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PARADISE Knot
パラダイス ノット
令和 2年度アーティスト・イン・レジデンス
活動支援を通じた国際文化交流促進事業
2021/3/18 事前資料

『JAPAN + INDIA ‒ FROM THERE AND HERE ‒ ALLI-ILLI ‒ ACHI-KOCHI』
アイシュワリヤン・K + 森純平 + 古平賢志 + サンディープ・T・K
+ 大和田俊 + スレッシュ・ジャヤラニ
過去 3年間の交流・滞在の記憶から創作を行ない、それぞれの街で作品を発表

インド・ベンガルール会場
日程：2021 年 2月 23日（火）～ 3月 6日（土）
場所：1Shanthiroad Studio/Gallery

日本・松戸会場
日程：2021 年 3月 5日（金）～ 8月 31日（火）　開催中！
場所：Tiny kitchen and counter 
* 松戸駅そばの小さなレストランが会場です。
  食事をご予約の上、お越しください。　記録動画・詳細はこちら→

海外のAIR やアーティストがつながる

ノット（＝結び目、結び方）に対して、

PARADISE AIRがクリエイティビティ

を発揮することで、AIR 同士の結びつ

きや AIR とアーティストのより良い出

会い方の個別解を丁寧に模索すること

を目指すプログラム。

本年度はインド、イギリス、ロシアの

AIR と協働しています。

インド・ベンガルール
1Shanthiroad Studio/Gallery



NHK E テレ「デザイン トークス＋」放送日時
3 月 19日（金）21:30 ～

3月 24日（水） 10:25 ～ 再放送

NHK WORLD英語版はこちらで視聴可能→

『Digital Artist Residency Exchange 』
DRS + M T HALL + Torus Vil.
2 ヶ国 3組の音楽家たちによるオンライン共同クリエイション
滞在報告トークを収録し、後日公開予定

イギリス・マンチェスター /リバプール
Metal x Samarbeta

『パラダイスエア的ロシアへの道』
Vostok + パヴェウ・パフチャレク
渡航計画の延期と先行きの不透明化を受けた、
アーティスト主体で道を切り拓くリサーチPJ

壁画のための『壁』公募
アンドレイ・ビエルゲル
来年度に延期した滞在制作のため
松戸市内の候補地を募集中

ロシア・クラスノダール
ZARYA Center for Contemporary Art

　　  メモ・スクショ歓迎！
オンライン滞在アーティスト・スタッフの声
をあす放送の Eテレ番組「デザイントークス＋：デザインハンティン
グ イン千葉」でお話しました。番組後半、松戸にいらしたMCアンディ
さんにAIR 事業をご紹介します。ぜひご覧ください！
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特定非営利活動法人アーツイニシアティブトウキョウ [エイト]	

Arts	Ini+a+ve	Tokyo	[AIT]	

令和2年度「アーティスト・イン・レジデンス事業」活動報告



世界的なパンデミックと渡航制限
アーティストを海外から招聘するプログラムは全て次年度に延期した。今後も自主隔離措置など水際対策の動向を継続的に注視しな
がら慎重に判断する。一方、アーティストを海外に派遣予定だったプログラム（文化庁採択事業以外）は、「国内での創作活動支
援」に切り替えた。オンラインで多様なプログラムが芽生える中、アーティストのウェブサイト構築の支援を行い「国内外への発
信」を後押ししたり、アーティストや創作活動を行う学生の拠点となる「アートスペース」の立ち上げをサポートした。これは、次
年度も同様のサポート体制を継続する。

オン/オフライン レジデンスプログラム
文化庁による助成事業については、オランダのアイントホーフェンにある芸術文化団体バルタン・ラボラトリーズと協働を行った。
2020年5-6月、まだ東京では緊急事態宣言のインパクトが残る中、プログラムの運営方法やテーマについて何度も議論を重ねた。プ
ログラムの主なフィールドをオンライン上に設けることは、双方にとって経験がなかったが、ゆえに「学び」や「気づき」がアーティ
ストを含めて自身らにもあるのではという前向きな考えから、渡航を行わないプログラム作りに着手し、オランダ、日本で公募を行
い、両国を拠点とするアーティストを1名ずつを選出した。

リミナル ・スペース Liminal Space
社会的あるいは精神的な変動の経験は「リミナル ・スペース（Liminal Space）」というテーマに継承した。「ウィズコロナ」といっ
た言葉の流通を隅に、今まさに経験する変化＝トランジションを、あらゆる分野・文脈で解釈されることを可能とし、これまでの「成
功論」を手本にせず新たな価値観を包容することを意図した。公募では、そうした変化の兆しに敏感に反応したものやそれぞれの創
作を「振り返る機会」と捉え今後の発展とするものが多かった。惜しくも選出されなかったアーティストと、公募終了後もテーマが
持つ流動的なトランジションについて、対話が継続したのは印象に残る。

私たちにとってのレジデンスとは
これまでAITの活動の主軸を成してきた「学びのプログラム」においても、新たな試みを取り入れた。アーティストやゲスト講師と参
加者がモノの交換を行ったり、ワークショップの方法に変化をつけることでその経験を掘り下げ、身体性の残り香としても重要視し
た。また、企業との創作支援事業やアワード、展覧会制作においても、アーティストをとりまく環境の変化に寄り添い、世界の動向
にも目を向けたプログラムの企画を行っている。パンデミック中に得たこうした経験と社会、ひいてはグローバルな課題を、レジデ
ンスプログラムをはじめとするAITのあらゆる活動は、今後どのように接続するだろうか。次年度は渡航の可否に捉われず、これまで
の思考と手法から脱し、「アーティストと一緒に活動すること」はどのような意義を持つのか、学びや生きることにまで視野を広げ、
内省的な時間をもちたい。
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レジデンスプログラム

トーク・イベント

アーティストが関心を寄せたトピックにまつわるスタディ
セッション。内田、フェルドマンともに「ジェンダー」への
関心が高かったため、アーティストの嶋田美子さん、藤井光
さん、オランダよりInte Gloerich, Ania Molendaを迎えて意
見交換を行った。 

リサーチではオンライン
会議ツール「Zoom」も
多用しながら、ほかにも
「Gathertown」やプロ
セスの図解共有には
「Miro」、日々のコミュ
ニケーションには

3月26日（金） 
19:00-20:00（日本）/ 11:00-12:00（オランダ） 
Artist Talk vol.80「リミナル・スペース Liminal Space」 
アーティストの内田聖良とデザイナーのテレサ・フェルドマンを迎えて 
詳細と参加お申し込みはこちら 
http://www.a-i-t.net/ja/future_archives/2021/02/artisttalk80.php

プログラムは2月末で終了したが、二人のリサーチとプロ
ジェクトはフィジカルな空間を超え、ヴァーチャル空間で
増殖、今後も継続する。

アーティスト・協働団体によるインタビュー

期間：2021年1月15日～2月26日（6週間） 
アーティスト：内田聖良（日本）、テレサ・フェルドマン（オランダ） 
主催：AIT、バルタン・ラボラトリーズ

“In this liminal space, people are allowed to fail and do things differently. It’s 
especially important during this pandemic to try something new, as long as you’re 
willing to learn from it.” ̶ Teresa Feldmann 
* Interviewed by Linda Koke (Air Brabant) 
https://airbrabant.nl/en/the-liminal-space-residency-teresa-feldmann-seira-uchida/ 

* Report by Baltan Laboratories 
**Seira Uchida https://www.baltanlaboratories.org/library/the-liminal-space-seira-
uchida 
**Teresa Feldmann 
https://www.baltanlaboratories.org/library/the-liminal-space-teresa-feldman

「Slack」など、さまざまなアプリケーションを活用。リサーチに関す
る資料やモノは渡航制限を越えてアーティストの手元に届いた。双方の
体温を知り、コミュニケーションが円滑になることにも役立った。

秋田とオランダのデン・ハーグを活動拠点とするアーティストが撮影し
た、それぞれの街と生活の様子も動画で交換。
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京都:Re-Search 実行委員会
京都府山城地域の実施状況

和束町・八幡市

京都府 山城広域振興局
地域アートマネージャー

谷 竜一



初年度事業 京都:Re-Search 二年度事業 「大京都」（展覧会事業）

2020年度実施

「京都:Re-Search 2020 in 八幡」

2020年度実施

「大京都 2020 in 和束
未開へのわだち -Ruts to the new uncivilization-」

・公募によるアーティスト等が二週間滞在
作品やプロジェクトのプランを作成

・ゲストアーティスト、ゲスト講師からのアドバイス
・最終週末に活動報告展

・ゲストアーティストと、初年度から選抜のアーティストによる展覧会
・初年度プランをもとに、約2ヶ月滞在し、再リサーチ、作品制作
・3週間（会期は各週末）の展覧会の開催

ゲストアーティスト

Yukawa-Nakayasu

参加アーティスト

渋田薫、嶋田 晃士
牧島平、リヴァ・クリストフ

ゲストアーティスト

石川竜一（写真家）
ゲスト講師

島袋道浩（美術家）、服部 文祥（登山家・作家）



現地での共同生活。アーティスト同士が刺激しあう環境。同時にプレッシャーや制約も。

地域の見過ごされている価値や観光資源のリサーチ。地元住民との関係構築。
作品プランとしては、アーティスト自身の体験を通して土地や地域性を発見する試みが多く見られた。
地元協力者との協働や、依頼関係の構築、展覧会後の作品展開や個展の例も。

展覧会はゲストアーティストによるディレクション。実行委員会からは、枠組み（時期等）の提示のみ。
地域アートマネージャーが市町村や地元協力者とのつなぎを担当。

初年度はプランの提案のみ、二年度「大京都」の展覧会という事業スキーム

移動制限・ICR活用など
ICRを活用したプログラムはなし。地元主催のプログラム「茶幻郷まつり」）がオンライン開催となった。参加アーティストも一部協力。
滞在アーティストの別件対応（大学講義等）にICT活用がなされたため、予定より腰を据えた滞在ができた。
観光資源開発も眼目とした事業だが、遠方からの来客は相対的に少数にとどまった。

特徴や課題など

アーティストの声（『大京都 2020 in 和束』の例）

・展示やレジデンスの機会が中止されていくなかで、実際に滞在し、腰を据えて取り組む機会が持てて、ありがたかった。
・（滞在地の）和束町とは、今後も展覧会を実施したり、関係を続けていきたい。
・茶文化が有名な地域はほかにもあるが、そのような他の地域での滞在経験との差異から発見できるものがあった。
・滞在を通じて、アーティストとしての姿勢や依頼者との関係など、学ぶことが多かった。
・他の地域では実践できない取り組みができたので、飛躍のきっかけとして、都市部の在住者や専門家などにもっと成果を見てほしかった。

来場者・地元の方の声（『大京都 2020 in 和束』の例）

・制約から解き放たれ、アーティストが自由に振る舞っているように感じた。（大阪市からの来場者）
・地元の意外な人とつながることができて刺激になった。／作家の「人たらし」力に感心した。
コロナで地域性への考え方が変わりつつあると思う。これを和束から発信していくきっかけのひとつにしてほしい。（地元協力者）

・若い人が来てくれると活気がつく。／巨大な草玉が出来てびっくり。／作品はわからないが和束がテーマで親しみが持てる。／自分の家にも描いてほしい。（地元観客）
・現代美術の展示が好きなのでうれしい。本格的で面白かった。（近隣市町村在住者）
・これまで地元の人間でも着目していないところに着目して、面白かった。
町でも美術の取り組みを試みたことがあったが、うまく継続しなかった。地域に根づくよう、実施のポイントを掴みたい。
小さな町なので、一度信頼されると他所の人が来るのとは違う。アーティストさんとは今後も縁をつないでいきたい。（和束町担当者）

次年度にむけて
感染者数ゼロの地域ですら催事の自粛や変更をせざるをえない状況のなか、芸術作品をつくる／みる機会創出の重要性に、想いを新たにした。
また、実際にその土地に訪れ、時間を過ごすことのかけがえのなさや、その作品への影響をこれまでになく実感する一方で、
移動制限の影響などから「この作品／展覧会は誰の要請で、誰に向けて作られているのか」を考えることが多かった。



有限会社 遊工房

遊工房AIRプログラム



遊工房 AIR プログラム 2020 年度活動状況 

 2020 年度  

備考 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

 

 

受 

入 

 

AIR-1 

 

US G ES DK IT FI    

AIR-2 NL GB J CN  

J 

AU   

 J 

AIR-3 FI CA US   BE NZ LU  FI 

J J  J 

外部 

 

   ES  FI      

海外派遣 

 

J J  J     J 

VIRTUAL 

 

       J / GB / AU 

             

中止 受入計画 受入 24 人・組、17 カ国、全て次年度へのシフト又は取消となる。 

Y-AIR 交換プログラムは、部分的活動実施、双方との Virtual 活動と国内作家の実活動。 

内 Y-AIR 

 

ロンドン東京交換プログラム・LTYE（英国 2 名、日本 2 名、合計 4 名）、メルボルン東京交換プログラム・RMIT（豪州・日本

各 1 名、合計 2 名）、スペイン、フィンランドとのプログラム各 1 名、合計 4 名は中止。 

・LTYE2020 プログラム→ Ai mi Tagai Web Project として共通プラットフォーム上で各種活動展開。2021 年度に継続。 

・RMIT2020 プログラム→ 両者間での滞在活動計画をベースとした準備活動、情報共有と相互活動の理解とアドバイス。 

→ いずれの交換プログラムも実活動の実現は 2022 年で調整中。 

実施 Virtual & 

国内限定 

 

 



AI MI TAGAI

Ai Mi Tagai Artists

Jean-Baptiste Lagadec

Takashi Horiuchi

Gillies Adamson Semple

Alice Jacobs

Lydia Davies

Dan Isomura

Tuli Litvak

Abbi Jones

Yohei Chimura

Kenta Kawagoe

Anaïs Comer

Hitomi Usui

Hannah Doucet

Eleanor Turnbull

Daria Blum

Sean Lavelle

Yohei Watanabe

Yuuki Horiuchi

Ryunosuke Goji

Shiori Higashiyama

London Tokyo Y-AIR Exchange Program 
since 2015





⾼知県⽴美術館アーティスト・イン・レジデンス
2019年度のAIRから発展した2020年度の事例（舞台芸術）
■背景
2011年より継続するAIRを、2020年度は
新型コロナウイルス感染症の影響で中⽌。

↓

⽂化庁令和2年度戦略的芸術⽂化創造推
進事業「JAPAN LIVE YELL project」への
参画をきっかけに16事業からなる『⾼知
ライブエール・プロジェクト』が⽴ち上
がり、そのひとつとして、2019年度のリ
サーチ中⼼のAIRに参加した作曲家の宮
内康乃⽒が出会った⾼知市のガムラン楽
器を活⽤した企画が決定。

■2019年度AIRのその後：2020年度の挑戦
⾳楽の授業でガムラン楽器の活⽤を試みる⾼知市
⽴春野東⼩学校との協働で、出前⾳楽教室•アジ
アの楽器｢ガムランの練習曲をつくる｣を始動。
宮内康乃⽒へ新しいガムラン⾳楽の作曲を依頼。
初めてガムラン⾳楽の制作に取り掛かる宮内⽒と
⾼知のこどもたちが⼀緒にガムラン⾳楽を学び、
共に成⻑していくようなイメージで練習曲と位置
付け、⻑く後世に継承される⾳楽がつくりだされ
ることを願い企画した。
3学期から始まる新作の練習に先⽴ち、本企画に
参加する4年⽣を対象に特別授業を10⽉下旬に開
催。⻄洋⾳楽以外の楽器やガムランについて学ぶ
機会を通じて作曲家らとの親交を深めた。ジャワ
の遊び歌スウェ・オラ・ジャムゥの演奏も体験。
年明けに新曲「カメカメ Kura-Kura」が完成。同
校児童が⾏うカメの保護活動の⼀環で飼育する⼦
ガメたちの元気に泳ぐ姿から着想を得た。

■アーティスト: 宮内康乃
作曲家、「つむぎね」主宰。⼈間の声
や呼吸、⾝体といった根源的な要素か
ら響きを紡ぎ出していく独⾃の作曲法
に取り組む。主宰する⾳楽パフォーマ
ンスグループ「つむぎね」での創作、
発表を活動の中⼼にしつつ、その他聲
明や邦楽、ガムランなどアジアをベー
スにした新しい創作に⼒を⼊れる。ま
た、声のワークショップ活動「わ・つ
むぎプロジェクト」を国内だけでなく
2016年ACCグランティNY滞在時、2018
年国際交流基⾦アジアフェローシップ
プログラムにて東南アジア諸国リサー
チ時など各国で多数実践し、コミュニ
ケーションツールとしての⾳楽のあり
⽅について研究している。

同校訪問の際、当
時の5年⽣を対象に、
宮内⽒による声の
ワークショップも
実施。

2020年10⽉特別授業の様⼦。
作曲家に加えて専⾨講師とし
てジャワガムラン奏者の増⽥
久未⽒、バリガムラン奏者・
アジア⾳楽研究の飯⽥茂樹⽒
も派遣。来⾼者にはPCR検査
の実施と現場での感染防⽌対
策に協⼒頂いた。当⽇の様⼦
はダイジェストでも公開中。
https://youtu.be/pUOawj2C0h4

Photo: MATHRAX

2019年11⽉春野東
⼩学校にてガムラ
ン楽器を視察。楽
器は⾼知市の姉妹
都市スラバヤから
の寄贈。⻑らく倉
庫に眠ったまま
だったことを知る。

https://youtu.be/pUOawj2C0h4


⾼知県⽴美術館アーティスト・イン・レジデンス
2019年度のAIRから発展した2020年度の事例（舞台芸術）
■ 2020年度の挑戦：つづき
2020年度3学期(2021年1⽉)から新曲の練
習に取り掛かる予定で進⾏。
多様な打楽器で構成された楽器の奏法を
知るガムランの専⾨家が⾼知にはいない
ため、楽曲の受け渡しは教室での直接指
導を理想にしていたが2021年1⽉の緊急
事態宣⾔の発出によりZoomを活⽤した
リモート授業に急遽変更。2020年12⽉末
に春野東⼩学校内にWifiなどのICT環境が
完備されたこともこの決断を後押しした。

■リモート授業の試みと成果発表
新曲の譜の受け渡しからリモート指導となったが、
Zoomの環境では3者同時に同じリズムを刻むこと
ができないため、授業中の現場指導を円滑に⾏う
ために、宮内⽒と増⽥⽒から⾳楽の担任と美術館
の事業担当に向けて、新曲のガムラン奏法の集中
稽古をつけて頂いた。課題の克服のための試み
だったが遠隔でも⼗分稽古が成⽴することがわか
り、遠隔と現場の共同作業の⽅法が確⽴できれば
⾳楽もオンライン授業が成⽴することを実感した。
参加したこどもたちは、インタラクティブなオン
ラインの新しい環境を楽しみながらガムランの練
習に取り組んみ、歌曲でもある新曲の作詞にも挑
戦。インドネシア語の繰り返し発⾳する単語の特
徴も取り⼊れた。曲名のKura-Kuraはカメの意味。
3⽉の成果発表は楽曲の仕上げのために宮内⽒と
増⽥⽒にPCR検査を経て来⾼頂き対⾯授業を実施。

全クラスとも対⾯授業で急成⻑を遂
げ、オンライン環境では判断や指導
が難しいリズムの取り⽅も完璧にマ
スター。成果発表では各組オリジナ
ルの作詞の歌も披露。コロナ禍の制
約のなかで重ねた練習を経て、児童
も指導者も演奏しきった時の充実感、
達成感、感慨はひとしおであった。
ひとりでは成⽴しないガムラン楽器
の演奏は、周りとの助け合いや、息
を合わせる⾮⾔語コミュニケーショ
ンが要の⾳楽。今回の試みでもクラ
ス内で様々な役⽬や責任感が芽⽣え
ていた。コロナ収束後には教育現場
とともに⾼知のガムランとして広く
地域にも受け⼊れられ、⾼知の新し
い⽂化のひとつとして楽曲や活動が
継承されてほしいと願っている。

右：2021年1〜2⽉はZoomに
よるリモート授業を実施。⼩
学校の電⼦⿊板とタブレット
端末を接続し、Zoomを介して
宮内⽒、増⽥⽒が指導。
授業は1回45分、対象は4年⽣
計3クラス。リモート授業は
各組1⽉に2回、2⽉に1回、リ
モート時以外は⾳楽の担任に
よる復習授業が⾏われた。

Zoomで指導する作曲家とガ
ムラン奏者の講師らはそれ
ぞれの⾃宅から接続して出
席。対⾯による直接指導は
かなわないものの、ICTの導
⼊は感染予防と旅費の経費
節約、移動時間がない分、
週を分けて各組3回リモート
授業が⾏えた。稽古を補⾜
する⼿段としてメリットは
⼤きいと感じた。

2021年3⽉12⽇「カメカメ Kura-Kura」を発表。右奥のTVは
インドネシアのスラバヤ市と繋いだZoom画⾯。在スラバヤ⽇
本総領事館の⾕総領事と職員、スラバヤ市国際協⼒・教育担
当の職員がリアルタイムにこどもたちの勇姿を⾒届けた。低
学年⽣と昨年度声のWSを体験した現6年⽣も鑑賞。

⽂責・⾼知県⽴美術館松本千鶴

左：動画教材の⼀部。ジャワガ
ムラン奏者の増⽥⽒、作曲家の
宮内⽒、若⼿ガムラン奏者、⾳
響技術の⽅の協⼒により新曲の
収録が⾏われ、リモート授業や、
⾳楽教諭への奏法指導に活⽤で
きる動画教材の制作を試みた。



  
 

⼀般財団法⼈ 阿波和紙伝統産業会館 

 
 
 

 



 



 



Goethe-Institut Villa Kamogawa
ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川

（旧称： 京都ドイツ文化センター）

2021年3月現在



歴史 1963年： ゲーテ・インスティトゥートの京都支部開設。
ドイツ文化芸術関連イベントやドイツ語講座等を行う。

1983年： 鴨川沿いの現在地に移転。
2010年秋： レジデンスへの改修工事。
2011年4月： レジデンスプログラムの開始。
2011年10月：ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川 公式開所式典
～現在： これまで、約130名のレジデントが滞在。

ドイツ連邦共和国の公的文化機関 （京都市左京区）

ドイツの芸術家を３ヶ月間レジデンス招聘。 （年間約12～15名）

【ジャンル】 建築、美術、舞台芸術、デザイン、文学、音楽、映画、
文化芸術論・批評

【サポート】 3ヵ月間で計8000ユーロの助成金支給 （約105万円）
館内のアパート兼アトリエを無償貸与 （約60㎡）。
プロジェクトやリサーチ、催し等のサポート。日本語教室ほか。

●作品完成や成果発表等の義務なし。

●別途、レジデンス滞在後の再来日の助成制度あり。

京都滞在によって、芸術家がインスピレーションを得て、新たな芸術性
を見つけていくことを目的とする。日本の文化シーンや社会と直接交流
を図る中、滞在アーティストはプロジェクトを展開し、日本の文化機関や
芸術家との関係を築き深めることができる。

ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川 Goethe-Institut Villa Kamogawa

Web:             www.goethe.de/vil la-kamogawa/ja
Facebook:    www.facebook.com/goetheinstitut.kyoto
Instagram:   www.instagram.com/goetheinstitut_vil lakamogawa
YouTube： www.youtube.com/user/goethekyoto

コロナ禍のヴィラ鴨川の状況

2020年4月以来、

レジデントの滞在受け入れ休止
（入国制限等）

コロナ禍でも日独文化交流を！
元レジデント（Alumni）等との日独プロジェクト

onlineKamogawaの展開や、
ドイツの文化芸術情報の提供等

他のAIRや文化機関との連携強化！
オンライン国際シンポジウム

『AIR on air』の開催等

2021年5月以降、

オンラインレジデンス開始（予定）
入国可能になり次第、滞在型レジデンスに切替

http://www.goethe.de/villa-Kamogawa/ja
http://www.facebook.com/goetheinstitut.kyoto
http://www.instagram.com/goetheinstitut_villakamogawa
http://www.youtube.com/user/goethekyoto


onlineKamogawa AIR on air  オンラインシンポジウム

今後の課題等

オンライン交流の良かった点

『日独公開往復書簡』
作家リリアン・ペーター＆谷崎由依
ヴィラ鴨川滞在中に出会った日独作家2名と
文学翻訳者が、手紙を通じて再び交流する。

寄稿『Danachgedanken -コロナ後の世界』
世界各国の知識人やアーティストが、
コロナ禍の現在とその後の世界を語る。
来日延期となったレジデント等も参加。

ドイツの最新文化芸術情報
オンラインで楽しめるドイツの最新の文化芸術情報などを、
ヴィラ鴨川HPやFacebookで随時提供。

ドイツの元レジデント（Alumni）や来日延期となったレジデントと、日本の

アーティストや職人等をつなげる、様々な形のオンラインプロジェクトを展開。
（2020年5月～現在）
www.goethe.de/ins/jp/ja/sta/kyo/olk.html

『オンライン工房』
ドイツと日本のアーティストや職人た
ちが、オンラインで「モノづくり現場」
を体験して交流する。
「藍染め」「西陣織」「漆」など、京都
の様々な伝統工房からライブ配信。
（COSKYOTOとのコラボ企画）。
今後、ドイツの工房も紹介予定。

『ヴィラ鴨川滞在レポート』
コロナ感染拡大直前までヴィラ鴨川に滞在し
ていたレジデント、フラウケ・アウルベルトの
京都滞在レポート。

『KIREI (2020)』
ドイツのデザイナーデュオStudio B Severin が、
2019年のヴィラ鴨川滞在中に行ったリサーチ
を元に制作した「掃除するジュエリー」を紹介。

コロナ禍におけるアーティスト・イン・
レジデンスを考えるオンライン国際
シンポジウムを開催。（2020年12月）

日欧のAIR関係者やアーティストが、
AIRのあり方や、今後の文化交流や
国際交流について意見交換した。

主催： ヴィラ九条山、ゲーテ・インス
ティトゥート・ヴィラ鴨川、京都芸術セン
ター、オランダ王国大使館

●ヴィラ鴨川では、これまでも、元レジデント（Alumni）向けの再来日支援等
を行っていたが、今回のコロナ禍で、重点的に元レジデントとのオンライン
プロジェクト行うことにより、過去10年間のレジデントとのつながりを再度深
めることができ、レジデンスの大きな糧になった。

●レジデントにとって、ドイツ帰国後に日本との交流を保ち続けることは決して
容易ではないが、今回、滞在当時出会った方々との交流をさらに深めたり、
日本文化との新たな出会いや刺激があり、とても反響が大きかった

●海外への情報発信や、海外の芸術家とのコラボに関心のある日本側パー
トナーにとっても、オンラインで国内外の方々に広く見てもらえて良かった。

●他のAIR等と有意義な情報交換ができ、ネットワークが広がった。

●オンラインイベントやミーティング等、ドイツとの時差の関係で、日独双方に
都合の良い時間設定をどうするか。

●オンラインでは、五感を活かした出会いや非言語コミュニケーションが難しく、
言葉による説明に頼らざるを得ないが、全てを通訳・翻訳できる訳ではない。

●今後、日本に来たことのないレジデントに、オンラインレジデンスで、どのように
オンラインで日本を伝え、日本人との交流を生み出せるか。どこまでリアルな
AIR滞在に近づけるか。

http://www.goethe.de/ins/jp/ja/sta/kyo/olk.html
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■二国間交流事業プログラム＜ベルリン＞招聘 ■

●ユリアン・ヴェーバー（ドイツ）ダンス、パフォーマンス、彫刻

・2週間に1度オンラインミーティング（全6回）

・地球外生命体に向けた新しいダンスの創作

・ダンスチュートリアルビデオの制作

・ミーティング前に２～３本のビデオを提出

・東京ベースのデュオとのコラボレーション

・4月上旬に東京とベルリンで同時にイベントを開催予定

オンラインミーティングの様子

オンライン・レジデンス期間 2021年1月19日～3月31日

ダンス創作風景、ビデオ

令和２年度コロナ禍におけるAIR事業報告

「エイリアンの交尾ダンス エピソード18」ビデオ

当初TOKAS滞在予定だったが来日不可となった。
将来の滞在を前提にオンライン・レジデンスに移行。

オンライン・レジデンス内容



■移動制限がもたらした課題や可能性■

①入国に必要な事務手続きの動向注視

①オンライン・レジデンスの実施

→自主隔離施設の手配・提案

→在留資格認定証明書申請や短期商用ビザに必要な手続きを確認

→オンラインではレジデント同士の交流において活発な議論を行うのは難しい

→定期的なミーティング開催により、その都度の目標設定や
リズムができ、成果物に捉われない自由なリサーチが出来る

→将来の滞在を前提とした形で実施することでオンライン・レジデンスへの
モチベーションが高まる

課
題

可
能
性

②自主隔離を経ての招聘に向けた体制整備

③「創造的な国際交流の促進」の実施
・国内クリエーター制作交流プログラム参加クリエーターが
海外のクリエーターと交流する場の設定

→語学力の差を埋める工夫が必要



 

 

アーカスプロジェクト 

ARCUS Project  

 



 

 

 

撮影：Alia Ali 

 

撮影：Pichaya Puapoomcharoen 

 

撮影：金川晋吾 
 イエヴァ・ラウドゥセパ  

[ラトビア、拠点：⽶国] 
ラトビアがソビエト連邦から独⽴した
後に⽣まれ、共産主義から資本主義へ
の転換期に育ったラウドゥセパは、⾃
らと同世代であるソ連崩壊後の最初の
世代の若者たちを、主に写真や映像作
品で表す。本プログラムでは、1972 年
のアンドレイ・タルコフスキーによる
映画『惑星ソラリス』に、未来の都市の
⾵景として映る東京の⾸都⾼速道路に
関⼼を持ち、⾼速道路建設の背景や歴
史についてリサーチした。 

ミロナリウ（クロディアナ・ミローナ 
＆ユァン・チュン・リウ） 
[アルバニア/台湾、拠点：オランダ] 
空間デザイナー兼リサーチャーであるアル
バニア出⾝のクロディアナ・ミローナと台
湾出⾝のユァン・チュン・リウによるロッ
テルダム在住のデュオ。建築を軸に領域横
断的な活動を展開している。本プログラム
では、⼤⽇本帝国の統治下において台湾に
もたらされた⽶である蓬莱⽶に着⽬し、当
時の政治、技術⾰新、⼟地改良、また経済
が複雑に絡まり合うなかで⾏われた⽶の品
種改良についてリサーチした。 

オル太  
[⽇本] 
2009 年に東京で結成された、6 ⼈組の
アーティスト集団。これまでに、ゲー
ムや祭りなど、特定の共同体において
⾒られる集団的な⾏為とそこで繰り広
げられるコミュニケーションに着⽬
し、それらを再編・再演する作品を⼿
がけてきた。本プログラムでは、守⾕
の不耕作地を耕すプロジェクトを実施
するべく、農家の視察や⼿伝い、守⾕、
福島の⼟壌研究者らへのインタビュー
をおこなった。 

オンライン・レジデンプログラム  期間：9/24 -12/17（85⽇間） 

 

 

 

http://www.arcus-project.com/jp/residence/ 

 アーカスのサポートにより、海外アーティスト 2 組は⾃国から ICT を利⽤し、情報収集、国内外の研究者
や専⾨家へのインタビュー等によるリサーチに取り組み、国内 1 組はそれに加え現地訪問もおこなった。 

ラウドゥセパ 五⼗嵐太郎⽒ [建築史] へのオンライン・インタビュー ミロナリウ (左)藤原⾠史⽒ [農業史] へのオンライン・インタビュー  (右)リサーチのマッピング 

オル太 (上)ドローイング、福島で⾦⼦信博⽒ [⼟壌⽣態学] のワークショップ参加より 
(左下)守⾕で宮﨑毅⽒ [⼟壌、環境治⽔学] と⼟壌調査  (右下)写真上のW S⾵景 



 

 

 

オンライン・レジデンプログラム報告会  
2020年 12⽉ 12⽇ 15:00-17:00 （Zoom配信 予約制 ⽇英逐次通訳あり） 

 

 

 

 

現在、世界中の美術館や国際展、アートフェアなどがこれまでのあり⽅を変更し、新しい⽇常に適応
することを余儀なくされている。特に、アーティストの移動をベースに成り⽴つアーティスト・イン・
レジデンスは、国境を超える移動が規制されるなか、それでもアーティストの表現活動を⽀援し続け
るために異なる⽅法論を模索している。報告会では、3 組のアーティストが、それぞれの拠点から約３
ヶ⽉にわたってリモートでおこなったリサーチの成果を国内外に向けて発表した。 
 
関連トーク「移動とアイデンティティをめぐって」 ゲスト：荒⽊悠（アーティスト）、⼩野正嗣（作家） 

海外 2 組はオンライン参加、国内 1 組はアーカススタジオから参加 

撮影：加藤甫 オンライン・レジデンスの利点  
・住居費や渡航費がかからない。 
・アーティストによるリサーチのためのオンライン・インタビュー（研究者、専⾨家など）

では、地理的な条件による制限がなくなり、アレンジも対⾯の場合より⽐較的融通が効く。 
・オンライン期間を、実際の滞在前に準備をするためのリサーチ期間と捉えれば、プロジェ

クトに厚みをもたせることができる。 
・オンラインのイベントで新規の観客や協⼒者を獲得することができた。 

課題 
[リサーチ] 
・アーティストがリサーチの際に得られる情報に限りがある。 
・異なる環境に⾝を置く従来の AIR において、アーティストがどれほど多くの情報を

⽇々吸収していたかを思い知った。リモートではそれが得られない。 
[コミュニケーション] 

・参加アーティスト同⼠の交流が⽣まれにくい。 
・スタッフとのコミュニケーションにおいても常に⽬的やゴールのある議論になりが

ちで、⽇常的な会話から⾃然に相互理解を深めることや、アイディアを育てていく
ことは難しかった。 

・アーティストとボランティア・サポーターとの関係は従来よりもかなり希薄だった。 
 

⼯夫点 
・従来⾏っている定期的なアーカススタッフとのチュートリアルと、キュレーター・ヴィジット（外

部 2 名のキュレーターとの⾯会）をオンラインでも実施。アーティストはアーカスのほか、外部
キュレーターの第三者としての視点からのアドバイスを受けることができた。 

・⼀般公開のオンライン同時配信イベントを⾏ったことで従来よりも広い範囲の⼈にリーチした。 

今後の可能性 
・来年度は海外団体との交換 AIR を、オンライン上の専⽤プラット
フォームで⾏う。制作過程から発表までをそのプラットフォーム
で共有し、公開する予定。両国参加アーティスト/キュレーターら
の制作過程での情報交換や協働の可能性探る。 

コロナ禍 AIR における困難な点 
・不確実性を許容できる体制が確保できない。 

あらゆる可能性を想定した複数プランを作成し、かつその各プランを状況に応じて度々更新
しなければならなかったことで業務量が増えたが、事務局（茨城県）はコロナで⼈員配置が
変更し担当課の⼈員が減少。 

・アーティストから複数パターンのプログラム形態・期間に対する合意を得る必要があり、アー
ティストにとっても負担となる。 

 
・様々な拠点にいるアーティストたちの時差に合わせてミーティングやイベント時間を調整す



2020-2021冬季に、7つのAIRプログラムを実施しました。そのうち5つは⽂化庁の⽀援により実現しました。
海外拠点のアーティストを招聘した2つのプログラムは、リモートでのコミュニケーションによってオンラ
インで、そのほか⽇本のアーティストが参加したプログラムは、さっぽろ天神⼭アートスタジオに滞在した
り、しなかったりと、オンラインとオフラインの混合タイプによる運営を実験的におこないました。

さっぽろ天
神⼭アート
スタジオ
AISプラン
ニング

tenjinyamastudio.jp
プログラムの詳細・リポート、アーカイブはこちら︕



なかなかたどりつかないけど
北海道札幌までの移動にフライトをつかわない。3⽇もあれば地球
のどこからでもアーティストが札幌にたどりつく現在の移動⾏程を
60⽇と30⽇に引き延ばしてやってみる。滞在制作はインスタント
には成⽴しないのじゃないか︖ある地域に向かうこと、そこで得た
なにかで作品やプロジェクトをつくることってなんだろう︖

会いたい人に会うために歩いた

移動のために壊れた車を動かした

紙飛行機を投げ続けた

ちかづくために会える人に会った

雪の上に残された動物の、他の誰かの足跡の上を
もう一度歩いた。誰かの、わたしの家にたどりつくために
heading homes/ Ishu Han

厳格な自主隔離期間をして入国した

ネット空間に新しい世界
世界を創ろうとしている

これまでと同じように、なんとかしてアーティストと信頼関係を
つくりたかった。そのためにいろんな⽅法を試した。AIR拠点として、
これまでと変わることなくアーティストの次の⼀歩につなげようとした。



Saison Artist in Residence

2020



2020年度事業概要

 セゾン・アーティスト・イン・レジデンスでは、2020年度に以下の４つのオ
ンライン・アーティスト・イン・レジデンス事業を実施している。

1. Museum of Human E-Motions

2. Open Forest Launch

3. Visiting Fellows Online

4. Online Research Residency

 Museum of Human E-Motionsはコンテンポラリーダンスを中心に５ヶ国
の劇場、ダンスハウス、フェスティバル、文化機関が提携して実施して
いる事業。これまでは提携機関が選定したアーティストが各国のレジデ
ンスを巡る形式で事業を実施していたが、2020年度は、提携機関が主
催する5つのデジタル・レジデンシーを巡る試みを行った。

 Open Forest LaunchやVisiting Fellows Onlineでは、海外のアーティス
トの拠点と当財団の森下スタジオを接続し、リモート環境でのリサーチや
クリエーションを支援。オープンスタジオやトーク等を実施した。

 Online Research Residencyは、コロナ禍でアーティストの活動にブレー
キがかかっている状況を背景に、アーティストの創作活動を後押しする
意図で企画。国際的に活動する6名のアーティストが、それぞれのリ
サーチやクリエーションを実施し、そのプロセスの共有を行っている。公
開プログラムとしてオンライン・ワークショップを実施。25ヶ国の国や地域
から延べ人数100名以上の参加があった。



詳細情報は以下のリンクからご覧いただけます。
・事業概要 http://www.saison.or.jp/r_morishita/2020/MoHE2020_gaiyo.pdf
・記録映像 https://www.youtube.com/watch?v=3ZkHTAjd-Q0

Museum of

Human

E-Motions

オンライン/森下スタジオ

実施期間

2020年9月14日-
2020年12月14日

成果発表

2020年12月14日

 Museum of Human E-Motionsは2019年にスタートしたダンスのアー
ティスト・イン・レジデンス交流事業。身体表現を通じて人間の「感情」に
ついて考え、アーカイブする試み。

 昨今の社会環境の変化を受け、旅を通じた新しい人や場との出会い、
体験の共有が困難となる中で、どのようにアーティスト・イン・レジデンス
を実践できるのかという問いをもとに、これまでとは異なる環境下でのダ
ンス、そのクリエーションのあり方について、デジタル空間で探求した。

 文化や歴史的な背景が異なる5名のアーティストが、各提携機関がホ
ストするデジタル・レジデンシーを巡り、その成果を発表した。

 参加アーティスト

敷地 理
［日本］
振付家・ダンサー

ジャコモ・チットン
［イタリア］
振付家・ダンサー

サラ・シャオ
［香港］
ダンス・アーティスト

フアッド・ブスフ
［フランス］
振付家・ダンサー

リュウ・イェンチェン
［台湾］
振付家・パフォーマー

写真上：グループセッション
写真下：敷地理『Juicy』（成果発表）

http://www.saison.or.jp/r_morishita/2020/MoHE2020_gaiyo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3ZkHTAjd-Q0


Open 

Forest 

Launch

オンライン/森下スタジオ

実施期間

2020年10月15日-
2020年11月2日

オープンスタジオ

2020年10月31日

 アート・コレクティブMapped to the closest addressと共同し、東京とベ
ルリンでのアート活動をつなぐデジタル・レジデンシー、「オープン・フォレ
スト・ローンチ」を実施。

 「オープン・フォレスト・ローンチ」では、非人間の視点から時間を知覚す
る可能性を探るべく、バクテリアからアボカドの木にいたるまでの様々な
生物、それらが生息する生態系と風景を、東京とベルリンで並行して探
索・観察。東京とベルリンの連絡はファックスというアナログな手法で
行ったほか、Instagramも活用。パフォーマンスの制作プロセスをデジタ
ル・アーカイブと映像アーカイブとして記録し、公開。

 参加アーティスト

詳細情報は以下のリンクからご覧いただけます。
・事業概要 http://www.saison.or.jp/r_morishita/2020/Mapped.pdf
・Instagram https://www.instagram.com/saison_air/
・記録映像 https://vimeo.com/493305542

東京：吉田駿太朗、前野真榛（振付家・ダンサー）
ベルリン：アレックス・ヴィテリ（ダンス研究者、パフォーマンス作家）
カタリーナ・フェルナンデス（照明・音響デザイナー）

写真：オープンスタジオ（森下スタジオ）

http://www.saison.or.jp/r_morishita/2020/Mapped.pdf
https://www.instagram.com/saison_air/
https://vimeo.com/493305542


Visiting 

Fellows

Online

オンライン

実施期間

2020年9月22日-
2020年11月15日

アーティスト・トーク

2020年11月15日

 「セゾン・アーティスト・イン・レジデンス、ヴィジティング・フェロー」の一環
として、カナダを拠点に活動する作家、演出家、女優のマリー・ブラッ
サールの新作、『Violence』のクリエーションを支援。

 2020年4月に来日を予定していたが、新型コロナの影響で中止。その
代替案として、モントリオールと森下スタジオの稽古場をオンラインで接
続するレジデンスを実施。日本側からは振付家として奥野美和、俳優と
して竹中香子、ドラマトゥルクとして長谷川億名が参加。

 アーティスト・トークでは、子どもの何気ない言葉から想像力について考
え、しばしば目に見えないかたちで私たちに迫る狡猾な暴力を出発点と
する、新作『Violence』の構想とともに、オンラインでのクリエーションのプ
ロセスと今後の展開を共有した。

 参加アーティスト

マリー・ブラッサールMarie Brassard

作家、演出家、俳優。2001年、デビュー作『ジミー』を現在のフェスティバル・トランスアメリークであるアメリーク演劇祭
で発表。その作品の成功がきっかけとなり、自身のプロダクション “Infrarouge”を創設して、本格的に単独名義の活動

を始める。多様なジャンルのアーティストと共同で創作を行い、熟練した演技力とともに、革新的な映像や照明、サウ
ンドを特徴とする幻想的な舞台作品を創り出している。

詳細情報は以下のリンクからご覧いただけます。
・事業概要 http://www.saison.or.jp/r_morishita/2020/Marie_ArtistTalk.pdf
・記録映像 https://www.youtube.com/watch?v=Db1ELr5Ibdw

http://www.saison.or.jp/r_morishita/2020/Marie_ArtistTalk.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Db1ELr5Ibdw


Online

Research

Residency

オンライン

実施期間

2021年1月13日-
2021年3月25日

成果発表

2021年3月24日
2021年3月25日

 ダンスやパフォーマンス分野で活動する国内外のアーティストを対象に、
創作を見据えたリサーチを支援するプログラム。アーティストとしての創
作活動の領域を広げ、国内外で活動するアーティストとのつながりを深
める機会を提供。

 参加アーティストは自身のリサーチと並行し、そのリサーチのプロセスを
他の参加アーティストとオンラインでシェアするグループセッションに参
加。期間中、アーティスト独自のダンスの実践やメソッド、リサーチのアイ
デアや方法論をシェアするオンライン・ワークショップや成果発表を開催。

 参加アーティスト

クリスティン・ブリニーニャ
［ラトビア］
ダンサー、振付家

ハラサオリ
［日本／ドイツ］
パフォーマンス・アーティスト

エイドリアン・ハート
［英国］
芸術監督、振付家

神村恵
［日本］
振付家、ダンサー

アチャイエ・ケルネン
［ウガンダ］
振付家

デクラン・ウィテカー
［アイルランド／スイス］
振付家、ダンサー

詳細情報は以下のリンクからご覧いただけます。
・事業概要 http://www.saison.or.jp/r_morishita/2020/ORR_outline_J.pdf
・WS概要 http://www.saison.or.jp/r_morishita/2020/ORR_WSoutline_J.pdf

写真：オンラインワークショップ

http://www.saison.or.jp/r_morishita/2020/ORR_outline_J.pdf
http://www.saison.or.jp/r_morishita/2020/ORR_WSoutline_J.pdf


一般社団法人 佐渡国際芸術推進機構



佐渡島アーティスト・イン・レジデンス 2020

参加アーティスト 活動・プロセス

　『さどの島銀河芸術祭』構想のコアの一つとなる活動です。新進芸術家の育成と芸術文化振興を目的とし佐渡の自
然や地域の歴史、伝統芸能、民俗、生活文化などの現状を知り、さまざまな人々に出会うことにより、アーティスト
と地域の人々に交流が生まれ、国内外の芸術家や観客等との双方向の国際文化交流が継続的に行われることを創出し
ます。本年度の取り組みは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、作家の来日、来島が不可能なため、オン
ラインでのリサーチと来年度の作品制作に向けた事業を行います。

Aleksandra Nowysz
（写真・ポーランド）

　本年度の取り組みは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響に
より、作家の来日、来島が不可能なため、オンラインでのリサー
チと作家を交えたシンポジウム、来年度の作品制作に向けたミー
テシングを複数回にわたり行った。

Ethan Estess
（インスタレーション・
米国）



工夫や改善点

アーティストの声

新しい発見、次年度への思い

　新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、作家の来日、来島が不可能なため、オンラインでのリサーチと来年
度の作品制作に向けた事業を行った。リハーサルを行った上で、オンラインミーティングを行っているが、毎回音声
接続等の不具合が起こるため、改善点としては、原因の把握と動画配信のノウハウをさらに取得するなどに注力した
い。

　移動制限がある中、本来であればお互いの土地で、リアルに感じ、滞在・制作ができることが理想だが、Zoom な
どのオンラインミーティングは、離れていてもすぐに繋がれるので、移動制限解除後もツールとして使用するのはよ
いのではないか。

　移動制限が AIR にもたらした 課題としては、やはり実際にその場所に滞在・製作できないため、オンラインだけ
であると AIR としての価値をもたらすことが難しい。他方、可能性として感じたことは、移動制限前はメールベー
スでのやり取りが主だったが、インターネット回線を使用した映像や資料のやり取りがリアルタイムで行えることに
は可能性を感じた。



大京都 2020 in 亀岡：移動する有体
構想報告展

京都府では、アーティストが地域に滞在し創作活動を行うことで地域住民に幅広い文化芸術に触れる機

会を提供し、地域の活性化へと繋げる取り組みとしてアーティスト•イン•レジデンス事業を実施していま

す。亀岡市では、2018年度に短期滞在しながら、各自が設定したテーマに沿って地域の風土や歴史

等を調査し、そこでの発見を活かしたアートプロジェクトや作品プランの構想を作成し、次年度の実現を

目指す「京都 :Re-Search 2018 in 亀岡」を行いました。そのリサーチをもとに、アーティストが地域の新

しいアートドキュメント（＝記録）を作成する芸術祭『大京都 2020 in 亀岡：移動する有体』を2020年3

月に開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い中止となりました。

そこで、展覧会の構想をまとめた映像と亀岡で滞在制作された作品の一部を、2月26日（金）から28日（日）

まで JR亀岡駅北口「かめきたサンガ広場」にて展示します。レジデンスアーティストたちと、展覧会ディ

レクション／ゲストアーティストの目 [mé]が、どんな作品を作り、どのように発表しようとしていたのか。こ

こにある断片から全体像を想像しつつ楽しんでください。

移動する有体
私たちはこの世界を常に移動している。椅子に座っている時も、寝ている間も、留まることなく私という

微細な有機物は、さっきまでいた位置から次の位置へと移動をし続けている。場所の本来性というもの

もこれと同じように、歴史的着眼地点とはどこか無縁なまでに、どこからかやってきてまたこの地を去って

行く。そんな、どこか引き裂かれてしまいそうな過ぎ去って行く行為と引き換えに「みる」という行為はある。

移動する導線の中で、この地や環境をこうでなくてもよかったはずの生 し々い結果として受け入れてみた

い。アーティストたちは、既存の本来性にとらわれることなく、この拮抗の空間を渡ってきた。ともすれば

何事にも成らなずに消えてしまうリアリティの中で「逆さの必然」として、この場所をみることができたらと

思う。

目 [mé]（現代アートチーム）
展覧会ディレクション／ゲストアーティスト

参加アーティスト

身体0ベース運用法／小野 峰靖／上岡 安里／上川 桂南恵／倉科 明尚／武田 萌花／中谷 優希

主催＝京都：Re-Search実行委員会（京都府、亀岡市ほか）

問合せ先

京都：Re-Search実行委員会 事務局

〒602-8570 京都市上京区 下立売通新町西入薮ノ内町 京都府文化スポーツ部文化芸術課内

電話番号 075-414-4279

Eメール bungei@pref.kyoto.lg.jp

2/26　27　28　10:00-17:00金 日土

京都府アーティスト・イン・レジデンス事業・展覧会

ゆ う た い

京都 : Re-search 実行委員会

京都府南丹広域振興局　
地域アートマネージャー　宮下忠也



2019.03

作品構想のための

リサーチ
2週間のレジデンス

滞在制作
２ヶ月のレジデンス

展覧会
滞在制作の成果の発表

＊実現しなかった展覧会に
ついて、展示されるはず
だった作品の一部やアー
ティストのインタビュー映
像などで報告する小規模な

展覧会を実施

新型コロナ感染症
拡大のため延期、
その後中止

2021.022020. 032019.09／ 2020.02

構想報告展

京都府アーティスト・イン・レジデンス事業・展覧会
大京都 2020 in 亀岡：移動する有体 

展覧会ディレクション／ゲストアーティスト
目 [mé]（現代アートチーム）

参加アーティスト
身体0ベース運用法（安藤隆一郎）／小野 峰靖／上岡 安里／
上川 桂南恵／倉科 明尚／武田 萌花／中谷 優希



本取り組みの特色
展覧会ディレクションを現代アートチームの目 [mé]が担当。参加アーティストにあえて実績のないメンバーを選び、従来
のアーティスト・イン・レジデンスとは異なる、AIRの枠組を拡張するような取り組みを目指した。

→目としては、本事業によって AIRの問題点や限界をあぶり出すという意図があったが、その目論み通り問題点や課題
点が露わになった。

コロナの影響
展覧会は発表形態が非常に特殊だったために、新型コロナの影響をモロに受け延期となった。その後も事業の継続を模
索したが、実施予定の形態での発表が難しく断念。「構想報告」展をおこない、締めくくることになった。

→一度中断した後に、規模を縮小しての発表という事で、参加アーティストのモチベーションにかなりの差異が生じた。
もともと実力差のあるバラエティに富んだメンバー構成だったこともあり、アウトプットのクオリティに大きな差が出ること
になった。

→東京から亀岡に来るメンバーの中には、感染者数の多い地域の人間が少ない地域に入って行くことに精神的なプレッ
シャーを感じている者もいた。

→締めくくりの発表について、展覧会としての体裁を整える事はやめ、「実はこんなことをしようとしていたんです」とい
う報告に振り切ったことには、コロナ下での表現の可能性をわずかながら感じることができた。

約1年の中断期間の間に、地域の協力者や団体にコロナの甚大な影響が出ていることを感じた。また、緊急事態宣言下
での展覧会の実施だったため、京都府として積極的に広報を展開できず地域への周知が圧倒的に欠けていた。

→協力団体が廃業の危機に！

→多くの関係者、協力者に報告展を見てもらうことができなかった。（そもそも、多くの人にナマで見てもらうことを目的
としていなかったのだが…。報告展の内容は、近日中に「大京都2020 in 亀岡：移動する有体　構想記録」として
WEBで公開予定。）





●「黄金町バザール 2020」国際アーティスト・イン・レジデンスプログラム

●実施内容

「黄金町バザール」は、アーティスト・イン・レジデンスを前提とした、まちを舞台として展開する現代アートの展覧会で
ある。2020 年は「アーティストとコミュニティ」をテーマとし、リモート制作・滞在制作とその成果展に加え、海外協力
団体とのアーティスト交換プログラム、AIR マネージャー・インターン・イン・レジデンス、セミナープログラムを実施した。

▪移動を伴わないリモート制作と、移動を伴う滞在制作、両者を組み合わせた成果展示
▪オンラインレクチャーによるインターンプログラム
▪オンラインセミナープログラム

▲アルフィア・ラッディニ /作品展示の様子 ▲ラルフ・ルムブレス /ワークショップの様子

▲インターン /レクチャーの様子 ▲セミナー /配信の様子

▲RL+NM / ワークショップの様子



●参加アーティスト

●工夫と課題

第 1部｜黄金町長期レジデンスアーティスト 42 組
第 2部｜山田悠（日本）
　　　　ラルフ・ルムブレス（フィリピン）
　　　　安田葉（日本）
　　　　ホアン・グッガー（アルゼンチン）
　　　　藤田淑子（日本）
　　　　トン・ウェンミン（中国）
　　　　カオ・ツネヨシ（マレーシア）
　　　　アルフィア・ラッディニ（インドネシア）
　　　　RL+NM（マレーシア）

▪海外アーティストの招聘（7～9月予定）　→　移動を伴わないリモート制作へ（プラン変更し、9月より制作を開始）
アーティスト決定時（5月）よりリモート制作の可能性について協議していたため、辞退者は出なかった。プランを送ってもらい、
黄金町のアーティストが制作をする協働スタイルを検討したが、関係性構築の時間がなく、実現しなかった。
▪滞在生活におけるアーティスト同士、地域住民との交流　→　オンライン交流グループの結成
アーティストと担当スタッフだけの関係に終わらぬよう、少人数のグループを複数結成し、オンラインで交流を図った。
初対面同士の交流のため、事務局のファシリテーションによる部分が大きく、自然発生的な交流は期待できなかった。
→次年度に向けて
移動を伴う活動に近づけるための手段ではなく、ICT の特徴とアートの親和性を検証した上で、ICT を活用し、より効果的な手
段となるよう工夫したい。

※滞在制作

※滞在制作

※滞在制作

※滞在制作

※プランを変更し、リモート制作

※プランを変更し、リモート制作

※プランを変更し、リモート制作

※プランを変更し、リモート制作

※プランを変更し、滞在制作

※プランを変更し、リモート制作

▲上：ホアン・グッガーは、当初のプランを大幅に
変更して作品制作を行った。下：オンライン交流の
様子。



なつかしい未来創造株式会社	
アーティスト・イン・レジデンス事業	
KESEN	AIR	2020

h,ps://kesenair.com/ 



気仙ーくらしとアート 

招聘アーティスト｜小牟田悠介（日本）、山田悠（日本）、	

　　　　　　　　　アイガルス・ビクシェ（ラトビア）、ハイメ・パセナⅡ（フィリピン）	

プログラム期間　｜2020年7月1日ー2021年3月31日　＊期間内30日の活動を目安	

開催場所　　　　｜岩手県気仙エリア広域（大船渡市、陸前高田市、住田町）	

制作プロセス　　｜共同ディレクター（エリアマネジメント）2名、コーディネーター4名を配置	

　　　　　　　　　現地主導によるICT活用リサーチと、定期的ミーティングを実施	

交流・成果発表　｜オンラインを活用したワークショップ、オープンスタジオ、成果発表を実施	

▶︎	2021年1月13日（水）・20日（水）｜交流ワークショップ	

　小牟田悠介《遠隔のアザフ》｜岩手県立高田高校3年生「美術」授業	

▶︎2021年1月30日（土）｜オープンスタジオ｜	

　Zoom＋youtubeライブ｜パブリックビューイング＠陸前高田発酵パーク	CAMOCY	

▶︎2021年2月20日（土）・21日（日）｜報告会「AIR	KASAKOSHI」｜Zoom＋youtubeライブ	

　▷DAY	1	｜Part	1：プレゼンテーション｜小牟田悠介、アイガルス・ビクシェ、ハイメ・パセナⅡ	

																									Part	2：歴代AIR参加アーティスト、リサーチャー等を招き、パンデミック下の創作	

　　　　　　　　　活動について情報共有、意見交換を行った。	

　▷DAY	2	｜Part	1：山田悠によるプレゼンテーション＆陸前高田オンラインピクニック	

																									Part	2：Y-AIRマニラケース2019年プロジェクト報告会＆ディスカッション	

KESEN AIR 2020 



ICT活用における工夫｜	

•  パンデミック下となる以前から、エリアマネジメントの準備をしていたこと、
また本プログラムの最も重要な特徴として、複数年にわたって関わるアーティ
ストを対象に招へいしてきたという経緯から、アーティストとの信頼関係はも
とより、地域におけるコーディネーターの日頃の関係性が構築されていたこと
により、ICTでの活動は大変有意義なものとなった。	

ICT活用の成果｜	

•  活動を中止、延期せずにリサーチ、創作活動、交流が実現できたことが最大
の成果、利点	

•  滞在期間にとらわれない個々のアーティストへの丁寧なリサーチが可能	

ICTの課題｜	

•  フィジカルなAIRとは別物と捉えなければ、アーティスト、運営者の相互の目
的、成果は揺らいでしまう。（その点で、当AIRではお互いの信頼の上に成り
立ち、実施できた）	

•  滞在期間にとらわれないことで、アーティストの希望、要望が限りなく膨ら
んでいき、終わりがない！（良い点でもある！） 

KESEN AIR 2020 

アーティストの声｜	

•  初めて日本に滞在してから10年。これまでの経験からの日本、特に東北の文
化への理解、震災の記憶を巡るような映画作品を構想をしている。よく知っ
ているはずのこの場所について、改めてロケーションを確認し、脚本のブ
ラッシュアップ、豊かなイメージづくりへの展開を可能にした。（パセナ）	

•  見たいものを自由に見て、話を聞きたい人のところに行くという、アーティ
ストにとっての自然な表現の始まりを行動に移せず、手も足も出ないという
状況の中、地元の人々の「それでも祭りを止めない」という心意気が頼もし
く、ワクワクしながら活動を継続することができた。（小牟田）	

•  ステイホームの時間を過ごすことを余儀なくされた時、相互の関係を閉ざす
ことなく行われたこのプロジェクトに参加できたことを、本当に嬉しく思っ
ている。仮想的「窓」を通して、ラトビアと日本（気仙）をつなぐパブリッ
クアートの構想を提案した。近い将来、実現させたい。（ビクシェ）	

•  地域の空き家や古民家と人々のくらしをリサーチし、その記憶を残すさ作品
を構想した。インタビューをさせていただく方の御宅に伺うための道程、移
動の時間も含めてICTを通じて体験・共有することが、豊かなインスピレー
ションにつながった。（山田）	

共同ディレクター＆コーディネーターより｜ 

•  一度も実際に会えないものの、何度もミーティングを重ねることで信頼が深
まり、いつも通り日常を過ごしているこの場所を大切に思ってくれる人がい
ることの存在、地域の価値を再発見できた。 

•  地域の資源や課題をもとに創作すること、このまちの10年の歩みの中で生ま
れた軋轢や難しさを糧とする表現のあり方を知り、視点を得た。	

•  オンラインはオフラインの代わりではない。まだ言語化はできないけれども、
確かに手応えはあった。ここで得た成果や手応えを、今後、周囲に伝えてい
くことが次のステップだと思う。	



NPO  S-AIR

「集合のダイアログ」

S-AIR Exchange Programme 2020



オンライン参加型フォーラム 「集合のダイアログ」

＊国内外の共同アトリエなどをつないだフォーラム

• 第⼀部 2021年1月8日（金）

• ▼モーガン・クエインタンス
（S-AIRレジデント・アーティ
スト、ライター）

• ▼リョン・チーウォー（アー
ティスト）

• ▼川久保ジョイ（アーティス
ト／art for all）

• 第⼆部 2021年1月9日（土）

• ▼EIGHT - critical institute for arts 
and politics（ギリシャ・アテネ
市）

• ヴァシリス・ノウラス＆コス
タス・ツィムリス

• ▼Super Open Studio（神奈川県
相模原市）⼭根⼀晃、⽔上愛
美、⼩⼭維⼦

• ▼なえぼのアートスタジオ
（北海道札幌市）⼭本雄基ほ
か

• ゲスト・モデレーター 加藤
慶（アートラボはしもと）

・オンラインを活用し、リアルタイムだけでなく、オンデマンド
の映像も製作した。
・オンラインを活用し、海外の優れた通訳を確保できた。



②メディアと民の声

交流先：Troy House Art Foundation（イギリス）

レジデント・エクスチェンジ・プログラム 2020年11月〜現在も継続中

①歴史・文化・資源を通じ地域を考える
交流先：Human and Soil（スウェーデン）

訪れたことのない土地の人々から送られた映像を編集し
て製作したドキュメンタリー

・オンライン化が進んだ大学の授業とも協働。

サーミ族習慣の編み物をしながらの井戸端会議WSで

キーワードを拾い、それをヒントにダンスを製作中

・オンライン発表会で、“荒らし”に会い中断。
発表の代替案を検討中。



アーツ前橋
（アートによる文化交流推進実行委員会）



プログラム名：《 インビジブル・ファクトリーズ》

参加アーティスト：キム・ジェミニ／ KIM Gemini

1975年生まれ。韓国を拠点に活動。 2009年チェルシー・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン（ロンドン藝術大学） , 
ファインアート修士課程修了。近年の主な個展に、「 What do the deer eat?」（2018年、京畿近代美術館／安山、韓
国）、2016年「Sisters Act Korea」（2016年、ウリ美術館／仁川、韓国）など。 2019年アーツ前橋滞在制作事業にて前
橋に滞在。

新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた韓国・台湾の施設との交換プログラムが実施できなくなったため、前
年度交換プログラムで招聘したアーティストのキム・ジェミニと日韓の両国で展開するプロジェクトを実施した。前年度滞在を
行った際、地域に残る工場や風景を目にしたことから、地域に残る／消えた工場の跡地をリサーチし、アーカイブ・映像撮影
を行うプロジェクトに発展した。日本と韓国の両国で同様のリサーチを行うことで、産業の変化や時代の変化、戦争や植民地
主義の影響についても考察を広げることのできるプロジェクトとなった。

活動

9月　　  企画検討開始
11月　　資料調査　
12月　　地域調査
1月　      印刷物等制作開始
2月　　  両国にて映像撮影
3月末　  印刷物配布、ウェブサイト公開



【工夫・成果】

・前年度滞在制作を行ったアーティストであることから、十分な関係性が構築できていたことで、事業の実施
にあたっては遠隔であっても大きな問題は起きなかった。

・通常の滞在制作においては、滞在地でのリサーチがベースとなるため、滞在場所での調査が色濃く作品及
び、リサーチに反映されがちであるが、今回遠隔で両国同時に進めることで、調査から実際の制作の過程の
中で互いに影響のある意見交換ができ、双方向的と言える作品が生まれた。

【課題】

・変更プログラムを考えるにあたり、交流プログラムをベースとしていることからアーティストの選択肢が狭
かったと感じた。

・招聘を予定していたアーティストとの遠隔でのプログラムを検討したが、招聘と派遣を双方で互いに負担す
るため、交流先の支援体制がこちらの条件と合致しない限り、公平な支援ができないことが課題であった。

・AIRの実施にあたっては、招聘と同様に派遣のアーティストへの支援も重要と考えるため、延期という判断を
取ったが、AIRの開催時期が見通せない中でどのような支援が可能か考える必要がある。



山形ドキュメンタリー道場



居住地

首都圏

居住地

ジャカルタ

居住地

バンコク

アジアのドキュメンタリー
作家5名が　各自制作中
の映像企画に取り組む

30日間
講師と日本の制作者が
短期ワークショップ参加

オンラインでつながり
ながら切磋琢磨



WEEK１ WEEK２ WEEK３ WEEK４

◇　SHARING YAWNS 　◇　平日毎朝30分のおしゃべり

◆　MOVIE NIGHTS 　◆　毎週木曜の夜に参考映画の上映＆関係者とトーク　

◇　PROGRESS MEETINGS　◇　毎週金曜の午後に進行状況を共有するミーティング

ワーク
ショップ

　　　　　　　　　　 山形県肘折温泉　/　湯治場ラジオ出演、女地蔵講のご詠歌録 
　　　　　　　　　　　　チェンマイ　/　ミャンマー支援 民主化デモ参加　公害問題
　　　　　　　　　　　　バリ島　/　聴覚障碍者の手話の会と交流

監督
編集
者

映像
作家

映画
祭

上映
者

地域で
上映会

　
オ
ン
ラ
イ
ン
報
告
会

地域活動が
コロナ感染予防の

ため限定的

各国のアドバ
イザーたち

集　中　作　業



NARITA



町民プールをまるごと現代アートの美術館に
ART POOL PROJECT 
参加アーティスト 原田 郁、オダユウジ、田村久美子、シムラユウスケ 

BEFORE

2020 年度実施プログラム

AFTER
施工前の町民プール

アートプールの制作後
WORKSHOP

アーティストと協働制作風景

協力：アートフロントギャラリー　　共催　栄町



2020 年度の AIR の取り組み コロナ感染拡大により当初予定していた取り組みの中止、プログラムの変更となった
2021 年は多くの AIR 団体や、海外の AIR、美術館、地域との連携を生かしていく。

中止　＜変更プログラムで実施＞
・成田空港圏初の国際芸術祭「ふわりの森 ART PARADE」の中止
立ち上げから７年目を迎え、これまでのアート作品やアーカイブを軸にふわりの森が主体となり、成田空港圏で初の芸術祭を開催
し、空港都市に現代アートのあるエリアを確立させるために実施予定だった
日本への入国も制限される中で中止と決断し、延期を選択

・ふわりの森アーティスト・イン・レジデンス 2020 の中止と変更
これまで空港がある都市の特色を生かし海外アーティストを中心に招聘してきた AIR も入国制限のため中止と決断。
２０２０年の AIR は国内組に変更し、４名のアーティストでプログラムを実施。
今回は緊急事態宣言発令で集団行為が行えず、ワークショップなどに制限がかかってしまったが実施することが出来成果をあげた。

実施　＜変更プログラムで行った成果＞
・自治体と協働し、パブリックアートを制作 　（AIR 国内組の活動）
千葉県印旛郡に位置する栄町と協働し、町民プールをまるごと現代アートの美術館にするアートプールプロジェクトを実施。
町経由で助成金を得ることで実施。町の中に鮮やかな現代アートが誕生し注目を集めている。
AIR の活動において社会とアーティストの関わりを強くし、コロナ禍で創造活動の場を広げていくこととなり、今回の取り組みで
AIR、アーティストの制作への賛同・理解をより大きなものへと変えることができたと感じています。

・イオンモールとの大規模なアートコラボレーション
千葉県を拠点にするイオンとの大規模なアートコラボを実施することができ、企業とのコラボレーションの成果を大きくあげられた。
企業案件も増えて、今後の AIR アーティストの活動の広がりを得ることができた。



ゆいぽーと
新潟市芸術創造村・国際青少年センター

ゆいぽーと
新潟市芸術創造村・国際青少年センター



自主活動プログラム2020夏季 招聘プログラム 2 0 2 0秋季

千葉麻十佳（北海道在住）

自主活動プログラム2020冬季

杉原信幸×中村綾花（長野県在住） 末松由華利（埼玉県在住）

雨宮由夏（東京都在住）蓮輪康人（東京都在住）Ichiko Funai（フランス在住※当時）

令和2年度 アーティスト・イン・レジデンス事業

＜招聘プログラム2020春季＞クレア・ヒーリー&ショーン・コーデイロ（オーストラリア）、李和晋（東京）
＜自主活動プログラム2020夏季＞ウフィティア・サガポルテーレ（サモア）＜招聘プログラム2020秋季＞イレム・トク（トルコ）

７月 ⇀ ８月 ９月 ⇀ １１月 １月 ⇀ ２月

令和３年度へ延期



・募集や選定のときに招聘予定時期の感染状況を予測できず、その都度対応を検討する必要がある。

・特に国外アーティストは、渡航制限の影響でいつ招聘を再開できるか見通しが立てられない。

・取材や市民交流事業は実施時期や市民との接触について制限を設けるなど十分な対策を取りながら実施できたが、特に自主活動プ

ログラムは滞在期間が１ヶ月以内の短期間ということもあり、市民とのコミュニケーションの機会が減少していたと感じた。

➡こうした状況下でもAIRアーティストを支援するボランティアが新しく立ち上がり、より深い関係性が生まれた場面もあった。

・市民からの偏見・反発があるのではと考えると、十分な対策を取っていたとしても大々的に広報しづらかった。

・感染症に対する認識や考えが個人レベルで異なるため、対策について運営者・関係者間で十分に協議する必要がある。

・オンラインでの実施も検討したが、アーティストが希望しなかったこと、当館では地域振興や市民交流を主目的としてAIRを運営し

ているため、導入には至らなかった。

➡形式が決まっていないAIRだからこそ、事業の目的に合わせてオン／オフを組み合わせたAIRを展開できるのではと感じた。

コロナ禍でのAIR事業の実施（変更点など）

移動制限がAIRにもたらした課題・可能性として感じたこと

・毎年四季（春・夏・秋・冬）ごとに招聘プログラム（長期）と自主活動プログラム（短期）を交互に行っているゆいぽーとでは、

感染拡大初期の「招聘プログラム2020春季」の参加アーティスト2組は次年度へ延期、夏以降の「自主活動プログラム2020夏季」と

「招聘プログラム2020秋季」は国外アーティストを次年度に延期し、国内アーティストを中心に、感染症拡大防止のためのガイドラ

イン等を遵守しながら従来どおりアーティストが施設に滞在しながら作品制作を行うかたちで実施した。

・緊急事態宣言対象地域からの来県となった「自主活動プログラム2021冬季」参加アーティストは、来県前後の2度のPCR検査や市民

交流事業を来県2週間以降に設定するなど、ガイドライン等+αの対策を講じた上で実施した。



京都府丹後広域振興局
地域アートマネージャー

甲斐少夜子

京都:Re-Search実行委員会



大京都芸術祭 2020 in 京丹後　風景泥棒2

ゲストアーティスト
SIDE CORE
参加アーティスト
石毛健太　高橋臨太郎　田中良佑　前谷開　鷲尾怜
地域クリエイター
DAISAK　NTsKi　川勝小遥

イベント　①オンライン配信トークイベント　キュレーターxアーティスト
　　　　　  https://www.youtube.com/watch?v=pPvQ9faFWjI&t=3185s

　　　　  ②展示バスツアー(土・日・祝日開催）　10名/日

2018年度「京都：Re-Search 2018 in 京丹後」 2週間の滞在リサーチ、 
2019年度「大京都 2019 in 京丹後」 約2ヶ月の滞在制作＋展覧会に引き続き３年目のプログラム

京都府アーティスト・イン・レジデンス事業

レジデンス期間　 2020年9月1日‒11月20日
展覧会開催日時　2020年10月23日（金）‒25日（日）|30日（金）‒11月3日（火・祝）| 
　　　　　　　　11月6日（金）‒8日（日）|13日（金）‒15日（日） 計14日間  10:00‒17:00　 　

会場　京丹後市内６ヶ所　吉村機業（株）旧織物工場 / 浅茂川区民会館 / にしがき網野店二階 /
　　　網野町ボーリング場跡地 / ガラシャ荘 /三津八幡神社芝居舞台 
 

鷲尾怜/網野町ボーリング場跡地 高橋臨太郎/三津八幡神社芝居舞台 前谷開/浅茂川区民会館

地域クリエイター/にしがき網野店二階

SIDE CORE/吉村機業（株）旧織物工場



コロナ禍における今年度プログラムの工夫点、影響など

◎都会からのゲストへの対応に関して、地域住民への説明の機会を設けた。

◎会場を広域にしたり、屋外にしたことで来場者の拡散を図った。

◎展示バスツアーは、乗車定員29名のところ、10名の定員にしてソーシャルディスタンスをとり実施した。

◎東京在住のアーティストの1人は、感染者が多い地域から現地入りし、地域住民へのリサーチや交流などの
　接触を懸念し、一時は参加を見合わせた。しかし、現地入り後は地域住民の穏やかな受け入れに伸びやかに
　リサーチ、制作活動を行った。

◎アーティストにはマスク装着と地域の方への挨拶を積極的にするように心がけてもらった。

◎自治体によってはコロナ禍でのアーティストの受入に難色を示され、滞在拠点を当初仮契約していた場所か
　ら変更することとなった。

◎地域のイベントは軒並み中止になっていた中、本プログラムが開催されることで地域のイベント開催の機会に
　つながった。　（浦島太鼓保存会の演奏）

まとめ

◎地域に感染者が少ないため、地域住民は都会からの来訪者へ懐疑的な印象を持っていたが、実際に近くに
　長期で滞在していると情も移り交流が深まった。

オンライントークイベント

浅茂川区文化祭と前谷開の合同展示

今年度プログラムの特色
◎３年目の取組として、1,2年目と継続して参加したアーティストに加え、新たに地域クリエイター3組が参加
　した。 会場を昨年度の１カ所から６カ所に拡大し、京丹後市内広域で開催した。
　

浦島太鼓保存会の演奏　



瀬戸国際セラミック＆ガラスアート
交流プログラム2020-2021

瀬戸市文化振興財団



2009　第 22 回新島国際ガラスアートフェスティバルスカラーシップ授与
2011　ピルチャックガラススクールで Pike Power の T.A.として参加
2013　南イリノイ大学に客員芸術家として滞在
2021　グループ展（東京）

2016　国際ガラス展・金沢 2016にて奨励賞受賞
2016　FOU Gallery にて個展（ニューヨーク）
2017, 19　アーティスト・イン・レジデンス愛知教育大学に参加
2018　上海ガラス博物館にて展覧会

瀬戸国際セラミック＆ガラスアート交流プログラム
「瀬戸国際セラミック＆ガラスアート交流プログラム」は、国外の優れた陶芸
家とガラス作家を招聘する “アーティスト・イン・レジデンス（芸術家の滞在
制作）プログラム” である。
瀬戸の長い陶芸の歴史とガラスの原材料 ( 硅砂 ) の産地である特質に、世界
で活躍する作家が加わることで、市民や瀬戸市および周辺地域で活動する作
家等との交流を深め、陶芸・ガラス芸術の新たな展開が生まれること、そし
て芸術的感性と国際感覚豊かな地域づくりを目指している。

招聘人数：２名（日本人作家１名・海外作家１名）
工　　房：瀬戸市新世紀工芸館内（ガラス・陶芸用の設備完備）
住　　居：工房外一般借り上げアパート
滞在期間：40～ 60日間
プログラム内容：
●海外作家と日本人作家の同時期滞在・制作
●市民交流（スライドショー、公開制作、ワークショップ）
●作品発表
●瀬戸市美術館への作品寄贈（2～ 3点）

ガラス作家

福西毅 [ 大阪府 ]
Fukunishi Takeshi

ガラス作家

杜蒙 [ 中国北京市 ]
Meng Du

今年度招へいアーティスト

今年度のレジデンスは、コロナウイルス感染症拡大の影響のため、移動を
伴うプログラムが困難となり、海外作家はオンラインでの招へいとなった。 

当初の計画からの変更点

●週一回程度のオンラインミーティングの開催
●海外作家に制作過程の撮影・記録の依頼
●公開制作の一部オンライン開催
（のちにイベント自体が中止となったため、動画を撮影し後日インターネットで公開）

●上記イベント中止に伴う動画の撮影・編集作業
●海外作家作品の国際輸送

一部オンラインでの実施



良かった点
・海外作家の作家の自国での制作環境が見られた。
・海外作家は使い慣れた工房での制作となり、作家自身スケジュー
ル管理がしやすい。
・コロナ禍においても、AIR 事業を継続することができる。
・コロナ禍においても、アーティストの支援を可能にした。

一部オンラインでの実施で良かった点と課題点
課題点
・海外作家の滞在制作ができず、地域・産地を知っていただ
くことができなかった。
・地域での交流ができなかった。
・海外作家のインスピレーションや制作材料に地域性が盛り込
まれない。
・時差やネット環境が安定しているかなど。

作品展示の様子 会場：瀬戸信用金庫アートギャラリー
会期：2021 年 2月20日ー 3月28日

・自分の作品や、制作過程を共有することができて良かった。
・オンライン AIR は、制限のあるなかでどのように制作に取
り組めばよいのかを考える貴重な機会だった。
・AIR があったことで、制作を続けられた。
・アーティストを支援するコミュニティーの存在を実感できた。

オンライン招へい作家　杜蒙氏の声



 

 

青森公立大学 国際芸術センター青森（ACAC） 
 

  



 

各アーティストの活動  

滞在制作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症による変更点 

会期：当初予定 6月 17日－9月 22日を、左記の 9月－12月に変更。 

参加方法：海外アーティストの参加をオンラインを活用した遠隔参加に変更。 

 

海外 AIR実施団体との連携方法： 

ZARYA CCA  招聘アーティスト、ウリヤナ・ポドコリトヴァはプレ参加とし

てオンラインでリサーチを実施。2021 年度以降、渡航制限が

解除されてから滞在制作を行う。派遣アーティストの佐藤朋子

も、2021年度以降、渡航制限が解除されてから派遣する。 

TAUTAI   招聘アーティスト、ジャスミン・トーゴ＝ブリスビーは 2020 年

度のプレ参加はせず、2021 年度以降、渡航制限解除後に滞

在制作を実施する。 

プログラム概要 

プログラム名：アーティスト・イン・レジデンスプログラム 2020  

OPEN CALL：CALL for OPEN 

プログラム期間：2020年 9月 16日（水）－12月 22日（火） 

参加アーティスト ※参加アーティストは全て公募によって選出された。 

滞在制作：神村恵、阪中隆文、野原万里絵   

遠隔参加：アメリ・ブビエ、アリシア・チツェル、サラ・ウアドゥ、ウリヤナ・ポドコリトヴァ

（ZARYA CCAの推薦による） 

海外派遣：佐藤朋子（ZARYA CCAへの派遣。2021年度以降に延期） 

海外連携先：ZARYA Center for Contemporary Art (ZARYA CCA)（招聘と派遣）、

TAUTAI Contemporary Pacific Arts and Trust（招聘、アーティストの

参加は 2021年度以降に延期） 

プログラムウェブサイト：http://www.acac-aomori.jp/air/2020-2/ 

神村恵 （滞在：10月 15日－12月 17日） 

ソロのダンス作品の制作、公演、ワークショップ、青森市内高校への

学校訪問を行った。リサーチでは、ACAC のボランティアの協力を

得て、民家にある小屋や縄文遺跡、博物館当を見学した。 

■ワークショップ：11月 14、29日（9名） 

■学校訪問：11月 24日（青森中央高校美術系列、14名） 

■公演《彼女は 30分前にはここにいた》＃２：11月 21日（ワークイ

ンプログレス）、12月 12日（88名） 

       公演 

阪中隆文 （滞在：9月 30日－12月 8日） 

「痒み」をテーマに協働制作を経て新作を制作、個展として発表し

た。協働制作では、インタビューと VR グローブを着用した身体の

動きのモニタリングを行い、そこで採取した動きの軌跡や音が作品

に展開された。 

■協働制作：10月 20日－11月上旬（5名） 

■個展：「アトピアを探して」11月 14日－12月 20日 

 

 協働制作 

野原万里絵 （滞在：9月 16日－12月 22日） 

青森県内の海岸沿いで石や岩、風景をリサーチし、そこで拾い集めた

石と自身のドローイングをモチーフに、幅 9m×高さ 3m程の巨大な

絵画作品と、彫刻、ドローイングを制作、発表した。制作過程絵画作品

の協働制作を行い、展覧会会期前半には公開制作を実施。 

■協働制作：9月 27－25日の間 10日間（28名） 

■展覧会：「埋没する形象、組み変わる景色」11月 21日－12月 20日 

  公開制作 



遠隔参加 ※氏名の右は参加時点の居住地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他のプログラム 

■レジデント・サポーター交流会：日時：9月19日、10月3日、10月17日（20名） 

■参加アーティスト＋平倉圭（公募外部審査員）オンラインミーティング： 

10月 27日（日本人のみ）、10月 29日、11月 24日 ※一般公開無し 

■参加アーティスト（野原、阪中、神村）×平倉圭（芸術学）トーク： 

11月 21日（69名、youtubeにて配信中） 

ACACの youtubeチャンネル＞＞www.youtube.com/channel/UCbPbeWf4SREK5EZ5k6N93OQ 

    

オンラインミーティング          レジデント・サポーター交流会 

アメリ・ブビエ（ベルギー） 

1984 年に青森市内に落ちた隕石をモチーフとして、リサーチを組

み込んだ展覧会を開催。展覧会場に、青森隕石と空に関わる 2 種類

の質問票を用意し、来場者が自由に回答できるようスペースを儲け

た。1 ヶ月の期間中に 200 枚の回答が集まり、それを基に今後作品

を制作していく予定。 

■制作期間：8月―11月 

■展覧会「私はいつも空の方を見てきた」10月 3日－11月 1日 

■アーティスト・トーク：10月 18日（3名、youtubeにて配信中） 

©小山田邦哉  展覧会  

アリシア・チツェル（ポーランド） 

青森市内在住のボランティア 4 名とメールや SNS を通じて往復書

簡のようにテキストや画像をやり取りし、そのやり取りを通基にダン

ス作品を制作。ダンスと映像を織り交ぜた新作映像の上映とトーク

を組み合わせたプレゼンテーションを行った。 

■協働制作：9月－12月上旬（4名） 

■オンラインプレゼンテーション＋トーク：12 月 5 日（5 名、12 月

20日までラウンジにて映像公開） 

 

©Alicja CZYCZEL  ダンス練習の様子 

サラ・ウアドゥ（フランス／モロッコ） 

ウアドゥのルーツであるモロッコのアトラス地域に伝わる工芸と、青

森の伝統工芸の「こぎん刺し」と縄文土器の、模様に焦点を当ててリ

サーチを行い、新作を制作し展覧会で発表した。更に展覧会では、来

場者から模様についての情報やコメントを集める仕組みを設置し、リ

サーチを深めた。これを基に作品を更に展開させる予定。 

■制作期間：8月―12月 

■展覧会：「AA－Atlas/Aomori」11月 21日－12月 20日 

■アーティスト・トーク：12 月 6 日（3 名、12 月 20 日までラウンジ

にて映像公開） 

 展覧会でコメントを集めている様子 

ウリヤナ・ポドコリトヴァ（ロシア、ZARYA CCAからの推薦、プレ参加） 

青森市在住の 2 名と 1 家族にオンラインインタビューし、民話や歌についてリサーチを行った。2021 年

度以降に渡航制限が解除された後にACACに滞在し、今回のリサーチを発展させ滞在制作で新作を制作

する。 

移動制限が AIRにもたらした課題や可能性として感じたこと 

 
◯可能性 

・異なる国、地域、ジャンルのアーティストと出会えるオンライン中心のリモート・レジデンスは、意見・

アイディアの交換や議論を通じた創造のプラットフォームとしての AIR足りうると思った。 

・多くの市民の方々との交流には課題があるが、限られた人数の市民とアーティストの交流として

は、リモートの方がメールやデレビ電話でのやり取りなど親密な交流が可能な場合もあった。 

・参加アーティストは、自分の拠点で他の仕事やプロジェクトと並行して参加することが可能であり、

参加期間も滞在よりも比較的長めに設定することができる。そのため、フレキシブルな AIRが実

現できる。 

◯課題 

・オンライン上のコミュニケーションでは、AIRで一番重要なはずの制作のプロセスがブラックボッ

クスになることが多く、行為と作品（かたち）と言語化のズレなどが認識できない場合もあった。 

・レジデンスによって、新しい制作のテーマを立ち上げたいという場合は、リモートで行うのは不適

当に感じた。 

・当館の AIRでは国内外の複数人の参加アーティスト同士による交流も大きな特徴だが、生活や制

作場所を共にすることで伝わるものが、オンラインでは圧倒的に少なく、代替しづらいもののよう

に感じた。 

・新型コロナウイルス感染症の感染状況は地域によって異なり、ACACは大都市圏からは遠いた

め、注意をしながらレジデンスを運営できているということもある。特に地方においては、他県や

他国から人が来ることにより「ウイルスを持ち込んだ」と捉えられかねない部分もあり、プログラ

ムに参加するアーティストへの責任と共に、地域社会に対する責任も十分考慮した上での対応が

求められる。にもかかわらず、感染予防対策に関わる政府や自治体の依頼や指針、指示を、どう

自館のプログラムに落とし込んでいくかについては、感覚的な部分や県内他施設の様子を窺いな

がらということになるので、心もとなさを感じている。各団体の事例を参照でき、根拠ある判断

ができるような情報をまとめたプラットフォームがあれば良いと思う。 



京都芸術センター

（公益財団法人京都市芸術文化協会）



2020年度活動報告

1.  Jenne Lee （シドニー／オーストラリア） *エクスチェンジプログラム/ ARTSPACE採択アーティスト

異なる文化に触れることで新しい芸術表現を生み出そうとする新進または若手のアーティストや芸術分野の研究者
等が京都に滞在し、創作活動や交流を行うことを支援する京都芸術センターアーティスト・イン・レジデンスプロ
グラムでは、公募プログラムに加え、エクスチェンジプログラムや連携プログラムを実施予定であったが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響により、次年度に実際の滞在は延期しつつ、うち2組についてオンラインでのプログ
ラムを実施した。

京都芸術センターボランティアスタッフとの交流会 在京の茶人、マイケル・ハーディー氏からのレクチャー

オンラインでのプレリサーチ。茶道についてのレクチャー、提灯工房からの配信ワークショップ、ボランティアス
タッフとの交流会、派遣アーティスト石黒健一との対談などでリサーチプログラムを構成。



2. Kim Junghyun（ソウル／韓国） *公募プログラムパフォーミング・アーツ部門採択アーティスト

批評の交換を通して、京都芸術センターあるいは関西の演劇シーンを学び対話を深めるプログラムを実施。京都芸
術センターがこれまで製作した演劇作品の記録映像、またKim Junghyunが関わった韓国の演劇作品の記録映像を視
聴して日韓各国で批評を交換し、ローカルな演劇シーンを学びあう。

交換し合った批評文

オンラインの良さと課題

・効率的に出会いをセッティングできる⇔出会いの余白が
生まれにくい。⇒関西圏外の専門家などにもアプローチで
きる。
・記録に残せる⇔データ容量やWifi環境の整備が必須
・移動のハードルがなく様々な国・地域からの参加が可能。
・手軽にできる⇒施設や設備に依存する必要がない。

・専門機材と知識が必要
・リアルライフとの両立が難しい。⇒スタッフがオン
ラインだけには専念できないジレンマ。
・今後もオンライン➡リアルな滞在➡オンラインフォ
ローという流れは有効
・オンラインだけでAIRが成立しうるかは分からない。
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