
現代アートを取り巻く環境は、この数十年で飛躍的に

複雑化し、そのなかでアーティストとしてグローバルに

活躍する道を模索することは容易ではありません。

世界各地で同時多発的に生産される芸術の概況を

把握することは、もはや不可能といって良いでしょう。

とりわけ、経済成長と近代化の進む近隣アジア諸国では、

新しい美術館の創設やアートフェア、国際展の隆盛など

発表の機会も拡大し、世界からこの地域に向けられた

注目も高まっていますが、すでにアートを取り巻く

インスティテューションとしては整備を終えた感もある

日本では、むしろ制度化の再考、アーティストの

社会的役割、グローバルなネットワーク構築などが

改めて問われているといえるでしょう。

京都では、多くの芸術系大学から毎年新しい

アーティストが輩出されていますが、日本の伝統文化の

中心地でもある街から、このように複雑化した

現代アートの世界と、今日、どのようなつながりを

見出すことができるのでしょうか？ 京都造形芸術大学と

HAPS共催による「ULTRA X HAPS TALK」では、

世界各地で活躍するアーティスト、キュレーター、

コレクター、研究者、ギャラリストなどを招聘し、

対話を積み重ねていくことで、世界を実感し、理解を

深めていきたいと考えています。

ULTRA X HAPS TALK

Connecting 
Kyoto and the World
through Contemporary Art

現代アートで京都と世界をつなぐ

1.
ULTRA X HAPS TALKは、若手

芸術家を応援する東山 アーティスツ・

プレイスメント・サービス（HAPS）の

「キュレーター招聘プログラム」の

一環です。

The “ULTRA X HAPS” talks are part of 
the Curatorial Research Program of 
Higashiyama Artists Placement Service 
(HAPS), which seeks to provide 
support to young emerging artists.

2.
ULTRAは、超越的なクリエイティビティ

を求める京都造形芸術大学の

「ウルトラファクトリー」に倣っています。

ULTRA is named after the Ultra Factory 
at Kyoto University of Art and Design, 
which seeks to cultivate transcendent 
forms of creativity.

3.
京都造形芸術大学では、京都を

拠点に現代アート界でグローバルな

活躍をめざすアーティストの

育成機関を将来に見据えています。

The Kyoto University of Art and Design 
is dedicated to establishing 
an institution that will foster artists from 
Kyoto who aim to work in 
the contemporary art world at a global 
level.

The environment surrounding contemporary art has 
become vastly more complex over the past few decades. 
Faced with this situation, it is no easy task for artists to 
find a way to be active at a global level. Naturally, it is 
virtually impossible to get a firm grasp on the art scenes 
that are being produced concurrently all over the world. 
In particular, in neighboring Asian countries that are 
seeing rapid economic growth and modernization, there 
are more opportunities than ever before to show one's 
work, taking into account the new art museums and art 
fairs that are being established, and the flourishing 
numbers of international exhibitions. Although global 
attention focused on this region has increased, 
the situation is quite different in Japan, where there is 
a general sense that the work of developing art-related 
institutions has been finished. However, it is precisely 
this state of affairs that has led to a renewed questioning 
of how global networks are constructed,
a reconsideration of how institutionalization works, 
and the role of artists in society.
In Kyoto, art schools produce a large number of new 
artists each year. But what kinds of connections might 
one discover today between this center of traditional 
Japanese culture and the world of contemporary art that 
has grown ever more complex in this way? The “ULTRA X 
HAPS” series of talks, jointly organized by Kyoto 
University of Art and Design and Higashiyama Artists 
Placement Service (HAPS), will invite artists, curators, 
collectors, researchers, and gallerists from the world's 
major cities to hold discussions that will allow 
participants to deepen their understanding and 
experience of the world.

主催：京都造形芸術大学大学院、東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス（HAPS）
申込み・問い合わせ先：ULTRA_HAPS@office.kyoto-art.ac.jp
＊お申込みの際には、①氏名、②人数、③連絡先電話番号あるいはメールアドレス、
　④ご職業（学生の場合は大学名）を上記アドレスまでお送りください。
料金：無料（但し、要申込み）　　定員：100名

Organized by: Kyoto University of Art and Design, Graduate School of Art and Design Studies / 
Higashiyama Artists Placement Service（HAPS）
For Booking and Inquiries: ULTRA_HAPS@office.kyoto-art.ac.jp
*Please send 1.Name, 2.Number of participants, 3.Phone number or email address, 
4.Occupation (for student, please note the school name)
Admission: Free (Booking required)      Capacity: 100

UXH TALK 001
2016.7.20 Wed. 7:00 – 8:30PM

会場：ロームシアター京都 ノースホール　
Venue : North Hall, Rohm Theatre Kyoto

クリッティヤー・カーウィーウォン
（ジム・トンプソン財団、ジム・トンプソン・アートセンター芸術監督、タイ）

Gridthiya Gaweewong 
(Artistic Director, The Jim Thompson Art Center, Bangkok)

「チェンマイ・ソーシャル・インスタレーションとその背景」
“Chiang Mai Social Installation in Context”

UXH TALK 002
2016.8.4 Thu. 7:00 – 8:30PM

会場：京都造形芸術大学智勇館１階　
Venue : Chiyukan, Kyoto University of Art and Design

グリナラ・カスマリエワ＆ムラトベック・ジュマリエフ
（アーティスト、キルギス共和国）

Gulnara Kasmalieva & Muratbek Djumaliev
(Artists, Kyrgyz Republic)

「中央アジアの現代美術ーーポスト・ソヴィエトの文脈から」
“Contemporary Art in Central Asia. Post-Soviet Context.”

UXH TALK 003
2016.8.30 Tue. 7:00 – 8:30PM

会場：京都芸術センター 講堂
共催：京都芸術センター
Venue : Auditorium, Kyoto Art Center
Co-organized by: Kyoto Art Center

デイン・ミッチェル
（アーティスト、ニュージーランド）

Dane Mitchell
(Artist, New Zealand)

「残像から亡霊へ」
“Spectrum to Spectre”

and more



UXH TALK 001: 2016年 7月 20日（水） 7:00→8:30PM
会場：ロームシアター京都 ノースホール
20 July 2016, 7:00pm at North Hall, Rohm Theatre Kyoto
http://rohmtheatrekyoto.jp
 ＊ 英日逐次通訳あり English>Japanese consecutive translation available

クリッティヤー・カーウィーウォン
（ジム・トンプソン財団、ジム・トンプソン・アートセンター芸術監督、タイ）

Gridthiya Gaweewong
 (Artistic Director, The Jim Thompson Art Center, Bangkok)

チェンマイ・ソーシャル・インスタレーションとその背景 
Chiang Mai Social Installation in Context

ULTRA X HAPS TALK 001では、1990年代初めにタイ東北部チェンマイで実施された、
アーティスト主導のパブリックアート・プロジェクト「チェンマイ・ソーシャル・

インスタレーション (CMSI)」を、その社会的、政治的背景とともに紹介します。
中心になったのは先進的な思想を持ったアーティストとチェンマイ大学芸術学部の教授陣で、

モンティエン・ブンマー、ウティット・アティマナ、ミット・ジャイイン、アラヤー・

ラートチャムルーンスック等を中心に、当時学生だったナウィン・ラワンチャイクン、

タワッチャイ・パンサワッドなども参加しています。この草の根的な運動は続く三世代に

わたるタイの芸術運動の素地を築き、国内外のアーティストや知識人のコミュニティを超えて

広く社会に関わりましたが、1990年代末には失速します。CMSIはタイのアートシーンと
その周辺に何を残したのか、その実態を探ります。

The lecture will be about the history of Chiang Mai Social Installation (CMSI) in 
social political context. CMSI was an artist initiate public art project in Chiang Mai, 
the North of Thailand in the early 1990s.  It was formulated by a group of 
forward thinking artists and lecturers from the Faculty of Fine Arts, Chiang Mai 
University. The core leaders were Montien Boonma, Uthit Atimana, Mit Jai Inn, 
Araya Rasjarmrearnsook, with the collaboration of students like Navin 
Rawanchaikul, Tawatchai Punthusawasdi to name a few. This glass root art 
project had generated strong foundation for the independent artistic movement 
in Thailand in the last 3 decades. It had been actively engaged with local and 
international artists, intellectual community as well as the society at large. The 

project was successfully put Chiang Mai art scene to the global cultural 
landscape. However, due to the ad-hoc operation, it had been defunct 
at the end of 1990s. The lecture will present the rise and fall of CMSI, 
their activities, operation and its legacy to Thai art scene and beyond. 

◎略歴｜About the Speaker
1996年にバンコクでオルタナティブ・スペース「プロジェクト 304」を創設。
現在、ジム・トンプソン・アートセンター芸術監督。冷戦以降のタイを中心に

した東南アジア地域の社会的変革とそれに対峙するアーティストの実践に

取り組んできた。企画した展覧会に「アンダー・コンストラクション：

アジア美術の新世代」（2000–2002年、国際交流基金／東京オペラシティアート
ギャラリー）、「ポリティクス・オブ・ファン」2005年、ベルリン世界文化の家）、
「サイゴン・オープン・シティ」（2006–07年、ベトナム、リクリット・
ティラヴァーニャと共同企画）。今年 7月にはチェンマイの新しい現代美術館
MAIIAMで「アピチャッポン・ウィーラセタクン：狂気の晴朗」を企画。

Gridthiya Gaweewong founded arts organization Project 304 in 1996, and is 
currently Artistic Director of the Jim Thompson Art Center, Bangkok. Her 
curatorial projects have addressed issues of social transformation confronting 
artists from Thailand and beyond since the Cold War. Gaweewong has organized 
exhibitions and events including Under Construction: New Dimensions of Asian 
Art at the Tokyo Opera City Art Gallery (2000 – 2002), Politics of Fun at the Haus 
der Kulturen der Welt, Berlin (2005), (with Rirkrit Tiravanija) Saigon Open City in 
Saigon, Vietnam (2006-07), Apichatpong Weerasethakul: The Serenity of 
Madness, MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai (2016). 

UXH TALK 001

2016.7.20 Wed.

at North Hall, 
Rohm Theatre 
Kyoto

Connecting 
Kyoto and the World
through Contemporary Art



UXH TALK 002: 2016年 8月 4日（木） 7:00→8:30PM
会場：京都造形芸術大学智勇館１階 
4 August 2016, 7:00pm at Chiyukan, Kyoto University of Art and Design
http://www.kyoto-art.ac.jp/info/about/access/campusmap
＊ 英日逐次通訳あり English>Japanese consecutive translation available

グリナラ・カスマリエワ＆ムラトベック・ジュマリエフ
（アーティスト、キルギス共和国）

Gulnara Kasmalieva & Muratbek Djumaliev
 (Artists, Kyrgyz Republic)

中央アジアの現代美術ーーポスト・ソヴィエトの文脈から
Contemporary Art in Central Asia. Post-Soviet Context.

ユーラシア大陸の内陸部にある中央アジア諸国では、複雑な社会背景からも力強い

現代アートの実践を見ることができます。キルギス共和国ビシュケクを拠点に 1998年から
ユニットで活動するグリナラ・カスマリエワ＆ムラトベック・ジュマリエフは、国際的に

幅広い活動を続ける一方で、次世代のための

教育プロジェクトなども行っています。

ULTRA X HAPS TALK 002では、「ヴェネチア・ビエンナーレ
中央アジア館」などを含む 1998～2008年の間の
展覧会から、続くスクール・プロジェクトに至る彼らの

実践を語ってもらいます。

In Central Asian countries located inland of the 
Eurasian continent, we can observe powerful 
contemporary art practices from post soviet 
complexities. Based in Bishkek, the capital of the 
Kyrgyz Republic, Gulnara Kasmalieva & Muratbek 
Djumaliev has been a leading voice from the region 
in the international contemporary art platform, while 
working on the school projects for the coming 
generation. In ULTRA X HAPS TALK 002, we can hear 
them talk about diverse projects mostly from their 
first decade, 1998-2008, including Pavilion of Central 
Asia in Venice Biennale and the main participants 

from Central Asia, then to their project of school in 2009-2012.

◎略歴｜About the Speakers
グリナラ・カスマリエワ、ムラトベック・ジュマリエフともにキルギス共和国ビシュケク

生まれ、同地在住。ソビエト時代にカスマリエワはモスクワで、ジュマリエフは

サンクトペテルブルグで各々美術教育を受ける。1998年以降ユニットで活動。2005年には
第 51回ヴェネチア・ビエンナーレで初の中央アジア館に参加した他、シンガポール・ビエン
ナーレ（2006）、シャルジャ・ビエンナーレ（2007）、光州ビエンナーレ（2012）など
国際展参加多数。2005年～2008年には「ビシュケク現代美術展」を企画。
2009年～2012年にはビシュケクで現代アートのための学校を主宰。今年は「あいち
トリエンナーレ 2016」に出品している。

Gulnara Kasmalieva and Muratbek Djumaliev were both born in Bishkek in 
Kyrgyz Republic where they are currently based. During Soviet Union era, 
Kasmalieva studied art in Moscow and Djumaliev did the same in St. Petersburg. 
They have been collaborating since 1998 and participated in a number of 
international exhibitions including the first Central Asian Pavilion in 51st 
Biennale of Venice (2005), Singapore Biennale (2006), Sharjah Biennale (2007) as 
well as the Gwangju Biennale in South Korea (2012). From 2005 to 2008, they 
have curated “Bishkek Exhibition of Contemporary Art” and from 2009 to 2012 
initiated a school for contemporary art. They are participating in 2016 Aichi 
Triennale.

UXH TALK 002

2016.8.4 Thu.

at Chiyukan, Kyoto 
University of 
Art and Design

Connecting 
Kyoto and the World
through Contemporary Art



UXH TALK 003: 2016年 8月 30日（火） 7:00→8:30PM
会場：京都芸術センター 講堂
共催：京都芸術センター

30 August 2016, 7:00pm at Auditorium, Kyoto Art Center
Co-organized by : Kyoto Art Center
http://www.kac.or.jp/access/
＊ 英日逐次通訳あり English>Japanese consecutive translation available

デイン・ミッチェル
（アーティスト、ニュージーランド）

Dane Mitchell
 (Artist, New Zealand)

残像から亡霊へ
Spectrum to Spectre

ニュージーランドのコンセプチュアル・アーティスト、デイン・ミッチェルの実践は、

官能的で現象的、かつ思索的な領域のあいだを往来し、それらはオブジェクトとして、

あるいは知識や信条の制度として、さらには私たちの体験として立ち現れます。しばしば香り、

呪術、あるいは私たちが「それ以外の知覚」と呼ぶようなものを素材に、ミッチェルの作品は

不可視のエネルギーを具体的な形態に転換し、スピリチュアリズムの関心を痕跡や

残留物として提示しますが、そこではコンセプチュアル・アートの系譜も

受け継いでいることがわかります。ULTRA X HAPS TALK 003では、彼の幅広い視点と
多様な実践を紹介してもらいます。

In his practice, conceptual artist Dane Mitchell evokes a connection between 
the sensual, phenomenological and speculative 
realms of both material and systems of knowledge 
or belief and our experiences of them. Working with 
scent, spells and what we might term ‘other ways of 
knowing’, Mitchell's work channels invisible forces 
into concrete forms, conflating spiritualism's concern 
for trace and residue with the legacies of conceptual 
art. In ULTRA X HAPS  TALK 003, he will share his 
diverse perspectives and practices with us.

協力：クリエイティブ・ニュージーランド

With the support of Creative New Zealand Toi Aotearoa

◎略歴｜About the Speaker
デイン・ミッチェルは 1976年、ニュージーランドの
オークランド生まれ。現在オークランド工科大学にて美術学

部長代理。2009～2010年は DAAD（ドイツ学術交流会）の
奨学金でベルリン在住。ドイツ、ブラジル、オランダ、スイス、

香港、オーストラリア、米国などでの個展のほか、シドニー・ビエンナーレ（2016）、
光州ビエンナーレ（2012）、リバプール・ビエンナーレ（2012）、シンガポール・
ビエンナーレ（2011）、リュブリャナ・ビエンナーレ（2011）、釜山ビエンナーレ（2010）、
タラワラ・ビエンナーレ（2008）など、国際展への参加も多数。

Dane Mitchell was born in 1976, lives and works in Auckland, Aotearoa/New 
Zealand where he is acting Head of Department of Visual Arts at Auckland 
University of Technology. He was a guest from 2009 - 2010 of the Berliner 
Kunstlerprogramm/DAAD, in Berlin, Germany. He had lived in Berlin from 
2009-2010 for DAAD Grant. He has presented solo exhibitions internationally in 
public institutions in Germany and in countries including Brazil, 
The Netherlands, Switzerland, Hong Kong, Australia and the United States. 
He has participated in major biennales including: Biennale of Sydney 2016, 
Australia; Gwangju Biennale 2012, South Korea; Liverpool Biennial 2012, United 
Kingdom; Singapore Biennale 2011, Singapore; Ljubljana Biennale 2011, 
Slovenia; Busan Biennale 2010, South Korea and the Tarrawara Biennial 2008, 
Australia. 

UXH TALK 003

2016.8.30 Tue.

at Auditorium, Kyoto 
Art Center

Connecting 
Kyoto and the World
through Contemporary Art

Dane Mitchell, Remedy for Agoraphobia, Ataxia, Anxiety (AgNO3), 2016
Courtesy the artist; Hopkinson Mossman, Auckland; 
and RaebervonStenglin, Zürich
Photograph: Christopher Morris


