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　アーティスト・イン・レジデンス（AIR）はアーティストに移動

を促す仕組みでもあります。アーティストが普段とは違う土地

に滞在し制作をすることで、たくさんの出会いと出来事が

生まれます。出会いが新しい出会いを生み、出来事が次の出

来事へと繋がっていく。アーティスト・イン・レジデンスは、そう

した出会いと出来事の中継地のようなものかもしれません。

　本誌で紹介する施設・団体は、それぞれがユニークな活動

を展開する中でそのネットワークを拡げています。地域に

根差し、世界へ拡がるアーティスト・イン・レジデンスのダイ

ナミズムを感じていただければ幸いです。

京都芸術センター

   Artist in Residence (AIR) is a framework that encour-

ages artists to travel and work in different places. When 

artists stay and work away from their hometowns, many 

unexpected encounters and events tend to occur. One 

encounter brings another and one event leads to another. 

The Artist in Residence program can be a transit point 

for those encounters and events. 

   The institutions and organizations introduced in the 

booklet are expanding their networks while conducting 

their respective projects. We hope this booklet introduces 

you to the dynamism of Artist in Residence programs 

that are rooted in local communities while expanding 

across the world.  
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制作室、ギャラリーや講堂などの発表スペースがある。その他、カフェや
図書室等もあり。館内に宿泊場所はなく、プログラム参加者に合わせて
近隣の宿泊場所を提供。

施設概要

Studios, space for presentation such as galleries, an auditorium, 
a café, and a library. Accommodation are provided to the artists 
in the neighborhood.

Facilities Information

公募プログラムは4月から6月に翌年度の滞在アーティストを募集。ビジュ
アルアーツとパフォーミングアーツを交互に隔年で募集している。文学
やクロスジャンルは応募年を問わない。

募集方法

Open call in April to June for following fiscal year.  *Applica-
tions for the field of performing arts and visual arts are accepted 
alternately every other year. Applications for literature and 
interdisciplinary genres are accepted every year.

Application Procedure

全ジャンル

募集ジャンル

All genres

Dicipline

最長3ヶ月

滞在期間

Maximum 3 months

Residency Duration

新進アーティスト又は芸術分野の研究者で、京都に滞在し、制作・調査
研究などを行う理由が明確な方等。

応募資格

Emerging artists and art researchers who have a significant 
reason to produce, research and study in Kyoto.

Eligibilities

渡航費、宿泊場所、制作費、制作場所、発表場所（要調整）、広報協力、
アートコーディネーターによるサポート（※公募の場合）

支援内容

Travel expenses, Accommodation, Grant for Production, Studio, 
Presentation space, Publicity, Assistance of coordinators

Provisions / Support

京都芸術センター
〒604-8156 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546 -2
TEL: 075-213-1000   E-mail: info@kac.or.jp
WEB: http://www.kac.or.jp

連絡先

Kyoto Art Center
546-2 Yamabushiyama-cho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8156 Japan
TEL: +81-75-213-1000   E-mail: info@kac.or.jp
WEB: http://www.kac.or.jp/

Contact Address

2000年に元明倫小学校を改修しオープンした京都市の芸術文化拠点。審査の上、

制作室を無償で貸し出す制作支援事業の他、ジャンルを問わない同時代の芸術

の創作、発表、普及等の活動を行う。アーティスト・イン・レジデンスプログラムでは

公募の他に、招へい、共働制作、エクスチェンジ等の多彩なプログラムを行う。

Kyoto Art Center is a hub of art and culture in Kyoto city, opened in 2000 in a 
renovated building that was once Meirin primary school. In addition to con-
ducting support projects such as offering studios for artists, it is active in the 
creation, presentation, and dissemination of all styles of art. Kyoto Art Center 
organizes not only open call program but also various programs such as invita-
tion, co-production, and exchange. 
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京都芸術センター
Kyoto Art Center

中国では数少ない非営利の芸術施設として2008

年に設立したA4 Contemporary Arts Center

を2016年に美術館として移転・改称。国際的な

文化交流、そして地域におけるアートの実践の両

方を通じて、芸術教育や新しいメディアの実験に力

を入れる。国際的な現代美術展、レジデンスプログ

ラム、若手アーティストを取り上げるYoung Artist 

Experimental Seasonなどのプロジェクトを行う。

LUXELAKES·A4 Art Museum   中国・成都 ｜ Chengdu, China

http://www.a4am.cn/website/guide

LUXELA KES·A4 Art Museum (formerly A4 
Contemporary Arts Center) was establ ished 
in 2008, one of the few non-profit public art 
institutions in China. It is devoted to promoting 
the academic study and onsite experimentation 
of new media art in China, both by expanding 
the scope of international cultural exchange 
and by focusing on local artistic practice. LUX-
ELAKES·A4 Art Museum has developed a range 
of annual project, including a themed interna-
tional contemporary art exhibition, an interna-
tional artist residency program, and the Young 
Artist Experimental Season.

京都芸術センター × LUXELAKES・
A4 Art Museum  エクスチェンジプログラム

選出されたアーティストがそれぞれの施設に2ヶ月間滞
在するプログラム。

Kyoto Art Center + LUXELAKES・
A4 Art Museum Exchange Program

2 months residency of artists selected by each insti-
tution.

Cooperation program連携プログラム

Seoul Foundation of Arts and Cultureが

運営するオープンスペース。ブラックボックス、ホワイ

トキューブ、シェアスタジオ、個人用スタジオなどさま

ざまなタイプのスタジオを有する。Seoul Dance 

Centerは、そのネットワークやスペースを活用して、

リハーサルや実験のための場の提供、助成やメンター

制度など、多層的なプログラムで国内外のダンサー

や振付家の創作活動を支援するハブとして活動

している。

Seoul Dance Center   韓国・ソウル ｜ Seoul, Korea

http://english.sfac.or.kr/html/artspace/hongeun_intro.asp

Is open Space organized by Seoul Foundation of 
Arts and Culture. It has diverse kinds of studios 
such as black box, white cube, community room, 
and individual room. Seoul Dance Center plays 
a role of hub of dance art to support creative 
works of domestic and overseas dance artists 
both by providing hardware of practice rooms 
and spaces, and by providing grants and mentor 
programs.

京都芸術センター ×
Seoul Dance Center エクスチェンジプログラム

選出されたアーティストがそれぞれの施設に2ヶ月間滞
在するプログラム。2016－17年度アーティスト：Seo 
Kyong-Sun（韓国）、京極朋彦（日本）

Kyoto Art Center + 
Seoul Dance Center Exchange Program

2 months residency of artists selected by each insti-
tution. Artists in 2016-17; Seo Kyong-Sun (Korea), 
Kyogoku Tomohiko (Japan)

Cooperation program連携プログラム

映像芸術祭Videobrasilはサンパウロ市で隔年

開催される現代芸術祭。「グローバルサウス」と「現

代社会への批判的眼差し」をテーマに公募展、テー

マ展を開催する。国内外のレジデンシーと連携し、

公募展の入選者に世界でのリサーチ、制作の機会

を提供するレジデンスプログラムを1989年より展

開しており、これまでに30名以上のアーティストが

本プログラムを通じてレジデンスに参加している。

Videobrasil   ブラジル・サンパウロ ｜ São Paulo, Brazil

http://site.videobrasil.org.br/

Is contemporary art festival held in São Paulo, 
reaffirming its engagement with artistic produc-
tion of the Global South and with a critical view 
of the contemporary world, based on art. The 
Videobrasil Residency Program has been tai-
lored around the prizes awarded by the Festival, 
sponsoring connections and exchange between 
artists, organizations and communities in Brazil 
and the world over since 1989. In its program, 
more than 30 artists has participated in artist 
residencies.

京都芸術センター ×
Res Artis / Videobrasil  プログラム

Videobrasilフェスティバルで京都芸術センター賞を
受賞したアーティストが、京都芸術センターにて2ヶ月間
滞在制作を行うプログラム。2016年度参加アーティスト：
Maya Watanabe（ペルー）

Kyoto Art Center + 
Res Artis / Videobrasil Program

2 months residency for awarded artist in Videobrasil 
Festival. Artist in 2016: Maya Watanabe (Peru)

Cooperation program連携プログラム
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ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク[ JCDN ]

Japan Contemporary Dance Network [ JCDN]
B

ダンス

募集ジャンル

ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク [JCDN]
〒600-8092 京都市下京区神明町241 オパス四条503
WEB: http://www.jcdn.org/site0000/

連絡先

Dance

Dicipline

Japan Contemporary Dance Network [JCDN]

503 Opas Shijo, 241 Shinmei-cho Shimogyo-ku Kyoto 
600-8092 Japan
WEB: http://www.jcdn.org/site0000/

Contact Address

JCDNは、ダンスの環境を創っていくとともに、日本における芸術のあり方を変革していく運動体（=アーツサービスオー

ガニゼーション）であり、社会とダンスを結ぶ接着材となることを目指している。

これまでもさまざまな国際的なプロジェクトを実施しており、2011年から開始した“JCDN国際ダンス・イン・レジデンス・

エクスチェンジ・プロジェクト”は、海外と日本の、アーティスト・観客・舞台芸術全般に対し、双方向の創造・発信を目

的としている。海外からアーティストを招聘するだけではなく、日本人アーティストが相手国で滞在制作を行うことを視

野に入れ、両国間でのエクスチェンジが可能な環境をつくりだしていくことを目指している。国際的に活動するアーティ

ストの活動支援、作品創作のサポート、そして上演の機会といった、制作する・発信する視点を持ち、国・場所・人を

エクスチェンジするプロジェクトとして実施する。

Japan Contemporary Dance Network (JCDN) is an arts service organization aiming to create a suitable environ-
ment for dance as well as improve the status of the arts in current Japanese society. 
JCDN has been conducting various international projects, and in 2011 JCDN launched a new project “JCDN Inter-
national Dance in Residence Exchange Project”, aiming to promote interactive creation and dissemination for both 
artists and audience in the field of performing arts. This program is unique in that it not only invites foreign artists 
to Japan but also create an environment in which artists can exchange ideas. Through these projects, JCDN is trying 
to create further exchange for performing artists to perform and present their works in the international art scene.
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シティ・コンテンポラリー・ダンス・カンパニー

は、創設者ウィリー・ツァオとともに創設以

来37年間にわたり、香港のコンテンポラリー

ダンスシーンを牽引。香港だけでなく、世界

中にその活動を広げてきた。創設以来、ウィ

リー・ツァオや他の振付家たちの作品を含

め200以上のレパートリーを発表。同時に

世界で活躍する海外アーティストとの協働

も行ってきた。香港の同時代文化をあざ

やかに描き出し、年間に50,000人以上の

観客を動員している。

For 37 years under the leadership of 
founder and artistic director Willy Tsao, 
City Contemporary Dance Company has 
inspired and excited audiences – not 
only in Hong Kong but also around the 
world – performing superb contempo-
rary dance pieces. CCDC has presented 
more than 200 original works to critical 
acclaim, including productions by Tsao 
and other leading choreographers. It 
has also presented innovative collabora-
tions with outstanding artists from other 
media and with artists from around the 
world. CCDC is renowned for reflecting 
the vigor and creativity of Hong Kong’s 
v ibrant, mult i faceted contemporary 
culture, presenting dance works to more 
than 50,000 audiences annually.

City Contemporary Dance Company [CCDC] /
Dance Center   中国・香港 ｜ Hong Kong, China

http://www.ccdc.com.hk/en

JCDN国際ダンス・イン・レジデンス・
エクスチェンジ・プロジェクトVOL.6
2016 日本―香港 共同制作プログラム

JCDN International Dance in 
Residence Exchange Project 
vol.6 2016 Japan-HongKong

①City Contemporary Dance Company 
/ Dance Centerでクリエーションと発表を
行うプログラム。参加アーティスト：川口智子、
鵜沢光、黃靜婷、王侯偉

②アジアの伝統芸能・古典舞踊などを現代
作家の視点で見直し、沖縄の那覇・備瀬、札
幌で滞在制作を行うプログラム。参加アーティ
スト：曹德寶、崴之蔡、緒方祐香、中西レモン

(1) Residency program in collaborate with 
City Contemporary Dance Company/Dance 
Centre. Artists: Kawaguchi Tomoko, Uza-
wa Hikaru, Chloe Wong, Paris Wong

(2) Residency program in Naha and Bise in 
Okinawa, and Sapporo. The theme is “The 
journey to meet Asian bodies–Traditional 
and Contemporary”. Artists: Hugo Cho, Choi 
Chi Wei, Ogata Yuka, Remon Nakanishi

Cooperation program連携プログラム

B-1

ナショナル・パフォーマンス・ネットワークは

文化事業の運営者、アーティストがパートナー

シップを結び、アメリカにおけるアートの実践

や普及を牽引するネットワークである。現在

は60以上の団体が加盟する。

Is a national organization supporting 
artists in the creation and touring of 
contemporary performing arts. NPN is 
about community engagement, touring, 
creating, sharing ideas and knowledge. 
NPN represents all artists who create 
something new and supporting the pre-
senters who take the risk in showcasing it.

The National Performance Network [NPN]

アメリカ・ニューオーリンズ ｜ New Orleans, USA

http://npnweb.org/

Kyoto A.I.R. Alliance Festival 2014 
JCDN国際ダンス・イン・レジデンス・
エクスチェンジ・プロジェクトVOL.4
日本―米国 共同制作プログラム

Kyoto A.I.R. Alliance Festival 2014 
JCDN International Dance in 
Residence Exchange Project 
vol.4 Japan-U.S.

ジンバブエ出身でN.Y.を拠点に活動してい
る振付家・ダンサーのノーラ・チッポムラを招
聘し、2014年 8月の1ヶ月間、京都芸術セン
ターで2つの作品の滞在作品制作&ワークイ
ンプログレス公演「父のような自画像」を上演。
また、飯名尚人作・演出作品「熱風」に、ノー
ラが振付・ダンスで参加した。

JCDN invited Zimbabwe born, New York 
based choreographer and dancer Nora 
Chipaumire. She stayed in Kyoto for one 
month in August 2014 and showed her 
choreographed piece “Portrait of Myself as 
My Father” as work-in-progress. She also 
participated Naoto Iina’s project “Neppu” 
in choreography and performance.

Cooperation program連携プログラム

B-2
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2010年、名和晃平が「第14回アジア

ン・アート・ビエンナーレ・バングラデシュ

2010」の出品作品を現地のアーティ

ストの協力のもとに制作したことから交

流が始まり、その後継続的に行われて

いるプログラム。参加者は、今後ダッカ

において美術スタジオの設立／運営を

目標としており、日本でスタジオ運営の

ノウハウや幅広い知識や経験を身につ

けることが出来る。

The program starts in 2010 when 
Nawa Kohei created his artwork in 
collaboration with local artists for 
The 14th Asian Art Biennale Bangla-
desh. The program aims to establish/
organize an art studio in Dhaka. 
Participants can learn know-how 
and experience of studio-operation.

SANDWICH Dhaka    バングラデシュ・ダッカ ｜ Dhaka, Bangladesh

SANDWICH
レジデンスプログラム

SANDWICH
Residence Program

選出されたアーティストがSAND-
W I C Hに数ヶ月滞在するプロ
グラム。

SANDWICH invites artists for 
several months residency.

Cooperation program連携プログラム

C-1

スイス、ヨーロッパを中心に活動する

建築事務所“Blue Architects”と

SANDWICHの相互レジデンスプロ

グラム。異なるバックグラウンドを持

つスタッフ同士が交流することで、新

たなコラボレーションやネットワークが

生まれる。

A n arch itectura l pract ice “Blue 
Architects” based in zurich, holds 
mutua l re s idency prog ra m w it h 
SANDWICH. They have mutual re-
lationship to exchange their staffs to 
find a new method of collaboration 
and networks through two different 
profession.

Blue Architects AG    スイス・チューリッヒ ｜ Zurich, Switzerland

http://www.bluearchitects.com/en/

SANDWICH
レジデンスプログラム

SANDWICH 
Residence Program

選出されたスタッフがSAND-
WICH、Blue Archi tectsに
一定期間滞在するプログラム。

Staff exchange residency in 
both SA N DW ICH and Blue 
Architects.

Cooperation program連携プログラム

C-2

スタジオ、オフィス、多目的スペース、キッチンや宿泊設備

施設概要

Studio, office and multidisciplinary spaces, kitchen and accom-
modation

Facilities Information

公募

募集方法

Open call

Application Procedure

インターンシップ

募集ジャンル

Internship

Dicipline

要相談

滞在期間

Asking

Residency Duration

SANDWICHの活動に興味を持ち、インターンシップ参加を強く希望
した方。

応募資格

Anyone who is interested in activities of SANDWICH and has 
strong desire to participate in internship.

Eligibilities

SANDWICH  レジデンス担当者
〒612-8132 京都市伏見区向島藤ノ木町45-1
TEL: 075-468-8211
E-mail: office@sandwich-cpca.net
WEB: http://sandwich-cpca.net/index.html

連絡先

SANDWICH  Residence Program
45-1, Fujinoki-Cho, Mukaijima, Fushimi-ku, 
Kyoto 612-8132, Japan
TEL: +81-75-468-8211
E-mail: office@sandwich-cpca.net
WEB: http://sandwich-cpca.net/index.html

Contact Address

「SANDWICH」は京都市伏見区の宇治川沿いにあるサンドイッチ工場跡をリノベー

ションすることで生まれた創作のためのプラットフォームです。

施設内では、名和晃平を中心としたアーティストやデザイナー、建築家など様々なジャ

ンルのクリエイターが集い、 活発なコラボレーションを展開しています。造形や施工、

グラフィックの専門家を集めた強力な制作スタッフ陣のサポートのもと、定期的に国

内外の若手クリエイターが滞在し、互いに影響し合いながら、刺激的なプロジェクトが

日々進行しています。

SANDWICH is a creative platform which was renovated an old sandwich factory 
near Uji River in Kyoto. In the studio, artists including Kohei Nawa, designers, 
architects and creators from various genres collaborate on exciting projects. Young 
creators all over the world stay and work together for stimulating projects every day 
with the assistance of professional technical staff for art production, installation 
and graphic design.
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宿泊施設、研修棟（作業室、乾燥室、石膏室、施釉室）、窯場（電気窯、
ガス窯、薪窯）。園内には陶芸館、産業展示館を併設。

施設概要

A building for accommodations and a building for pottery work-
shops: a drying room, plaster workshop, and glaze room. They 
have gas, electric, and wood kilns in the facility. There is a mu-
seum of ceramic and ceramic industrial works that are featured 
in the park.

Facilities Information

ゲスト・アーティスト（招聘）、一般公募のスタジオ・アーティストをそれぞれ
10月末締切で募集。

募集方法

Open call in end of October for Invitation Program for guest 
artists and Open Call Program for studio artists.

Application Procedure

陶芸

募集ジャンル

Ceramic 

Dicipline

1ヶ月～1年

滞在期間

1 month to 1 year

Residency Duration

20歳以上

応募資格

Age 20 years old or over

Eligibilities

スタッフによる制作補助。ゲスト・アーティストは謝金、制作費、渡航費
を補助。

支援内容

Assistance for production. Production fees, airfare, and other 
fees will be provided for guest artists.

Support for Artists

滋賀県立陶芸の森 創作研修課
〒529-1804 滋賀県甲賀市信楽町勅旨2188-7
TEL: 0748-83-0909
WEB: http://www.sccp.jp/

連絡先

The Shigaraki Ceramic Cultural Park
2188-7 Shigarakicho-Chokushi, Koka City, Shiga 529-1804 Japan 
TEL: +81-748-83-0909
WEB: http://www.sccp.jp/e/

Contact Address

滋賀県立陶芸の森
The Shigaraki Ceramic 
Cultural Park

滋賀県立陶芸の森では、1992年の開館以来世界各国から陶芸家を受け入れ、

これまでに50の国と地域、延べ1000人超の作家が信楽の地で作品を制

作している。常時10人前後の陶芸家が制作し、作風や国籍などの異なる方々

との交流を深めることで、刺激的な制作環境をつくっていくことを期待する。

 The Shigaraki Ceramic Cultural Park has been accepting many ceramic 
artists from all over the world since its open in 1992. A total number of 
over 1000 ceramic artists from 50 countries and regions stayed and worked 
in Shigaraki. There are always approximately 10 ceramic artists staying 
and working together in the SCCP. By encouraging the exchange among 
the resident artists who has different nationalities and backgrounds, the 
AIR program aims to create an inspirational work environment for artists.
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1969年セラミックワークセンター（KWC）

としてオランダ・ホイスデンに開設。現在

はオランダ・オイステルヴァイクに移設

され、sunday morning@ekwcとし

てアーティストの受け入れを行っている。

陶芸制作の専門施設で、年間45人程

の受け入れを行っているが、そのほとん

どが他分野の作家であり、業界の固定

概念に縛られない新たな価値観の創出

を目指している。

Founded as Ceramic Workcenter 
(KWC) in 1969 in Heusden, Holland. 
Moved to it s current locat ion in 
Oisterwijk and now known as sunday 
morning@ekwc. The ceramic art in-
stitute annually welcomes around 45 
artists who are mostly not working 
in ceramics. It aims to explore the 
technical and artistic possibilities 
of ceramics without conforming to 
stereotypes.

sunday morning @ekwc    オランダ・北ブラバント州 ｜ Noord-Brabant, the Netherlands

滋賀県立陶芸の森アーティスト・
イン・レジデンス国際文化交流
促進事業2016

The Shigaraki Ceramic
Cultural Park Artist in 
Residence Program 2016

海外AIRからの作家の受け入
れ、そして日本人若手陶芸家の
海外AIR派遣を行い、国内外
芸術家の相互交流、相互理解
を促進させる。

P r omot e s  i n t e rac t ion a nd 
mutual understanding among 
artists from Japan and abroad 
by hosting artists in residence 
from overseas as well as send-
ing young Japanese ceramic 
artists to overseas residency 
program.  

D
D-1

1996年に国立台南芸術学院として開

校。台湾台南市官田区に位置する国

立大学。台湾の高等教育政策と産業

発展政策に基づき、中小産業の支援と

発展を担う人材の育成を目指し設立

された。

Founded as Tainan National Institute 
of the Arts in 1996. A national uni-
versity, located in Guantian District, 
Tainan, Taiwan. Under the Higher 
Education Policy and Industrial De-
velopment Policy of Taiwan, it aims 
to foster talents who can endorse and 
develop smaller industries.

Tainan National University of the Arts    台湾・台南市 ｜ Tainan, Taiwan

滋賀県立陶芸の森アーティスト・
イン・レジデンス国際文化交流
促進事業2016

The Shigaraki Ceramic 
Cultural Park Artist in 
Residence Program 2016

海外AIRからの作家の受け入
れ、そして日本人若手陶芸家の
海外AIR派遣を行い、国内外
芸術家の相互交流、相互理解
を促進させる。

P r omot e s  i n t e rac t ion a nd 
mutual understanding among 
artists from Japan and abroad 
by hosting artists in residence 
from overseas as well as sending 
young Japanese ceramic artists 
to overseas residency program.  

D-2

http://www.tnnua.edu.tw/bin/home.php Cooperation program連携プログラム

https://sundaymorning.ekwc.nl/en/ Cooperation program連携プログラム
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6つのロフト付きの居住空間、多目的ホール、サロン

施設概要

6 fully equipped loft apartments, communal salon, 
multi-purpose hall

Facilities Information

1月に翌年度の滞在アーティストを募集

募集方法

Open call in January for the following year

Application Procedure

全ジャンル

募集ジャンル

All genres

Dicipline

2ヶ月～6ヶ月

滞在期間

2 to 6 months

Residency Duration

フランス国籍のアーティスト、それ以外の国籍の場合は5年以上フランス
に滞在し、活動していること。「ヴィラ九条山・デュオ」のレジデンス・
プログラムは、フランス人アーティストと日本人アーティストが二人一組
で協同プロジェクトを企画すること。

応募資格

Artists holding French nationality or professionally active in 
France for the last five years or more. The “Kujoyama duo” pro-
gram concerns collaborative projects conducted together by one 
French and one Japanese artist.

Eligibilities

助成金（2,10 0ユーロ／月）、宿泊場所、渡航費。日本でのコンタクト
のサポート及び、京都や日本での、展示及び発表等のロジスティクス面
でのサポート。

支援内容

Monthly grant (2,100 euro), accommodation and travels expenses 
to conduct a research project in Japan. International team for 
local contact (organizations and artists) prospection. Logistic 
support for presentation and exhibition in Kyoto and Japan.

Support for Artists

ヴィラ九条山
〒607-8492 京都市山科区日ノ岡夷谷町17-22
TEL: 075-761-7940
WEB: www.villakujoyama.jp

連絡先

Villa Kujoyama
17-22 Ebisudani-cho, Hinooka, Yamashina-ku, Kyoto
607-8492 Japan
WEB: www.villakujoyama.jp

Contact Address

アンスティチュ・フランセが運営するアーティスト・イン・レジデンス施設。

ローマのヴィラ・メディチをモデルに、芸術家、工芸アーティストなどの

あらゆる分野のクリエーターが2～6ヶ月にわたって日本に滞在するため

の施設として1992年に開館。2014年に改修工事を経てリニューアル

オープン。

Villa Kujoyama is an Artist in Residence institution, directed by Institut 
franĨçais. Its residency program is modeled on Villa Medici’s in Roma. 
Villa Kujoyama welcomes about 20 artists in residence every year for 
periods of two to six months. The artists come from many different fields, 
from contemporary art to traditional arts and crafts. The institution was 
opened in 1992 and reopened after renovation works in 2014.

アパートメント兼アトリエ、図書室、カフェ、ホール等

施設概要

Artist apartments and ateliers, Library, Café and Event hall

Facilities Information

毎年春にアーティストを募集。

募集方法

Open call in spring time each year

Application Procedure

建築、美術、デザイン、舞台芸術、音楽、映画、文学、
文化芸術論・批評

募集ジャンル

Architecture, Arts, Design, Performing arts, Music, Film, 
Literature, Cultural Theory and Critics

Dicipline

3ヶ月

滞在期間

3 months

Residency Duration

ドイツの芸術家または文化人。ドイツ連邦共和国を生活・仕事の拠点
としていること。大学卒業者で、フリーで活動していること。自身の作品
が既に公の場で高く評価されていること。年齢制限はなし。

応募資格

Artists and creaters, who l ive and work in Germany, have 
graduated from university, and are working as a freelance artist. 
Their works should have received high public recognition. No 
age limit.

Eligibilities

渡航補助費（上限1,200ユーロ）、宿泊場所、助成金（2,500ユーロ／月、
材料費、交通費、通訳料、翻訳料等を含む）、日本語オリエンテーション
講座、日本の文化関係者とのコンタクト、京都又は関西でのプレゼンテー
ションにおけるロジスティクス面でのサポート

支援内容

Travel expenses (up to 1.200 euro), accommodation, a grant for 
living expenses and production (2,500 euro per month), Japanese 
orientation class, organizational support to realize the artist´s 
projects and for networking in Japan.

Support for Artists

ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川
〒606-8305 京都市左京区吉田河原町19-3
TEL: 075-761-2188
E-mail: infokyoto@villa-kamogawa.goethe.org
WEB: http://www.goethe.de/villa-kamogawa

連絡先

Goethe-Institut Villa Kamogawa
19-3 Yoshida, Kawahara-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8305 Japan
TEL: +81-75-761-2188
E-mail: infokyoto@villa-kamogawa.goethe.org
WEB: http://www.goethe.de/villa-kamogawa

Contact Address

ドイツ連邦共和国の文化機関ゲーテ・インスティトゥートが運営する、ドイツの芸術

家のためのアーティスト・イン・レジデンス。あらゆる芸術分野のドイツの芸術家を招

聘し、日本に滞在しながら創作活動を行う機会を提供している。招聘芸術家は、日

本の文化シーンと直接交流を図る中、インスピレーションを得て新たなプロジェクト

を展開し、日本の文化機関や芸術家との持続可能な関係を築き深めることを目指す。

Villa Kamogawa is an Artist in Residence institution for German artists operated by 
Goethe-Institut, which is a cultural institution of the Federal Republic of Germany. 
Goethe-Institut Villa Kamogawa has been inviting German artists of every genre to offer 
them chances for production while staying in Japan. Interacting directly with the Japanese 
cultural environment and inspired to start new projects, invited artists aim at construct-
ing and deepening sustainable relations with Japanese artists and artistic institutions.

ヴィラ九条山
Villa Kujoyama

ゲーテ・インスティ
トゥート・ヴィラ鴨川

Goethe-Institut 
Villa Kamogawa
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公募（年度によって公募を行わない年もある）

募集方法

Open call
(there may be a year in which an open call is not organized)

Application Procedure

神戸／新長田に位置する約100席の小劇場空間〈ArtTheater dB
神戸〉、ダンス・スタジオ〈Studio dB KOBE〉、さらに地域の公民館
といった様々なスペースとを連携して実施する。

施設概要

The NPO Dance Box is located in Kobe / Shinnagata area, and con-
sists of two facilities: Art Theater dB Kobe (a mini-theater space) 
with 100 seats and a dance studio, called Studio dB KOBE. The 
program also provides several venues such as a local community 
hall and other spaces with the cooperation of local the community.

Facilities Information

舞台芸術（おもにダンス）

募集ジャンル

Performing arts (Dance mainly)

Dicipline

最長80日間

滞在期間

Maximum 80 days

Residency Duration

ダンスまたは身体表現活動に従事しているアーティストやスタッフ、
研究者

応募資格

Dancers, artists, technical / administration staff, and research-
ers whose artistic specialization is related to dance or physical 
expression.

Eligibilities

渡航費、滞在費、制作費、制作場所、発表場所、広報協力、プログラム・
コーディネーターによるサポート

支援内容

Travel expenses, accommodations, production costs, space for 
creation and presentation, publicity, and management support 
for a project.

Support for Artists

NPO法人DANCE BOX
〒653-0041 神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館4階

TEL: 078-646-7044
E-mail: info@db-dancebox.org
WEB: http://www.db-dancebox.org/

連絡先

NPO DANCE BOX
AstaKunizuka#4 4F 6-1-1 Kubocho Nagata-ku, Kobe City 
653-0041 Japan
TEL: +81-78-646-7044   E-mail: info@db-dancebox.org
WEB: http://www.db-dancebox.org/

Contact Address

DANCE BOXは、ダンス芸術の「自己表現の力」、「コミュニケーションを創る力」、

「国際性」を現代社会に活かし、市民がより豊かな生活を享受できる環境をつくる

こと、またダンスを通じて豊かな感性を持つ子供の育成、および人と自然が共生で

きる文化的なまちづくりの推進を図ることを目的としている。

NPO Dance Box aims to create a rich cultural life environment by utilizing “the 
power of self-expression”, “abil ity to communicate”, and “international ex-
change” of which the art of dance would generate.  Besides these purposes, Dance 
Box also maintains the objective to foster the growth of children’s creativity 
and sensitivity, and encouraging the community to become a culturally rich and 
healthy living environment.

DANCE BOX

アーティスト・アートディレクター・デザイナー・フォトグラフォーなどクリエイターで組織された 

NPOが運営する。「外に出るギャラリー」をコンセプトに廃屋から重要文化財まで都市のさま

ざまな場所においてアート・デザインを活用した地域の活性化を図るプロジェクトを企画・実施

している。また自ら設計改修を行った築130年の京町家においてギャラリーも運営している。

The ANEWAL Gallery is a non-profit arts organization organized by creative peers such as 
artists, art directors, designers, and photographers. The NPO runs an art gallery out of the 
renovated 130 year old Kyomachiya house (traditional Japanese housing). With its concept of 
“stepping out into the streets”, the Gallery plans and carries out arts and design projects in 
various venues of Kyoto city, such as a desolate old house and important cultural properties in 
order to revitalize the local community. 

不定期に招聘プログラムの公募をWebサイト、Facebookなどで
行う他、希望があれば随時検討。有償での滞在は通年。

募集方法

Open call occasionally through website or Facebook. Will be ac-
cepted ongoing selection as well. Ongoing applications for paid stay.

Application Procedure

伝統的な京町家を活用した宿泊スペースと展示スペース。
お風呂は専有、トイレと台所は事務所と共用。

施設概要

Accommodations and exhibition spaces renovated from a tradi-
tional Japanese house. A bathroom and a kitchen are shared.

Facilities Information

特に制限はしないがスタジオスペースがない為、制作可能と判断
できるもの。

募集ジャンル

Not specified; however, it depends on the project whether it is 
possible to carry out the production in our limited spaces.

Dicipline

最長 3ヶ月

滞在期間

Maximum 3 months

Residency Duration

日本・京都の文化に興味があり、自律的に活動できるアーティスト、
研究者。日本語もしくは英語でコミュニケーションできる方。

応募資格

Artists and researchers who are interested in Japanese and 
Kyoto Culture and carry out projects on their own. Artists who 
are able to communicate in English or Japanese.

Eligibilities

招聘プログラムは滞在場所・発表会場提供、調査・制作のための情報
提供などのサポート、広報協力（渡航費、制作費の支援はなし）

支援内容

Accommodations, space for presentation will be offered. There 
is also support for research, information and publicity. (No 
financial support for travel expenses and production costs.)

Support for Artists

特定非営利活動法人 ANEWAL Gallery
〒602-0059 京都市上京区実相院町156
TEL: 075-431-6469
E-mail: contact@anewal.net
WEB: http://gallery.anewal.net/

連絡先

NPO ANEWAL Gallery
156 Jissouinncho, Kamigyo-ku, Kyoto 602-0059 Japan
TEL: +81-75-431-6469
E-mail: contact@anewal.net
WEB: http://gallery.anewal.net/

Contact Address

ANEWAL 
GALLERY
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宿泊施設、制作アトリエ、展示スペース有り。
※制作アトリエ、展示スペースは町内の遊休施設や屋外スペース
　（要調整）を利用。

施設概要

Accommodation, studio, exhibition space  *For the studio and 
exhibition spaces are the old pre-school building, the old theater 
building, and others upon discussion.

Facilities information

1月末に翌年度の滞在アーティストを募集

募集方法

Open call in the end of January for following fiscal year.

Application Procedure

現代美術

募集ジャンル

Contemporary art

Dicipline

8月下旬～11月上旬

滞在期間

August to November

Residency Duration

不問

応募資格

None

Eligibilities

旅費、材料費、滞在費、宿舎、アトリエ、発表場所、
制作サポート（応相談）

支援内容

Travel expenses, material fee, stipends, accommodations, studio, 
the exhibition space, assistance volunteers (upon discussion)

Support for Artists

神山アーティスト・イン・レジデンス実行委員会
〒771-3310 徳島県名西郡神山町神領字中津1327
TEL: 088-676-1177
E-mail: kair@in-kamiyama.jp
WEB: http://www.in-kamiyama.jp/art/

連絡先

Kamiyama Artist in Residence Committee
132 Jinryo aza Nakazu Kamiyama-cho, Myozai-gun, 
Tokushima 771-3310
TEL: +81-88-676-1177   E-mail: kair@in-kamiyama.jp
WEB: http://www.in-kamiyama.jp/art/

Contact Address

神山アーティスト・イン・
レジデンス
Kamiyama Artist in 
Residence

1999年に活動をスタート、毎年、国内外からアーティストを募集し、

自然に恵まれ、人情味にあふれる日本の田舎町・神山で2ヶ月ほどの

滞在制作を実施。小学校の子どもたちやまちの人々と、国際文化

交流の機会を生み出している。制作期間を通じた住民とアーティスト

の交流や神山町での滞在制作に重点を置き、制作プロセスを地域と

共有することを目指す。

The program was established in 1999 to provide selected artists 
with the opportunity to experience Japanese small-town life while 
working together with local people on artistic projects. Every year 
for two months, three to five artists are invited to Kamiyama. Par-
ticipating artists also hold an exhibition in the end of their stay, 
workshops at local schools, participate in cultural events, and hold 
open studio days.

I

城崎国際
アートセンター

Kinosaki 
International 

Arts Center

兵庫県北部の温泉街に位置する舞台芸術を中心としたアーティスト・イン・レジデンス。

舞台芸術の発表の場としてだけでなく、アーティストが城崎のまちに暮らすように長期

滞在できるアートの拠点。日本屈指の温泉のまちとしておもてなしの精神にあふれた

城崎のまちでは、古くから文筆家や芸術家を多数迎え入れて歓待し、世に送り出して

きた。日本の文化と風情あふれるまちの雰囲気を未来に伝えるため、年間を通して

アーティスト・イン・レジデンスのプログラムを行っている。

Kinosaki International Arts Center (KIAC) is an Artist in Residence center focused 
on the field of performing arts. The Center is the ideal place for artists to not only 
present their performances but experience local life in Kinosaki town. KIAC is situat-
ed in Kinosaki, one of the main hot spring towns in Japan. Historically, Kinosaki has 
hosted and celebrated writers and artists, and many works have been put out into the 
world. The Center offers AIR programs in order to carry over the traditions of Japa-
nese culture and to preserve the elegant atmosphere of Kinosaki town for the future.

J

ホール、スタジオ：6室、レジデンスルーム：7室（和室3、洋室4 ／最大
22名宿泊可能）、キッチン、ダイニングなど

施設概要

Main hall, 6 studios, 7 accommodations (3 Japanese style and 4 
western style rooms, capacity is maximum 22 persons). A kitch-
en, a dining room.

Facilities Information

春頃に翌年度の滞在アーティストを募集

募集方法

Open call in spring for following fiscal year.

Application Procedure

パフォーミング・アート

募集ジャンル

Performing Arts

Dicipline

最短3日～最長3ヶ月

滞在期間

3 days to 3 months

Residency Duration

日本語もしくは英語でコミュニケーションが可能なこと

応募資格

Artists who are able to communicate in Japanese or English.

Eligibilities

ホール、スタジオなどの施設使用料、レジデンスルームの使用料
※アートセンターまでの交通費、作品制作にかかる経費、生活費などは
　応募者負担

支援内容

Use of the hall, studios, and accommodations. Artists should 
bear other expenses including travel and living expenses, and 
production costs.

Support for Artists

城崎国際アートセンター
〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島1062
TEL: 0796-32-3888（受付: 9－17時、火休）

E-mail: info@kiac.jp
WEB: http://kiac.jp

連絡先

Kinosaki International Arts Center
1062 Yushima Kinosaki-cho, Toyooka City, Hyogo 669-6101, Japan
TEL: +81-796-32-3888
E-mail: info@kiac.jp
WEB: http://kiac.jp

Contact Address
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Art Space 寄す処
Art Space Yosuga

京町家を利用した非営利施設。レジデンスとアトリエ、

ギャラリーを併設しており、国内外のアーティストや

芸術研究者が一定期間滞在しながら制作・研究を

する場所と時間を提供している。リサーチ活動を支

援するため、制作なし滞在（ショートステイ・プログラ

ム）の受け入れも行っている。

Art Space Yosuga is a non-prof it organizat ion 
that uses a renovated Kyo-machiya, (old Japanese 
housing). The Art Space features both a residence 
and a gallery space where artists and researchers 
can stay and work on their creative activities and 
research projects. In order to support research ac-
tivities, Yosuga also offers short-stay program for 
research (non-creation) projects.

Art Space 寄す処
〒600-8456 京都市下京区東中筋通五条下る
天使突抜3-454
TEL: 075-201-1047
E-mail: yosuga.kyoto@gmail.com
WEB: http://air-yosuga.jp/

連絡先

Art Space Yosuga
3-454 Tenshi-tsukinuke, Shimogyo-ku, 
Kyoto 600-8456 Japan
TEL: +81-75-1047
E-mail: yosuga.kyoto@gmail.com
WEB: http://air-yosuga.jp/

Contact Address

山懐庵PROJECT Artist in residenceとして、

2012年よりスタートした作家が主導するマイクロ・

レジデンス。招聘プログラムと公募プログラムを実

施している。1週間の公開制作と1週間の展覧会で

構成されるプログラムで、自然豊かな京都の北部で、

ゆったりと制作に取り組むことができる。

Sankaian PROJECT Artist in Residence is a micro 
residence program init iated in 2012 by artists. 
Both Invitation program and open call program 
are offered in the project. The programs consists of 
one week of open studio production and one week 
exhibition. Participants can concentrate on their 
creation in northern Kyoto with full of nature.

山懐庵
〒601-0406 京都市右京区京北宮町下田野1
TEL: 075-856-0611  
E-mail: kyoto.sankaian@gmail.com
WEB: http://sankaiankyoto.wix.com/
 sankaiankyoto

連絡先

Sankaian
1 Shimotano, Keihokumiya-cho, Ukyo-ku, 
Kyoto 601-0406 Japan
TEL: +81-75-856-0611
E-mail: kyoto.sankaian@gmail.com
WEB: http://sankaiankyoto.wix.com/
 sankaiankyoto

Contact Address

京都府で取り組むアーティスト・イン・レジデンス事業。

地域の人々が主体となり芸術文化活動に関わる環境づ

くりを促進するとともに、地域の持つポテンシャル・魅力

をアートの視点から引き出し、交流人口の拡大、地域の

活性化に寄与する。2016年度は「京都:Re-Search 

in 舞鶴」を実施。今後、府内各地へ展開する予定。

Kyoto:Re-search is an AIR project organized in 
Kyoto prefecture. This community based project 
aims to promote arts and culture and contribute 
vitalization of a community and growth of a num-
ber of visitors. This project launched in Maizuru 
City, and plans to expand to other cities.

京都府文化スポーツ部文化交流事業課
〒602-8570  京都市上京区下立売通新町
西入薮ノ内町
TEL: 075-414-4279
E-mail: bunkakoryu@pref.kyoto.lg.jp
WEB: http://kyoto-research.com 

連絡先

Cultural Exchange Programs Division, Depart-
ment of Culture and Sports, Kyoto Prefecture 
Yabunouti-cho Kamigyo-ku, Kyoto 
602-8570 Japan
TEL: +81-75-414-4279
E-mail: bunkakoryu@pref.kyoto.lg.jp
WEB: http://kyoto-research.com 

Contact Address

山懐庵
Sankaian

K

東山アーティスツ・プレイスメント・サービス
［HAPS］
〒605-0841 京都市東山区大和大路通
五条上る山崎町339
TEL: 075-525-7525  
E-mail: info@haps-koto.com
WEB: http://haps-kyoto.com/

連絡先

Higashiyama Artists Placement Service
[HAPS]
339 Yamazaki-cho Higashiyama-ku, 
Kyoto 605-0841 Japan
TEL: +81-75-525-7525  
E-mail: info@haps-koto.com
WEB: http://haps-kyoto.com/

Contact Address

「若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり」を目的とする非営利組織。空き家・空きスタジオの情報提

供やマッチングを通して、若手芸術家の京都への居住を促進する活動を行う。また、京都市を拠点に活動

する芸術家を対象に、制作場所の提供、相談窓口の開設、国際的に活躍するキュレーターの招聘とスタジオ・

ビジットの実施等、制作・発表を包括的に支援する。

HAPS is a non-profit organization with the objective 
of creating spaces for the residence, production and 
exhibition for emerging artists. It supports the res-
idence of young artists in Kyoto through providing 
information and coordinating suitable houses and 
studio spaces. 
In addition, it comprehensively supports creative 
activities by artists based in Kyoto, providing studio 
spaces, necessary consultation, and studio visits by 
inviting internationally active curators to Kyoto.

東山アーティスツ・プレイスメント・サービス[HAPS]

Higashiyama Artists Placement Service [ HAPS]

京都：Re-Search
Kyoto:Re-Search

N

L

M 京都芸術センター｜ Kyoto Art Center

Videobrasil ブラジル・サンパウロ ｜ São Paulo, BrazilA-3

LUXELAKES·A4 Art Museum 中国・成都 ｜ Chengdu, ChinaA-1

Seoul Dance Center 韓国・ソウル ｜ Seoul, KoreaA-2

Blue Architects AG スイス・チューリッヒ ｜ Zurich, SwitzerlandC-2

SANDWICH Dhaka バングラデシュ・ダッカ ｜ Dhaka, BangladeshC-1

SANDWICH 

Tainan National University of the Arts 台湾・台南市 ｜ Tainan, TaiwanD-2

sunday morning @ekwc オランダ・北ブラバント州 ｜ Noord-Brabant, the NetherlandsD-1

滋賀県立陶芸の森 ｜ The Shigaraki Ceramic Cultural Park

B-2 The National Performance Network [NPN] アメリカ・ニューオーリンズ ｜ New Orleans, USA

City Contemporary Dance Company [CCDC] / Dance Center 中国・香港 ｜ Hong Kong, ChinaB-1

ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク｜ Japan Contemporary Dance Network

17



P.3 A 1. Photo by Omote Nobutada
  2. Marti Ruids | photo by Moriya Yuki

P.4 A-3 1. ©videobrasil
  2. photo by Fujii Sho

P.5 B 1. “KITE” rehearsal | photo by Kusamoto Toshie
  2. Sakamoto Kosei “HAIGAFURU – Ash’s falling” | photo by Tirronen Uupi
  3. Iina Naoto “NEPPU” rehearsal | photo by Hirano Masaki

P.6 B-1 1. Hugo Cho “SAMCHAHOU” | photo by yitape
  2. Kawaguchi Tomoko “LUEN NIU GOH” | photo by Mak Cheong Wai
  3. “LUEN NIU GOH” rehearsal
 B-2 1. Nora Chipaumire “Portrait of Myself as My Father” | photo by Kusamoto Toshie
  2. Workshop by Nora Chipaumire | photo by Kim Song Gi

P.7 C 1. ©SANDWICH

P.8 C-1 1. installation view, “The 14th Asian Art Biennale Bangladesh”, Dhaka, Bangladesh, 2010
   photo by Omote Nobutada | SANDWICH

P.9 D 1-2. ©The Shigaraki Ceramic Cultural Park

P.10 D-1 1-2. ©sunday morning @ekwc
 D-2 1-2. ©Tainan National University of the Arts

P.11 E 1-2. ©Villa Kujoyama

P.12 F 1-2. ©Goethe-Institut Villa Kamogawa

P.13 G 1-2. ©ANEWAL Gallery | photo by Morishima Yoshinori

P.14 H 1-2. Photo by Iwamoto Junpei

P.15 I 1-2. ©Kamiyama Artist in Residence 

P.16 J 1. Photo by Nishikawa
  2. Photo by igaki photo studio

P.17 K 1. ©Art Space Yosuga
 L 1. ©Sankaian
 M  1. ©HAPS Office
 N  1. ©Kyoto Re-search
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KYOTO Artist in Residence Alliance Festival 2016-2017

［発行日］ 2017年1月30日

［編   集］ 京都芸術センター

［デザイン］ 倉澤洋輝

［印   刷］ 株式会社スイッチ.ティフ

［発   行］ 京都芸術センター
 〒604-8156 京都市中京区室町通蛸薬師下る
 山伏山町546 -2
 TEL: 075-213 -1000  FAX: 075-213-1004

[Date of Issue]    30 January 2017

[Edit ]    Kyoto Art Center

[Design]    Hiroki Kurasawa

[Print]    Switch Tiff. Co, ltd

[Publish]    Kyoto Art Center

 546-2 Yamabushiyama-cho, Nakagyo-ku, 

 Kyoto 604-8156 Japan

 Tel: +81-75-213-1000  FAX:+81-75-213-1004

KYOTO Artist in Residence Alliance Festival 2016-2017

発行にあたり関係機関・団体の皆様に多大なご協力を

賜りました。改めて感謝申し上げます。

京都市アーティスト・イン・レジデンス連携拠点事業
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