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■はじめに
2019 年、日本ポーランド国交樹立 100 周年記念事業として、日本、ポーランド両国で多
彩な事業が開催されます。京都では、2019 年 5 月にポーランドと日本の現代美術を紹介
する企画展をポーランドの公的機関であるアダム・ミツキェヴィチ・インスティテュート
と京都市の文化芸術の創造発信拠点である京都芸術センターが共同で開催します。展覧会
は、両国のアーティストによる共同制作を含んだ内容で、多彩な関連企画、また大学や他
機関とも連携した事業等も合わせて、世界遺産・二条城や京都芸術センター等、京都市内
の会場を使った 1 か月間の祭典となります。
また、ポズナン、シチェチンでは、京都での現代美術展を再編しポーランド・ヴァージョ
ンで開催します。

■展覧会の企画概要
○コンセプト：
ポーランドと日本は、それぞれ豊かな歴史や文化の伝統を持ちながら発展してきました。
とりわけ、両国に共通してみられる感性的特質、季節や時代の移ろいを敏感に感じ取り、
変化する姿に「もののあわれ」を感じ愛でる美意識は高く評価されています。
ポーランドは、複雑な歴史を背負いながらも、その中から優れた芸術を生み出し続けて
きたばかりでなく、生活全般と密接に結びつく工芸、建築デザインなどでも知られ、ま
た映画や音楽、ファッションなどの分野でも高い評価を得ています。 日本は独自の文
化・思想的背景を元に、細やかな手仕事と仕上げの見事さで際立ち、また身体感覚と結
びついた多様な表現の豊かさも見逃せません。本展では、両国の若手中堅の作家に注目
し、その鋭い感性で社会を切り取る作品を通じて、両国の現代社会の姿について考えて
みたいと思います。
○企画概要
実施時期：2019 年 5 月 18 日（土）～6 月 23 日（日）
（予定）
5 月 17 日（金）内覧会・オープニングレセプション
実施会場：京都芸術センター
世界遺産・二条城（予定）
ザ・ターミナル・キョウト

他

キュレーター：加須屋明子（京都市立芸術大学教授）
パヴェウ・パフチャレク（アダム・ミツキェヴィチ・インスティテュー
ト/大阪大学博士後期課程）
アドバイザー：建畠晢（京都芸術センター館長、多摩美術大学学長）
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○出展作家（姓のアルファベット順）
現在、ポーランドから 10 組、日本から１１組の計 21 組の出展を予定しています。
（第 2 弾のアーティストは年内発表予定）
作家名

生年

拠点

1

エヴァ・アクセルラト

Ewa Axelrad

1984

ロンドン

2

カロリナ・ブレグワ

Karolina Breguła

1979

シチェチン

3

アグニェシュカ・ブジェジャンスカ

Agnieszka Brzeżańska

1972

ワルシャワ

4

ピョトル・ブヤク

Piotr Bujak

1982

東京

5

東影智裕

Tomohiro Higashikage

1978

兵庫

6

今村遼佑

Ryosuke Imamura

1982

京都

7

石橋義正

Yoshimasa Ishibashi

1968

京都

8

ダニエル・コニウシュ

Daniel Koniusz

1985

ポズナニ

9

ロベルト・クシミロフスキ

Robert Kuśmirowski

1973

ルブリン

10

マリア・ロボダ

Maria Loboda

1979

ベルリン

11

松田壯 統

Masanori Matsuda

1982

兵庫

12

岡本光博

Okamoto Mitsuhiro

1968

京都

13

笹岡由梨子

Yuriko Sasaoka

1988

京都

14

ウーカシュ・スロヴィエツ

Łukasz Surowiec

1985

クラクフ

15

スタフ・シュムスキ

Stachu Szumski

1992

ワルシャワ

16

谷中佑輔

YuskeTaninaka

1988

ベルリン

3

○キュレーター略歴
加須屋明子 Akiko Kasuya
1963 年兵庫県生まれ。京都大学文学部哲学科
卒業、同大学院博士後期課程単位取得満期退
学（美学美術史学専攻）。ヤギェウォ大学（ク
ラクフ、ポーランド）哲学研究所美学研究室
留学。国立国際美術館主任学芸員を経て、現
在、京都市立芸術大学美術学部・大学院美術
研究科教授。専門は近・現代美術、美学。主
な展覧会企画は「芸術と環境－エコロジーの
視点から」1998 年、
「いま、話そう 日韓現代美術展」2002 年、「転換期の作法―ポーラ
ンド、チェコ、スロヴァキア、ハンガリーの現代美術」2005 年、「塩田千春

精神の呼吸」

「液晶絵画」2008 年、
「死の劇場―カントルへのオマージュ」2015 年など。2011 年より
龍野アートプロジェクト芸術監督。著書に『ポーランドの前衛美術——生き延びるための
「応用ファンタジー」
』
（ 創元社、2014 年）、
『ポーランド学を学ぶ人のために』（共著、世
界思想社、2007 年)、
『中欧のモダンアート』
（共著、彩流社、2013 年）、『中欧の現代美術』
（共著、彩流社、2014 年）
、翻訳に『アヴァンギャルド宣言——中東欧のモダニズム』
（共
訳、三元社、2005 年）
、
『珠玉のポーランド絵画』
（共訳、創元社、2014 年）など。
パヴェウ・パフチャレク(Paweł Pachciarek)
1986 年ジェロナ・グラ市、ポーランド生まれ。ポーラ
ンド国立アダム・ミツキェヴィチ大学東洋研究所日本学
専攻科卒業。同大学院博士後期課程（日本学と文芸学専
攻）。2013 年、大阪大学大学院文学研究科 外国人招聘研
究員（日本国際交流基金フェローシップ）。2015 年、同
志社大学大学院文学研究科芸術学専攻 研究生。現在、
文部科学省の国費留学生制度を受け、大阪大学大学院文
学研究科文化表現論専攻比較文学専門分野博士後期課程。
専門は日本学、現代文学、美術、美学。著書に
『Kusama Yayoi czyli obsesja kropek（草間彌生―水玉
強迫）』
（Tako 社、2015）
。
在トルン市住化電子材料ポーランド株式会社、ポーラン
ド在ノバ・スル船井電機ヨーロッパ株式会社、ポズナニのアート・ステーション・ファウ
ンデーション Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk ギャラリーアシスタントを経
て、 現在、ポーラ ンド文化 省 アダム・ミ ツキェヴ ィチ・インス ティテュ ート Adam
Mickiewicz Institute のアジアプログラム日本担当。
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○主催団体について
アダム・ミツキェヴィチ・インスティテュート Adam Mickiewicz Institute
アダム・ミツキェヴィチ・インスティトゥートは、2000 年に設立された海外におけるポー
ランド文化の紹介および国際文化交流活動を行う国立文化機関。これまでも「I,
CULTURE」という、ポーランド共和国の EU 議長国就任を記念する国際文化交流プログラ
ム等の実施や、カタログ、音楽、映像、マルチメディアなど様々なものを出版、制作して
いる。活動地域を拡大するため、4 年前から「アジアプロジェクト」を展開し、2010 年に
は上海万国博覧会において ポーランド文化紹介プロジェクトを実施した。

京都芸術センター KYOTO ART CENTER
京都芸術センターは、2000 年に京都市によって開設された芸術の創造・発信拠点。元小学
校をリノベーションしたオルタナティブスペースで、アーティスト・イン・レジデンス
や、舞台公演、展覧会等の事業を展開し、新しいこと、実験的な試みに積極的に取り組ん
できた。また、芸術に関する制作機関としても機能し、他府県での舞台公演や展覧会等も
実施している。
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■オープン・リサーチ・プログラム
会期までにポーランドの芸術、文化についての理解を深める機会として、オープン・リサ
ーチ・プログラムとして、レクチャー、パフォーマンス等、さまざまな機会を提供しま
す。
#1 "Hiroshima/Love" project
広島、アウシュビッツ、ポンペイ－。ポーランドの気鋭のアーティストによる、破壊の記
憶と愛を体感するレクチャー・パフォーマンス。
日時：2018 年 11 月 22 日（木）19:00-21:00
会場：京都芸術センター ミーティングルーム２
出演：ユリア・ホレヴィンスカ Julia Holewińska（劇作家、ドラマツルク）
トマシュ・シェルシェン Tomasz Szerszen (美術家、リサーチャー)
ラデク・ドゥダ Radosław Duda (作曲家)
※参加無料・事前申込み不要
※英語によるパフォーマンスです。一部、翻訳資料の配布を行います。

■ポーランドでの企画概要（調整中）
【現代美術展 in ポズナン】
実施時期：2019 年 5 月下旬、ポズナン・アート・ウィーク期間
実施会場：ポズナン芸術大学ギャラリー、スターリ・ブロヴァル

【現代美術展 in シチェチン】
実施時期：2019 年 6 月中旬？
実施会場：トラフォスタツィア
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（参考資料）
■出展作家略歴
1. エヴァ・アクセルラト Ewa Axelrad
1984 年生まれ。2003 年から 2008 年まで、ポズナニ美術ア
カデミーマルチメディア・コミュニケーション科で学び、
2008 年から 2010 年まで RCA（ロンドン）美術修士写真専
攻で学ぶ。インスタレーション、立体、写真、映像作品を
手掛ける。作家の提示する具体的な空間と強く結びついた
作品を制作し、空間に介入してゆくサイト・スペシフィッ
クな性格を持つ。アクセルラトは空間を能動的に捉え、そ
の文脈を強調し、実現のためのインスピレーションを探求
する。

2. カロリナ・ブレグワ Karolina Breguła
1979 年カトヴィツェ生まれ、ワルシャワ在住。マルチ
メディア、インスタレーション、ハプニング、映像、
写真作家。ウッチ国立映画大学卒業、同大学博士課程
在籍中。同性愛嫌悪と差別に対抗する作品《私たちを
ご覧》2003 年を制作、最も才能ある若手作家のための
サムスン・アート・マスター賞受賞。2014 年にはザヘ
ンタで開催された「展望」コンクールに選抜される。
第 55 回ヴェネチア・ビエンナーレにてルーマニア館代
表。2017 年、龍野アートプロジェクト 2017「龍野ア
ートスケッチ」に招かれ、住民とのワークショップに
よる映画製作を実施したほか、
《塔》2016 年を展示。
台湾でも映像作品を制作中。
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3. アグニェシュカ・ブジェジャンスカ Agnieszka Brzeżańska
1972 年生まれ。絵画、写真、映像作家。1992 年か
ら 1995 年までグダニスク美術アカデミー、1995 年
から 1997 年までワルシャワ美術アカデミー、1998
年から 2001 年まで東京藝術大学で学ぶ。AP4-ART
ギャラリー（ジュネーヴ）
、ソーハ・ダラス・ギャラ
リー（グラスゴー）
、ブロードウェイ 1602（ニュー
ヨーク）などで活動。サーチ・ギャラリー（ロンド
ン）に作品収蔵。写真、映像、素描や音楽など様々
な技法を用い、民主的で誰もが使えるようなやり方
を採用している。例えば映像はしばしば携帯で撮影
し、写真はポラロイド、画像はインターネットから
取り出す。こうした多様なインスピレーションは彼
女の絵画にも見られる。2019 年にマリア・ロボダと
共に東京での展覧会を準備中。

4. ピョトル・ブヤク Piotr Bujak
1982 年生まれ。映像、インスタレーション、立体、テキス
トなど多様な技法を用いて制作を行い、アクティビストで
もある。しばしばファウンド・オブジェや消費製品を使用
する。クラクフ美術アカデミーとサンフランシスコ・アー
ト・インスティチュート卒業。フルブライトと日本政府奨
学生。クラクフ教育大学芸術科博士課程在籍中。リン・ハ
ーシュマンとステファニー・シジュコに学ぶ。対抗的パン
ク文化、ミニマリズム、コンセプチュアリズム、ネオ・ア
ヴァンギャルド、批評的言説に関心がある。低予算、素早
く雑に、自分の手で、打って走る、などを戦略としつつ、
新自由主義の病理、暴力、同一性、文化や政治領域と関連
するような作品を制作している。現在、日本政府の奨学金
を得て東京藝術大学研究生。
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5. 東影智裕 Tomohiro Higashikage
1978 年兵庫県生まれ。2014 年「第 3 回あさごア
ートコンペティション」スポンサー賞受賞。
2016 年「五島記念文化財団 第 27 回五島記念文
化賞」美術新人賞受賞、カントルの作風に惹か
れ、クラクフ（ポーランド）に 1 年間滞在。受け
入れは日本美術技術博物館マンガ。生と死を見つ
め、永遠の一瞬を視覚化しようとしている。記憶
に基づいて動物の頭部を精巧に作り、丹念に樹脂
で毛並みを作りだしたり、倒木や建具などの一部
にまるで生き物が寄生し、増殖してゆくように樹
脂による毛並みで覆ったりしながら、静謐で力強
い世界を構築する。パブリック・コレクション：
クラクフ現代美術館。

6. 今村遼佑 Ryosuke Imamura
1982 年京都生まれ。2007 年京都市立芸
術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専
攻修了。2011 年「第５回 Shiseido art
egg 賞」受賞。2011 年「ヨコハマトリエ
ンナーレ 2011 OUR MAGIC HOUR －世
界はどこまで知ることができるか？ー」
（横浜美術館／神奈川）出展。2012 年
「六甲ミーツアーツ公募大賞」受賞。
2016 年度ポーラ美術振興財団在外研修員
としてワルシャワ（ポーランド）に滞
在。ワルシャワ美術アカデミーのミロス
ワフ・バウカのゼミに参加。調査と作品
制作を実施している。日常生活の中で経験する物事の記憶を音や光、香りなどを用いつつ
表現する。微細な介入により空間全体を変容させるインスタレーションや映像作品を制
作。
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7. 石橋義正 Yoshimasa Ishibashi
1968 年京都生まれ。京都市立芸術大学大学院修了。
1997 年に劇映画『狂わせたいの』が日本映画プロフェ
ッショナル大賞新人監督賞受賞。2000 年に異色の TV
シリーズ『バミリオン・プレジャー・ナイト』を製
作・監督。マネキン家族のドラマ『オー！マイキー』
がベルリン国際映画祭に招待されるなど国内外で高い
評価を得る。またアーティストグループ「キュピキュ
ピ」を主宰し、テートモダン（ロンドン）でのパフォ
ーマンス、パレ・ド・トーキョー（パリ）での個展を
はじめニューヨーク MoMA など国内外の美術館で映像
作品の展示やパフォーマンスを行う。2010 年に丸亀市
猪熊弦一郎現代美術館で大規模な個展を開催。2011 年
に能や和太鼓などの伝統芸能とメディアテクノロジー
を融合した舞台「伝統芸能バリアブル」を公演。また企画・製作・監督をした長編劇映画
『ミロクローゼ』公開。2015 年ギャラリーアクアでの「死の劇場ーカントルへのオマージ
ュ」展に参加し、映像作品を出品したほか、新作演劇「ゼロ・ゾーン」にて、新たなカン
トル解釈の可能性を提示。日本的感性とポーランド的要素を融合させた。

8. ダニエル・コニウシュ Daniel Koniusz
ダニエル・コニウシュは音と映像を用いる作家である。
1985 年生まれ、ポズナニ在住。ポズナニ芸術大学に音響
スタジオを持つ。ポズナニ美術アカデミー卒業。クルリカ
ルニア（ワルシャワ）、BWA（ジェローナ・グラ）
、新ギャ
ラリー（ポズナニ）などで展示。コニウシュの作品は概念
的にも実際にも非常に複雑で、視聴覚の美学、時間、音、
技術史などを扱っている。
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9. ロベルト・クシミロフスキ Robert Kuśmirowski
1973 年ウッチ生まれ。2003 年マリ
ア・キュリー＝スクワドフスカ大学
（ルブリン、ポーランド）芸術科美
術インスティチュート卒業。2002 年
から 2003 年にかけてレネ２大学（レ
ネ美大、フランス）金属加工とモデ
ル工房に滞在。優れた模倣者、現実
の複製者として名高く、彫刻やイン
スタレーションを制作し、 絵画、写
真、音楽も手掛ける。 主に時間、物
質文化や移ろいをテーマに作品を制作。 細心の注意と集中を払いつつ、過去から作品を生
み出し、不安や時間の経過を観客に感じさせる。記憶や歴史を参照しつつ、一時的な物体
を再構成し、消え去ろうとする糸に触れる。現在はフォクサルギャラリー財団（ワルシャ
ワ）
、ジョン・ギャラリー（ベルリン）、グイド・コスタ・プロジェクツ（タリン）とアン
ドリュー・クレプス・ギャラリー(ニューヨーク)に所属。

10. マリア・ロボダ Maria Loboda
1979 年クラクフ生まれ。多くの技法を駆使し、立体、
インスタレーション、録音等を用いながら、今日の社
会や自然の姿についての象徴的な辞書を作成する。ロ
ボダにとって、現実や物質世界は記号と意味から成
る。彼女は物事と時間や歴史の象徴的な繋がりに関心
を持ち、物質と精神世界や、合理主義と神秘主義との
間の関係に注目する。2003 年から 2008 年にかけて、
フランクフルト・アム・マイン州立美術アカデミーで
学び、2007 年から 2008 年にかけてニューヨーク大学
とシュタインハートの文化学校に奨学金を得て滞在。
2008 年ドイツ銀行賞受賞、2010 年ヘシシェ文化財団
賞受賞。ベルリンとロンドン在住、制作。2017 年に
は、アダム・ミツキェヴィチ・インスティチュートとパラダイス AIR の協力で、アグニェ
シュカ・ブジェジャンスカと共にレジデンスを実施し、2019 年には東京にて成果展実施予
定。
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11. 松田壯統 Masanori Matsuda
1982 年兵庫県西宮市生まれ。1995 年 阪神大震災
により自宅が全壊。2007 年東京芸術大学美術学部
先端芸術表現科 卒業、2009 東京芸術大学大学院
美術研究科 先端芸術表現専攻 修了。2015 年にギ
ャラリーアクアでのワークショップ「昼の家、夜
の家」(講師はパヴェウ・アルトハメルとアルトゥ
ル・ジミェフスキ)に参加。ポーランドの歴史的文
脈に触れ、ワルシャワの街の記憶と再建に関心を
抱いて作品制作を企画、日本の文科省に在外研修
を申請中。2017 年度ポーラ美術振興財団在外研修
員としてアイルランドに滞在。2018 年 9 月より、
死と再生をテーマとする作品をコネマラ(アイルランド)、ジュネーブ(スイス)、錦渓鎮(中
国)の各レジデンスで発表予定。

12. 岡本光博 Okamoto Mitsuhiro
1968 年京都市生まれ。滋賀大学大学院修了後、渡米。
アート・スチューデンツ・リーグ・オブ・ニューヨーク
に在籍する。帰国後に CCA 北九州リサーチ・アーティ
スト・プログラムに参加。その後インド、ドイツ、スペ
インのアーティスト・イン・レジデンス・プログラムに
参加。沖縄、台湾滞在を経て、2012 年京都にギャラリ
ー KUNST ARZT をオープン。近年の主な展覧会に「美
少女の美術史」
（青森県立美術館、静岡県立美術館、島
根県立美術館石見 2014）
「岐阜大垣ビエンナーレ」
（IAMAS 他 2013、2015）「化け物」
（青森県立美術館
2015）「六甲ミーツ・アート」
（兵庫 2016）
「ART
ZUID」（アムステルダム 2017）「ラブラブショー２」
（青森県立美術館 2017）
「THE ドザえもん展 TOKYO 2017」
（eitoeiko 2017）「福岡城ま
るごとミュージアム」
（福岡 2018）
「Undisrememberable Curios」
（PØST ロサンゼルス
2018）他多数。日本的な配慮、遠慮や曖昧な表現を避け、むしろそうした曖昧さを批判す
る稀有で貴重な作家。ポーランド的姿勢、とも呼べるか。
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13. 笹岡由梨子 Yuriko Sasaoka
1988 年大阪府生まれ。2012 年京都市立芸術大学美術学部油画
専攻卒業。2014 年京都市立芸術大学美術研究科修士課程油画専
攻修了。2017 年京都市立芸術大学大学院美術研究科博士（後
期）課程メディア・アート専攻満期退学。2014 年アートアワー
ドトーキョー丸の内 2014 審査員：建畠晢賞受賞。2015 年群馬
青年ビエンナーレ 2015 入選、第 18 回文化庁メディア芸術祭ア
ート部門審査委員会推薦作品選出。2016 年岡本太郎現代美術賞
特別賞受賞。2017 年群馬青年ビエンナーレ大賞受賞。2016 年
ジュネーヴ（スイス）、2017 年スコピエ（マケドニア）にて 3
か月のレジデンスを経験し、現地での調査に基づいて、日本と
マケドニアの文化的差異や誤読を扱う映像作品を制作。更にポーランドでも制作を実施希
望。ユニークでユーモラスな映像表現は高く評価され、注目されている。パブリック・コ
レクション：群馬県立近代美術館、ピゴッツィ・コレクション

14. ウーカシュ・スロヴィエツ Łukasz Surowiec
1985 年ジェショフ生まれ、カトヴィツェ在住。クラクフ
美術アカデミー彫刻科卒業、ベルリン芸術大学でも学
ぶ。様々な手法を駆使する芸術家、彫刻家、パフォーマ
ー、映像作家、公共空間におけるインスタレーションを
制作し、政治的芸術、参加型の芸術とも関連する。社会
的、政治的関心を持ち、自らの制作姿勢が古典的な範疇
や、今日の社会的条件下での人間の状態を探求するインターメディア領域という範疇に含
まれることを拒んでいる。スロヴィエツは、既に過去へと葬り去られつつある歴史を含
め、社会的に疎外された集団や、その問題に注目しようとする。2017 年には「展望」コン
クールの最終選抜者に選ばれ、ザヘンタ（ワルシャワ）で反ファシストのために、舗装さ
れた石や野球のバット入りの優雅な衣類やアクセサリーによるブティックを開いた。それ
ぞれの衣服は、現金（非常に高価）もしくは、抗議デモに参加した証拠を提示することで
得られるクーポン券で購入可能であった。2011 年にスロヴィエツは《ベルリン―ビルケナ
ウ》というプロジェクトを企画し、アウシュビッツ＝ビルケナウ絶滅収容所跡からベルリ
ンの公共空間へ数百本の木を移植した。本作品はベルリン・ビエンナーレ 2012 のために
制作されたもので、観客はビルケナウからもたらされた木を家へと持ち帰り、好きな場所
に植えることができた。国内外の多数の展覧会に参加、ポーランド文部省奨学金獲得。
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15. スタフ・シュムスキ Stachu Szumski
1992 年グダニスク生まれ。感情的、物語的な絵画を
制作。キャンバス、ノート、壁画を通じてポップカ
ルチャー、広告やプラスチックの屑などを題材とし
た光景が広がる。シュムスキは彼を取り巻く視覚的
流れの鮮やかさを非難したり暴こうとしているので
はなく、自らの様々なテーマの絵画を検証し、分類
することによって、廃棄物から創造へとつながる源
を見出しているのだ。シュムスキはカロリナ・メル
ニツカと共に《生きる意味を求めて》という旅のシ
リーズを開始し、その過程でシャーマニズムの実践
につながる場所を見出したが、そこには日本、特に
沖縄も含まれていた。

16. 谷中佑輔 YuskeTaninaka
1988 年大阪市生まれ。2014 年京都市立芸術大学大学
院 美術研究科彫刻専攻 修了、2012 年 中国中央美術
学院 造形芸術研究科実験芸術専攻 交換留学, 北京、同
年、京都市立芸術大学 美術学部彫刻専攻 卒業。2014
年から 2016 年 HAPS スタジオアーティストとして京
都を拠点に活動。2016 年サンタンデールバンクによ
るプログラムでジョアン・ジョナスのワークショップ
に参加。2014 年 アートアワードトーキョー丸の内
2014 グランプリ受賞。2016 年 京都市芸術文化特別奨
励者 認定。2016 年度ポーラ美術振興財団在外研修員
としてベルリンに滞在。物質に身体を介在させ、変化
する両者の緊張関係を、パフォーマンス作品として提
示する。
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