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ごあいさつ
国際交流基金は、文化芸術分野においては展覧
会、舞台公演、映画祭、関連シンポジウムなどの
実施や人物交流を通じて国際文化交流を推進し
ています。2007 年度から 5 年間、アジア及び大
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洋州の青少年を対象にした交流事業「 JENESYS
Programme（ Japan-East Asia Network of
Exchange for Students and Youths、21 世
紀東アジア青少年大交流計画）
」の一環として、
「東
アジアクリエーター招へいプログラム」を実施い
たしました。
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〜 3 ヵ月間招へいし、作品制作、研修、調査、ネッ

30

供するクリエーター個人の飛躍とともに、今後ア
るいはネットワークの担い手としての活躍を期待
するものです。

2012 度までに 5 カ年計画の全てが終了し、そ
の間に招へいされたクリエーターは、91 名にもの
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ぼりました。招へいされたクリエーターは、帰国
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形美術、舞台芸術、陶芸、アニメーションなどの

後も日本での滞在経験を生かした活動を行い、造
各分野で活躍しています。
、
第 5 期（2011/2012）では、
第 4 期（2010/2011）
幅広い活動分野や経歴のクリエーター計 29 名が
参加し、日本各地で制作や調査研究に取り組むと
ともに、国内のクリエーター、受入機関の担当者、
ボランティアスタッフ、地元の方々との交流を深
めました。本報告書で、その内容の一端をご覧い
ただければ幸いです。
最後になりましたが、クリエーターを受け入れ
ていただき、滞在中の活動をご支援くださった文
化機関、教育機関はじめ関係者のみなさまに厚く
お礼申し上げます。

2012 年 8 月 国際交流基金

Foreword
The Japan Foundation promotes international
cultural exchange by organizing programs
such as visual arts exhibitions, performances,
film festivals, symposia, and other exchange
programs in the field of arts and culture.
From 2007, we have been administering the
Invitation Programme for Creators as part
of the JENESYS Programme（Japan-East
Asia Network of Exchange for Students and
Youths）, which invites young people from the
Asia Pacific region to Japan through different
schemes.
The Invitation Programme for Creators
is one of the JENESYS schemes in which
creators or professionals in artistic and creative
fields take residency for one to three months to
engage in art production, internships, research,
and networking. While we support individuals
in developing their careers as creators, we also
hope to nurture future partners for collaboration
and to establish a network of key figures in the
Asia Pacific region.
As of 2012, we have completed all the five
terms. The total of 91 creators who were invited
under this programme have been playing active
roles in their respective fields such as visual
arts, performing arts, ceramics and animation
since they returned to their home countries.
For the 2010-2011 term and 2011-2012
term, we have herewith compiled a report
of the activities undertaken by a total of
29 participants of different professions,
experiences, and interests. They were placed
in different cities across Japan and hosted
by local arts organizations and educational
institutions as well as individual professionals,
through which they were introduced to their
peers, volunteers, and the members of the
local community. This report summarizes their
experiences.
Last but not least, we would like to thank
the arts organizations, educational institutions,
individuals, and others for their generous
support.
August 2012 The Japan Foundation

被招へい者一覧
List of Invitees

2010 / 2011

国名 Country
インドネシア
Indonesia
シンガポール
Singapore
タイ
Thailand
ベトナム
Vietnam
ミャンマー
Myanmar
カンボジア
Cambodia
インド
India

氏名 Name
エンダン・レスタリ
Endang Lestari
ユージン・セン
Yu Jin Seng
ピシタクン・クアンタレーング
Pisitakun Kuantalaeng
グェン・トゥー・ハー
Nguyen Thu Ha
レー・ホアン・ビック・フオン
Le Hoang Bich Phuong

2011 / 2012

分野 Field
陶芸
Ceramics
現代美術（キュレーション）
Contemporary art（Curation）

国名 Country
インドネシア
Indonesia

現代美術
Contemporary art

マレーシア
Malaysia

ニュージーランド
New Zealand

氏名 Name
バユ・スリスティヨ・スビヤントロ
Bayu Sulistyo Subyantoro
マハルディカ・ユダ
Mahardika Yudha
サンディー・チュウ
Sandee Chew
ファイルズ・スレイマン
Fairuz Sulaiman
ブエン・カルバヤン
Buen Calubayan
アヴァ・マウリーン・ヴィラヌエヴァ・オン
Ava Maureen Villanueva Ong
イシャン・サム
I-shan Sam
ピンパン・スンコルン
Pimpun Sungkorn
サラン・ヨウコンディー
Saran Youkongdee
デニー・アズリマン
Denny Azriman
ファム・ゴック・ラン
Pham Ngoc Lan
ヴー・ホン・ニン
Vu Hong Ninh
シートン・シブエンサイ
Sithong Sivuenxay
ズン・イ・ピュー
Zun Ei Phyu
ケオマカラ・ホゥン
Keomakara Hoeng
コウスタブ・ナグ
Koustav Nag
ロニー・セン
Ronny Sen
アニーカ・ジャスパーズ
Anneke Jaspers
ヴィヴィアン・ジフル
Vivian Ziherl
ローラ・プレストン
Laura Preston

東ティモール
East Timor

カシミロ・ヴァレンティム・ペレイラ・ザカルノ
（ジル）現代美術
Casimiro Valentim Pereira Zecaruno（Gil）
Contemporary art

現代美術
Contemporary art
現代美術
Contemporary art

ンゲ・リー
Nge Lay
ソック・サン
Sok Than

現代美術
Contemporary art

サヴィータ・ラニ
Savita Rani

舞台芸術（俳優／演出）
Performing arts（Acting/Production）

現代美術
Contemporary art

フィリピン
Philippines

シンガポール
Singapore
タイ
Thailand

ブルネイ
Brunei
ベトナム
Viet Nam
ラオス
Laos
ミャンマー
Myanmar
カンボジア
Cambodia
インド
India

オーストラリア
Australia
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分野 Field
アニメーション
Animation
現代美術（キュレーション）
Contemporary art（Curation）
舞台芸術（照明）
Performing Arts（Lightning）
現代美術（メディア・アート）
Contemporary art（Media art）
現代美術（キュレーション）
Contemporary art（Curation）
コンテンポラリーダンス
Contemporary dance
現代美術（プログラム・コーディネーション）
Contemporary art（Programme Coordination）
現代美術（プログラム・コーディネーション）
Contemporary art（Programme Coordination）
現代美術（デザイン）
Contemporary art（Design）
アニメーション
Animation
現代美術（写真／ビデオアート）
Contemporary art（Photography/ Video art）
現代美術（パフォーマンス）
Contemporary art（Performance）
仏像修復、木造彫刻
Restoration of Buddhist statues, Wooden sculpture
現代美術
Contemporary art
現代美術（写真）
Contemporary art（Photography）
現代美術
Contemporary art
現代美術（写真）
Contemporary art（Photography）
現代美術（キュレーション）
Contemporary art（Curation）
現代美術（キュレーション）
Contemporary art（Curation）
現代美術（キュレーション）
Contemporary art（Curation）
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JENESYS プログラム

東アジアクリエーター招へいプログラムとは？

マッチングとコーディネーション
Matching and Coordination

クリエーター

35歳以下 21名

Creators 21 creators, 35 years of age or younger
クリエーター：対象分野
Creators: Areas of profession
アーティスト
Artist
（Visual arts/Performing arts/Music）
（美術 ⁄ 演劇 ⁄ 音楽 ⁄ダンスなど）
デザイナー
Designer
建築家
Architect
キュレーター
Curator
演出家
Producer
振付家
Choreographer
批評家
Critic
ジャーナリスト
Journalist
ドキュメンタリスト/アーキビスト Documentarist / Archivist
など
Others

東アジアクリエーター招へいプログラムとは、日本のアーティスト・イン・レジデンス実施機
関や芸術文化機関などを受入団体として、アジア・大洋州14ヶ国から35歳以下の若手クリエー
ターを年間約21名、１〜 3 ヶ月間招へいし、滞在中の活動および成果発表や関連事業などを支
（英 文 名：JENESYS
援 する事 業で す。本 事 業は、
「21世 紀 東アジア 青 少 年 大 交 流 計 画」
＊の一環として実施されます。
Programme）
＊21世紀東アジア青少年大交流計画 2007年1月に開催された第2回東アジア首脳会議
（EAS）
において、安倍晋三総理大臣
（当時）
より、大規模な青少年交流を通じてアジアの強固な連帯にしっかりとした土台を与えるとの観点から、EAS参加国
を中心に、今後5年間、毎年6,000人程度の青少年を日本
（ASEAN、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド）
「21世紀東アジア青少年大交流計画」
（英
に招く350億円規模の交流計画の実施が表明されました。これに基づき、日本政府は
を立ち上げ、各国及び関係機関等との協力の下、招へいや派遣など、様々な交流事業を実施す
文名：JENESYS Programme）
ることとしています。
外務省HP：www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/jc_koryu21/pdfs/sdk_keikaku.pdf

インドネシア
マレーシア
フィリピン
シンガポール
タイ
ブルネイ
ベトナム
ラオス
ミャンマー
カンボジア
インド
オーストラリア
ニュージーランド
東ティモール

Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Brunei
Viet Nam
Laos
Myanmar
Cambodia
India
Australia
New Zealand
East Timor

アジア・大洋州
14ヶ国
14 Asia Pacific
Countries

国際交流基金

国内受入機関

The Japan Foundation

Hosting Bodies
in Japan

JENESYSプログラム
JENESYS Programme

About the JENESYS Programme:

Invitation Programme for Creators
Every year, the Invitation Programme for Creators
invites approximately 21 young and emerging creators,
of age 35 or younger, from 14 Asia Pacific countries to
take residency at artist-in-residence facilities and arts
and cultural institutions for one to three months.
Invitees are provided with financial and professional
support during their stay. Administered by the Japan
Foundation, this program is organized under the
Japan-East Asia Network of Exchange for Students
and Youths: JENESYS Programme. ＊
＊The Japan-East Asia Network of Exchange for

Students and Youths: JENESYS Programme
At the 2nd East Asia Summit held in January 2007, H.E. Mr. Shinzo Abe,
former Prime Minister of Japan, announced the launching of a large-scale
youth exchange initiative totaling USD 315 million, under which
approximately 6,000 youths mainly from EAS member countries（ASEAN,
Australia, China, India, ROK and New Zealand）would be invited to Japan
over the next five years.
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制作・調査研究・研修拠点など
Art Production, Internship, Research, etc.
アーティスト･イン･レジデンス実施機関
美術館・アートセンター
アートNPO
教育機関
など

Artist-in-residence facilities
Art museums / Art centers
Non-profit art organizations
Educational institutions
Others

交流・コラボレーション・成果発表
Exchange, Collaboration, Outcome & Public Program

05

事業実績

2007 / 2008

Programme Data

第1 期 Term1

2008 / 2009

第2期 Term 2

2009 / 2010

2010 / 2011

第3期 Term 3

第4期 Term4

2011 / 2012

第5期 Term5

国別被招へい者人数 No. of Invitees by Country
国

日本
Japan

ミャンマー
Myanmar
インド
India

ラオス
Laos
タイ
Thailand
マレーシア
Malaysia

インドネシア
マレーシア
フィリピン
シンガポール
タイ
ブルネイ
ベトナム
ラオス
ミャンマー
カンボジア
インド
オーストラリア
ニュージーランド
東ティモール

Indonesia
Malaysia
The Philippines
Singapore
Thailand
Brunei
Viet Nam
Laos
Myanmar
Cambodia
India
Australia
New Zealand
East Timor

合計

Total

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

0
6
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
22

0
4
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
19

0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
2
21

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
0
0
21

3
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
0
22

2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
2
0
19

2
2
3
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
0
21

1
0
0
1
1
0
2
0
1
1
1
0
0
0
8

2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
21

被招へい者の主な活動分野 Invitee s Area of Profession

ベトナム
Viet Nam
フィリピン
Philippines

カンボジア
Cambodia
ブルネイ
Brunei

シンガポール
Singapore
インドネシア
Indonesia

東ティモール
East Timor

オーストラリア
Australia

招へい対象国 Participating Countries

Country

主な活動分野

Area of Profession

Contemporary art
現代美術
Contemporary art（Curation）
現代美術（キュレーション）
Contemporary art（Design / Installation）
現代美術（展示）
現代美術
Contemporary art
（プログラム・コーディネーション） （Programme coordination）
Restoration of Buddhist statues
仏像修復、木造彫刻
Wooden sculpture
Ceramics
陶芸
Noh
能
Performing arts（Production / Direction）
舞台芸術（演出）
Performing arts（Management）
舞台芸術（マネジメント）
舞台芸術（コンテンポラリーダンス）Performing arts（Contemporary dance）
Performing arts（Performance）
舞台芸術（パフォーマンス）
Performing arts（Lightning design）
舞台芸術（照明）
Contemporary music
現代音楽
Literature
文学
Media
報道
Textile-dyeing
染織
Animation
アニメーション
Fashion
ファッション
Film
映画

合計

Total

7
4
1
0

7
2
0
0

5
8
1
0

5
1
0
0

9
5
0
2

ニュージーランド
New Zealand
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事業実績
受入機関実績

Programme Data

List of Hosting Bodies

受入機関 Hosting Bodies
NPO法人 S-AIR
NPO S-AIR

所在地 City, Prefecture
北海道札幌市
Sapporo, Hokkaido

受入対象分野 Area of Profession
現代美術
Contemporary art

青森公立大学 国際芸術センター青森
Aomori Contemporary Art Center（ACAC）
NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭
YAMAGATA International Documentary Film Festival
NPO法人 取手アートプロジェクトオフィス
NPO Toride Art Project Office
トーキョーワンダーサイト青山：
クリエーター・イン･レジデンス
Tokyo Wonder Site Aoyama:
Creator-in-Residence

青森県青森市
Aomori, Aomori
山形県山形市
Yamagata, Yamagata
茨城県取手市
Toride, Ibaraki
東京都
Tokyo

現代美術
（キュレーション）
Contemporary art（Curation）

現代美術、現代音楽、ファッションなど
Contemporary art,
Contemporary music,
Fashion, etc.

現代美術
（写真）
Contemporary art（Photography）

遊工房アートスペース
Youkobo Art Space

東京都
Tokyo
東京都
Tokyo
東京都
Tokyo
東京都
Tokyo
東京都
Tokyo
神奈川県横浜市
Yokohama, Kanagawa
山梨県身延町
Minobu-cho, Yamanashi
長野県松本市
Matsumoto, Nagano
愛知県名古屋市
Nagoya, Aichi
滋賀県甲賀市
Koga, Shiga

現代美術
Contemporary art

朝日新聞社ジャーナリスト学校
Asahi Institute of Journalism
梅若猶彦
Umewaka Naohiko
横浜美術館
Yokohama Museum of Art
身延山大学
Minobusan University
信州大学
Shinshu University
スズサン
SUZUSAN
滋賀県立陶芸の森
The Shigaraki Ceramic Cultural Park

1

マレーシア
Malaysia
ニュージーランド
New Zealand

2009 / 2010

1
1

タイ
Thailand
ニュージーランド
New Zealand
フィリピン
Philippines
フィリピン
Philippines

2010 / 2011

1
1

カンボジア
Cambodia
ベトナム
Viet Nam

2011 / 2012

1
1

1

タイ
Thailand
ベトナム
Viet Nam
ミャンマー
Myanmar
ニュージーランド
New Zealand

1
1
1
1

フィリピン
Philippines
ベトナム
Viet Nam
カンボジア
Cambodia
ミャンマー
Myanmar
インド
India

1
1
2

ベトナム
Viet Nam
カンボジア
Cambodia
ミャンマー
Myanmar

ニュージーランド
New Zealand
インド
India
東ティモール
East Timor
ベトナム
Viet Nam
ミャンマー
Myanmar

1
1
1

1

ラオス
Laos

マレーシア
Malaysia
ブルネイ
Brunei

舞台芸術
（パフォーマンス／演劇）
Performing arts（Performance）
報道
Media
フィリピン
Philippines

1

ミャンマー
Myanmar

1

1

インド
India

1

1
1
1
1
1

カンボジア
Cambodia

1

タイ
Thailand

1＊1

マレーシア
Malaysia

1＊2

オーストラリア
Australia

1

ラオス
Laos

1

1

1

タイ
Thailand

1

仏像修復
Restoration of Buddhist statues
舞台芸術
（演出）
Performing arts（Production/Direction）
染織
（有松絞り）
Textile-dyeing（Shibori tie-dying）
インドネシア
Indonesia
ラオス
Laos
カンボジア
Cambodia
インド
India
オーストラリア
Australia

1

1

現代美術
（キュレーション）
Contemporary art（Curation）

陶芸
Ceramics

1

1

舞台芸術
Performing arts

能
Noh

インド
India
ベトナム
Viet Nam
フィリピン
Philippines

1

現代美術
（キュレーション）
Contemporary art（Curation）

東京都
Tokyo

公益財団法人 セゾン文化財団
The Saison Foundation

2008 / 2009

1

映画
Film

日本大学芸術学部写真学科
Nihon University College of Art
Department of Photography

座・高円寺
Za-Koenji

2007 / 2008

マレーシア
Malaysia
オーストラリア
Australia

1
2
1
1

インド
India
ラオス
Laos
インドネシア
Indonesia
タイ
Thailand
オーストラリア
Australia
ニュージーランド
New Zealand

1

インド
India

1

1
1

インドネシア
Indonesia

1

1
1
1

1

＊1

2011/2012の遊工房アートスペース、Studio Kuraの「タイ（１）」は同一人物。
Thailand（1） listed under Youkobo Art Space and Studio Kura for the term of 2011/2012 refers to the same person.
＊2 2011/2012の座・高円寺、京都芸術センターの「マレーシア
（１）
」
は同一人物。
Malaysia（1） listed under Kyoto Art Center and Za-Koenji for the term of 2011/2012 refers to the same person.
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事業実績
受入機関実績

Programme Data

List of Hosting Bodies

受入機関 Hosting Bodies
大阪電気通信大学
Osaka Electro-Communication University

所在地 City, Prefecture
大阪府四条畷市
Shijonawate, Osaka

Kyoto Aeroport

京都府京都市
Kyoto, Kyoto
京都府京都市
Kyoto, Kyoto

Kyoto Aeroport
京都造形芸術大学
Kyoto University of Art and Design
京都府京都市
京都芸術センター
Kyoto Art Center
Kyoto, Kyoto
兵庫県神戸市
NPO法人 DANCE BOX
NPO DANCE BOX
Kobe, Hyogo
広島県広島市
広島市現代美術館
Hiroshima City Museum of Contemporary Art Hiroshima, Hiroshima
山口県山口市
山口情報芸術センター（YCAM）
Yamaguchi Center for Arts and Media（YCAM） Yamaguchi, Yamaguchi
秋吉台国際芸術村
Akiyoshidai International Art Village
阿波和紙伝統産業会館
Hall of Awa Japanese Handmade Paper
福岡アジア美術館
Fukuoka Asian Art Museum

山口県美祢市

Studio Kura

福岡県糸島市

Studio Kura
NPO法人 BEPPU PROJECT
NPO BEPPU PROJECT

国際交流基金
The Japan Foundation

Mine, Yamaguchi

受入対象分野 Area of Profession
メディアアート
（キュレーション）
、
アニメーション
Media art（Curation）,
Animation
現代美術
Contemporary art
現代美術
Contemporary art
舞台芸術
（照明）
Performing arts（Lightning design）
舞台芸術
（コンテンポラリーダンス）
Performing arts（Contemporary Dance）
（キュレーション）
現代美術
Contemporary art（Curation）

Beppu, Oita

東京都

Tokyo

1

シンガポール
Singapore

1

インド
India

1

Contemporary art

Contemporary art（Washi papermaking）

2009 / 2010

2010 / 2011

インドネシア
Indonesia

1

タイ
Thailand

1＊3

2011 / 2012

Contemporary art

シンガポール
Singapore

1

インド
India

1

フィリピン
Philippines

1

シンガポール
Singapore

1

タイ
Thailand

1＊3

シンガポール
Singapore

Contemporary art

現代美術

シンガポール
Singapore

Contemporary art

Contemporary art（Curation）,
Animation（Research）,
Media

1

マレーシア
Malaysia
フィリピン
Philippines

1＊2

マレーシア
Malaysia

1

タイ
Thailand

1＊1

タイ
Thailand
ベトナム
Viet Nam

1

インドネシア
Indonesia

1

インドネシア
Indonesia

1

インドネシア
Indonesia

1

インドネシア
Indonesia
シンガポール
Singapore
タイ
Thailand
オーストラリア
Australia
ブルネイ
Brunei

1

ブルネイ
Brunei

1

ブルネイ
Brunei

1

マレーシア
Malaysia

1

シンガポール
Singapore

1

タイ
Thailand

1

インド
India

1

オーストラリア
Australia

1

1

1

現代美術

現代美術
（キュレーション）
、
アニメーション
（調査研究）
、
報道

インドネシア
Indonesia

1

現代美術

現代美術

大分県別府市

フィリピン
Philippines

1

福岡県福岡市

Itoshima-shi, Fukuoka

1

シンガポール
Singapore

Media art（Design/Installation）,
Performing arts（Management）

現代美術
（和紙制作）

Fukuoka, Fukuoka

2008 / 2009

メディアアート
（展示）
、
舞台芸術
（マネージメント）

徳島県吉野川市

Yoshinogawa, Tokushima

2007/ 2008

インドネシア
Indonesia
マレーシア
Malaysia

1
1

1
1
1
1

＊1

2011/2012の遊工房アートスペース、Studio Kuraの「タイ（１）」は同一人物。
Thailand（1） listed under Youkobo Art Space and Studio Kura for the term of 2011/2012 refers to the same person.
2011/2012の座・高円寺、京都芸術センターの「マレーシア（１）」は同一人物。
Malaysia（1） listed under Kyoto Art Center and Za-Koenji for the term of 2011/2012 refers to the same person.
＊3 2009/2010の京都造形芸術大学、山口情報芸術センター（YCAM）
の「タイ
（１）
」は同一人物。
Thailand（1） listed under Kyoto University of Art and Design and YCAM for the term of 2009/2010 refers to the same person.

＊2
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活動概要 2010/2011・2011/2012
Activity Summary 2010/ 2011・2011/ 2012

JENESYS Programme「東アジアクリエーター招へいプログラム」で招へいされた
「クリエーター」の専門分野は多岐にわたるが、次のとおり、
滞在中の活動は大きく分けて滞在制作、研修、調査、ネットワークづくりに分類される。

滞在制作

The invitees of the JENESYS Programme: Invitation Programme for Creators,
with diverse professional backgrounds and experiences, engaged in mainly
four areas of activities: artist-in-residency, internship, research and networking.

研修

調査／研究

ネットワークづくり

アーティストの多くは、アーティスト･イン･レ

本プログラムが招へいする「クリエーター」の職種

キュレーターやオルタナティブスペースなどの美

本プログラムで招へいされるクリエーターの滞在

ジデンス施設に滞在して制作活動に取り組んだ。

は幅広く、アーティストなどの現場を支えるコー

術専門団体のディレクターは、展覧会やプロジェ

先は国内各地に分散しているため、クリエーター同

NPO 法 人 S-AIR、トー キョーワン ダ ー サ イト

ディネーターや技術者も対象としている。京都芸

クトを実施し、重要な文化交流の一翼を担う。本

士が交流できるよう、滞在中に情報交換の場を設

青山：クリエーター・イン・レジデンス、遊工房、

術センター及び座・高円寺にて研修を行った照明

プログラムで招へいされた専門家は、滞在中、日

けた。異なる国の情報交換を行い、今後の共同企画
の可能性を議論することで、クリエーター間の横の

Studio Kura 及び NPO 法人 Beppu Project な

デザイナーは、各劇場の公演の照明に携わり、山

本の現代美術や美術館制度を中心に調査し、その

どの受入先では、アーティストに制作の場と専門

メディア・アー
口情報芸術センター［ YCAM］では、

背景の理解の深化に努め、専門家やアーティスト

つながりが強まった。また、第 3 期（2009-2010）

スタッフによる支援が提供され、さまざまなプロ

トを専門とする作家が滞在し、同センターの教育

に会い、今後の共同事業の実施の可能性を探り、

に来日したインド、オーストラリア、シンガポール、

ジェクトが実現するに至った。公益法人セゾン文

普及事業コンテンツのプランニング、現場対応、

意見交換を行った。福岡アジア美術館や横浜美術

タイ、フィリピン、マレーシアのキュレーター 6 名

化財団や NPO 法人 DANCE BOX では、日本人

撮影やブログ執筆作業に関わった。国際芸術セン

館を拠点として滞在したキュレーターは、自国の

が、日本の若手キュレーター達とともに、アジアお

アーティストとの協働作業を通じて新作品や即興

ター青森で研修を受けたキュレーターは、日々の

美術界の現況などを紹介し、日本の学芸員・地域

よび大洋州 3 都市での日本の現代美術展の実現に

パフォーマンスなどを発表した。

向けて、精力的に活動している。この共同企画は、

学芸業務や教育普及活動に関わり、滞在アーティ

の人々にとっても貴重な機会となった。これら調

ストの制作を補佐し、身延山大学で研修を受けた

査活動は、将来の事業につなげるための重要なス

「Omnilogue」という共通のテーマのもと、2011

彫刻家は、東北震災慰霊の為の仏像修復に携わり、

テップのひとつとして位置づけられる。

年 11 月より 2013 年 冬 に か け て、
「 Alternating
（パース）
、
「Journey to the West」
Currents」
」シンガポー
（ニューデリー）
「
、Your Voice is Mine（

その技術を学んだ。

ル）とそれぞれ題された展覧会として順次開催され
ている。

Artist-in-Residency

Internship

Research

Networking

For invitees who are art practitioners,
participating in residency programs in Japan
provides an opportunity to explore new
concepts and produce a new body of work.
Hosting bodies such as the NPO S-AIR, Tokyo
Wonder Site Aoyama: Creator-in-Residence,
Youkobo Art Space, Studio Kura and NPO
Beppu Project provided the artists with studios
and professional assistance in realizing their
projects. At the Saison Foundation and NPO
Dance Box, participants presented new
performance pieces and improvisational
performances in collaboration with Japanese
performing artists.

As the definition of creators is extended
to those who support creative activities, the
program invites coordinators and technicians
who support artists. The invitee who interned at
Kyoto Art Center and Za-Koenji worked on the
lighting for performances there. The invitee who
did internships at YCAM（Yamaguchi Center
for Arts and Media）was involved in planning,
execution, filming and blogging for YCAM s
education promotion project. The invitee who
did internships at Aomori Contemporary Art
Centre experienced daily curatorial duties,
educational outreach programs and supporting
the production of works by a resident artist. The
invitee who interned at Minobusan University
was engaged in restoring Buddhist statues to
commemorate the Great East Japan Earthquake,
learning specialized restoration techniques
during the process.

Curators and directors of alternative spaces
and other arts organizations are cultural
workers who organize exhibitions and projects,
and promote cultural exchange. Under the
Invitation Programme for Creators scheme,
they are invited to carry out research mainly on
contemporary art and the Japanese museum
system to enable them to learn in depth about
the arts and cultural background of Japanese
art, as well as have face-to-face meetings with
professionals with whom they may work on
future projects. The curators who were based
at Fukuoka Asian Art Museum and Yokohama
Museum of Art gave presentations on art the
scene in their respective countries providing
valuable opportunities for Japanese curators
and participants to learn about the current
situation. These outcomes are not readily visible,
but they plant seeds for future collaborations.

During the residency terms, informal meetings
have been arranged to enable the invitees, who
take residency at different locations across
Japan, to meet and get acquainted with other
creators. They took the opportunity to share
information on their own cities and countries,
exchange stories of their experiences, and
share ideas for future collaborative projects.
Six curators from India, Australia, Singapore,
Thailand, the Philippines and Malaysia invited
for the term 2009/2010 have been working with
Japanese curators to realize exhibitions on
Japanese contemporary art in three cities in Asia
and Oceania. Three exhibitions with the same
theme, Omnilogue, has been held consecutively
from the autumn of 2011 through the winter of
2013.They are Alternating Currents in Perth;
Journey to the West in New Delhi; and Your
Voice is Mine in Singapore.
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活動記録 2010/2011

グェン・トゥー・ハー Nguyen Thu Ha

P22

P20

◀

◀

ンゲ・リー Nge Lay

Activities 2010/2011

ピシタクン・クアンタレーング

P19

◀

Pisitakun Kuantalaeng

提供：NPO BEPPU PROJECT

P23 提供：NPO S-AIR

◀

ソック・サン Sok Than

ソック・サン Sok Than 提供：NPO S-AIR

ピシタクン・クアンタレーング

Pisitakun Kuantalaeng

提供：NPO BEPPU PROJECT

14

クリエーターの所属・肩書きは 2011年 10 月31日現在のものです。 The creators positions and affiliations are as of October 31, 2011.
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Endang Lestari

Activities 2010/2011

エンダン・レスタリ

Period

2011.6.16 〜 8.31
インドネシア
1976 年生
陶芸
滋賀県立陶芸の森（滋賀県）

Indonesia
b. 1976
Ceramics
The Shigaraki Ceramic Cultural Park（Shiga）

陶 芸家。インドネシア、ジョグジャカルタ在住。 C eramicist Endang Lestari lives in Yogyakarta,
P24

◀

サヴィータ・ラニ Savita Rani

出演：Savita Rani、岡田圓、冨田琴恵、阿部崇子 会場：森下スタジオ 提供：公益財団法人 セゾン文化財団

インドネシア国立美術学校卒業後、ジョグジャカ
ルタにおいて、陶芸を手がけるティーポット・ス

タジオを設立。現在、同スタジオのディレクター。
滞在中には、女性が自由に表現することが難しい
イスラム信仰の厚いインドネシア・アチェ出身の
女性作家として、また多民族国家であるインドネ
シアの女性作家として、日本滞在中に感じたこと
や印象的な出来事をインドネシアの国旗の色で
もある赤を基調に制作した。その他、滞在中には
陶芸の技法や材料についても学んだ。作品は、滋
賀県立陶芸の森内で発表し、展覧会初日にはアー
ティスト・トークも行われた。

P21 提供：NPO S-AIR

◀

レー・ホアン・ビック・フオン Le Hoang Bich Phuong

Indonesia. After graduating from the Indonesian
Institute of the Arts, Yogyakarta, she
established the Teapot Studio ceramics studio,
of which she is currently director. During her
stay in Japan, she worked with red（the color of
Indonesia s flag）as a basic tone, giving voice to
the feelings and impressions she accumulated
in Japan as a female creator from Aceh,
Indonesia（a conservative Muslim province
where women struggle to express themselves
freely）as well as a female creator from a
multi-ethnic nation. She also studied ceramic
techniques and materials during her tenure in
Japan. Her work was exhibited in the Shigaraki
Ceramic Cultural Park, with a talk by the artist
given on the first day.

サヴィータ・ラニ Savita Rani
出演：Savita Rani、岡田圓、冨田琴恵、阿部崇子
会場：森下スタジオ 提供：公益財団法人 セゾン文化財団

16

17

Yu Jin Seng

Period

ユージン・セン

2012.6.16 〜 8.9
シンガポール
1979 年生
現代美術（キュレーション）
福岡アジア美術館（福岡県）

キュレーター。シンガポール国立大学にて歴史
学の修士号を取得後、2007 年よりシンガポール
国立美術ギャラリー（2016 年開館予定）に勤務。
現在は、シンガポール国立美術ギャラリーのシニ
ア・キュレーター。専門は東南アジアの近現代美
術。シンガポール国立美術ギャラリーと協定を締
結している福岡アジア美術館にて、所蔵作品や過
去の同館企画の展覧会について調査を行った。ま
た福岡を中心に美術関係者とのネットワークを構
築し、アジア美術を専門として扱う同美術館の運
営や作品の保管なども学んだ。この他にも、自身
の研究テーマに関連し、日本各地の関係者にヒア
リングを行い、調査・研究を深めた。

Pisitakun Kuantalaeng

提供：福岡アジア美術館

degree in history from the National University
of Singapore. Since 2007 he has been
employed at the National Art Gallery,
Singapore（scheduled to open in 2016）, where
he is currently senior curator. His specialty is
modern and contemporary Southeast Asian
art. At the Fukuoka Asian Art Museum, which
has concluded a partnership agreement
with the National Art Gallery, Singapore, he
conducted a survey of works in the collection
and exhibitions previously held at the museum.
He also amassed a network of art-world
contacts primarily in Fukuoka, and studied the
administration and artwork storage methods
of the Fukuoka Asian Art Museum, which is
devoted exclusively to Asian art. In addition,
he enriched his studies and
research by conducting
interviews with people in the
Asian art field throughout Japan.

2011.6.28 〜 9.15
タイ

Thailand
b. 1986
現代美術 Contemporary art
NPO 法人 BEPPU PROJECT（大分県） NPO BEPPU PROJECT（Oita）

Singapore
b. 1979
Contemporary art（Curation）
Fukuoka Asian Art Museum（Fukuoka）

C urator Yu Jin Seng earned a master s

Period

ピシタクン・クアンタレーング

1986 年生

現

提供：NPO BEPPU PROJECT

代美術家、キュレーター。キングモット工科大

学ラカバン校を卒業後、タイ・バンコクを拠点に、
イラストレーション、彫刻、インスタレーション
を用いて、大衆とのインタラクティブな関わりを
求める作品を発表。作家としてのみならず、タイ
のオートバイクタクシーを利用した移動美術館を
企画する等、キュレーターとしても活動。滞在中
には、予てより作家が取り組んでいるマンガを一
つのメディアとして捉え、その形態を利用し、特
に大きな影響を受けた日本のマンガから発展させ
た文庫本サイズのマンガを独自に制作。また、近
年世界中で発生する異常気象、災害、環境汚染な
どの地球規模の課題に、作家自身が異国である日
本で実際に体験した順応や適応という観念を重ね
合わせ構 成し
たインスタレー
ション を 制 作、
発表した。

提供：福岡アジア美術館
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提供：福岡アジア美術館

C ontemporary artist and curator Pisitakun

Kuantalaeng graduated from King Mongkut s
Institute of Technology, Ladkrabang, and
thereafter began creating installation and
sculpture that elicits interaction with the public,
primarily in Bangkok. In addition to his activities
as an artist, he is also engaged in curatorial
endeavors such as a mobile art museum
employing Thai motorcycle taxis. During his
stay in Japan, he focused on manga（which he
has been involved with for some time）as an art
medium, and produced small paperback booksized manga, which grew out of the Japanese
manga which particularly influenced him in the
past. In addition, he created and presented
installations juxtaposing concepts of adaptation
and acclimatization, which relate to his actual
experience as a foreign visitor to Japan, in order
to make a statement on climatic phenomena
which have recently swept the globe such
as weather anomalies, natural disasters, and
environmental pollution.

提供：NPO BEPPU PROJECT
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Nguyen Thu Ha

Period

グェン・トゥー・ハー

2011.6.28 〜 8.19

Le Hoang Bich Phuong

ベトナム

現

後、パフォーマンス、インスタレーション、映像、
絵画などの様々な媒体を用いた作品を国内外で発
表。日本滞在中には、滞在先の別府に地理的、文
化的特徴の形成に大きな影響をもたらしている
「温泉」
、特に鉄輪（かんなわ）地区の「湯けむり」に
着目した。これら「温泉」
「湯けむり」を表現する造
形作品を綿と針金、粘着テープを素材として制作
し、水枕や半割の竹と循環ポンプから成る「水路」
も加えたインスタレーションを発表。温泉体験に
独自の解釈を加えて、来訪者に体験させるインス
タレーションとなった。作品制作は、ボランティ
アと共に行い、地元の作家や住民との貴重な交流
機会ともなった。

C ontemporary artist Nguyen Thu Ha

graduated from the Vietnam Fine Art University,
and has since exhibited work in a wide variety
of media including performance, installation,
video, and painting. While in Japan, she was
captivated by onsen hot springs, a major
geographical and cultural feature of Beppu,
Oita Prefecture, where she was staying, in
particular the yukemuri（hot spring steam）
baths of the Kannawa district. She created
sculptural works depicting onsen and yukemuri
using cotton, needles, and adhesive tape,
which formed part of an installation along with
a water channel composed of water cushions,
bamboo split in half, and a cyclical water pump.
This installation, with which visitors interacted,
conveyed the artist s unique interpretation of
the hot spring experience. She
constructed the installation
along with volunteers, created
a valuable opportunity for
interaction between local artists
and residents.

Vietnam
b. 1984
現代美術 Contemporary art
NPO 法人 S-AIR（北海道） NPO S-AIR（Hokkaido）
1984 年生

現 代美術家。ホーチミン在住。ベトナムのアート
界で伝統的な手法であるシルクペインティングを
用いた絵画作品を制作。2010 年ホーチミン市芸
術大学を卒業後、グループ展などに参加。国内の
受賞暦多数。日本滞在中は、シルクペインティン
グを用い、作家が札幌で出会った日本人や異文化
体験を基にユーモアを交えて、現代的なモチーフ
へと変貌させ、作品として発表。また、札幌市立
大学やアートスペースで、レクチャーやトークも
行った。

提供：NPO S-AIR
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2011.7.6 〜 9.15
ベトナム

Vietnam
b. 1982
現代美術 Contemporary art
NPO 法人 BEPPU PROJECT（大分県） NPO BEPPU PROJECT（Oita）
1982 年生

代美術家。2007 年ベトナム芸術大学を卒業

Period

レー・ホアン・ビック・フオン

提供：NPO S-AIR

C ontemporary artist Le Hoang Bich Phuong

lives in Ho Chi Minh. Her work is in the medium
of silk painting, a traditional technique
prevalent in the Vietnamese art world. Since
graduating from Ho Chi Minh University of Fine
Art in 2010, she has shown her work in group
exhibitions and elsewhere, and has received
numerous awards in Vietnam. She worked
with silk painting during her stay in Japan as
well, using the time-honored medium to depict
contemporary motifs, rich in humor, based on
the Japanese people she became acquainted
with in Sapporo, Hokkaido and her intercultural
experiences. In addition, she delivered lectures
and talks at Sapporo City University and in art
spaces.

提供：NPO S-AIR
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Nge Lay

Period

ンゲ・リー

2011.7.1〜 9.22
ミャンマー
1979 年生
現代美術
遊工房アートスペース

Myanmar
b. 1979
Contemporary art
Youkobo Art Space（Tokyo）

Sok Than

Period

ソック・サン

2011.7.6.〜 9.15
カンボジア
1984 年生
現代美術
NPO 法人 S-AIR（北海道）

現 代美術家。プノンペン在住。リアム芸術学校
を 2005 年に卒業後、カンボジアで多くの伝統的
絵画を描く。2006 〜 07 年には、アメリカと台湾
でパフォーマンスを行う。日本滞在中には、カン
ボジアと日本の信仰心に共通項を見出し、人間に
とって普遍的な 信じる／祈る という観念を問い
ただし、知らず知らずのうちに 信じる 行為に縛

現 代美術家。2003 年に国立ヤンゴン芸術文化
大学卒業。ヤンゴンを拠点として、パフォーマン
スと写真を主軸に多様なメディアを用いて、作家
活動をしている。国内外において、作品を発表。
滞在中は、日常の情景や設定から、 生 に関する
様々な考えを読み解き、圧倒的な生命感で満たさ
れた壁面に描かれた絵画、顔のない男女の彫刻、
日本滞在中に撮りためた写真を展示し、発表した。
また、精力的にアーティスト・トークやシンポジウ
ムなどにも参加し、ミャンマーのアートシーンに
ついても紹介した。

C ontemporary artist Nge Lay graduated

from the University of Culture, Yangon in
2003. Based in Yangon, she works in diverse
media, notably performance and photography,
and has exhibited work both at home and
abroad. Her work produced and exhibited
while in Japan explored multifarious aspects
of life as glimpsed in everyday scenes and
situations, in the form of wall paintings bursting
with an overwhelming life force, sculpture of
a faceless man and woman, and a collection
of photographs taken while in Japan. She also
participated vigorously in artists talks and
symposia, introducing others to the art scene in
Myanmar.

られている人間を解放するようなコンセプトのイ
ンスタレーション作品を発表。カンボジアの仏壇
や墓を想起させる砂の山や、張り巡らされた白い
糸を効果的に利用した。また、札幌市立大学やアー
トスペースで、レクチャーやトークも行った。

提供：NPO S-AIR
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Cambodia
b.1984
Contemporary art
NPO S-AIR（Hokkaido）

提供：NPO S-AIR

C ontemporary artist Sok Than resides in

Phnom Penh. Since graduating from Reyum
Art School, Phnom Penh in 2005, he has
produced a large number of traditional
paintings in Cambodia, and in 2006-2007 put
on performances in the United States and
Taiwan. During his stay in Japan, he focused on
the commonalities between religious devotion
in Cambodia and in Japan, and explored the
universal human ideas of belief and prayer,
presenting installations based on the concept
of liberating people who have unconsciously
become constrained by the act of believing.
His work makes effective use of mountains
of sand, which evoke Cambodian Buddhist
altars and tombs, and white thread wrapped
repeatedly around them. He also gave an artist
talk and lecture at Sapporo City
University.

提供：NPO S-AIR

23

Savita Rani

Period

サヴィータ・ラニ

2011.6.30 〜 9.1
インド

India
b. 1981
舞台芸術（俳優／演出） Performing arts（Acting / Production）
公益財団法人 セゾン文化財団
（東京都） The Saison Foundation（Tokyo）
1981年生

2010/2011
ユージン・セン シンガポール

トーク
「アーティスト・トーク＆キュレーター・
トーク＠福岡アジア美術館」
主催：福岡アジア美術館
日時：2011年6 月25日
（土）
会場：福岡アジア美術館
来場者数：計52 名

トーク
「ベップユケムリ大学

BEPPUPROJECT 学部
【特別講座 アートの時間】vol.3
キュレーター・トーク」

俳 優／演出家。国立演劇学校（ニューデリー）で
演劇を専攻し、インドを代表する演出家、アヌラ
ダ・カプール氏に師事。卒業後は、ニューデリーを
拠点とし、作品制作を行うとともに世界各国の演
劇祭に出演する。
日本滞在中には、
日本の「現代（い
ま）
」を演劇関係者や研究者たちとの対話やフィー
ルド・ワークを通じて探り、また一方で、演出家岡
田圓氏及び花傳［KADEN］の劇団メンバーたちの
強力なサポートを得て、将来的な共同作品の創作
に向けて、
ワーク・イン・プログレスを発表。
その他、
インドにおけるフェミニズム演劇などインドの舞
台芸術事情も紹介した。

インド現代演劇についてのトーク 提供：公益財団法人 セゾン文化財団

A ctress and stage director Savita Rani

majored in theater at the National School of
Drama, New Delhi, studying under Anuradha
Kapoor, one of India s most prominent stage
directors. Since graduation she has been
based in New Delhi, creating work as well
as appearing on stage in theater festivals
the world over. During her stay in Japan, she
explored the now of contemporary Japan
through talks with theater-world insiders and
researchers, and through field work. In addition,
with the enthusiastic support of director Okada
Madoka and the members of the Kaden theater
troupe, she presented work in progress, with
a future collaborative effort in the works. She
also gave talks on the state of feminist theater
and the performing arts in India.

主催：NPO 法人 BEPPU PROJECT
日時：2011年7 月22日
（金）
会場：NPO BEPPU PROJECT platform01
来場者数：計22 名
＊所属するシンガポール国立美術ギャラリーの紹介およ
び研究テーマのひとつであるインドネシアのアートシー
ンを紹介した。

24

Yu jin Seng Singapore

Artist Talk & Curator Talk
@ Fukuoka Asian Art Museum
Organizer : Fukuoka Asian Art Museum
Date : June 25, 2011
Venue : Fukuoka Asian Art Museum
Visitor total : 52

Beppu Yukemuri University,
Beppu Project Department
<< Special Lecture: Art Time>>
vol.3 Curator talk
Organizer : NPO BEPPU PROJECT
Date : July 22, 2011
Venue : NPO BEPPU PROJECT platform01
Visitor total : 22
＊He introduced the National Art Gallery of
Singapore for which he works and described
the art scene in Indonesia, one of his research
subjects.

Presentation Twenty-Seventh
Modern Asian Art Seminar
Colloquium : Indonesian Art in
21st Century

発表
Organizer : Fukuoka Asian Art Museum
「第 27 回アジア近代美術研究会
コロキウム：インドネシア美術の 20 世紀」 Date : July 30, 2011
主催：福岡アジア美術館
日時：2011年7 月30日
会場：福岡アジア美術館
参加者数：43 名

エンダン・レスタリ インドネシア

成果展
「エレクトラロジー：私と私をめぐる「赤」
」
主催：滋賀県立陶芸の森
共催：国際交流基金
会場：滋賀県立陶芸の森 創作研修館
会期：2011年8 月20日
（土）
〜8 月24日
（水）
来場者数：計200 名
＊初日にアーティスト・
トークを実施

試演会後のトークセッション
提供：公益財団法人 セゾン文化財団

成果発表 /公開プログラム

Outcomes and Public Programs

Venue : Fukuoka Asian Art Museum
Participation Total : 43

Endang Lestari Indonesia

Exhibition:
Electralogy : I and Those in Red
Organizer : The Shigaraki Ceramic Cultural Park
Co-organizer : The Japan Foundation
Dates : August 20 – August 24, 2011
Venue : Institute of Ceramic Studies,
the Shigaraki Ceramic Cultural Park
Visitor total : 200
＊An artist talk was held on the opening day.

出演：Savita Rani、岡田圓、
冨田琴恵、阿部崇子
会場：森下スタジオ
提供：公益財団法人 セゾン文化財団
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グェン・トゥー・ハー ベトナム
ピシタクン・クアンタレーング タイ

トーク
「ベップユケムリ大学

BEPPU PROJECT 学部
【特別講座 アートの時間】vol.2
JENESYS アーティスト・トーク」

主催：NPO 法人 BEPPU PROJECT
日時：2011年7 月9日
（土）
会場：NPO BEPPU PROJECT platform01
来場者数：計31名
＊これまでの制作活動や別府の感想などを中心にトーク
を実施

成果展
グェントゥー・ハー「 Steam」

主催：NPO 法人 BEPPU PROJECT
共催：国際交流基金
会場：NPO BEPPU PROJECT 永久別府劇場
会期：2011年8 月17日
（水）
〜9 月4日
（日）
来場者数：計165 名

成果展
ピシタクン・クアンタレーング「ERQUE」
主催：NPO 法人 BEPPU PROJECT
共催：国際交流基金
会場：NPO BEPPU PROJECT 永久別府劇場
会期：2011年9 月10日
（土）
〜10 月2日
（日）
来場者数：計150 名

ピシタクン・クアンタレーング Pisitakun Kuantalaeng
提供：NPO BEPPU PROJECT

Nguyen Thu Ha Vietnam
Pisitakun Kuantalaeng Thailand

Beppu Yukemuri University
Beppu Project Department
<< Special Lecture: Art Time>>
vol.2 JENESYS Artist talk
Organizer : NPO BEPPU PROJECT
Date : July 9, 2011
Venue : NPO BEPPU PROJECT platform01
Participants : Total of 31
＊They talked about their activities thus far and
their impressions of Beppu.

Exhibition
Nguyen Thu Ha : Steam
Organizer : NPO BEPPU PROJECT
Co-organizer : The Japan Foundation
Dates : August 17 – September 4, 2011
Venue :
NPO BEPPU PROJECT, Eikyu Beppu Theater
Visitor total : 165

Exhibition
Pisitakun KUANTALAENG :
ERQUE
Organizer : NPO BEPPU PROJECT
Co-organizer : The Japan Foundation
Dates : September 10 – October 2, 2011
Venue :
NPO BEPPU PROJECT, Eikyu Beppu Theater
Visitor total : 150

グェン・トゥー・ハー Nguyen Thu Ha

サヴィータ・ラニ インド

パブリック・トーク
「インド現代演劇事情・自身の活動について」
主催：公益財団法人 セゾン文化財団
（金）
日時：2011年7 月8日
会場：公益財団法人セゾン文化財団 森下スタジオ
来場者数：計39 名
＊インドの演劇事情や自身の活動について語り、
観客から
の質疑に応答。

サヴィータ・ラニ、岡田圓による共同制作
ワーク・イン・プログレス
主催：公益財団法人 セゾン文化財団
共催：国際交流基金
（日）
日時：2011年8 月21日
会場：公益財団法人セゾン文化財団 森下スタジオ
参加者数：15 名
演出：サヴィータ・ラニ / 岡田圓
出演：とみたことえ
（KADEN）/ 阿部崇子（KADEN）
岡田圓
（KADEN）/ サヴィータ・ラニ
演奏＋音楽：落合敏行
協力：茅島直 / 荒川久忠 / 山森博絵
の岡田圓氏とともに作品を制作。
制作途
＊花傳［KADEN］
中の作品を限定公開という形で、
即興にて上演し、
その後
トークを実施。

ンゲ・リー ミャンマー

オープンスタジオ

Organizer : The Saison Foundation
Date : July 8, 2011
Venue :
The Saison Foundation MORISHITA STUDIO
Participants : Total of 39
＊ She talked about the state of theater in India
and her own activities, and answered questions
from the audience.

Work-in-progress in collaboration
with Madoka Okada
and Savita Rani
Organizer : The Saison Foundation
Co-organizer : The Japan Foundation
Date : August 21, 2011
Venue :
The Saison Foundation MORISHITA STUDIO
Participants : Total of 15
Director : Savita Rani / Madoka Okada
Actor : Kotoe Tomita / Takako Abe /
Madoka Okada / Savita Rani
Music : Toshiyuki Ochiai
Co-operation : Sunao Kayashima /
Hisatada Arakawa / Hiroe Yamamori
＊She created work together with director Madoka
Okada from KADEN. Improvised performance of
work, which is not yet complete, followed by a talk.

Nge Lay Myanmar

Open Studio

主催：遊工房アートスペース
日時：2011年7 月18日
（月・祝）
会場：遊工房アートスペース
来場者数：40 名

Organizer : Youkobo Art Space
Date : July 18, 2011
Venue : Youkobo Art Space
Visitor total : 40

パフォーマンス
二パフ＠千代田芸術祭

Performance
NIPAF @ Chiyoda Art Festival

主催：3331 Arts Chiyoda
日時：2011年9 月18日
（日）
会場：3331 Arts Chiyoda
＊千代田区芸術祭2011のステージ部門に出演

成果展
「 The Relationship Between the
Great Nothing」
主催：遊工房アートスペース
共催：国際交流基金
（水）
〜9 月18日
（日）
会期：2011年9 月7日
来場者数：200 名
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Savita Rani India

Public Talk:
Contemporary Theater in
India and My Own Activities

Organizer : 3331 Arts Chiyoda
Date : September 18, 2011
Venue : 3331 Arts Chiyoda
＊She performed in stage division of Chiyoda
Art Festival 2011

Exhibition
The Relationship Between
the Great Nothing
Organizer : Youkobo Art Space
Co-organizer : The Japan Foundation
Dates : September 7 – 18, 2011
Visitor total : 200
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レー・ホアン・ビック・フオン ベトナム
ソック・サン カンボジア

講演
「ベトナムおよびカンボジアの
アートシーンについて」
主催：NPO 法人 S-AIR
共催：札幌市立大学
日時：2011年 7 月15日
（金）
会場：札幌市立大学
来場者数：計 13 名

アーティスト・トーク
主催：NPO 法人 S-AIR、
財団法人さっぽろ産業振興財団、国際交流基金
共催：OYOYO 美術部
（火）
日時：2011年 8 月9日
会場：OYOYO×まち×アートセンターさっぽろ
来場者数：計 42 名

成果展

Sok Than & Le Hoang Bich Phuong

主催：NPO 法人 S-AIR、
財団法人さっぽろ産業振興財団、国際交流基金
共催：OYOYO 美術部
会期：2011年 9 月2日
（金）
〜 4日
（日）
会場：OYOYO×まち×アートセンターさっぽろ
来場者数：125 名
＊初日にアーティスト・トークを実施。

Le Hoang Bich Phuong Vietnam
Sok Than Cambodia

Lecture on the Art Scene
in Vietnam and Cambodia
Organizer : NPO S-AIR
Co-organizer : Sapporo City University
Date : July 15, 2011
Venue : Sapporo City University
Visitor total : 13

Artist Talk
Organizers : NPO S-AIR,
Interxcross Creative Center,
The Japan Foundation
Co-organizer : OYOYO bijutsu club
Date : August 9, 2011
Venue :
OYOYO MACHI×ART CENTER SAPPORO
Visitor total : 42

Exhibition
by Sok Than
& Le Hoang Bich Phuong
Organizers : NPO S-AIR,
Interxcross Creative Center,
The Japan Foundation
Co-organizer : OYOYO bijutsu club
Dates : September 2 - 4, 2011
Venue :
OYOYO MACHI×ART CENTER SAPPORO
Visitor total : 125
＊An artist talk was held on the opening day.

東アジアクリエーター招へいプログラム 2010/2011
アンケートとインタビューより

Our Thoughts on the Programme for Creators 2010/2011
From the questionnaires and interviews

クリエーター
●日本の演出家や俳優と共同制作を通して、日本
文化や日本人に対する理解が深まった。また多く
の若いアーティストと出会ったことで、今後制作
する舞台作品のインスピレーションを得ることが
出来た。今回の滞在の成果であるワーク・イン・
プログレスの経験が、将来の共同制作につながる
ことを願っている。
（サヴィータ・ラニ、インド、公益財団法人 セゾン文化財団）

●作品保存、キュレーション、コレクションの管
理、各美術館のビジネスモデルなど、公立、私立
様々な日本の美術館の運営方法について、幅広く
学ぶことができた。またアート NPO がどのよう
にして地元のコミュニティーと共同でプロジェク
トを行っているか、そしてスペースを運営してい
るかを知ることが出来、大変有意義だった。
（ユージン・セン、シンガポール、福岡アジア美術館）

受入機関
●国内外からアーティストの受け入れを行ってい
るが、自国に助成金制度のないアジアの国々から
の受け入れは少なく、当館の過去の滞在作家らの
ネットワークに、アジアへのネットワークが拡が
り、意義深いものとなった。また、イスラム社会
での女性の地位や活動範囲など制約の多い現在
のインドネシアで展覧会を開催することに加え
て、自らの活動を女性に伝えるレクチャーなども
同等重要視している被招へい者の姿勢には、同時
期に滞在制作していた同世代の日本の女性アー
ティストらも強い感銘を受けていた。
（滋賀県立陶芸の森）

Creators
My understanding of Japanese culture and
Japanese people deepened through my
joint project with Japanese directors and
actors. Also, meeting with so many young
artists gave me inspiration for future stage
productions. I hope that my experience with
the work-in-progress from my residency will
lead to future joint projects.

（Savita Rani, India, the Saison Foundation）

I learned a wide range of information about
managing both public and private museums
in Japan, such as art conservation, curation,
collection management and business models
for museums. I also learned how art NPOs
communicate with the community and carry
out joint projects, and how they manage
their space, which was really motivating.

（Yu Jin Seng, Singapore, Fukuoka Asian Art Museum）

Hosting Bodies
We host artists from Japan and abroad, but
we have few artists from countries in Asia that
lack a subsidy system, so this programme
enabled us to expand our network of past
artists-in-residence to include artists in Asia,
which made this experience very worthwhile.
In addition, the female Japanese artists of
the same generation who were in residence
at the same time were very impressed by
the invitee, who not only held exhibits in
Indonesia, an Islamic society in which women
face many constraints in their role and
sphere of activity, but also clearly valued
this experience and gave lectures to women
about her own activities.

（The Shigaraki Ceramic Cultural Park）

レー・ホアン・ビック・フオン Le Hoang Bich Phuong
提供：NPO S-AIR

ソック・サン Sok Than
提供：NPO S-AIR

●東日本大震災や原発事故などで、来日する外国
人が減った中、外国人を積極的に受け入れるこの
ような機会は、非常に貴重であると感じた。また、
通常の活動ではなかなかネットワークを築きにく
い地域からの受入れは、このようなプログラムが
あればこそ可能である。今後も、東南アジア等多
様な地域との関係を築く橋渡しとなり、このよう
な機会を提供してほしい。
（NPO 法人 S-AIR）

With fewer foreigners visiting Japan due to the
Great East Japan Earthquake and the nuclear
power plant accident, this opportunity to
proactively invite foreigners was very valuable,
I feel. Moreover, I think it is precisely this kind
of programme that makes it possible to invite
artists from regions in which it is difficult to
build networks in our typical activities. I would
like to offer this kind of opportunity, building
bridges to build relationships with diverse
regions in Southeast Asia.

（NPO S-AIR）
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活動記録 2011/2012

Activities 2011/2012

◀
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ファム・ゴック・ラン Pham Ngoc Lan

クリエーターの所属・肩書きは 2012 年 7 月31日現在のものです。 The creators positions and affiliations are as of July 31, 2012.

P45

◀

アヴァ・マウリーン・ヴィラヌエヴァ・オン Ava Maureen Villanueva Ong
出演：北村成美、アヴァ・マウリーン・ヴィラヌエバ・オン 提供：NPO Dance Box

P46

◀

ヴー・ホン・ニン Vu Hong Ninh

P50

◀

コウスタヴ・ナグ Koustav Nag

アヴァ・マウリーン・ヴィラヌエヴァ・オン Ava Maureen Villanueva Ong P40
写真：塚原悠也 出演：アヴァ・マウリーン・ヴィラヌエバ・オン、ロッサム・プルデンシアド・Jr

コウスタヴ・ナグ Koustav Nag
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Activities 2011/2012

サンディー・チュウ Sandee Chew

P37 京都芸術センターのスタッフ、アーティストと共に

ファム・ゴック・ラン Pham Ngoc Lan

P45

◀

◀

P48

◀

ズン・イ・ピュー Zun Ei Phyu
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P43

◀

サラン・ヨウコンディー Saran Youkongdee

P38

◀

ファイルズ・スレイマン Fairuz Slaiman
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Bayu Sulistyo Subyantoro

Activities 2011/2012

バユ・スリスティヨ・スビヤントロ

インドネシア
1982 年生
アニメーション
大阪電気通信大学（大阪府）
国際交流基金（東京都）

ア ニメーター。ガジャマダ大学建築学部を卒業

カシミロ・ヴァレンティム・ペレイラ・ザカルノ
（ジル）Casimiro Valentim Pereira Zecaruno（Gil） P55
◀
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Indonesia
b. 1982
Animation
Osaka Electro-Communication University（Osaka）
The Japan Foundation（Tokyo）

A nimator Bayu Sulistyo Subyantoro graduated

from the faculty of architecture at Gajah Madh
University. After accumulating animation
経験を積み、2009 年に自身のスタジオである、
experience at an animation studio in Singapore,
現在の Hicca アニメーション・スタジオ（Hicca
in 2009 he launched his own studio, ADB Studio
Animation Studio）の前身である ADB スタジ （currently known as Hicca Animation Studio）.
During the first half of his stay in Japan he
オを設立。日本滞在前半は、大阪電気通信大学を
was based at Osaka Electro-Communication
拠点とし、関西地域のアニメーションを始めとす
University, and visited educational institutions,
るコンテンツ事業に関わる教育機関、産業施設や
industrial facilities and corporations in the
Kansai region which are involved in animation
企業を訪問し、ヒアリングを行った。その後東京
に移動し、アニメーション・スタジオ、教育機関、 and other content-based business fields to
conduct interviews. He then went to Tokyo,
関連美術館など様々な施設を訪問し、関係者との
where he visited a wide range of institutions
ネットワーキングに努め、日本におけるアニメ産
including animation studios, educational
institutions, and museums to network with
業の発展や現状に対する理解を深めた。
people involved in the field, deepening his
understanding of the evolution and current state
of the animation industry in Japan.

後、シンガポールのアニメーション・スタジオで

ブエン・カルバヤン

Buen Calubayan

P39

◀

カシミロ・ヴァレンティム・ペレイラ・ザカルノ
（ジル）
Casimiro Valentim Pereira Zecaruno（Gil）

Period

2012.5.7 〜 6.6

提供：国際芸術センター青森
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Mahardika Yudha

Period

マハルディカ・ユダ

2012.1.19 〜 2.20
インドネシア
1981年生
現代美術（キュレーション）
国際交流基金（東京都）

Indonesia
b. 1981
Contemporary art（Curation）
The Japan Foundation（Tokyo）

キュレーター。専門は、映画、ビデオアート、メ C urator Mahardika Yudha specializes in film,
ディアアート。インドネシアの現代アートシー

ンに大きな影響力を持ち、海外とのネットワー
クを広く持つオルタナティブ・アート・スペース
「Ruangrupa」及 び「Forum Lenteng」で 活 動
するとともに、ジャカルタ国際ビデオフェスティ
バル「 OK. ビデオフェスティバル」のキュレーショ
ンにも関わる。滞在中は、日本の実験映画の巨匠
である松本俊夫監督に関する調査を進め、同監督
のインタビュー、キュレーターへのヒアリング、過
去の作品視聴や文献研究などを行った。また、イ
ンドネシアにおいて将来的に企画につながるよう
な若い世代の日本人作家のメディアアート作品に
関しても調査を行った。

36

video art, and media art. He is active at the
alternative art spaces Ruangrupa and Forum
Lenteng, which have an extensive network
of overseas connections and are highly
influential within the Indonesian contemporary
art scene, and is involved in curating the
Jakarta International Video Festival（OK. Video
Festival）. While in Japan, he made a study of
director Matsumoto Toshio, known as one of
the titans of Japanese experimental filmmaking,
which included interviews with the director and
with curators, viewings of his past work, and
research into his writings. He also conducted a
study of works of media art by young Japanese
artists, with potential to develop into future
projects in Indonesia.

Sandee Chew

Period

サンディー・チュウ

2012.5.30 〜 7.23
マレーシア
1980 年生
舞台芸術（照明）
京都芸術センター（京都府）
座・高円寺（東京都）

照 明デザイナー／コーディネーター／俳優／ラ

イター。ヒューストン大学にて電気工学（副専攻：
演劇）を学び、クアラルンプール舞台芸術センター
（KLPAC）でテクニカル・スタッフとして勤務し
た後、舞台芸術に関わる様々な分野でフリーラン
スとして幅広く活動中。日本滞在前半は、京都芸
術センターを拠点とし、同センターでの公演の照
明のセッティング等に携わる一方、関西地域の舞
台芸術関連の劇場、教育機関、NPO やカンパニー
を訪れ、日本の舞台芸術活動に対する理解を深め
た。滞在後半は東京に拠点を移し、座・高円寺で研
修を行い、2012 年 7 月に開催された子供向けの演
劇フェスティバル「世界をみよう！」で上演した各
国のカンパニー作品の照明関連業務に関わった。

Malaysia
b. 1980
Performing arts（Lighting）
Kyoto Art Center（Kyoto）
ZA-KOENJI Public Theater（Tokyo）

L ighting designer, coordinator, actress

and writer Sandee Chew studied electrical
engineering at the University of Houston, with a
minor in theater. After serving on the technical
staff of the Kuala Lumpur Performing Arts
Centre（KLPAC）, she launched a freelance
career spanning many fields of the performing
arts. During the first half of her stay in Japan,
she was based at the Kyoto Art Center and
worked on the lighting for performances at the
Center, while also paying visits to performing
arts-related facilities in the Kansai region
including theaters, educational institutions,
NPOs and performing arts troupes, deepening
her knowledge of the performing arts in
Japan. During the second half of her stay
she transferred her base of operations to
Tokyo, undergoing training at ZA-KOENJI
Public Theater and working on the lighting
for performances by troupes from various
countries in the children-oriented theater
festival Sekai o miyo!（Let s See the World!）
held in July, 2012.
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Fairuz Sulaiman

ファイルズ・スレイマン

マレーシア
1982 年生
現代美術（メディア・アート）
山口情報芸術センター
［YCAM（
］山口県）
国際交流基金（東京都）

マ

ルチメディア・アーティスト。主にアナログな

手法を用いながら、デジタル様式も取り入れる作

品で、Ferns 等バンドの視覚投影や音楽ビデオ制
作も手掛ける。また大学の非常勤講師、Digital

Art & Culture（DA ＋ C）フェスティバルのプロ
グラム・ディレクターも務める。4 〜 5 月は、山口
情報芸術センター［ YCAM］にインターンとして
滞在し、同センターの教育普及事業コンテンツ
「 glitchGROUND- メディアアートセンターから
提案する新しい学び場環境」のプランニング、現
場対応、撮影やブログ執筆作業に関わる。その後、
京都及び東京にて、今後の制作活動につながるリ
サーチを独自に進め、滞在終盤には音楽家・VOQ
氏と、映像（アニメーション）作家の松本力氏と共
にコラボレーションによる音楽と映像のライブパ
フォーマンス「 You & You and Me!!! 〜あなた
とあなた、そしてわたし〜」を上演した。

Period

2012.4.26 〜 6.25

Multimedia artist Fairuz Sulaiman works

primarily in analog media, while incorporating
some digital elements, and is engaged in creating
video projections and music videos for bands
such as Ferns. He also serves as a part-time
university lecturer and program director of the
Digital Art + Culture（DA+C）Festival. In April and
May, he worked as an intern at YCAM（Yamaguchi
, and was involved
Center for Arts and Media）
in planning, execution, filming and blogging for
YCAM s education promotion project glitchGROUND:
A media art center s proposal for new educational
environments. Afterward, in Kyoto and Tokyo,
he pursued independent research which will
contribute to his future creative endeavors. Near
the end of his stay in Japan, he appeared in Y ou &
Y ou and Me, a music, video and live-performance
multimedia work he
created in collaboration
with musician VOQ
and video（animation）
creator Matsumoto
Chikara.

Period

2011.10.11〜11.18
フィリピン

Philippines
b. 1980
現代美術（キュレーション） Contemporary art（Curation）
国際芸術センター青森（青森県） Aomori Contemporary Art Center（Aomori）

Malaysia
b. 1982
Contemporary art（Media art）
Yamaguchi Center for Arts and Media（Yamaguchi）
The Japan Foundation（Tokyo）

提供：山口情報芸術センター［YCAM］
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Buen Calubayan

ブエン・カルバヤン

1980 年生

提供：国際芸術センター青森

キュレーターとして活動するほか、アーティス C urator Buen Calubayan is also active as

トとしても活躍。サント・トーマス大学マニラ校に
て、文化財保存学の修士号を取得後、同大学にて
造形美術の講師を経て、現在フィリピン国立博物
館にて研究員（キュレーター）として勤務。国際芸
術センター青森では、インターンとして、
『再考現
学 /Re-Modernologio phase2: 観察術と記譜
法』出展作家の滞在制作や、同センターでの小学
生向けのワークショップに参加。東京では、パブ

リックスペースでのアートプロジェクトを調査し、
都内の美術館や、オルタナティブ・アート・スペー
スを訪問し、日本人関係者とのネットワークを構
築した。

提供：国際芸術センター青森

an artist. After acquiring a master s degree
in cultural heritage conservation from the
University of Santo Tomas, Manila, he
worked as a visual arts instructor at the same
university before obtaining his current position
as a researcher（curator）at the National
Museum of the Philippines. During his tenure
as an intern at the Aomori Contemporary Art
Center, he was involved in the production of
works by artists-in-residence exhibiting in
the group show Re-Modernologio Phase
II: Observation and Notation, as well as
workshops for elementary school students
at the Center. In Tokyo, he made a study of
art projects in public spaces, and visited art
museums and alternative art spaces in Tokyo,
building a network of art world
contacts in Japan.

提供：国際芸術センター青森
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Ava Maureen Villanueva Ong

Period

アヴァ・マウリーン・ヴィラヌエヴァ・オン

フィリピン

1982 年生

コンテンポラリーダンス

NPO 法人 DANCE BOX

2012.5.28 〜 7.23

I-shan Sam

イシャン・サム

シンガポール
1977 年生
現代美術（プログラム・コーディネーション）
国際交流基金（東京都）

Philippines
b. 1982
Contemporary dance
NPO DANCE BOX

Period

2012.1.26 〜 2.29
Singapore
b. 1977
Contemporary art（Programme coordination）
The Japan Foundation（Tokyo）

写真：塚原悠也 出演：アヴァ・マウリーン・ヴィラヌエバ・オン、中村麻子

出演：北村成美、アヴァ・マウリーン・ヴィラヌエバ・オン
提供：NPO Dance Box

近隣の小学校にて 提供：NPO Dance Box

ダンスカンパニー「Air Dance」所属の振付家兼

ダンサー。フィリピン大学音楽学部（舞踊専攻）卒
業。幼少時よりバレエを始め、現在は大学の講師を
務めるなど、大学生や子供にダンスを教えている。
日本滞在中にはダンス作品を制作。滞在終盤には、
フィリピンの文化や生活風習などを取り込み、滞
在先の神戸市新長田の街中で、学生ボランティア
やカンパニーのメンバーと共に3つの場所をツアー
しながらパフォーマンスを上演した。また制作活動
の他にも、小学 1 年生を対象としたワークショップ
を行い、フィリピン伝統の踊りを教えたり、大学等
でもレクチャーやワークショップを行った。
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A

写真：塚原悠也 出演：アヴァ・マウリーン・
ヴィラヌエバ・オン、ロッサム・プルデンシアド・Jr

va Maureen Villanueva Ong is a
choreographer and dancer with the
contemporary dance company Air Dance. She
graduated from the faculty of music at the
University of the Philippines. Having done ballet
since her early childhood, she now teaches
dance to university students and children,
including as a university instructor. She created
a dance piece during her stay in Japan, and near
the end of her stay, she put on a performance
with student volunteers and the dance company s
members which toured three locations in the
Shin-Nagata district of Kobe. In addition to these
creative endeavors, she held a workshop for
first-grade elementary school students where
she taught traditional Philippine dance, as well
as lectures and workshops at universities.

シ ン ガ ポ ー ル 美 術 館 の プ ロ グ ラ ム・マ ネ ー
ジャー。シンガポール国立大学にて英文学の学

士号を取得後、文化面の記者としてシンガポー
ルプレスでの勤務を経て、アメリカのペンシルバ
ニア大学にて現代文化理論等の講師として勤務。

2007 年よりシンガポール美術館にて、同美術館
の映像プログラムや教育普及事業に携わる。日本
滞在中は、映像やメディアアートにフォーカスし、
日本各地の美術館、文化施設やフェスティバルを
訪問し、運営形態、活動方針や展示企画などを調
査・考察した。

I -Shan Sam is a program manager at the

Singapore Art Museum. After obtaining a
bachelor s degree in English literature from
the National University of Singapore, she
worked as a journalist reporting on culture for
Singapore Press Holdings before becoming an
instructor of contemporary cultural theory at
the University of Pennsylvania, Philadelphia,
USA. Since 2007, she has been coordinating
video programs and educational initiatives at
the Singapore Art Museum. During her stay in
Japan, she focused on video and media art,
visiting museums, cultural facilities and arts
festivals throughout the country to study and
observe their management structure, policies
and exhibition planning.
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Pimpun Sungkorn

Period

ピンパン・スンコルン

2012.3.1〜 3.30

Saran Youkongdee

タイ

プ

にて美術史の学士号を修得。バンコクのオルタナ
ティブスペースでのコーディネーター業務を経
て、タイ・クリエイティブ・デザイン・センター

（ TCDC）開館当初から、展覧会のプロジェクト・
コーディネーションに携わる。日本滞在中は東京
をベースに、日本のデザイン、現代美術やポップ
カルチャーなど様々な分野の施設や展覧会を訪問
し、日本の美術やデザインの現状を理解するとと
もに、関係者とのネットワークを構築した。また、
国際交流基金と TCDC の共催で行われる展覧会
「防災とデザイン」に関連する施設やプロジェク
ト、また関係者を訪問した。

P roject manager Pimpun Sungkorn obtained

a bachelor s degree in art history from
Silpakorn University, after which she worked
as an alternative art space coordinator in
Bangkok, later joining the Thailand Creative
and Design Center（TCDC）where she has
served as project coordinator for exhibitions
since the Center opened. While in Japan, she
was based in Tokyo and paid visits to facilities
and exhibitions covering a wide range of fields
including Japanese design, contemporary art
and pop culture, gaining an understanding of
the current state of Japan s art and design and
building a network of art-world contacts. She
also visited facilities, projects and personnel
related to the Disaster + Design exhibition cosponsored by the Japan Foundation and TCDC.

2012.4.2〜 6.26
タイ

Thailand
b. 1981
現代美術（プログラム・コーディネーション） Contemporary art（Programme coordination）
国際交流基金（東京都） The Japan Foundation（Tokyo）

Thailand
b. 1982
現代美術（デザイン） Contemporary art（Design）
遊工房アートスペース（東京都） Youkobo Art Space（Tokyo）
Studio Kura（福岡県） Studio Kura（Fukuoka）

1981年生

ロジェクト・マネージャー。シラパコン大学

Period

サラン・ヨウコンディー

1982 年生

提供：Studio Kura

プ

ロダクト・デザイナー。タイの伝統文化や工芸

から得たヒントを、緻密で質の高い現代的なデザ
インに落とし込み、タイの木や植物から作った素
材でリサイクル可能なプロダクトを制作。今まで、

国内外で著名なデザイン賞を数多く受賞。東京及
び福岡で滞在制作を行い、東京では桜をモチーフ
とし、都市に生きる人々の失った心をテーマとし
た展覧会「Spirit」を開催。本作品制作と並行して、
小学 4 年生を対象とし、こどもの心と想像力で育
つこどもの背丈程の木「私の中の木」を制作する
ワークショップを実施。福岡では、滞在した糸島
市の稲作文化に着目し、現代人の米に対する文化
的考察を加えた展覧会「 Spirit Away」にて、稲穂
を連想させるインスタレーションを展示した。

P roduct designer Saran Youkongdee

takes hints from traditional Thai culture and
handcrafts, and applies them to contemporary
designs of meticulous and pristine quality.
These include recyclable products made
from Thai tree and plant-based materials. He
has received numerous prestigious design
awards both at home and abroad. He stayed
and worked in Tokyo and Fukuoka. While in
Tokyo, he presented the exhibition Spirit, with
the motif of cherry blossoms and the theme
of spirit lost by contemporary urban dwellers.
He also held a concurrent workshop for fourthgrade elementary school students intended to
foster their emotional wellbeing and creativity,
entailing the creation of Tree in my mind, a
tree about the height of a child. In Fukuoka,
he became interested in the rice-cultivation
culture of the city of Itoshima where he stayed,
and presented an installation evocative of ears
of rice at the exhibition Spirit Away, which
dealt with the issue of what rice means to
contemporary people.

提供：Studio Kura
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Denny Azriman

Period

デニー・アズリマン

2012.5.21〜 6.19

Pham Ngoc Lan

Vietnam
b. 1986
現代美術（写真／ビデオアート） Contemporary art（Photography / Video art）
NPO 法人 S-AIR（北海道） NPO S-AIR

Brunei
b. 1980
アニメーション Animation
国際交流基金（東京都） The Japan Foundation（Tokyo）

ア

学でアニメーションを学び、漫画家またアニメー

ターとして活動。
2010 年に自身のアニメーション・
スタジオ「 Ambuyart Animation」を設立。日本
滞在中は、東京をベースに、アニメーション・スタ
ジオ、教育機関、アニメや漫画関連の美術館、産
業施設や協会など様々な施設を訪問し、ヒアリン
グなどを行い日本におけるアニメ産業に対する理
解を深め、アニメ関係者とのネットワーキングに
努めた。また同時期に来日していた JENESYS ク
リエーターとの交流を深め、将来的な事業のコラ
ボレーションなどを検討中。
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2012.5.24 〜 7.24
ベトナム

ブルネイ

1980 年生

ニメーター。高校卒業後銀行に勤める傍ら、独

Period

ファム・ゴック・ラン

1986 年生

Production I.G にて

A nimator Denny Azriman went to work for a

bank after graduating from high school, while
at the same time studying animation on his
own. He is active as a cartoonist and animator,
and established his own animation studio,
Ambuyart Animation, in 2010. While in Japan, he
was based in Tokyo and made visits to a wide
range of facilities including animation studios,
educational institutions, anime and mangarelated museums, industrial facilities and relevant
organizations, conducting interviews, deepening
his understanding of the Japanese animation
industry and building up a network of animationrelated contacts. At the same time, he got to
know other creators visiting Japan through the
JENESYS program, and is currently considering
future collaborative projects with them.

現 代美術家（写真／ビデオ・アート）。ハノイ建
築大学にて都市デザインと都市計画を学び、その
後、独学にて写真や映像作品の制作を始める。現
在ハノイを拠点に活動。ひとの人生のどこか直接
的で詩的な、特に予測不可能な点に主眼を置き、
写真や映像で表現する。日本滞在中は、札幌にて
写真と動画の撮影を行い、滞在後半に札幌の ICC
にて、今回撮影した写真と過去制作した映像を展
示した。また、札幌で取りためた映像は、帰国後、
独自のコンセプトに基づき編集した上、発表する
予定。

Contemporary photographer and video

artist Pham Ngoc Lan majored in urban design
and urban planning at the Hanoi University of
Architecture, but later studied photography and
video on his own. He is currently based in Hanoi.
He turns his gaze to the immediate, poetic and
above all unpredictable aspects of people s
lives and captures them on film. While in Japan,
he shot photos and video in Sapporo, exhibiting
these photos and his previous video works at
ICC in Sapporo during the second half of his
stay. After returning to Vietnam, he intends to
edit the footage shot in Sapporo based on an
original concept and present it.
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Vu Hong Ninh

Period

ヴー・ホン・ニン

2012.5.8 〜7.24

Sithong Sivuenxay

シートン・シブエンサイ

ベトナム

ラオス Laos
1976 年生 b. 1976
仏像修復、木造彫刻 Restoration of Buddhist statues, Wooden sculpture
身延山大学（山梨県） Minobusan University（Yamanashi）

Vietnam
b. 1983
現代美術（パフォーマンス） Contemporary art（Performance）
トーキョーワンダーサイト青山： Tokyo Wonder Site Aoyama:
クリエーター・イン・レジデンス（東京都） Creator-in-residence（Tokyo）
1983 年生

2 009 年にベトナム芸術大学を卒業し、現在はハ C ontemporary artist Vu Hong Ninh graduated

ノイを拠点として活動。インスタレーションのほ
か、ビデオアートパフォーマンス作品を制作。近

年は、ベトナム国内はもとより、日本やノルウェー
などでも作品を発表。日本滞在中は、マンホール
など身近な対象物に着目し、象徴的でもある赤い
風船を用いながら、日本の独自性を問いかけるパ
フォーマンスを精力的に行い、それらの作品は、
写真や映像の形態で、赤い風船のインスタレー
ションとともに展示された。また、日本人アーティ
スト二藤建人氏とともに、お互いのパフォーマン
スを路上にて行う共同作品も制作。
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from Vietnam University of Fine Arts in 2009,
and is currently based in Hanoi. In addition to
installation, his work includes video art and
performances. In recent years, his work has
been shown not only in his home country but
also overseas, such as in Japan and Norway.
During his stay in Japan, he focused on
mundane elements of the environment such as
manholes, and employed red balloons imbued
with symbolism in ambitious performances
that call Japanese identity into question, which
were documented on photo and film and then
displayed in installations along with actual
red balloons. He also worked with Japanese
artist Nito Kento on collaborative street
performances.

Period

2011.11.21〜 2012.2.10

彫 刻家。ラオス国立芸術学校にて彫刻を学び、 S culptor Sithong Sivuenxay studied wood

2007 年より同校の木造彫刻の講師として勤務。
2001 年より、身延山大学東洋文化研究所主催の
ラオスでの仏像修復プロジェクトに関わり、今回
の来日時には東北震災慰霊の為の仏像修復に携わ
り、その技術を学んだ。また滞在中には、同大学
の支援を受け、ラオス語版の仏像修復マニュアル
作成も行い、帰国後の技術の継承も考慮に入れた
活動を行った。その他日本滞在中には、京都や鎌
倉などの寺院を訪問し、日本の仏教美術に対する
造詣を深めた。

sculpture at the National Institute of Fine Arts,
Laos, and has been employed as a wood
sculpture instructor at the same school since
2007. Since 2001, he has been involved in the
Buddhist statue restoration project in Laos led
by the Minobusan University Institute of East
Asian Cultural Studies, and during his stay in
Japan he was engaged in restoring Buddhist
statues to commemorate the Great East Japan
Earthquake, learning specialized restoration
techniques during the process. While in Japan,
he attended classes at Minobusan University,
created a Buddhist statue restoration manual
in the Laotian language, and took part in other
activities aimed at preserving and transmitting
this knowledge after his return to Laos. He
also visited temples in Tokyo and Kamakura,
deepening his familiarity with Japanese
Buddhist art.
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Zun Ei Phyu

Period

ズン・イ・ピュー

ミャンマー
1986 年生
現代美術
トーキョーワンダーサイト青山：
クリエーター・イン・レジデンス（東京都）

2012.5.8 〜 7.24
Myanmar
b. 1986
Contemporary art
Tokyo Wonder Site Aoyama:
Creator-in-residence（Tokyo）

Keomakara Hoeng

ケオマカラ・ホゥン

カンボジア
1986 年生
現代美術（写真）
日本大学芸術学部写真学科（東京都）

Period

2012.5.15 〜7.18
Cambodia
b. 1986
Contemporary art（Photography）
Nihon University College of Art,
Department of Photography（Tokyo）

現 代美術家。絵画制作のほか、近年は紙を用い C ontemporary artist Zun Ei Phyu is a painter

たペーパークラフトに関心を持ち、絵画とペー

パーアートの融合に取り組む。ミャンマー国内の
展覧会に参加する他、インドネシアとミャンマー
の交流プログラムでは、バリにて作品を発表。日
本滞在中は、ミャンマーの伝統を反映しつつ、自
然と人間との関わりに主眼を置き、日本で得た経
験からインスパイアされたいくつかのテーマに基
づいた絵画とペーパークラフトを合わせた作品を
発表。また、中国とミャンマーの国境について、在
日中国人作家の潘 逸舟氏とともに再考し、共同制
作した作品を発表。

who in recent years has also been drawn to
paper crafts, and has worked toward the
integration of painting and paper art. In addition
to exhibitions in Myanmar, her work has been
shown in Bali through a Myanmar-Indonesia
exchange program. While in Japan, she created
and exhibited work incorporating painting and
paper crafts based on multiple themes inspired
by her experiences in Japan, which reflect
Myanmar s traditions and focus on interactions
between humankind and nature. She also
worked with Japan-based Chinese artist Ishu
Han on a re-examination of the border between
China and Myanmar and created a collaborative
work based on this re-examination.

写 真家。王立プノンペン大学外国語学部にて英
語を専攻し、その後 SETEC 大学にてデザインを
学ぶ。現在デザイナーとして活躍する傍ら、フリー
ランスの写真家として、プノンペンの新聞などに
写真提供を行う。日本滞在中は「人間と水」をテー
マにリサーチを行い、東北や関東近郊の漁港や漁
村などを訪問し、水に係わる人々の撮影を行った。
これらの写真は、カンボジアにて同じテーマで撮
影された写真作品とともに、東京都内にあるギャ
ラリーでの個展に展示された。
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P hotographer Keomakara Hoeng majored in

English at the Royal University of Phnom Penh
and later studied design at SETEC University.
In addition to a career as a designer, he is also
active as a freelance photographer, providing
photos to newspapers in Phnom Penh. While
in Japan, he conducted research on the theme
of human beings and water, visiting fishing
ports and fishing villages in the Tohoku and
Kanto regions and taking photographs of
humans engaged with water. These photos
were exhibited alongside photos on the same
theme taken in Cambodia in a solo exhibition at
a gallery in Tokyo.
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Koustav Nag

Period

コウスタブ・ナグ

2012.5.8 〜 7.24

Ronny Sen

Period

ロニー・セン

2012.5.24 〜 7.24
インド

インド

India
b. 1986
現代美術（写真） Contemporary art（Photography）
NPO 法人 S-AIR（北海道） NPO S-AIR

India
b. 1982
現代美術 Contemporary art
トーキョーワンダーサイト青山： Tokyo Wonder Site Aoyama:
クリエーター・イン・レジデンス（東京都） Creator-in-residence（Tokyo）
1982 年生

1986 年生

現 代美術家。表現方法は、インスタレーションか C ontemporary artist Koustav Nag works

写 真家。現在ボンベイ／コルカタを拠点に活動。 P hotographer Ronny Sen is currently based

2007 年にビシュヴァバラティ大学にて、美術の

ジャーナリズムを学び、在学中から写真に興味を

らアニメーション映像、ビデオ作品等多岐に渡る。
修士号を取得。その後、バングラデシュやインド
国内の著名なアートスペースやアーティスト・イ
ン・レジデンスにて作品を制作・発表。滞在後半
に行われたオープン・スタジオでは、インスタレー
ションや映像から成る <<Immigration is the

coz of fussion>> を発表。日本に滞在すること
で認識した、人と自然との多面的な関係を、文化
面や社会面の共通点や相違点を通して視覚化した
作品を発表。また、日本人音楽家の 木埜下大祐氏
とともに来場者を交えたパフォーマンスを行った。

50

in diverse media ranging from installation to
animation and video art. Since obtaining a
master s in art from Visva-Bharati University
in 2007, he has created and shown work in
prestigious art spaces and artist-in-residence
programs in Bangladesh and India. At the
open studio held during the second half of
his stay in Japan, he presented the video and
installation work Immigration is the Cause of
Fusion. Other work dealt with multi-faceted
relationships between humankind and nature
which he recognized during his tenure in
Japan, made visible through various cultural
and social commonalities and discrepancies.
He also collaborated with Japanese musician
Kinoshita Daisuke on a performance entailing
interaction with gallery visitors.

北ベンガル大学でマス・コミュニケーションと
持ち始める。インド国内外で写真を発表し、イン

ドの写真季刊ジャーナル「PIX」での選出など受賞
暦が多くある。日本滞在中は、札幌の街をひたす
ら歩き続けながら写真撮影を進め、滞在最後には、
札幌の ICC にて作品を発表。また札幌や東京で、
自身の写真に対する考えや今までの活動について
のトークを行い、日本人の写真関係者とのネット
ワーキングを行った。

in Mumbai and Korkata. He studied mass
communication and journalism at the University
of North Bengal, during which time he took an
interest in photography. His photographs have
been shown in India and abroad, and he has
won numerous awards and been selected for
the Indian quarterly photography journal Pi x.
While in Japan, he walked ceaselessly around
the city of Sapporo and shot photos, which
were exhibited at ICC in Sapporo at the end
of his stay. He also gave talks on his thoughts
regarding his work and his activities thus far
in Sapporo and Tokyo, and built a network of
Japanese contacts related to photography.
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Anneke Jaspers

Period

アニーカ・ジャスパーズ

オーストラリア
1983 年生
現代美術（キュレーション）
国際交流基金（東京都）

キュ

レーター及び美術ライター。2005 年にシ

ドニー大学にて文学修士号（美術館学）を取得。シ
ドニーのブリティッシュ・カウンシルやパフォー
マンス・スペースでのプロジェクト・コーディネー
ターを経て、2010 年よりニューサウスウェール
ズ州立美術館のアシスタント・キュレーターとし
て勤務。日本滞在中は、東京を拠点とし、現代美
術を扱う美術館やギャラリーを訪問。また、直島
や関西地方の美術関連施設も訪問。自身の研究
テーマに加えて、物質性に深く関与している美術
作品に注目し、所属する美術館のみならず、今後
シドニーのアート・スペースで展示企画を提案し
うる日本の若手作家や作品を調査した。

2012.3.7 〜 4.3

Vivian Ziherl

obtained a master s degree in museology from
the University of Sydney in 2005. Afterward
she served as project coordinator at the British
Council in Sydney and performance spaces
before being appointed assistant curator at the
Art Gallery of New South Wales in 2010. While
in Japan, she was based in Tokyo and made
the rounds of museums and galleries that deal
with contemporary art, as well as art-related
facilities in Naoshima and the Kansai region. In
addition to her own specialized research area,
she also focused on works of art that feature a
high degree of materiality, and made a study of
young Japanese artists and works of art with
future potential for inclusion in exhibitions at
Sydney art spaces.

2012.1.24 〜 3.22
オーストラリア
1982 年生
現代美術（キュレーション）
横浜美術館（神奈川県）

Australia
b. 1983
Contemporary art（Curation）
The Japan Foundation（Tokyo）

C urator and art writer Anneke Jaspers

Period

ヴィヴィアン・ジフル

イ

ンデペンデント・キュレーター。クィーンズラ

ンド工科大学で美術を学んだ後、アムステルダム
において、アップル・キュラトリアル・プログラム
に参加。ブリズベン等で展覧会のキュレーション
の経験を積む。日本滞在中は、横浜美術館を拠点
に、横浜美術館の収蔵作品に対する理解を深める
とともに、1990 年代以降の日本の現代美術に関
する調査・研究を行った。特に自身の研究テーマ
であるフェミニズム・アートやパフォーマンス・
アートについて、日本各地の展覧会調査をはじめ、
研究者・現代美術家へ精力的に聞き取り調査を行
い、研究を進めた。

Australia
b. 1982
Contemporary art（Curation）
Yokohama Museum of Art（Kanagawa）

提供：横浜美術館

Independent curator Vivian Ziherl studied art

at the Queensland University of Technology,
Brisbane, and thereafter participated in the de
Appel Curatorial Programme in Amsterdam.
She has accumulated experience as a curator
of exhibitions in Brisbane and elsewhere.
During her stay in Japan, she was based at the
Yokohama Museum of Art, where she made
an intensive study of works in the collection
and engaged in research on contemporary
Japanese art from the 90s onward. In particular,
she focused on her own specialized areas
of study, feminist art and performance art,
visiting exhibitions throughout Japan and
enthusiastically conducting interviews with
researchers and contemporary artists.

提供：横浜美術館
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Laura Preston

Period

ローラ・プレストン

2012.1.31〜 3.9

ニュージーランド
1978 年生
現代美術（キュレーション）
NPO 法人取手アートプロジェクトオフィス
国際交流基金（東京都）

キュ

美術史の修士号を取得。オランダ・ロッテルダム

にある現代美術センターでの学芸部門のアシスタ
ントを経て、2008 年より、ビクトリア大学ウェリ
ントン校付属アダム・アート・ギャラリーのキュ
レーターとして勤務。40 日間余りの滞在のうち、

1 ヶ月間は取手アート・プロジェクトにて、同プロ
ジェクトが所有するセンターやプロジェクトに参
加し、コミュニティ・アートへの理解を深めるとも
に、自身のニュージーランドでの活動を紹介した。
加えて、近年大きな地震被害があった日本、及び
ニュージーランドの「いま」を通して、現代美術に
おける ドキュメンタリー（記録） のあり方を考察
した本の執筆活動を進めた。

東ティモール
1981年生
現代美術
トーキョーワンダーサイト青山：
クリエーター・イン・レジデンス（東京都）

New Zealand
b. 1978
Contemporary art（Curation）
NPO Toride Art Project Office
The Japan Foundation（Tokyo）

提供：NPO 取手アートプロジェクトオフィス

レーター。2005 年にオークランド大学にて

Casimiro Valentim Pereira Zecaruno（Gil ）

カシミロ・ヴァレンティム・ペレイラ・ザカルノ
（ジル）

C urator Laura Preston acquired a master s

degree in art history from the University of
Auckland in 2005. After serving as a curatorial
assistant at the Witte de With Center for
Contemporary Art, Rotterdam, Netherlands,
she became a curator at the Adam Art Gallery,
Victoria University of Wellington, New Zealand
in 2008. During her stay of over 40 days in
Japan, she spent a month with the Toride Art
Project participating in various programs,
deepening her understanding of community
art and communicating her own experiences
in New Zealand. She also worked on a book
weighing the nature of documentation in
contemporary art through the lens of presentday Japan and New Zealand, both of which
have recently experienced major earthquakes.

現 代美術家。絵画やインスタレーション作品を
発表。オーストラリア、スイス、インドネシアで
の展覧会に出品。イタリアでは、大理石彫刻をイ
タリア人作家より学ぶ。また作家活動の傍ら、美
術教育機関のない東ティモールにおいて、アート

NPO「 Arte Moris」の主要メンバーとして、展
覧会、ワークショップ、若年層に対する美術教育
を実施している。日本滞在中は、東ティモール土
着の思想や伝統を取り入れた作品を制作。日本人
アーティスト集団「オル太」とともに、
「primitive」
をキーワードとして、歴史的・文化的見地から日
本と東ティモールを新たな視点から見つめ直し、
時空を超えたインスタレーション作品を制作。ま
た、
「原始人とワニ」のタイトルでパフォーマンスも
行われた。

提供：NPO 取手アートプロジェクトオフィス
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Period

2012.5.9 〜 7.25

East Timor
b. 1981
Contemporary art
Tokyo Wonder Site Aoyama:
Creator-in-residence（Tokyo）

C ontemporary artist Casimiro Valentim

Pereira Zecaruno（Gil）creates paintings
and installations which have been exhibited
in Australia, Switzerland, and Indonesia. In
Italy, he studied marble sculpture under an
Italian sculptor. In addition to his creative
endeavors, he is a key member of the nonprofit organization Arte Moris, which works
to promote art education for young people
through exhibitions and workshops in East
Timor, which lacks any institution of art
education. During his stay in Japan, he created
work that incorporates the indigenous thought
and traditions of East Timor. Working with
the Japanese artists collective OLTA, he reexamined Japan and East Timor historically and
culturally from a new perspective based on the
keyword primitive, producing an installation
that transcends time and space. He also
presented a performance entitled Primitive Man
and the Alligator.

提供：NPO
取手アートプロジェクトオフィス
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2011/2012 成果発表 /公開プログラム
Outcomes and Public Programs

ローラ・プレストン ニュージーランド

Laula Preston New Zealand

国際交流プログラムイベント

International exchange
program event

主催：NPO 取手アートプロジェクトオフィス
共催：国際交流基金
日時：2012 年2 月12日
（土）
会場：いこいーの＋Tappino（取手井野団地ショッピング
センター内）
来場者数： 計30 名
＊ニュージーランドでの活動、
また自身の研究テーマであ
る自然とドキュメンタリーについて紹介。

サラン・ヨウコンディー タイ

成果展

Spirit by Saran Youkongdee

主催：遊工房アートスペース
共催：国際交流基金
会期：2012 年5 月16日
（水）
〜5 月27日
（日）
会場：遊工房アートスペース
来場者数：250 人

子供向け特別授業の成果展 2012
「トロールの森・春展〜私の中の木〜」
主催：遊工房アートスペース
共催：東京都杉並区桃井第四小学校
日程：2012 年4 月10日〜29日
会場：都立善福寺公園
来場者数：1,000 人

糸島芸術祭 2012「糸島芸農」
ディスカッション＆ワークショップ
ディスカッション「稲の道をたどる」
ワークショップ「糸島芸農枚をデザインしよう」
主催：糸島芸術祭「糸島芸農2012」
実行委員会事務局
会場：松末稲荷神社（福岡県糸島市）
日時：2012 年6 月17日
（日）
参加人数：15 名

成果展

Spirit away by Saran Youkongdee

主催：Studio Kura、国際交流基金
会場：Studio Kura
会期：2012 年6 月17日
（日）
〜6 月23日
（土）
来場者数：80 名
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Organizer : NPO Toride Art Project Office
Co-organizer : The Japan Foundation
Date : February 12, 2012
Venue : Ikoino + Tappino（Shopping Center of
the Toride Ino housing complex）
Visitor total : 30
＊Introduce her activities in New Zealand and
her research on nature and documentary.

Saran Youkongdee Thailand

Exhibition:
Sprit by Saran Y oukongdee
Organizer : Youkobo Art Space
Co-organizer : The Japan Foundation
Dates : May 16 – 27, 2012
Venue : Youkobo Art Space
Visitor total : 250

Exhibition of the outcome
Special lecture for kids
Trolls in the Park spring,
2012 – Tree in my mind
Organizer : Youkobo Art Space
Co-organizer : Momoi 4th Elementary School,
Suginami-ku, Tokyo
Dates : April 10-29, 2012
Venue : Zenpukuji Park, Tokyo
Visitor total : 1,000

Itoshima Art Festival 2012
Itoshima Arts Farm
Discussion & Workshop
Organizer : Itoshima Art Festival 2012 Itoshima
Arts Farm Organizing Committee
Venue : Matsusue Inari Shrine
Date : June 17, 2012
Participant total : 15

Exhibition:
Spirit away by Saran Youkongdee
Organizer : Studio Kura
Co-organizer : The Japan Foundation
Venue : Studio Kura
Dates : June 17 – 23, 2012
Visitor total : 80

サラン・ヨウコンディー Saran Youkongdee

バユ・スリスティヨ・スビヤントロ Bayu Sulistyo Subyantoro

バユ・スリスティヨ・スビヤントロ インドネシア
デニー・アズリマン ブルネイ

Bayu Sulistyo Subyantoro Indonesia
Denny Azriman Brunei

ゲスト・レクチャー
インドネシア／ブルネイの
アニメーションについて

Guest Lecture
on animation
in Indonesia & Brunei

主催：
東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻
共催：国際交流基金
日時：2012 年5 月23日
（水）
会場：東京藝術大学大学院映像研究科
参加者数：15 名

ゲスト・レクチャー
インドネシア／ブルネイの
アニメーションについて
主催：東京工芸大学芸術学部アニメーション専攻
共催：国際交流基金
会場：東京工芸大学
日時：2012 年5 月25日
（金）
参加者数：30 名

Organizer :
Department of Animation, Graduate School of
New Media and Film, University of the Arts
Co-organizer : The Japan Foundation
Date : May 23, 2012
Venue :
Graduate School of New Media and Film,
University of the Arts
Participant Total : 15

Guest Lecture
on animation
in Indonesia & Brunei
Organizer :
Department of Animation, Faculty of Arts,
Tokyo Polytechnic University
Co-organizer : The Japan Foundation
Date : May 25, 2012
Venue : Tokyo Polytechnic University
Participant Total : 30

ファイルズ・スレイマン マレーシア

Fairuz Sulaiman Malaysia

成果上演
アーカスラジオ関連企画
ラウンジコンプレックス vol.2

Performance
Arcus Related Project;
Lounge Complex vol.2
Live Performance
Y ou & Y ou and Me!!!

You & You and Me!!!

〜あなたとあなた、そしてわたし
主催：アーカスプロジェクト
共催：国際交流基金
日時：2012 年6 月23日
（土）
会場：アーカススタジオ
来場者数：30 名
＊音楽家・VOQ 氏と、
映像（アニメーション）
作家の松本力
氏と共にコラボレーションによる音楽と映像のライブパ
フォーマンスを上演。

Organizer :
ARCUS Project Administration Committee
Co-organizer : The Japan Foundation
Dates : June 23, 2012
Venue : Arcus Studio
Visitor total : 30
＊ He did a live-performance of multimedia
work he created in collaboration with musician
VOQ and video（animation）creator Matsumoto
Chikara.
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カシミロ・ヴァレンティム・ペレイラ・ザカルノ
（ジル）
東ティモール
コスタブ・ナグ インド
ヴー・ホン・ニン ベトナム
ズン・イ・ピュー ミャンマー

Casimiro Valentim Pereira Zecaruno（Gil）
East Timor
Koustav Nag India
Vu Hong Ninh Vietnam
Zun Ei Phyu Myanmar

アーティスト・トーク

Artist Talk

主催：東京藝術大学
協力：
財団法人東京都歴史文化財団トーキョーワンダーサイト
日時：2012 年7 月5日
（木）
会場：東京藝術大学
参加者数：35 名
＊トーキョーワンダーサイトに滞在したベトナム、
東ティ
モール、
インド、
ミャンマーの作家が過去の制作や日本で
野滞在制作についてプレゼンテーションを行った。

Organizer : Tokyo University of the Arts
Cooperation :
Tokyo Metropolitan Foundation for History and
Culture, Tokyo Wonder Site（TWS）
Date : July 5, 2012
Venue : Tokyo University of the Arts
Participant total : 35
＊ The four artists who took residency at Tokyo
Wonder Site gave a presentation on their
previous works and works creating in Japan.

オープン・スタジオ
主催：
財団法人東京都歴史文化財団トーキョーワンダーサイト
協力：国際交流基金
日時：2012 年7 月21日
（土）
会場：TWS 青山：クリエーター・イン・レジデンス
＊トーキョーワンダーサイトに滞在した4 名の作家が滞在
中に制作した作品を発表し、
3 名がパフォーマンスを行っ
た。

Open Studio
Organizer :
Tokyo Metropolitan Foundation for History and
Culture, Tokyo Wonder Site（TWS）
Cooperation : The Japan Foundation
Date : July 21, 2012
Venue : TWS Aoyama: Creator-in-Residence
＊At the July 24 Open Studio, three JENESYS
creators presented artworks created during
the residency and there of the artists did a
performance.

ケオマカラ・ホゥン カンボジア

Keomakara Hoeng Cambodia

成果展

Exhibition:
Human and the W aters
– Cambodia and Japan –
by Hoeng Keomakara

Human and the Waters
– Cambodia and Japan –
by Hoeng Keomakara

主催：国際交流基金
特別協力：日本大学芸術学部写真学科
会場：ギャラリーストークス
会期：2012 年7 月6日
（金）
〜7 月15日
（日）
＊
「人間と水」
をテーマとし日本とカンボジアで撮影した写
真作品をギャラリーにて展示、
個展を開催した。
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Organizer : The Japan Foundation
Special Cooperation :
Nihon University College of Art, Department of
Photography
Dates : July 6 – 15, 2012
Venue : Gallery Storks
＊ He exhibited photographs on the theme of
human beings and water, taken in Cambodia
and Japan in a solo exhibition.

ロニー・セン インド
ファム・ゴック・ラン ベトナム

ロニー・セン＆ファム・ゴック・ラン
アーティスト・トーク
主催：NPO 法人 S-AIR
共催：OYOYO 美術部、
国際交流基金
日時：2012 年6 月8日
（金）
会場：ＯＹＯＹＯまち×アートセンターさっぽろ
来場者数：30 名

ロニー・セン＆ファム・ゴック・ラン
アーティスト・トーク
主催：札幌市立大学メディアデザインコース

NPO 法人 S-AIR

共催：国際交流基金
会場：札幌市立大学
来場者数：25 名

成果展
ロニー・セン＆ファム・ゴック・ラン
メディアアーツ・サマー・フェスティバル

2012

主催：ＮＰＯ法人S-AIR
北海道地域連動アートプロジェクト実行委員会
国際交流基金
協力：
財団法人さっぽろ産業振興財団
（インタークロス・クリエ
イティブ・センター）
助成：財団法人 文化・芸術による福武地域振興財団
会期：2012 年7 月13日
（金）
〜7 月15日
（日）
会場：インタークロス・クリエイティブ・センター
来場者数：300 名

ロニー・セン / ファム・ゴック・ラン
写真スライド＆トーク
主催：国際交流基金
協力：Backyard Project
日時：2012 年7 月22日
（日）
会場：Backyard Project
来場者数：25 名
＊作品に対する考えや今回の札幌での滞在も含めた過去
の制作活動について、
トークを行った。

Ronny Sen India
Pham Ngoc Lan Vietnam

Artist Talk
by Ronny Sen & Pham Ngoc Lan
Organizers : NPO S-AIR,
Interxcross Creative Center
Co-organizer : OYOYO bijutsu club,
The Japan Foundation
Date : June 8, 2012
Venue :
OYOYO MACHI×ART CENTER SAPPORO
Visitor total : 30

Artist Talk
by Ronny Sen, Pham Ngoc Lan
and special guest
Organizer :
Media Design Course, Sapporo City University,
NPO S-AIR
Co-organizer : The Japan Foundation
Date : July 15, 2011
Venue : Sapporo City University
Visitor total : 25

Exhibition
by Ronny Sen & Pham Ngoc Lan
in Media Arts Summer Festival
2012
Organizers : NPO S-AIR,
Hokkaido Regional Cooperative Art Project
Organizing Commitee,
The Japan Foundation,
Cooperation : Interxcross Creative Center
Sponsored by : Fukutake Foundation for the
Promotion of Regional Culture
Co-organizer : OYOYO bijutsu club,
The Japan Foundation
Dates : July 13 - 15, 2012
Venue : Interxcross Creative Center
Visitor total : 300

Photo slide & Talk
by Ronny Sen / Pham Ngoc Lan
Organizer : The Japan Foundation
Cooperation : Backyard Project
Date : July 22, 2012
Visit Total : 25
＊They gave talks on their thoughts and photo
slide show regarding their work and previous
activities including the residency in Sapporo.
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アヴァ・マウリーン・ヴィラヌエヴァ・オン フィリピン

Ava Maureen Villanueva Ong Philippines

ゲスト・レクチャー /
ダンス・ワークショップ

Guest Lecture / Dance Workshop

主催：NPO 法人 DANCE BOX
会場／日程：
1）神戸大学； 2012 年6 月14日（木）
2）近畿大学； 2012 年6 月19日（火）
＊フィリピンにおけるダンスの状況についてのレクチャー
を各大学で行った。
3）神戸女学院大学； 2012 年7 月11日（水）
＊ダンスの振付に関するワークショップを行った。

ゲスト・パフォーマンス in 鹿踊り（東北）

主催：国立民族博物館
共催：株式会社 神戸ながたティ・エム・オー、
ジョイプラザ名店会
協力：NPO 法人 DANCE BOX
出演：アヴァ・マウリーン・ヴィラヌエヴァ・オン、
北村成美
日時：2012 年6 月10日
（日）
会場：神戸市若松公園鉄人28 号広場
＊振付家北村成美とのコラボレーションによるダンスパ
フォーマンスを行った。

成果上演

Just around the corner

−すぐそばに−

by Ava Maureen Villanueva Ong

共催：NPO 法人DANCE BOX、国際交流基金
出演：アヴァ・マウリーン・ヴィラヌエヴァ・オン、
中村麻子、
ロサム・プルデンシャルJr. 、
ミア・カバルフィン
（月）
日時：2012 年7 月16日
場所：JR 新長田駅前広場周辺（神戸市）
来場者数：130 名
＊神戸市新長田の街中で、
学生ボランティアやカンパニー
のメンバーと共に3 つの場所をツアーしながらパフォーマ
ンスを上演。

Organizer : NPO DANCE BOX
Venue/Date :
1）Kobe University; June 14, 2012
2）Kinki University; June 19, 2012
＊Lecture on the dance scene in Philippines
given at each university
3）Kobe College; July 11, 2012
＊Hold a dance workshop on dance
choreography

Guest Performance
in Shika-Odori（Tohoku）
Organizer : National Museum of Ethnology
Co-organizers :
Kobe Nagata TMO Co., Ltd.and Joy Plaza
Meitenkai
Cooperation : NPO DANCE BOX
Performed by : Ava Maureen Villanueva Ong
and Shigemi Kitamura
Date : June 10, 2012
Venue :
Tetsujin-28go Square,Wakamatsu Park in Kobe-city
＊Hold dance performance in collaboration with
Chronographer, Shigemi Kitamura.

Performance
Just around the corner
by Ava Maureen V illanueva Ong
Co-organizers : NPO DANCE BOX,
The Japan Foundation
Performed by : Ava Maureen Villanueva Ong,
Asako Nakamura, Rhosam Prudenciado Jr.,
and Mia Cabalfin
Date : July 16, 2012
Venue :
Near JR Shin-Nagata Station（Kobe city）
Visitor total : 130
＊She put on a performance with student
volunteers and the dance company s members
which toured three locations in the Shin-Nagata
district of Kobe.

東アジアクリエーター招へいプログラム 2011/2012
アンケートとインタビューより

Our Thoughts on the Programme for Creators 2011/2012
From the questionnaires and interviews

クリエーター

Creators

●日本や各国のアーティストに会うことで、将来
的な文化交流や作品のコラボレーションの機会
をどのように創造していけるか話し合うことがで
きた。今回の経験から生まれ始めているプロジェ
クトを自身の主催するフェスティバルやプロジェ
クトで形にしていければと思う。

After meeting various artists, we spoke about
ways to create opportunities for future cross
cultural exchanges as well as collaborating on
creative projects. I am also working on ways
to include these projects into my festival or
even independent projects.

（ファイルズ・スレイマン、マレーシア、
山口情報芸術センター［ YCAM］
）

●本プログラムで日本に滞在することで、専門知
識という面でも、また自分の人生にとっても、す
ばらしい知識を得ることが出来た。このプログラ
ムを通して得ることが出来た経験は、私自身の将
来の架け橋となったと思う。カンボジア帰国後に
は、ぜひ日本で撮影した作品を展示し、カンボジ
アの人々に見てもらいたいと思う。
（ケオマカラ・ホゥン、カンボジア、
日本大学芸術学部写真学科）

●今回日本に滞在することで、自分自身のアイデ
ンティティーを再認識することが出来た。今後も
日本とタイとの共通点を見つけ、自分のデザイン
作品を通して、２つの国々をうまくつなげるよう
な制作活動をしていきたいと思う。
（サラン・ヨウコンディー、タイ、
遊工房アートスペース／ Studio Kura）

（Fairuz Sulaiman, Malaysia,

）
Yamaguchi Center for Arts and Media［ YCAM］

I have such great knowledge either
professional or life experience during this
program. The experience acquired from this
program will become a strong bridge for my
future. After I come back to Cambodia, I
would like to exhibit works taken in Japan to
Cambodia people.

（Keomakara Hoeng, Cambodia,

Nihon University College of Art,
Department of Photography）

I could recognize my identity better through
my stay in Japan this time. I want to find the
similarities between the two nations, and to
link them together through my design work.

（Saran Youkongdeee, Thailand,

Youkobo Art Space/Studio Kura）

アヴァ・マウリーン・ヴィラヌエバ・オン Ava Maureen Villanueva Ong
写真：塚原悠也 出演：アヴァ・マウリーン・ヴィラヌエバ・オン、中村麻子
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謝辞

本プログラムの実施にあたり、
下記の関係者及び関係機関の皆様に、ご協力とご助言を賜りました。
記して感謝の意を表わします。
また、ここに記載することができませんでしたが、
各地でご支援頂いた全ての方に厚く御礼申し上げます。
（敬称略、五十音順）

受入

受入機関
●招聘された将来性のある人材であるクリエー
ターは、ここでの滞在を通し、様々な人々と友情
をはぐくんでいくと同時に、招聘されたクリエー
ターが別の国際的な展覧会を企画し、ここで出
会った日本人アーティストを招聘するなどの展開
を見せ、実質的な効果を生んでいる。
（国際芸術センター青森）

Hosting Bodies
The program produced undeniable positive
results. Through their tenure in Japan, these
promising young creators were able to
cultivate friendships with a wide range of
people, and after returning to their home
countries they have shown the ability to
plan international exhibitions and invite the
participation of Japanese artists they met in
Japan.

（Aomori Contemporary Art Center）

●海外から人材を受け入れるこのような機会を、
我々のような地域に特化したプロジェクトの活
動体が享受することは、組織の客観視のタイミン
グでもあり、また活動に関わる個々人のモチベー
ション増加にもなることを、今回の受け入れを通
じて感じた。
（NPO 法人 取手アートプロジェクトオフィス）

This program left us with the impression that
for an organization such as ours, engaged
in region-specific projects, to gain this
opportunity to welcome human resources
from overseas, is thanks to the objectivity
and timing of the organization, and will also
serve to boost the motivation of all the
individuals involved.

（NPO Toride Art Project Office）

●フィリピンのコンテンポラリーダンス・シーン
の中核を今後担うであろう人材であるクリエー
ターと深くつきあえたことは貴重な財産となっ
た。日比のネットワークがさらに強化されたと実
感している。また、滞在している新長田での街の
イベントに参加できた等、街の住民との交流も促
進されるきっかけとなった。
（NPO 法人 Dance Box）

To be able to bond closely with a creator
who will uphold the Philippine contemporary
dance scene in the future was a truly
invaluable experience, and we were able
to feel a tangible strengthening of ties
between Japan and the Philippines. The
street performances in Shin-Nagata where
the artist was staying also provided us
opportunities for interaction with local
community residents.

（NPO Dance Box）
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青森公立大学 国際芸術センター青森
NPO 法人 S-AIR
NPO 法人 DANCE BOX
NPO 法人取手アートプロジェクトオフィス
NPO 法人 BEPPU PROJECT
大阪電気通信大学総合情報学部デジタルアート・アニメーション学科
京都芸術センター
公益財団法人セゾン文化財団
座・高円寺
滋賀県立陶芸の森

Studio KURA

トーキョーワンダーサイト青山：クリエーター・イン･レジデンス
日本大学芸術学部写真学科
福岡アジア美術館
身延山大学
山口情報芸術センター［ YCAM］
横浜美術館
遊工房アートスペース

協力
アーカススタジオ
アジアニュージーランド基金
OYOYO 美術部
財団法人さっぽろ産業振興財団
会田大也
青山 勝
明田豊広
足立明男
荒井章吉
文
荒巻久美子
天野太郎
飯村隆彦
家入健生
家村佳代子
池上要請
池田修
池田裕之
石井瑞穂
石井惠
石川直樹
今村有策
岩崎顕二
上ノ薗正人
後小路雅弘
宇田英男
上田陽子
内田淳子
江口浩
大澤拓己
大島彩子
大谷燠
大橋雅央
太田エマ
岡田秀則
岡田圓
岡原巧祐
岡村恵子
小川智彦

奥村圭二郎
小澤慶介
應矢泰紀
オル太
柏木智
勝治真美
加藤 瑞穂
上遠野敏
金子千恵
金子由紀子
狩野志歩
ミア・カバルフィン
鎌田優
加味昇
神谷幸江
萱野 稔人
川口智子
河本一満
北村成美
木下小夜子
木埜下大介
ジェニファー・キング
エリン・グリーソン
黒田みのり
黒田雷児
幸田大地
小勝禮子
後藤隆幸
木幡和枝
小林えつ
近藤由紀
斉藤邦彦
佐藤謙次
佐藤信
坂野ゆか

坂本恭子
佐々木聖
澤隆志
沢田雄一
柴田尚
進藤詩子
志津野千春
清水有
杉本ジェシカ
杉山豪介
杉山道夫
鈴木慶子
鈴木啓太
鈴木孝史
鈴木義孝
鈴木伸一
陶山恵
曽我部昌史
高橋英治
高橋喜代史
高橋則英
高畠彰
高見友幸
高村美和
滝口聡司
武田純子
橘匡子
田中正之
谷川佳隆
堤治菜
椿玲子
朝重龍太
ナガタタケシ
永田宏和
中根康之

中村麻子
西野華子
西村敬喜
二藤健人
二瓶晃
布川郁司
沼田哲史
沼田英子
野田恒雄
野村しのぶ
BAKU 斉藤
橋本梓
橋本裕介
畠中実
服部浩之
羽原康恵
濱崎好治
原久子
原田大輔
林曉甫
潘逸舟
ジェイミ・ハンフリーズ
久野敦子
日沼禎子
平石哲也
平野真弓
藤井裕子
藤田輝
ロサム・プルデンシャド・Jr.
布山タルト
帆足亜紀
細川晋
本庄美千代
本多裕史／ VOQ
前川裕美

松浦仁
松崎宏史
松永真太郎
松本俊夫
松本力
溝端俊夫
箕輪知之
三原聡一郎
三星安澄
宮坂葉子
宮原一郎
村上寛光
村田達彦
村田弘子
目瀬幸太
望月和男
本永安芸夫
森公一
森直子
柳本伊左雄
八尋義幸
山出淳也
山木淳子
山下宏洋
山田恵津子
山野真悟
山本麻友美
由良泰人
横尾紀彦
吉崎和彦
横関一浩
横堀ふみ
ダナ・ラングロワ
渡部理英
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