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ごあいさつ

山ノ内町立志賀高原ロマン美術館では、ヨシミ・ハヤシとディーン・ラモスによる「Core /コア」を開
催します。アメリカ西部のカリフォルニアを制作の拠点とする２人のアーティストは、山ノ内町に２週
間実際に滞在し、地域と交流しながら、様々な表現のかたちを制作します。展覧会タイトルの「Core /コア」
には、町の核心部分や多様な人間性を探究したいというアーティストの熱い想いが込められています。
ヨシミ・ハヤシは、山ノ内町をめぐるモノを地元と地域住民からサンプリングして作品にします。日常
生活の表に出てこない町の「コア（本質）」が作品から見えてくるかもしれません。アーティスト自身が
述べているように、はかなさやシンプルさといった日本的な感性と概念分析や心理分析といった西洋的
な厳格さを融通無碍に行き来してインスピレーションを得ながらも、ふとそのあわいにたたずみ沈思黙
考する時間が作品として姿を現しているように思われます。
ディーン・ラモスは、コンクリートを主に用いて人のコミュニケーション形態を表現します。対置され
た人の像は、実態と鏡像のシンメトリーな関係でありつつ、様々な人間模様を想起させます。さらに木
材などの他の素材を介在させることでーー素材として用いられる物質とその形態に潜む抽象概念の吟味
を経てーーその関係性は変容していきますが、作品そのものが醸し出す抽象的な静けさは保たれたまま
なのです。この把握しきれない静けさこそがアーティストにとっての「コア」なのかもしれません。
美術館の内外の空間に繰り広げられる、ここでしか見られない「コア」なアートの世界。緑の美しい夏
の志賀高原にてお楽しみください。
最後になりましたが、本展の開催にあたり、多大なご協力ご助言を賜りましたアーティストの皆様、関
係各位に深く感謝申し上げます。

山ノ内町立志賀高原ロマン美術館

Foreword

The Shigakogen Roman Museum is please to host “Core”, an exhibition of artworks by Yoshimi Hayashi and Dean 
Ramos. The two artists live and work in Southern California, located in the Southwestern United States. To prepare for 
this exhibit, the artists stayed in the town of Yamanouchi and participated in a two-week residency. Site-specific 
works are developed through their interaction with the community members and the surrounding landscape. The title 
“Core” defines the artists’ motivation to portray the ‘core’ of the town and express aspects of human nature.
Yoshimi Hayashi created site-specific art by sampling the town of Yamanouchi. His project asks participants to notice 
everyday aspects of the town, its ‘core’ , that is often unnoticed. He produces meditative works that combine 
sensibilities of Japanese culture and aesthetics with Western psychology and conceptual art. 
Dean Ramos’ concrete figurative busts portray communication, human relationships and transformations. Although 
many works are created using similar forms, placement and materials are carefully reflected upon to create works 
with various meanings. The interpretive meaning changes from work to work, an underlying silence that cannot be 
fully understood, the ‘core’ , remains. 
This exhibition incorporates both the town and the museum. Site-specific artworks specifically designed for this 
occasion are on display within the beautiful landscape of Shigakogen. I am hopeful that those who view this exhibit 
perceive the essence of the world of “Core”.
Finally, I would like to express my deepest appreciation to the artists and everyone else involved for the 
considerable support they provided for this exhibition. 

Yamanouchi Town Shigakogen Roman Museum



コア
【名詞】
果実の中心部であり、リンゴの芯のように種子がある部分。
物事の中心部、最深部、最も必要不可欠な部分。
【鉱山、地質学】不撹乱試料採取において、コア採取機により地盤から採取された土壌、鉱物、岩石の円筒状試料。

Core  [kawr, kohr]
noun
1. the central part of a fleshy fruit, containing the seeds as in an apple core.
2. the central, innermost, or most essential part of anything.
3.  (in mining, geology, etc.) a cylindrical sample of earth, mineral, or rock extracted from the ground by means of a 
corer so that the strata are undisturbed in the sample.

ヨシミ・ハヤシ / Yoshimi Hayashi
場所を理解するためには、どうすればいいか？　その地の人々、ランドスケープ、文化を通じて？
私は、山ノ内町のランドスケープで採取できる自然素材を用い作品制作に取り組む。地質学的、
生理学的、心理学的な「コア」試料がこの地とその住民から蒐集され、コレクションとして展示
される。また、それらのサンプルは線画、絵画、立体アート作品にも反映される。
単なる鑑賞にとどまらず鑑賞者自らに探索してもらい、地域に関する様々な知見を得てもらうこ
とがこの作品のメッセージである。地域住民の人々にとっては、日常の中で忘れがちな大切なギ
フトを再認識させてくれる。

How does someone get to know a place? The people, the landscape, the culture?
My work involves sampling the town of Yamanouchi in both literal and metaphoric terms.  The land, as well as, the people are 
cored and displayed as a collection of geological, physiological, and psychological specimens. These samples are also 
reflected in the aesthetic responses of the drawings, paintings, and sculptures.  
The work encourages the viewer to not only respond to the immediate artwork, but to venture and gain their own experiential 
knowledge of the area. For those who are native to the place, a reminder of the gifts that are so often swept under the rug of 
the mundane.

ディーン・ラモス / Dean Ramos
私は「コア」について、完全に把握することのできない場所として探究する。
本展に向け、私は人体の形を表現する二種類の作品を制作した。
複数のコンクリート製半身像は互いに作用し合い、他素材と融合する。こうした相互作用は、物理的なものの下に隠れ
る感情と心理状態、人間関係、人と人の繋がりと断絶を示唆する。
宙づりのインク絵画作品は、白いシースルーの生地上に人々のシルエットを描写する。生地上に見える画像と生地を通
し透けて見える光景は、時の経過とはかなさを示唆する。
作品が持つ静寂さは、鑑賞者に熟思黙想する空間をもたらす。

I explore ‘Core’ as a place that cannot be fully understood or grasped.  
For this exhibit I have made two types of work depicting the human form. 
My concrete busts interact with one another and with other materials. These interactions suggest 
psychological and emotional states, human relationships, connections and disconnections between 
persons; that which lies beneath the physical surface.
My hanging ink paintings on translucent sheets of white fabric depict silhouettes of people. These 
images, both seen and seen through, suggest the ephemeral and times passage.
The silence in my work provides space for reflection. 



Yoshimi Hayashi
Born 1971.  Yoshimi Hayashi is an artist that resides in California.  He is a professor of art at MiraCosta College in 
Oceanside, CA and teaches sculpture, ceramics, and land arts classes. He holds a Masters in Fine Art from the 
University of New Mexico, a Master of Science in Psychology from the California State University, Stanislaus, and a 
Bachelor of Science in Psychology from the University of California, Los Angeles.  
His artwork is often created on site after extensive study of the location and its people.  The work incorporates 
mixed media ranging from video, woods, ceramics, fiber, paper, and metals, and Hayashi is particularly drawn to 
materials that are mundane and fragile as a metaphor for the human condition.
His work has been shown in international venues ranging from Costa Rica, Germany, Australia, United States, and 
Japan.  His work has been featured in books and magazines, and has been collected by individuals and corporate 
portfolios.  

ヨシミ・ハヤシ
1971年生まれ。米国カリフォルニア州在住のアーティスト。同州オーシャンサイドのミラコスタ大学にて、スカルプ
チャー（立体アート）、陶芸、ランド・アートを担当する美術教授である。ニューメキシコ大学より美術学修士号、カリフォ
ルニア州立大学スタニスラウス校より心理学修士号、カリフォルニア大学ロサンゼルス校より心理学学士号を取得。
彼の制作活動は、その土地と地域住民について広範囲に実地踏査することから始まる。映像、木材、セラミックス、繊維、紙、
金属といったミクストメディアが取り入れられる中で、特に人間存在の条件を想起させる平凡で繊細な素材に関心を抱く。
コスタリカ、ドイツ、豪州、米国、日本など国際的な場で展示された彼の作品は、書籍、雑誌に取り上げられ、法人、
個人のコレクションとして所蔵されている。

Contact: bezenyoshi@gmail.com

“Mi Casa, Su Casa” (Detail), Mixed Media, 30.5 x 30.5cm, 2018
「ミ・カーサ、ス・カーサ【私の家は君の家】」（部分）ミクストメディア、30.5 x 30.5cm、2018 年



“Che Grande” , Ink on Paper, 30.5 x 30.5cm, 2018
「チェ・グランデ」インク、紙、30.5 x 30.5cm、2018 年



“Core: Installation Photo” , Ink on Paper, Variable, 2018
「コア：インスタレーション写真」インク、紙、サイズ可変、2018 年



“Core Site 9: Yu” , Mixed Media, 40.5 x 40.5cm, 2018
「コア・サイト９：ユー」ミクストメディア、40.5 x 40.5cm、2018 年



Dean Ramos
Born 1973 in Chicago, Illinois. He currently resides and has an art studio in San Diego, California. He is a Full-Time 
professor at MiraCosta College in Oceanside, CA, where he teaches courses in painting, drawing, and sculpture. He 
received an M.F.A. from the University of New Mexico in 2002 and a B.A. in Fine Art from North Park University in 
Chicago in 1996.　His recent works use the human form to explore psychological and emotional states, human 
relationships, and the ephemeral passage of time.　His sculptures, paintings, and works on paper are in the collections 
of museums, companies, and many private collections in the United States, Canada, Mexico, Japan and Malaysia. 

ディーン・ラモス
1973年、米国イリノイ州シカゴ生まれ。現在はカリフォルニア州サンディエゴに住居とアトリエを構える。同州オーシャ
ンサイドのミラコスタ大学に在籍する常勤教授であり、絵画、線画、立体アートを担当する。ニューメキシコ大学より
美術学修士号（2002 年）、シカゴのノースパーク大学より美術学学士号（1996 年）を取得。
人体を象った彼の最新作品は、人の感情と心理状態、人間関係、儚い時の流れを探究する。
彼による立体アート、絵画、紙上作品は、米国、カナダ、メキシコ、日本、マレーシアなど世界各地の美術館、法人企業、
個人コレクターに多数所蔵されている。

Website: deanramos.com　　Contact: deanramosart@gmail.com

“Again” , Concrete, 65 x 107 x 31 cm, 2018
「アゲイン」コンクリート、65 x 107 x 31 cm、2018 年



“Contained” , Concrete and Wood, 76 x 61 x 99 cm, 2018
「包含」コンクリート、木材、76 x 61 x 99 cm、2018 年



“Face to Face” , Concrete, 61 x 61 x 66 cm, 2017
「フェイス・トゥ・フェイス」コンクリート、61 x 61 x 66 cm、2017 年



“Within” , Chiffon Fabric, Ink, 285 x 365 x 120 cm, 2018
「内部空間」シフォン、インク、285 x 365 x 120 cm、2018 年



Dean Ramos
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professor at MiraCosta College in Oceanside, CA, where he teaches courses in painting, drawing, and sculpture. He 
received an M.F.A. from the University of New Mexico in 2002 and a B.A. in Fine Art from North Park University in 
Chicago in 1996.　His recent works use the human form to explore psychological and emotional states, human 
relationships, and the ephemeral passage of time.　His sculptures, paintings, and works on paper are in the collections 
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ディーン・ラモス
1973年、米国イリノイ州シカゴ生まれ。現在はカリフォルニア州サンディエゴに住居とアトリエを構える。同州オーシャ
ンサイドのミラコスタ大学に在籍する常勤教授であり、絵画、線画、立体アートを担当する。ニューメキシコ大学より
美術学修士号（2002 年）、シカゴのノースパーク大学より美術学学士号（1996 年）を取得。
人体を象った彼の最新作品は、人の感情と心理状態、人間関係、儚い時の流れを探究する。
彼による立体アート、絵画、紙上作品は、米国、カナダ、メキシコ、日本、マレーシアなど世界各地の美術館、法人企業、
個人コレクターに多数所蔵されている。

Website: deanramos.com　　Contact: deanramosart@gmail.com

［展覧会］
Core ／コア　
New Sculptures, Installations, and Site Works

会　　期：2018 年 8月 4日―10 月 8日
滞在制作：2018 年 7月 23 日―8月 3日

主　　催：山ノ内町立志賀高原ロマン美術館
後　　援 : JR 東日本長野支社　長野電鉄（株）　
　　　　　信濃毎日新聞社　SBC信越放送　
　　　　　NBS長野放送　TSBテレビ信州　
　　　　　abn 長野朝日放送　北信ローカル・りふれ　
　　　　　テレビ北信ケーブルビジョン（株） 
　　　　　山ノ内町観光連盟　志賀高原観光協会 
　　　　　北志賀高原観光協会　（一財）和合会 
　　　　　志賀高原リゾート開発（株）

Core ／コア　
New Sculptures, Installations, and Site Works

August 4―October 8, 2018
Artists in residence: July 23―August 3, 2018

This exhibition is organized by
Shigakogen Roman Museum of Art
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