーピア） 

 

アメリカ 

カーネギー美術館（ピッツバーグ/ ペンシルベニア） 

クロッカー美術館（サクラメント/ カリフォルニア） 

ロングビーチ美術館（ロングビーチ/ カリフォルニア） 

ロングハウス・リザーブ・コレクション（ニューヨーク） 

ロサンゼルス州立美術館（ロサンゼルス/ カリフォルニア） 

ミネアポリス美術館（ミネアポリス/ ミネソタ） 

フィラデルフィア美術館（フィラデルフィア/ ペンシルベニア） 

スクリップス・カレッジ（クレアモント/ カリフォルニア） 

メトロポリタン美術館（ニューヨーク） 

 

カナダ 

ガーディナー陶芸博物館（トロント） 

 

韓国 

アモーレパシフィック美術館（ソウル） 
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日本 

栃木県立美術館（栃木） 

益子陶芸美術館（栃木） 

滋賀県立陶芸の森 陶芸館（滋賀） 

兵庫陶芸美術館（兵庫） 


