
ここでは、独特のカタロニア人
女性画家の経歴書、伝記、展覧
会、いくつかの批評と参考文献
を読むことができます。

バルセロナ、2021年 2月 3日
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カルメン・セールス
画家

はじめに

セルヴェスの作品が公に発表された最初の展覧会は 1947年でした。彼女は 1967年までプ
ロの肖像画家でした。彼女は彼女の 4人の子供の世話に彼女のエネルギーの大部分を捧げ

 ることにしました。 同様に、芸術に対する彼女の愛はいつもありました。子供たちが育
 ち、大きな注目を必要としなくなったとき、彼女はさらに活発になりました。 40年前の

芸術家と同じくらい。

 ジョアン -  イグザシ - ビセンテ
www.carmenselves.org  の著者
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       カルメン・セルブズは誰ですか？

マリアデルカルメン・セルブズは、伝統的なカタロニアの家族にマンレサ、バルセロナで
生まれました。彼の父親はジョーン・セルブズ・イ・カーナーと呼ばれ、ジャーナリストと弁護
士であり、彼の母親であるカーメン・バルティエレズ・クローテットは彼女に影響を与え
た偉大な芸術的能力を持って行使しました。

彼女が若い時、カルメン・セルヴェスは読書、歩行、旅行、音楽、水泳、文学創作が好き
で、主にコンサートのピアニストとして創造力を発揮しました。その後、彼は彼の最大の
職業は油絵であることに気付きました。当時、彼は長い学問的研究をしていた音楽を、絵
画にもっと力を集中させるために脇に置いた。彼はまた、会計と、さらには略語を学ん
だ。

彼は 1951年と 1954年サンジョルディの学校間のサン・ジョルディの美術学校を研究する
ためにバルセロナに行ったときカルメンセルヴはすでに、画家としてマンレサでいくつか
の賞を受賞し、その後、路上アビニョにありました。ディレクターは、彫刻家フレデリッ
クマレスました。美術学校には教師としてフランセスク・リーベラー・ゴーメズ  や
ジョーセプ・ピグデンゴラズ・ベーレラーやアーネスト・サンタササグナー・サンタクレ
ウーやジョーセプ・マリア・ジューノイ・アイ・マンズ。

学校の芸術に加えて、プライベートチューターとして彼はエバーリスト・バシアナー・アービエ
ル、エンパー・ディーアズとフェラン・ハタードーも持っていました。

ちょっと後に、彼は化学技術者のジョーセプ・マリア・ビーチェンテ・エスフォーザッ
ドー と結婚しました。彼はまた、優れた引き出しであり、古典芸術から漫画、音楽、映画
まで非常に高く評価されました。彼らには 4人の非常に活発な子供がいました家族は仕事
上の理由から 1968年にバルセロナに移住しました。

カルメン・セルブズのスタイルは進化し続けています。それは、印象派主義と表現主義の
間にあり、新しい現実主義と物語の形態です。彼らの好みのいくつかは：ゴヤ、レンブラ
ントルノワール、ゴッホとズルバラン。カルメン・セルブズはさらに多くのアーティスト
の才能を高く評価しています。彼は画家リサー・バイダルに彼の学位論文をしました。

カルメン・セルヴスは、1977年にサン・ジョルディで美術作品を修復し、1979年にバル
セロナ大学で考古学を修復するという大学の研究を行いました。1972年にサン・クガット
で壁画を学び、1992年に考古学の絵を学びました。モンジュイックの美術館を修復師とし
て使用しています。彼女はまた、中等学校の先生でした。

彼の作品は主にあなたが住んでいる地域に分布しているが、アルゼンチン、フィンラン
ド、オランダ、イタリア、ルーマニア、フランス、そして日本での彼の絵画もあります。
大多数には個人所有者がいます。いくつかは、そのようなイマトラ、シッチェスとマンレ
サとして博物館に与えられています。

彼が学ぶ意欲と発見と発展の決意は彼の作品に示されています。自己、油絵、壁画、陶
 器、祭壇画からデジタルアートまで、様々なメディアを扱っています。 2018年にアクリ

ルで塗装しましたが、通常は油で塗装しています。それは他のこともします。たとえば、
言語を学習し、ストーリースクリプトを作成します。
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https://www.carmenselves.org/cso/internet/contes/mosca/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%AFsa_Vidal_i_Puig
http://www.museudemanresa.cat/artistesfitxa/2091
http://www.museudemanresa.cat/artistesfitxa/2459
http://www.civtat.cat/basiana_evarist.html
http://www.civtat.cat/basiana_evarist.html
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/index-d-autors/item/junoy-i-muns-josep-maria
https://www.latinamericanart.com/es/artistas/ernest-santasusagna-santacreu.html
https://www.latinamericanart.com/es/artistas/ernest-santasusagna-santacreu.html
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0053157.xml?s_q=josep%20puigdengolas#.U5oraZR_tWE
https://www.maxam.net/es/fundacion/coleccion_maxam/artistas/ribera_gomez_francisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederic_Mar%C3%A8s
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederic_Mar%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Selves_i_Carner


1994   年以降のいくつかの批判

*  ニュー・ヨーク・アート

New York, USA, Doroty Roatz Myers - 10月 1994年

o << Selve's  talent  is  expensive;  he is  equally  capable  of
rendering convincing street scenes, Landscapes and portraits.
>> 

*  インデペンデント・ツア 1995
Pieksämaki, Finlàndia, Etelä Saimaa, Matti Veijalainen -  8月 1995年

o スーモの翻訳：北部の澄んだ光は、特に地中海の画家の目
を通して見ると、南部の女性にとって特別なものを呼び起こ
します。 

*  ギャレリーアー・ディアクレジアノー
Pescara, Itàlia, Silva Marini -  4月 1996年

o << Le pitture  di  quest'artista  mettono a fuoco  l'evidenza
della  luce  nei  presagi,  fondendo  i  colori  e  dandogli  un
cromatismo molto emotivo, sprigionando tutta la tenerezza che
ha nel suo spirito. >> 

*  ギャレリーアー・アルバー
Ferrara, Itàlia, Gino Trabini -  11月 1997年

o <<  dai  forti  tratti  espressivi,  interpretati  con  particolare
attenzione alle vibrazioni della luce. Un figurazione comunque
composta ed equilibrata, ove aleggia una sottile vena poetica,
sostenuta  da  una  carica  interiore  che  rende  percepibili
contenuti e valori universali. >> 

*  イー・ドット・ビー・レビスター・ダート
Barcelona, nº 38 - 1999年

o << Por eso Carmen, sintiendo una especial ternura hacia
ellos, ha representado en sus pinturas las bestias del bosque
dentro de su medio natural. >>
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*  アークシウー・ダート

Barcelona, Josep Maresma -  6月 1999年

o << Hi ha una mena d'ingenuïtat esclatant. >> 

*  アニバーシタト・オートーノーマー・ディー・バーセローナー
Barcelona,  No hay radio! , Fátima Palacios - 6月 2000年

o << En esta exposición la luz de los azules, los rojos y los
verdes intensos son los protagonistas. >> 

*  アーティスティー・イン・ベトリナー
Vercelli, Itàlia, Fernanda Banchi – 10月 6, 2002年

o << La pittura di Selvas Carmen evidenzia l’essenzialità e il
seguo. L’artista sa cogliere il momento giusto per evidenziare il
soggetto,  attraverso  il  paessaggio  o  le  figure.  Le sue  opere
trasmettano all’ osservatore un messaggio intenso, romantico e
suggestivo. La vitalità delle sue composizioni denotano l’amore
de  l’Autrice  sente  per  la  natura,  lasciando  intravedere  una
tavolozza ricca e spumeggiante, creando cosi notevoli effetti di
luce e colore. >>

*  カーサー・エディットライス・アルバー
Ferrara, Itàlia, Antonio Caggiano - 2003/2004年

o << Carmen Selvas, peraltro, che opera in terra di Spagna,
aggiunge ai colori adoperati la tensione dei sentimenti in modo
che,  attraverso  l'immagine,  si  scorga  una  personalitá
particolare  e  l'ambiente  andaluso  si  concretizza  visivamente
vivo... >>

*  ボナート
Castell de Benedormiens - Girona - 2006年

o << ...transporta  l'espectador a un paisatge figuratiu que,
sense ser  bucòlic,  te un deix poètic producte de la fusió de
colors i d'una pinzellada enfortida per la llum... >> 
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*  レギオー 7 

Manresa - 6月 2011年

o << Les llums, els contrallums i els clarobscurs del paisatge
més humà de la capital comptal s'immortalitzaven en el llenç
de  Selves  amb  les  seves  precises  estàtues  humanes,  les
selves incomptables flors i els seus característics quioscos. >>

*  ボナート

Girona - 6月 2011年

o <<  L'obra  de  Carmen  Selves  no  perd  ni  la  emoció  ni
l'intimisme >> 

*  ギャラート

 Terol, Mario Nicolás -  6月 2011年

o << Lo suyo es un realismo íntimo, humano, que se inspira
en los espacios  abiertos  de su ciudad  centrándose en este
caso en las Ramblas de Barcelona, con su entorno, sus gentes
y la luminosidad especial que presenta este lugar tan bello de
la Ciudad Condal. >>

*  レビスタート

Barcelona, J.U. #165 – 2013年

o << Su carrera se forja en el momento de la efervescencia
de la postguerra mundial, en las que situamos las segundas
vanguardias  artísticas,  sin  embargo,  en  la  obra  de  Selves
encontramos  características  más  cercanas  a  las  primeras
vanguardias sin  adherirse a ningún movimiento concreto,  ya
que  su  técnica  y  talante  confieren  a  sus  obras  una
personalidad que le ha valido a la artista una buena fortuna
crítica,  así  como  cuantiosas  exposiciones  tanto  individuales
como colectivas. >>

*  日本美術館

東京: 　「日本の美術館 これからどうする　 　!?　 　」　 　- 10月　2015年

o Tradüit : ...i ara que ets al Museu Nacional del Japó, què faràs?

6 / 10

http://www.nact.jp/education/event/
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この表現は、文字通り、国立国立博物館の緑茶に関する第 17
回議論で議論されたのに対し、76  人と比較された。 この質問
は、関係するすべてのアーティスト、他の人の中で、カルメ
ン・セルヴェスが 3つの作品を示したが、別の大きなグルー
プにも指向させることができたことを指摘した。

*  アーティススペクトラム

New York, USA, #33 - 5月 2015年

o << Inspired by the sun, local flora, and the Mediterranean
Sea, C. Selves’ figurative paintings and portraits establish an
emotional connection to each subject. Selves approaches color
with a reserved style that is at once dreamlike and whimsical.
We see a deftness that delights the eye, a dreamlike essence
that  challenges  the  imagination.  While  she  draws  on
perspective and structure to portray reality, the focus is always
on the message she seeks to impart: a message that moves
hand and brush to highlight the beauty of her subjects. “One of
my proudest moments as an artist was when a bee landed on
one of my painted flowers, mistaking it for a real bloom!” Born
in  Manresa,  Catalonia,  Spain,  near  the  mountains  of
Montserrat, Selves admits that her work is representative of her
life, her person, her class and her generation. She will  often
paint in front of a model, but allowing herself the liberty to add
imaginative flourishes.  “The goal  of  my work  is  to  stop time
[with  an]  artistic  quality.”  Selves currently  lives in  Barcelona.
She has exhibited in Finland and throughout Spain and France,
and  recently  has  participated  in  an  exhibition  in  the  largest
museum in Tokyo. >>

*  ギャラート
Terol, nº 365, Marta Teixidó - 3月 2017年

o <<  [...]  en  esta  exposición  se  centra  en  la  figura.  Son
piezas  amables,  que  dan  sensaciones  muy  cercanas,  muy
tiernas, basadas en caracteres académicos, siendo visible su
faceta de ilustradora. Su composición y estructura huyen de los
cánones estrictos tradicionales, por presentar personas, lo más
seguro de su entorno, que en un momento dado quiso pintar,
como trabajo y recuerdo. Y lo hizo tal como ella las ve o las
veía,  desde  una  perspectiva  real,  pero  atendiendo  a  unos
criterios muy singulares, no exentos de idealización, pero a la
vez haciendo notorio el deseo de dejar distancia. >>

*  レビスタート
Barcelona, #179, A.B. - 5月 2017年

o << [...] obras cálidas, alegres y plàcidas que simplemente
regocijan el alma, algo absolutamente imprescindible en estos
tiempos de prisas [...] >>
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展示会 

個人
( * = 内部ウェブリンク付き )

# ギャラリー 場所 年
1 Galeria Torra マンレサ、バルセロナ 1962
2 Col·lectiu Fotogràfic d'Igualada イグアラダ、バルセロナ 1966
3 Palau de Maricel (15p) シッチェス、バルセロナ 1966
4 Sala Xipell (1967, 1972) マンレサ、バルセロナ 19xx
5 Sala Rovira バルセロナ 1968
6 Galeria Àgora 3 シッチェス、バルセロナ 1972
7 Real Círculo artístico de Barcelona バルセロナ 1971
8 Galeria d’art del Vallès バルセロナ 1974
9 Sala Al-Andalus セビリア 1994
10 Pieksämäen Malaiskunta ピエクサマキ、フィンラン

ド
1995

11 Imatran Kultuurikeskus イマトラ、フィンランド 1995
12 E D'A Estudi D'Art バルセロナ 1999
13 Hotel Mercure バルセロナ 1999
14 Galeria Topaz バルセロナ 2000
15 Galeria LLUM D'ART エル・ベンドレル、タラゴ

ナ
2000

16 Galeria TORANTO バルセロナ 2005
17 * Galeria Esart: Les Rambles バルセロナ 2011
18 * Galeria Esart: Retrats バルセロナ 2017

集団
# ギャラリー 場所 年
1 Centre artístic de Manresa (*1) マンレサ 19xx
2* Palau de la Virreina (*2) バルセロナ 19xx
3 Montserrat Gallery ニューヨーク、アメリカ 1994
4 Feria Campionaria Silva Marina ペスカーラ、イタリア 1996
5 Galeria Alba (*3) フェラーラ、イタリア 199x
6 Expo Padua パドヴァ、イタリア 1998
7 Art Joction: Palais National de   l'Art Vivant  ニース、フランス 1999
8 Eloge du petit format dans l'art d'ajourd-hui (*4) パリ、フランス 200x
9 Galeria Llum d'Art エル・バンドレイ 2001
10 II   Exposició i Mercat d'Art Contemporani   (*5) ブラネス 2001
11 Galeria Rua D'Art マンレサ 2003
12 Subastes d'obres d'art a St.Teresina     (*6) バルセロナ 2004
13 Index Bonart 2004 (*7) カステルダロ 2004
14 Homenaje a la mujer artista (*8) エル・バンドレイ 2009
15 * Sant Joan de les Fonts(*9) ジローナ 201x
16 Ajuntament de Palau de Saverdera ジローナ、エンポルダ 2010
17 Exposició Internacional Mini-art (*10) フランス 2010
18 * Galeria Esart (*11) バルセロナ 20xx
19 * Galeria BCM バルセロナ 2012
20 * Espacio 120 (*12) バルセロナ 2014
21 * New York Agora Gallery ニューヨーク、アメリカ 2014
22 * Gira Itinerant pel Japó : 日本 2015
23 1. Kyoto Municipal Museum of Art 京都 2015
24 2. Hiroshima Museum of Art 広島 2015
25 3. The National Art Center 東京 2015
26 * Museo Gustavo de Maetzu ナバラ 2016
27 * Laspadarina ピアチェンツァ、イタリア 2018
28 * La memoria de la materia, C. d'Arte San Vidal ヴェネツィア、イタリア 2018
29 * Indagini, ellegalleria.it プレガンツィオール、イタリ

ア
2019

30 Babele, SpazioSV ヴェネツィア、イタリア 2020
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https://www.spaziosv.com/babele/
http://ellegalleria.it/
https://www.carmenselves.org/cso/exposicions/collectives/preganziol/index.php?language=jp
https://www.carmenselves.org/cso/exposicions/collectives/promarte/index.php?language=jp
https://www.carmenselves.org/cso/exposicions/collectives/laspadarina/index.php?language=jp
https://www.carmenselves.org/cso/exposicions/collectives/espacio120/gustavodemaeztu/index.php?language=jp
http://www.nact.jp/english/
http://www.hiroshima-museum.jp/en/index.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000022084.html
https://www.carmenselves.org/cso/exposicions/collectives/espacio120/2015/index.php?language=jp
https://www.carmenselves.org/cso/exposicions/collectives/nyag/index.php?language=jp
https://www.carmenselves.org/cso/exposicions/collectives/index.php?language=jp
https://www.carmenselves.org/cso/exposicions/collectives/bcm/2012/index.php?language=jp
https://www.carmenselves.org/cso/exposicions/collectives/index.php?language=jp
http://www.roquebrune.com/index.php/home/agenda-general/456-expositions-chapelle-st-michel
http://palau-saverdera.cat/
https://www.carmenselves.org/cso/exposicions/collectives/sjf/2013/index.php&language=jp
http://www.bonart.cat/categoria/ubicacio/castell-daro-ubicacio/
http://www.santateresina.org/es/portada?lang=ca
http://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/gt/arxius_gt/memoria2001.pdf#page=251
http://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/gt/arxius_gt/memoria2001.pdf#page=251
https://web.archive.org/web/20020929165125/http://www.llumdart.net:80/
http://www.espacechristianepeugeot.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_la_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_la_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://www.paginebianche.it/ferrara/galleria-alba.2795454
http://www.montserrat.us/index.html
https://www.carmenselves.org/cso/exposicions/collectives/virreina/index.php?language=jp
http://www.cercleartisticmanresa.cat/
https://www.carmenselves.org/cso/exposicions/individuals/esart/2017/galeria/highslide/index.php?language=jp
https://www.carmenselves.org/cso/exposicions/individuals/esart/2011/index.php?language=jp
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kulttuuritalo_Virta
http://www.pieksamaki.fi/tietoa-kaupungista/kaupungin-rakennuksia/kanttila
http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1994/04/29/066.html
http://www.canals-art.com/index_cast.html
https://reialcercleartistic.cat/
http://www.agora.es/
http://www.salarovira.cat/
https://apugemlapersiana.wordpress.com/2016/03/15/xipell-llibreria-galeria-dart/
http://museusdesitges.cat/es/museo/palau-de-maricel/palau-de-maricel
http://www.fineartigualada.cat/en/
http://www.museudemanresa.cat/artistesfitxa/2434


31 New York Art Expo (すぐに) ニューヨーク、アメリカ 2021
32 Fira internacional d'art de Barcelona (すぐに) バルセロナ 2021

前のテーブルの詳細（コレクティブ）

*1  「レネクシェンサ」はマンレサのアーティスティック・サークルが集まった建物で、カーメ
ン・セルブズ   はパイオニアでした。 各大祭では展覧会がありました。 サント・ジョーセプ・デ

ル・ポブル・ナウ  の教区でも報酬を受けました。彼は 1945年から 1951年の間に 5,6回の展覧
会に参加し、バルセロナでファインアーツを学ぶまで参加することができました。

*2  1955年と 1972年（2回）、カルメン・セルヴェスが絵を提示し、2  人が選んだ。 パラウ・
ディー・ラー・ビレーナーでの絵画、2つの共同展覧会の文脈で、絵画「スペイン国家展」の新
しい才能を求めて。

*3  ガレリア・アルバ（ギャレリーアー・アルバー、アー・パビアニー）監督は、1997年と
1999年にイタリアのカルメン・セルヴェを招待した。

 *4 まず、5  冊の本があります。 "キリスト教プジョー文化センターの図書館ゲーラーリエ・
ラー・カー・ドー、46  アベニュー・ジョージズ V、75008 パリス。" 5つの出版物が 2000
年、2001年、2002年、2003年および 2004年に出版された。その後、展覧会があった。彼
は芸術家を個人的に招待したが、参加しただけだった。彼の作品は、カランダの聖週にワッ
クス工芸で製作された 2つの絵です。

  *5 地中海のアートショーは、現代美術の II展示市場です。 

  *6 カーメン・セルブズは、作品 VI、VII、VIIIのオークションに 3回（2002, 2003, 2004）参加
しています。彼らがサンター・テリーザー・ディー・インファーンテー・ジーザズの教区に
与えた販売の 50％の版では。

  *7 ケーステル・ディー・ベネドーミエンズ・ディー・ケーステル・ダーロー。

  *8 エル・ベンドレル・タウンホール。

  *9 これまでにラー・ギャロトクサーの組織に 3つの参加：（1）2009年 12月 4日から 12日ま
でジローナのサント・ジョーン・レズ・フォンツ のソーシャルセンターサント・ジョー

 ン・レズ・フォンツ の記念賞 VI国際ホール。（2）VII  の冬のラウンジ 2010年の冬と
（3）X国際プラスチックアートフェア 2013。

*10 7月 31日から 8月 7日までフランスのロクブリュヌ・シュル・アルジェンス（シャペル・
セーント・ミッチ）ミニ・アート・インターナショナル展。

*11 エサートはアーティストの作品を発見し、2009年に「XI 冬のショー」の祝典で名誉賞を授
 与し、多くの場合、国際的な冬のショーの個人または団体の展覧会に参加します。彼女はま

 た、他のアーティストの作品を見るために展覧会を訪れます。このアーティストは 2つの
プライベートな展覧会に参加し、最近 5つの団体展に参加しました。

*12 エスパシオー 120の指揮のもと、カルメン・セルヴスはゲストアーティストとして最も重要
な日本の美術館に出展しています。それはスペインの代表者の小さなリストでした。一方、
他の独立したアーティストもいました。京都、広島、東京の 3つの博物館は非常に有名で重

 要です。 エスパシオー  120の全般的な展覧会では、カルメンサーブスは 2014年、2017
年、2018年の 4回に分かれて参加しました。
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https://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Nacional_de_Bellas_Artes_(Espa%C3%B1a)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sia_de_Sant_Josep_(Manresa)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sia_de_Sant_Josep_(Manresa)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Grup_Escolar_Renaixen%C3%A7a_(Manresa)
https://www.fiabcn.com/
https://10times.com/artexpo-newyork


書誌的な参考文献

# 本とウェブ エディション
1 Art a Manresa, segles XIX i XX

Joan Vilaró i Llach - Manresa
1983

2 Les Grandes Oeuvres d'hier et ajourd'hui
Les Editions Arts et images du Monde - Paris

1991

3 Le Livre d'or des collectioneurs
Who's Who in international Art, Paris

1992,1993

4 International Biographical Art Dictionary
Who's Who in international Art, Suïssa

1994 a 2004

5 Dizionario Enciclopedico D'Arte Contemporanea
Casa Editrice Alba, Itàlia

1995  から
2004まで

6 Sólo Arte. Catalogo Europeo D'Arte Contemporanea 
Casa Editrice Alba, Itàlia

1996, 1997

7 CDROM Catálogos Nacionales de Arte
CANART, Barcelona

1997から

8 Diccionari Anual d'Arts plàstiques de Catalunya i Andorra
Galart, Terol

1998

9 Index Bonart 2004
Bonart, Girona

2004

10 Homenaje a la mujer artista
Ediciones Ecuador 21 SL. Sant Joan de Les Fonts, Girona

2009

11 Artistas de Nuestro Tiempo 2011
GLOBUS Ediciones, C/Marín 6, Barcelona

2011

12 Revistart
Revista de las Artes , Barcelona

2011年以降の
数々の雑誌

13 Bonart
Maig, Girona

2011年以降の
数々の雑誌

14 Galart
Mario Nicolás Losada, La Fresneda, Terol 

2011年以降の
数々の雑誌

15 Regio 7
Diari de la Catalunya Central, Manresa

2011

16 Història de Castelltallat
Llibre propi d'inminent publicació, Castelltallat

2014 年に開始

17 Esart
Anuario de Arte Internacional, Barcelona 

2009  から
2017まで

18 Agora Gallery NY
Agora Gallery (  外部ウェブサイト ) #32と#33 – New York, USA

2014  から
2016まで

19 Cuadros de una exposición
Marta Teixidor (  外部ウェブサイト ), Mataró

2015  から
2018まで

20 Laspadarina
Rosario Scrivano (  外部ウェブサイト ), Piazenza, Itàlia

2015  から
2018まで

art@carmenselves.org 
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mailto:art@carmenselves.org
http://www.laspadarina.com/artisti.php?id=328
http://cuadrosdeunaexposicion.com/p%C3%A1ginas-personalizadas/carmen-selves/
https://www.agora-gallery.com/artistpage/C._Selves.aspx
http://esartgaleria.es/
http://www.regio7.cat/
http://galartrevista.blogspot.com.es/
http://www.bonart.cat/
http://www.revistart.es/
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	* レギオー 7
	Manresa - 6月 2011年
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	* レビスタート
	<< [...] obras cálidas, alegres y plàcidas que simplemente regocijan el alma, algo absolutamente imprescindible en estos tiempos de prisas [...] >>
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