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｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

｜2018-2013

Poster
―――
Title: 越境するGAP｜GAP オープンスタジオ＠陳列館

Embracing Borders ―our diversity GAP Open Studio@Chinretsukan Gallery
―――
Contents of Activities: 展覧会 Exhibition

―――
Size: B2 (515×728 mm)

―――
Period: October 2018

―――
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Embracing
Borders
― our diversity

GAP Open Studio @Chinretsukan Gallery
越境するGAP｜GAP オープンスタジオ@ 陳列館
〈木〉――11月1日
〈木〉10:00 ―17:00 ｜会期中無休｜入場料無料｜レセプション：10 月27日〈土〉18:00 ―20:00 正木記念館 中庭
2018 年10月25日

東京藝術大学 大学美術館 陳列館

〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8

主催｜東京藝術大学大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻 協力｜パリ国立高等美術学校 ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校

―――
We do not accept
exclusionism.
We embrace
diversity and differences,
even borders.
―――

Exhibiting Artists［students］
Second-year GAP:

Andres Cacho
Monica Enriquez Castillo
Mizuki Harago
Jeongeun Jo
Liao Luowei
Kazuki Mabuchi
Manaka Murakami
Yusuke Muroi
Motoyo Ochiai
Da In Park
Yukari Sakata
Ana Scripcariu-Ochiai
Taihei Soejima
Rieko Tsuji
Catalina Vallejos
Yui Viravaidhya
Cian-Hua Wang
Ke Yamamoto
Qing Zhang
First-year GAP:

Nanaka Adachi
Abraham Benjumea
Cheng Yu
Shuji Inoue
Lee Jeunne
Sixte Paluku Kakinda
Koji Kato
Hikari Katsumata
Nami Kuroiwa
FREDDY × Mogumoguoisii
Yu Ohara
Ayako Sakuragi
Kohshiro Shikine
Vanessa Tong
Xu Yang
Armaine Yapyuco
Yingqian Zhuang
Central Saint Martins,
University of the Arts London:

25 October - 1 November 2018
10:00 am - 5:00 pm

Giulia Cacciuttolo
Keishunda Curtis
Mia Cormack
Julia Gros
Penelope Hartley
Lara Mi

Open on all days / Admission Free
Reception: 27 October 6:00 pm- 8:00 pm; Courtyard, Masaki Memorial Gallery

Christopher Pearson

Chinretsukan Gallery,
The University Art Museum,
Tokyo University of the Arts

Beaux-Arts de Paris:

12-8 Ueno Koen, Taito-ku Tokyo, 110-8714, JAPAN

Fajrur Rahmat
Hsuan Yang

Gabriel Moraes Aquino
Anaïs Barras
Diane Akiko Chéry
Tilhenn Klapper
Cynthia Lefebvre
Daniel Nicolaevsky
Yannis Ouaked
Félix Touzalin
Joon Young Yoo
Yuan Yue

Organizers｜Global Art Practice, Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts Cooperation｜Beaux-Arts de Paris, Central Saint Martins, University of the Arts London
Contact｜gap-contact@ml.geidai.ac.jp / 050-5525-2589

gap.geidai.ac.jp/
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Poster
―――
Title: アートは実験であり、
学校はパフォーマンスである

ART AS EXPERIMENT: Performing the School
―――
Contents of Activities: 展覧会・パフォーマンス Exhibition and Performace

―――
Size: B2 (515×728 mm)

―――
Period: July 2018

―――
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｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

｜2018-2013

Poster
―――
Title: Living/Working: 態度が形になる時、場所が動きになる時／エマニュエル・ユイン

Living/Working: When Attitudes Become Form, When Locations Become Movement / Emmanuelle Huynh
―――
Contents of Activities: 特別講演会 Special Lecture

―――
Size: B2 (515×728 mm)

―――
Period: July 2018

―――
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Emmanuelle Huynh
International Joint Project granted by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) through its Program for Enforcing the Function of National Universities

Tokyo University of the Arts, Graduate School of Fine Arts, Global Art Practice: Open Lecture
Organizers: Global Art Practice, Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts

18:00pm ―― 20:00pm, 17 July 2018
Lecture Room No.1, 1st Fl. of the Central Building,
Ueno Campus, Tokyo University of the Arts

エマニュエル・ユイン｜コンテンポラリーダンサー・振付家
ベトナム人とフランス人の両親の間に生まれる︒パンテオ
ン・ソ ル ボ ン ヌ 大 学 に て 哲 学 を 学 び︑
研究深化学位
を取得︒また︑
振付師モーリス・べシャールがベル
︵DEA ︶
ギー・ブリュッセルに設立した学校ムドラにてダンスを学ぶ︒
エルヴェ・ロブ︑
オ ディール・デュボック と 共 演 し た 後︑
1994年にヴィラ・メディチ海外研究奨学金を得てベト
ナムに渡り︑
創作活動を行う︒ベトナムから帰国後︑
自身の
ダンスの象 徴でもある
﹁異 分 野のアーティストとのボー
ダーレスなコラボレーション﹂
をベースとしたソロ作 品
を発表︒
︵Shinbai︶
﹁Múa﹂︵1995︶
2009年︑﹁心奪
〜魂の略奪︑
あるいは飛翔〜﹂
で生け花師範・奥平清鳳と
で舞
共演︒
2011年︑﹁SPIEL/ シュピール・遊戯﹂
踏家・笠井叡と共演︒
2004年2 月から2012 年
月 に か け て︑
フ ラ ン ス・ア ン ジェ国 立 振 付 セ ン タ ー
の芸術監督を務め︑
ダンス︑
創造活動︑
パフォーマ
︵CNDC︶
を設立し︑
ンスを習得する修士プログラム
﹁Essais﹂
お
同センターの改革に貢献した︒
2009年︑
2011年︑
世界各国のコンテンポラリー・ダン
よび2013年には︑
スおよびアートスクールが集まり︑
教育内容を披露する国
を企画開催︒
パリ
際会議﹁Schools﹂
2016年9 月︑
国立高等美術学校教授就任︒同校にてコレオグラフィー︑
ダンス︑
パフォーミングアートを担当︒

Special Lecture by Prof. Emmanuelle Huynh, Beaux-Arts de Paris

文部科学省国立大学機能強化事業
﹇国際共同プロジェクト﹈東京藝術大学大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻 特別講義 主催 美術研究科グローバルアートプラクティス専攻

｜エマニュエル・ユイン ︵エコール・デ・ボザール・パリ教授︶
特別講義

シャトールー パリ ブリュッセル ニューヨーク ホーチミン
アンジェ 東京 サン＝ナゼール ニーム サンパウロ

八時 東京藝術大学上野校地美術学部中央棟一階 第一講義室
―
―

態度が形になる時︑
場所が動きになる時
Living / Working:

﹇火﹈午後六時
二〇一八年 七 月一七 日

Châteauroux Paris Brussels New York Ho Chi Minh Angers Tokyo Saint Nazaire Nîmes Sao Paolo

12

Emmanuelle Huynh｜Contemporary Dancer/Choreographer
Half Vietnamese-half French, Emmanuelle Huynh studied philosophy (DEA at
Pantheon Sorbonne) and dance (Mudra Béjart/Brussels). After working with
Hervé Robbe, Odile Duboc, she benefited from a Villa Medicis scholarship
for a project in Vietnam in 1994. Upon her return, she created the solo Múa,
which inscribed in the heart of her work, multidisciplinary collaboration with
artists from different fields (1995). Shinbai, le vol de l âme with Ikebana
master Seiho Okudaira was created in 2009, Spiel with butoh choreographer
Akira Kasai in 2011. She managed the National Center for Contemporary
Dance (CNDC) in Angers from February 2004 to December 2012, and
restructured the school, notably by creating a new master s degree called
"Essais", offering a dance, creation, and performance training program. She
also initiated Schools , an international meeting of contemporary dance
and art schools (2009, 2011 and 2013), allowing schools to perform their
teachings. In September 2016, she was appointed Professor in the field of
choreography, dance and performance at Beaux-arts de Paris.

All are welcome to attend
The lecture will be in English with consecutive
interpretation into Japanese.
対象：全学年・全学科
授業は英語で行います。
日本語への逐次通訳があります。

Photo: ©Christian Robert
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Book
―――
Title: GAPドキュメント 2017

GAP Document 2017
―――
Contents of Activities: 年次記録集 Anual Document

―――
Size: A4 (210×297 mm)

―――
Pages: 96

―――
Period: March 2018

―――
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東京藝術大学大学院美術研究科
グローバルアートプラクティス専攻

Global Art Practice
Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts

2016 年 4 月に新設されたグローバルアートプラクティス専攻（以下 GAP 専攻）は、グローバルな現代アートの文脈で指導的

Global Art Practice (GAP), established in April 2016, is a ﬂexibly structured, innovative graduate program,

な役割を果たすアーティストの育成を目的とし、国際的に活躍するアーティストや世界トップクラスの研究者の指導による柔軟

dedicated to fostering future leading artists with a global focus on social practice in contemporary art. (The

で革新的なプログラムを開設している修士課程です。
（2018 年度より博士課程が開設されます）

GAP doctoral program will be newly established in April 2018)

GAP 専攻の特徴的なカリキュラムのひとつに、海外の芸術大学と行う共同授業があります。 2017 年度は、ロンドン芸術大学

In addition to courses taught by internationally acclaimed artists and world-class researchers, GAP has

GAP Curricu
GAP カリキュラム 2017

セントラル・セント・マーチンズ校、パリ国立高等美術学校と連携し、両校の学生と GAP 専攻学生が国や文化を横断しながら、

partnered with Central Saint Martins, University of the Arts London, and Beaux-Arts de Paris for the 2017

国際共同授業と展覧会を実施しました。

academic year. Together, the students have traversed national and cultural borders to conduct joint
courses and exhibitions.

本専攻は、現代社会におけるグローバルアートの実践とは何か、を学ぶ場を提供します。
したがって、その実践内容やカリキュラムは、つねに「現在進行形」で更新されています。

GAP offers a collaborative environment to explore what it means to practice global art in contemporary
society. As such, the program is constantly updated and its development is always in-progress.

2018 年度学生公募に向けては、次のとおりにアドミッション・ポリシーを更新しました。
――

For the 2018 academic year, the admission policy has been updated as follows:

GAP 専攻修士課程では、下記のような学生を求めています。

――

The Global Art Practice (GAP) MFA program is seeking applicants who are willing to

・今日の社会状況や互いの文化的背景を理解しながら、新しい芸術への発想、表現、態度、行動を生みだそうとする人。
・傍観者ではなく積極的にグローバルな時代を問いかけ、芸術をとおして多様な変化を志向する人。

・ formulate ideas, expressions, attitudes and actions toward a new form of art with an understanding of

・自らを守り拘束する言説や価値観を内破し、客観的に自己を見つめ芸術表現をめざす人。

current social conditions and the contemporary cultural landscape.

・自由な地平から人間の在り方を問うグローバルな芸術実践に意欲のある人。

・ initiate diverse changes through art and pursue active inquiry into the global era as participants rather

・様々な人や場所との出会いを通じて同時代性を認識し、そこから手応えとしてのイメージ（実体）
を創り出そうとする人。

than as bystanders.

・アートを、世界の人に対していかに翻訳し、活用させるかを思考する人。

・ seek their own artistic expression through critical analysis and self-reﬂection, and break free from

・グローバルな文脈でのアート活動に必要な言語、技術、視点を積極的に獲得しようと努力する人。

restrictive discourses and value systems.
・ pursue a globally contextualized art practice that examines and liberates humanity on a horizon of

――

freedom.

GAP 専攻博士課程では、下記のような学生を求めています。

・ create images (materiality) from the recognition of contemporaneity in encounters with a variety of

people and places.

・上述の修士課程アドミッションポリシーで示した芸術実践において経験を積み、自らの方向性を確立し、これからの活動に

・ investigate and thoroughly think how art can be translated and activated for a global audience.

ついて明確な目標と展望を持って取り組む人。

・ endeavor to acquire the necessary language, practical skills, and perspective to practice art in a global

・ルーツやアイデンディティといった自らを取り巻くローカルな環境とその諸条件に向き合い、相対化した上で、グローバルな世界

context.

状況についても自分なりの見解を持ち、国際社会のなかで自らの立ち位置や役割を把握しながら柔軟に芸術活動を実践する人。
・国、文化圏、信条など様々な既存の境界に捕われない新たな視点や価値観を模索し、創作活動を通じて社会に問いかけや提案

――

を行おうとする人。

The Global Art Practice (GAP) doctoral program is seeking applicants who are able to

・社会の営みの一部として、独自の具体的な実践の場を自ら切り拓き、実行に移せる人。

・ pursue their studies self-directed, with a clear objective and with a view to their future practice; having

gained the necessary experience outlined in the admissions policy of the GAP MFA program.
・ contextualize their local environment and its conditions (e.g. identity, cultural roots) to arrive at their

own opinions concerning global trends; and practice art in the international community with an
understanding of their own role and standpoint in the world.
・ seek new perspectives and values outside boundaries of nationality, belief, and culture, and ― through

their art practice ― pose questions and new ideas to society.
・ carve out their own distinctive art practice and realize their ideas as active members of society.

グローバルアートプラクティス専攻 2017

｜04

東京藝術大学大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻

Global Art Practice 2017

グローバルアートプラクティス専攻 2017

｜05

Global Art Practice, Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts

GAP 専攻の 2 年間

東京藝術大学大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻

Global Art Practice 2017

｜07

Global Art Practice, Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts

社会実践論

Two Years at GAP

グローバルアートプラクティス専攻 2017

Global Art Practice 2017

GAPカリキュ
GAP Curricu

社会実践論 1:

Social Practice Seminar

アルフレッド・ジャー

The two-year curriculum provides opportunities for students to gain diverse perspectives and values
necessary to establish their own art practice in contemporary society. The Global Art Joint Project is a
GAP 専攻では、現代社会におけるアートの実践について自らの姿勢を確立するため、多様な視座や価値観を学び取ることを目

course conducted with partner institutions abroad and forms the core of the ﬁrst-year master s curriculum.
Through this project, students engage in dialogue with people of different cultural backgrounds to create and

世界トップクラスのアーティストや専門家を本専攻のゲスト教授として国内外から招聘し、現代アートの社会実践における問題を

セミナー｜ Culture=Capital

知らない土地で文化背景の異なる人々と対話しながら作品制作と発表を行うといった実践を通じて、それぞれの社会やアートに

present artworks in unfamiliar environments, and begin to determine their stance on society and art. Master s

グローバルな文脈で取り上げる授業。セミナー形式の授業や講演会、フォーラム等を開催するほか、招聘した教授から直接個人

担当教員｜ たほ

対する姿勢を見極めていきます。修士 2 年次は、1 年次の経験を基に各々の研究テーマを更に深め、
一年間かけて修了作品の

students research, create and present their graduation work over the course of their second year, building on

指導を受けることができる。グローバルな文脈について多面的に理解をすすめることで、他者の考えや感情を共有できる基盤

リサーチ・制作・発表を行います。また、各学年の必修授業に加え、共通選択必修科目として、各々の関心や時期に沿った実習や

the experience of the ﬁrst year and furthering their research. In addition to the required courses each year,

をつくり、学生が互いに個性を尊重しながら、討議や発表など活動の場を展開できる社会実践能力を育てる。 2017 年度は年間

講義を履修することができます。

compulsory elective workshops and lectures are also available for students to take according to their interests.

で合計 3 名のアーティストを招聘した。

※来年度も修了に必要な取得単位に変更はありませんが、履修科目の内容は、毎年見なおして更新されるため同じ内容とは限りません。

*While the number of credits required for graduation will remain the same, the curriculum is reviewed each year and is subject to change.

的とした二年間のカリキュラムを構成しています。修士 1 年次は、海外提携校とのグローバルアート共同プロジェクトを主軸に、
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In this seminar series, we invite world-class art professionals and leading experts in the ﬁeld of

2018

1

社会実践論 1：

ギム・ホンソック
Social Practice Seminar 2:
Gim Hongsok

パリ・ユニット Paris Unit

Pre-Session

社会実践論 3：

CSM 学生来日

ロンドン滞在

CSM Students Arrive in Japan Stay in London

GAP 演習：染色
GAP Practice: Textile Dyeing

GAP 演習：ガラス
GAP Practice: Glass

らの作品を事例としてアート制作のプロセスを語ると共に、彼が敬意を示

特別講演会｜ 崩れゆく絆

会場｜ 森美術館

Exhibition in Folkestone

取手 ART PATH
Toride Art Path

ユニット
成果発表会

――アルフレッド・ジャーが見る世界のいま

オーディトリアム

-

荒木夏美（森美術館・キュレーター）氏との連携で森美術館アージェント・
トー

外授業として開催。現在の出来事に照らして、アーティストが世界中で実施

Group Presentation
on the Unit Program

（パブリック・インターべンション）
を再考し、変革の力としての芸術の可能

となった。主要ジャーナリズムが伝えるイメージに対する明快な批評的眼差

Reﬂection & Development

た美意識を持って芸術的に論じ、問いかけ、希望を伝える映像的手法を紹介

連携講演会｜

Compulsory Elective Courses for All Master s Students
GAP 演習：木工 2
GAP Practice:Woodworking 2

らの考えを表現、議論を推進する作品制作へと導いた。講義最終日は

日時｜ 4 月18日
［火］19:00 ―20:30

フォークストンでの展覧会

ロンドン・ユニット London Unit

Global Art in Practice

GAP 演習：木工 1
GAP Practice:Woodworking1

ズム、現代アートのシステムや現況のリサーチにより、学生が認識と批評

ティストの作品も紹介し、参加学生に一人づつ一輪の花を贈り励ました。

自主制作

Art Communication

Preparation & Training
共通選択必修科目

谷中での展覧会
Exhibition in Yanaka

Independent Work

シュッタブラタ・セングプタ
Social Practice Seminar 3:
Shuddhabrata Sengupta

アートコミュニケーション

BAP 学生滞在

BAP Students Arrive in Japan

険性に焦点をあて、最後に残る自由空間、抵抗と希望の空間への潜在

ツールの提案について、学生の積極的な参加を促した。具体的には、主

individuality. We invited three artists for the 2017 academic year.

ユニット・プログラム Unit Program

パリ滞在
Stay in Paris

事前授業

間のセミナーを開催した。現在、世界中の政治的言説の保守傾向が文化

の文化空間の役割を検証。 現状を議論、分析し、現実の秩序を変える文

professors. A multifaceted approach to understanding the global context builds a foundation for
to expand their sites of activity and engage in discussions and presentations, while respecting each other s

ユニット・プログラム Unit Program

社会実践論 2：

アルフレッド・ジャー
Social Practice Seminar 1:
Alfredo Jaar

「Culture=Capital」というタイトルのもと、世界的に活躍するジャー氏

practice in a global context. We also offer opportunities for students to meet individually with guest
empathizing with the opinions of others. Through these processes, we help develop the students ability

修士1年必修科目 Required Courses for First-Year Master s Students

4 月21日［月］

参加学生数｜ 21 名

-

芸術は与えられた現実の秩序を変更する人間の努力である。――チヌア

contemporary art to offer seminar-style courses and forums on important issues surrounding social
2017

りつこ

開講期間｜ 4 月17日
［月］――

金沢 21世紀美術館｜4月23日
［日］13:00 ―14:30

GAP 演習：彫刻基礎
GAP Practice: Sculpture

GAP 演習：和紙
GAP Practice: Papermaking
日本アート概論：絵画

古美術研究旅行

Introduction to Japanese Art:
Painting

Kobiken Reseach Trip

日本アート概論：建築

日本アート概論：彫刻

日本アート概論：現代美術

Introduction to Japanese Art:
Architecture

Introduction to Japanese Art:
Sculpture

Introduction to Japanese Art:
Contemporary Art

京都精華大学｜4月24日
［月］18:00 ―20:00

GAP 演習：パフォーマンス
GAP Practice: Performance

京都市立芸術大学 芸術資源研究センター｜4月25日
［火］17:30 ―19:3

日本文化体験演習
Japanese Culture in Practice

修士2 年必修科目 Required Courses for Second-Year Master s Students
論文剽窃レクチャー
Lecture on Plagiarism

修了制作プランニング＋リサーチ
Planning and Reseach for the Graduation Works Exhibition

プランプレゼンテーション
Plan Presentation

Planning & Reseach

｜08
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Global Art Practice 2017

修了制作・修了論文執筆

プラン制作／
マケット展示

事前審査展

Graduation Work Production / Thesis Writing

Preliminary
Exhibition

Planning / Maquette
Exhibition

Integration & Realization

GAPカリキュラム 2017
GAP Curriculum 2017

GAP 専攻の 2 年間
Two Years at GAP

卒業・修了
作品展
Graduation Works
Exhibition

Presentation

｜09
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Global Art Practice 2017

成清 有花

露木 春那

Arika Narikiyo

Haruna Tsuyuki

GAPカリキュラム 2017
GAP Curriculum 2017

GAP 専攻の 2 年間
Two Year at GAP

｜10
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Global Art Practice 2017

GAPカリキュラム 2017
GAP Curriculum 2017

社会実践論

Social Practice Seminar

おわりに

｜11

毛利 悠子

Yuko Mohri

GAP 専攻 講師

Lecturer, GAP

学部生、
大学院生、
研究員……自分の学生時代を振り返ると、
オープンしてから三年未満の、
新しく立ちあがったばか

Looking back on my days as an undergraduate and
was always coincidentally enrolled at a newly estab
inception. Even from the standpoint of a student, i
were fine-tuned nearly every year in such fresh env
answers from the start.

ようにカリキュラムやルールをチューニングしている様子が面白かった。何が正解なのかは、
学校だってはじめからわ
かっているわけではないのだ。

私たちは「わからない」
となったとき、
他人から話を聞いたり、
本を調べたり、
ひとまず経験をかさねてみたり、
試行錯

誤をするものだ。その回数を重ねるたび、
一喜一憂しながら波に乗っていく。逆にいえば、
そこに波があれば乗って

When we are lost for answers, we may ask others,
by trial and error. Each time we attempt to grasp w
despair. To put it conversely, if there are waves, al
waves, my surfer friend responded, “be open-mind
(difficulties) with an open mind--the bigger the ch

いくしかない。波乗りのコツをサーファーの友人に聞くと、
「オープンマインドであること」
という言葉が返ってきた。気

持ちを開いて、
波（困難）
に向かって、なにかしらのソリューションを導き出していく。そして、
この振れ幅が大きけれ

ば大きいほど、
大きな感動が待っているらしい。

グローバルアートプラクティスという名の専攻においては、
いったい何がグローバルなのだろう。世界に通じる作品を
つくっていくことだろうか、
それとも、
日本の芸術を世界に伝えることだろうか。それもあるだろうが、
実はそう単純な

What exactly is “global” about Global Art Practice
internationally recognized, or the act of presenting
work that needs to be done is not so simple. Stude
and experiences, and open themselves up to the un
Perhaps it is amidst the repeating rise and fall, rem
moment, and eventually a kind of scenery emerges

仕事ではないと私は思っている。

さまざまなバックグラウンドを持つ学生と教員とが情報や経験を積極的に共有すること、
そして、
海外の芸術大学との
コラボレーションにおいて、
まだ自分の知らない何かに積極的に自分を開いていくこと……このサーフィンのような浮

き沈みを繰り返すなかで、
私たちにかろうじてグローバルたりうる瞬間が訪れるのではないか。そしていつか向こう

Home Sweet Hale

A-Z

アクリル、油彩、木

Acrylic, oil, wood

クレールフォンテーヌ A-Z ノート、書籍、チラシ
Clairefontaine indexed notebook, books, leaflet

H 194 ×W 259 cm, H 244×W 244 ×D 244 cm
2017

H 17×W 10.5 cm, 可変 , H 2.1×W 9.1×D 9.1 cm
2017

「Hale」
はハワイ語で家という意味。
「Home Sweet Home」
とは快適でリラックスできる我

が家に戻ってきて、ほっとした感じを英語で表すときに使う言葉だ。英語の「Home」
は

生活や憩いの場所という意味があり、
それは人によってそれぞれだ。そのことをハワイ

とは
のホームレス一時緊急避難施設の子供達との出会いから考えさせられた。
「Home」

When I was volunteering at a homeless shelter in Hawai'i, the children that I met there
made me consider what is "home"? What kinds of lives do people lead? These questions
In my two years at GAP, I was given opportunities to think deeply about my artworks.

led me to explore the topic of homelessness in Hawai'i.
I had a good time working on projects with my classmates who have a variety of
backgrounds. I am grateful that I got to know them and also my professors and assistants

発展を目指していきたいと思う。この学科は現在のアート界と繋がりたい人に適してい

I have no doubt that I will continue to develop my artworks. This course is great for

るのと同時に、
グローバル教育の重要性を身をもって感じることができた。

｜78
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2017 年度 修了制作作品
Graduation Works 2017

On October 1, 2017, I was appointed Lecturer at
environment, only in its second year. It is my hope
they face as if they were large waves.

lived in Hawai'i for several years, I consider it to be my second home.

あった。クラスメイトに出会えたことはもちろん、
修了制作を最後までサポートをしてくれ

た、教授とアシスタントがいたので無事に修了することができた。今後も自分の制作の

2017 年 10月1日からグローバルアートプラクティスに講師として着任した。この学科も、設立してまだ二年目という新し

language. Home is a very personal word and its meaning is different for everyone. Having

GAP の二年間で私は自分の作品と向き合う機会を得た。また、様々な文化や経験をも

つクラスメイトから刺激を受け、共にプロジェクトを行うことができたのは貴重な体験で

側に、
なにかしらの景色が見えてくる。

い環境だ。それぞれが持つ、
目の前の自分の課題を、
大きく波乗りしていく。そんな専攻になることを期待しています。

The title of my artwork is Home Sweet Hale . Hale means “home” in the Hawaiʻian

何か。人はどんなところに住み、
どんな生き方をするのだろう。そんなことを考えながら、
私は自分と縁が深いハワイとホームレスにまつわる作品を制作したいと思った。

GAPカリキュ
GAP Curricu

Confusion and joy come
at the start of something

りの教育機関に所属することが偶然にも重なった。学生の立場から見ても、
このフレッシュな環境のなかで、
毎年の

――
《 A-Z》

Global Art Practice 2017

Afterword

なにか新しいことが始まろうとするとき、
混乱と歓喜が大きな波をたててやってくる。

――
《Home Sweet Hale》

グローバルアートプラクティス専攻 2017

who supported me to the end of this course.
anyone who wants to make connections in the art world but it has also made me aware of
the necessity and importance of global education.

成清 有花

Arika Narikiyo
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2017 年度 修了制作作品
Graduation Works 2017

露木 春那

Haruna Tsuyuki

｜92

グローバルアートプラクティス専攻 2017
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なにか新しいことが始まろうとするとき、
混乱と歓喜が大きな波をたててやってくる。 毛利 悠子

Confusion and joy come in large waves at the start of something new

Yuko Mohri

｜93
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なにか新しいこ

Confusion a

｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

Poster
―――
Title: THE WHOLE AND THE PART ―全体と部分―

THE WHOLE AND THE PART
―――
Contents of Activities: 展覧会 Exhibition

―――
Size: B2 (515×728 mm)

―――
Period: November 2017

―――

｜2018-2013

｜10

International Joint Project, granted by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)
through its Program for Enforcing the Function of National Universities

文部科学省国立大学機能強化事業「国際共同プロジェクト」

作家プロフィールなどはこちらからご覧いただけます。
Artist proﬁles and other exhibition information are available from this website.

http://gap.geidai.ac.jp/whole-part-2017

特設ウェブサイト Exhibition Website:

‒‒‒11 19

お問い合わせ Contact to:

gap-contact@ml.geidai.ac.jp 東京藝術大学大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻

Organizers：Tokyo University of the Arts, Beaux-Arts de Paris Cooperation：Ibara City, Okayama Prefecture; Taito Cultural and Historical Society; Mashimo Family;
Sho Regional Research Institute and Akiko Shiihara; LUPICIA Co., Ltd.; Kagawa University Faculty of Engineering and Design
Planned by：Tokyo University of the Arts and Beaux-Arts de Paris, Global Art Joint Project 2017, Paris Unit

Admission Free

主催：東京藝術大学 パリ国立高等美術学校 協力：岡山県井原市 NPO法人たいとう歴史都市研究会 真下家 晶地域文化研究所・椎原晶子 株式会社ルピシア
企画：東京藝術大学 パリ国立高等美術学校グローバルアート共同プロジェクト2017 パリ・ユニット

入場無料

香川大学創造工学部

Ichida House, Former Hirakushi Denchu House, Former Tani House

上野桜木・谷中地域 ｜市田邸｜旧平櫛田中邸｜旧谷邸｜
Ueno-Sakuragi and Yanaka District

休館日：11月14日
（市田邸のみ）Closed: 14 November（Ichida House only）

In Parallel with Tokyo Suki Festival 2017
Yanaka Art Project

ダルタ・シデレ
Dārta Sidere

11 10

［金］
［日］
月
2017年
日
月 日
Fri. 10 ‒‒‒ Sun.19 November, 2017 11:00 ‒‒‒17:00

数 寄フェス 2017
関連企画
TOKYO
谷中アートプロジェクト

エステバン・ヌヴー
Esteban Neveu

タマラ・モリセ
Tamara Morisset

リュック = アンドレア・ローラ
Luc-Andrea Lauras

マティ・ラボリ
Mathie Laborie

アナマ・コトラレフスキー
Anama Kotlarevsky

ヴィクター・ジャンノッタ
Victor Giannotta

フロランティーヌ・シャロン
Florentine Charon

ジャコモ・セルレシ
Giacomo Cerlesi

パリ国立高等美術学校
Beaux-Arts de Paris

Cian-Hua Wang

王 千華

Korchakorn Viravaidhya

ビラバイタヤ・コチャコン

Saka

坂

Da In Park

朴 茶仁

Motoyo Ochiai

落合 元世

Yusuke Muroi

室井 悠輔

Manaka Murakami

村上 愛佳

東京藝術大学
Tokyo University of the Arts

｜参加作家［学生］
｜Artists［Students］
｜

｜11

東京藝術大学 ×
パリ国立高等美術学校 グローバルアート共同プロジェクト 2017
Tokyo University of the Arts and Beaux-Arts de Paris, Global Art Joint Project 2017

｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

Flyer
―――
Title: THE WHOLE AND THE PART ―全体と部分―

THE WHOLE AND THE PART
―――
Contents of Activities: 展覧会 Exhibition

―――
Size: A4 (210×297 mm)

―――
Period: November 2017

―――

｜2018-2013

｜12

｜13

｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

｜2018-2013

Poster
―――
Title: 浮遊するイメージ ――全体と部分のあいだ／エルザ・カヨ

Floating Images ―Between the Ehole and the Part / Elsa Cayo
―――
Contents of Activities: 特別講演会 Special Lecture

―――
Size: B2 (515×728 mm)

―――
Period: October 2017

―――

｜14

｜15

Special Lecture and Screening by Prof. Elsa Cayo, the Beaux-Arts de Paris

文部科学省国立大学機能強化事業
﹇国際共同プロジェクト﹈東京藝術大学大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻 特別講義会 主催 美術研究科グローバルアートプラクティス専攻

浮遊するイメージ
全体と部分のあいだ｜エルザ・カヨ︵エコール・デ・ボザール・パリ教授︶
特別講演 作品上映
――
二〇一七 年一〇 月一七日﹇火﹈午後六時 ―
八時 東京藝術大学上野校地美術学部中央棟一階 第一講義室

&

エルザ・カヨはペルー生まれのアーティスト︒リマ
でビジュアル・アーツを学んだ後︑
チリのサンティ
年代後半にヨーロッパに移
アゴで演劇を学ぶ︒ 70
り︑
ブリュッセルで現代アートの本屋を始め︑
アー
年 に 15
分のビデオ作品
ト シ ー ン に 関 わ る︒ 1982
︵だ れ が 卵 を 盗
︽ Qui vole un oeuf, vole un oeuf
ニューヨーク近代
む︑
卵を盗む︶
︾
を発表し︑ MoMA
美術館とポンピドゥーセンターに所蔵されてい
る︒そ の 他 の ビ デ オ 作 品 に
︽ Nez, Gorge, Oreilles
︵鼻︑喉︑耳︶
︾
︑
︽ Le Java
︾
︑
︽ Homes & Gardens
︾な
㎜ フィルムで制作した作品に
︽ Que sais-je?
ど︒ 16
︵私は何を知っている ︶
︾
︑ ㎜ フィルムの作品に
?
35
︵ア
︽ Allégorie: Où sont passés les chameaux?
レ ゴ リ ー ら く だ 達 は ど こ へ 行 っ た？︶
︾
︑
︽ Obstacle au mouvement. Didier Vermeiren
︾などがある︒最近
-Sculptures et Photographies︾を 発 表︒カ ヨ は 常 に 映 画
で は︑
写真作品
︽ Figures
と視覚芸術のあいだで対話を続けながら︑
自らの
表現を発展させている︒

Open to All Students
The lecture will be in French with
interpretation into Japanese and English.
対象：全学年・全学科
授業はフランス語で行います。
日本語と英語への通訳があります。
Elsa Cayo was born in Peru. After studying visual arts in
Lima, she studied theater in Santiago, Chili. In the late 1970s
she made the move to Europe, where she became involved
in the art scene, creating a contemporary arts bookshop in
Brussels. In 1982 she made a 15-minute video untitled Qui
vole un oeuf, vole un oeuf (Who steals an egg, steals an egg)
now part of the MoMA and Centre Pompidou collections. Her
other video creations include Nez, Gorge, Oreilles (Nose,
Throat, Ears) Le Java, and Homes & Gardens; her films
include Que sais-je? (What do I know?) in 16 mm, and in 35
mm Allégorie: Où sont passés les chameaux? (Allegory.
Where have all camels gone?) and Obstacle au mouvement.
Didier Vermeiren -Sculptures et Photographies-. More
recently she created Figures, a photographs portfolio. In her
work and development, Elsa Cayo has consistently engaged
dialogue between cinema and the visual arts.

Floating Images

―― Between the Whole and the Part

18:00pm ―― 20:00pm, 17 October 2017
Lecture Room No.1, 1st Fl. of the Central Building,
Ueno Campus, Tokyo University of the Arts
International Joint Project granted by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)
through its Program for Enforcing the Function of National Universities

Tokyo University of the Arts, Graduate School of Fine Arts, Global Art Practice: Open Lecture
Organized by: Global Art Practice, Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts

｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

｜2018-2013

Poster
―――
Title: アーティストとして政治的であるとはどういう意味か。／田中功起

What Does It Mean to Be Political as an Artist? / Koki Tanaka
―――
Contents of Activities: 特別講演会 Special Lecture

―――
Size: B2 (515×728 mm)

―――
Period: July 2017

―――

｜16

｜17

文 部 科 学 省 国 立 大 学 機 能 強 化 事 業﹇ 国 際 共 同 プロジェク ト﹈ 東京藝 術大学大学院美術研究 科 グローバルアー トプ ラ ク ティス 専 攻 公開講 義

アー ティスト とし て 政治 的 で あ る とは ど ういう 意 味 が あ るのか︒
｜田中功起

KOKI TANAKA

主催
美術研究科 グローバルアートプラクティス専攻
共催

Tokyo University of the Arts, Graduate School of Fine Arts, Global Art Practice: Open lecture

What Does It Mean to Be
Political as an Artist?
18:00 pm ―― 20:00 pm, 25 July 2017
Lecture Room No.1, 1st Fl. of the Central Building,
Ueno Campus, Tokyo University of the Arts
The lecture will be in English.
All students welcome.

全 学 年・全 学 科

世界で活躍する田中氏の英語講演を日本で聴く貴重な機会です。
英語が得意な方もそうでない方も、ぜひ奮ってご参加ください。

In his diverse art practice spanning video, photography, site-specific installation, and
interventional projects, Koki Tanaka visualizes and reveals the multiple contexts latent in the
most simple of everyday acts. In his recent projects he documents the behavior
unconsciously exhibited by people confronting unusual situations, e.g. a haircut given by
nine hair stylists or a piano played by five pianists simultaneously, in an attempt to show an
alternative side to things that we usually overlook in everyday living.
He has shown widely: the Kunsthaus (Graz), the Kunsthaus (Zurich), the Hammer Museum
(Los Angeles), VanAbbe Museum (Eindhoven), the ICA (London), the Mori Art Museum
(Tokyo), Skulptur Projekte Münster 2017, 57th Venice Biennale 2017, the Liverpool Biennial
2016, the 55th Venice Biennale 2013, Yokohama Triennial 2011, the Gwangju Biennial 2008,
the Taipei Biennial 2006 (Taipei). He received a special mention as national participation at
the 55th Venice Biennale, 2013, and Deutsche bank artist of the year 2015 award.

使用言語
英語

Organized by: Global Art Practice, Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts
Co-oranized by: Inter-media Art, Graduate School of Fine Arts and Oil Painting, Graduate School of Fine Arts

Photo by Motoyuki_Daifu, 2015

対象

授業は英語で行います。

Koki Tanaka｜Born in 1975; lives and works in Kyoto, Japan.

写真 題府基之

美術研究科 先端芸術表現専攻・絵画科油画専攻

二〇一七年七月二五日
﹇火﹈午後六時 ―
八時 東京藝術大学上野校地美術学部中央棟一階 第一講義室

International Joint Project granted by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) through its Program for Enforcing the Function of National Universities

｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

｜2018-2013

Poster
―――
Title: 三角法：Raqs Media Collective の活動と思想

Triangulations ―An Introduction to the Practice and Thought of the Raqs Media Collective
―――
Contents of Activities: 特別講演会 Special Lecture

―――
Size: B2 (515×728 mm)

―――
Period: May 2017

―――

｜18

―An Introduction to the Practice and Thought of
the Raqs Media Collective

Shuddhabrata Sengupta
(Raqs Media Collective)

18:00pm ― 20:00pm, 30 May 2017
Lecture Room No.1, 1st Fl. of the Central Building,
Ueno Campus, Tokyo University of the Arts
All students welcome.
The lecture will be in English with consecutive interpretation into Japanese.
Organized by: Global Art Practice, Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts

の活動と思想｜シュッタブラタ・セングプタ
Raqs Media Collective

Tokyo University of the Arts, Graduate School of Fine Arts, Global Art Practice: Open lecture

文部科学省国立大学機能強化事業
﹇国際共同プロジェクト﹈東京藝術大学大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻 公開講義

International Joint Project granted by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) through its Program for Enforcing the Function of National Universities

三角法

全学年・全学科 授業は英語で行います︒
日本語への逐次通訳があります︒

11

八時 東京藝術大学上野校地美術学部中央棟一階 第一講義室
―

シュッタブラタ・セングプタはインドのニューデリーを拠点に活動する Raqs Media Collective
︵ラックス・メディア・
は︑アーティスト
コレクティブ︶の一員として︑作家活動︑キュレーション︑執筆に従事している︒ Raqs Media Collective
を始め︑
としてだけでなく︑
時にはキュレーター︑
また時には挑戦的な思想家など︑
様々な役割を担いながら︑
ドクメンタ 11
回上海ビエンナーレ
﹁ Why Not
﹂
ではキュレーションを担当した︒セングプタはニューヨーク・バード大学キース・ヘリング・フェローシップ
Ask Again
を務めた︒
(2015-2016)
の役員

主催 東京藝術大学大学院 美術研究科 グローバルアートプラクティス専攻 対象

Image from Coronation Park by Raqs Media Collective

二〇一七年五月三〇日
﹇火﹈午後六時

Shuddhabrata Sengupta is an artist, curator and writer with the Raqs Media Collective, based in New Delhi, India. Raqs Media Collective enjoys playing a plurality of roles, often appearing as artists, occasionally as curators,
and sometimes as philosophical agent provocateurs. Raqs have shown at Documenta 11, the Venice, Istanbul, Sao Paulo, Sydney, Taipei and Shanghai Biennales. They (Raqs) have curated the recent Shanghai Biennale ‘Why Not Ask Again’ . Sengupta was the Keith Haring Fellow in Art & Activism at Bard College, New York (2015-2016).

ベニス︑
イスタンブール︑
サンパウロ︑
シドニー︑
台北︑
上海などのビエンナーレに参加︒第
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｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

｜2018-2013

Poster
―――
Title: 現代アートにおける倫理的政治／ギム・ホンソック

Of Ethical Politics on Contemporary Art / Gim Hongsok
―――
Contents of Activities: 特別講演会 Special Lecture

―――
Size: B2 (515×728 mm)

―――
Period: May 2017

―――
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現代アートにおける
倫理的政治

文 部 科 学 省 国 立 大 学 機 能 強 化 事業
﹇国際共同プロジェクト﹈

―――

東京藝術大学上野校地美術学部中央棟二階 第三講義室
主催

東京藝術大学大学院 美術研究科 工芸専攻 ガラス造形研究室︑

東京藝術大学大学院 美術研究科 グローバルアートプラクティス専攻

祥明大学 美術学部 空間演出・舞台美術専攻︵韓国︶

共催

全学年・全学科 授業は英語で行います︒
日本語への逐次通訳があります︒

Organized by: Global Art Practice, Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts
Co-organized by: Glass Course, Department of Crafts, Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts;
Department of Scenography & Production Design, College of Arts, Sangmyung University

対象

年 ソ ウ ル 生 ま れ︑ソ ウ ル 在 住︒光 州
1964

ビ エ ン ナ ー レ を は じ め︑
ヴェ ネ チ ア︑イ ス

タ ン ブ ー ル︑リ ヨ ン・ビ エ ン ナ ー レ︑ア ジ

ア・パ シ フ ィ ッ ク 現 代 美 術 ト リ エ ン ナ ー

レ︑福 岡 ア ジ ア 美 術 ト リ エ ン ナ ー レ︑台 北

18:30pm ― 20:30pm, 11 May, 2017
Lecture Room No.3, 2nd Fl. of the Central Building,
Ueno Campus,Tokyo University of the Arts

八時三〇分
―

ギム・ホンソック

ビ エ ン ナ ー レ︑大 地 の 芸 術 祭 越 後 妻 有

アートトリエンナーレなどの国際展に参

加︒独 自 の 視 点 か ら 思 想 や 文 化 を 視 覚 化

し︑インスタレーション︑ビデオ︑テクノロ

ジーやパフォーマンスなど︑ユーモア溢れ

︶は一見すると装備万全の
2001

る 社 会 風 刺 作 品 を 展 開︒
︽ Eyes Wide
︾︵ 2001-2002
︶で は︑小 さ な 空 間 に
Shut
ワ ッ ト 以 上 の 光 源 を 詰 め 込 み︑超 大
7000

量 消 費 社 会 の 流 行 性 を 指 摘 し た︒ま た︑

緊急避難ボートにみえるが︑積まれている

のは都市生活に欠かせない娯楽グッズ︵サ

︽ボート︾︵

バイバルには不要の品ばかり︶という作品

である︒

回ヴェ ネ チ ア・ビ エ ン
主 な 展 示 に 第 50
年︶
︑第 回
ナ ー レ 国 際 美 術 展︵ 2003
6 光州
年︶
︑﹁
ビ エ ン ナ ー レ 韓 国︵
2006
Brave
﹂
︵ 2007
年︑ウ ォ ー カ ー・
New Worlds
ア ー ト・セ ン タ ー︑米 国︶
︑﹁ Laughing in
﹂
︵ 2008
年︑
a Foreign Languages
︑英 国︶︑
﹁
Hayward gallery
The
Fifth
﹂ (2008
年︑テ ー ト・リ バ プ ー ル︑英
Floor
﹁
国 ︑
)
Your Bright Future: 12
﹂
Contemporary Artists from Korea
年︑ LACMA
︑米 国︶
︑ロ サ ン ゼ ル ス
2009
︵ 2009
年︶
︑横 浜 ト リ エ ン ナ ー レ
LACMA

年︶
など︒
︵ 2014

︵

Born in 1964 in Seoul, South Korea. Currently based in Seoul. Gim Hongsok has been presenting his artworks
at international art festivals including Gwangju Biennale, Venice Biennale, Istanbul Biennale, Lyon Biennale,
Asia Pacific Triennial of Contemporary Art, Fukuoka Asian Art Triennale, Taipei Biennale and Echigo-Tsumari
Art Triennale. He visualises ideas and cultures with unique perspective through satirical and humourous
installations, video works, technologies and performances. He filled a small space with over 7000-watt of light
for Eyes Wide Shut (2001-2002) implying the tendencies of the excessive consuming society. The Boat
(2001) that appeared to be fully-equipped for emergency evacuation was actually loaded with essential
entertainments for life in metropolis that were insignificant for survival.
Major exhibitions and art festivals include The 50th Venice Biennale (2003, Italy), The 6th Gwangju Biennale
(2006, South Korea), "Brave New Worlds" (2007, Walker Art Center, USA), "Laughing in a Foreign Languages"
(2008, Hayward gallery, UK), "The Fifth Floor", (2008, Tate Liverpool, UK), Your Bright Future: 12
Contemporary Artists from Korea (2009, LACMA, USA), and Yokohama Triennale 2014 (Yokohama, Japan).

二〇一七年五月 十一日
﹇木﹈午後六時三〇分

All students welcome.
The lecture will be in English
with consecutive interpretation into Japanese.

グローバルアートプラクティス専攻 公開講義

Tokyo University of the Arts, Graduate School of Fine Arts,
Global Art Practice: Open lecture

東京藝術大学大学院美術研究科

Of
Ethical
Politics
on
Contemporary
Art
Gim Hongsok
International Joint Project
granted by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)
through its Program for Enforcing the Function of National Universities
―――

｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

｜2018-2013

Poster
―――
Title: 複雑なトポグラフィー ――動態と変化

Complex Topography ――Movement and Change
―――
Contents of Activities: 展覧会 Exhibition

―――
Size: B2 (515×728 mm)

―――
Period: September 2016

―――
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｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

｜2018-2013

Poster
―――
Title: 見る、切り取る、つくる：グラハム・エラード＆スティーブン・ジョンストンによる16ミリフィルム映像近作

場、イメージ、もの：そのつながりと変容／スーザン・トランマー

Looking, Framing, Making: the Recent 16mm Films of Graham Ellard & Stephen Johnstone
Place, Image, Object: Connections and Transformations / Susan Trangmar
―――
Contents of Activities: 特別講演会 Special Lecture

―――
Size: A2 (420 ×594 mm)

―――
Period: July 2016

―――
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｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

｜2018-2013

Poster
―――
Title: 目を瞑れば聞こえてくる ――アートの社会的役割

Close your Eyes and You Will Hear ―The Social Role of Art
―――
Contents of Activities: 特別講演会 Special Lecture

―――
Size: B2 (515×728 mm)

―――
Period: May 2016

―――

｜26

｜27

｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

｜2018-2013
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｜29

Flyer
―――
Title: ファンタスティック・ファウスト

Fantastic Faust
―――
Contents of Activities: 演劇 Theatrical Performance

―――
Size: A4 (210×297 mm)

―――
Period: April 2015

―――

｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

｜2018-2013
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Flyer
―――
Title: エー・アンド・ビー

A and B
―――
Contents of Activities: 展覧会 Exhibition

―――
Size: A4 (210×297 mm)

―――
Period: December 2015

―――

｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

｜2018-2013

Poster
―――
Title: 美術は地域をひらく ――大地の芸術祭 10 の思想／北川フラム

Art Cultivates Region ― Echigo-Tsumari Art Triennale Ten Philosophies / Fram Kitagawa
―――
Contents of Activities: 特別講演会 Special Lecture

―――
Size: B2 (515×728 mm)

―――
Period: May 2014

―――
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｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

｜2018-2013
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Flyer
―――
Title: フェイズ・トランジション 井野アーティストヴィレッジ出身アーティストたちの現在

Phase Transition
―――
Contents of Activities: 展覧会 Exhibition

―――
Size: A4 (210×297 mm)

―――
Period: June 2013

―――

｜Kenta Kawagoe

｜Selected Works of Design

川越 健太

Kenta Kawagoe
―――

kawagoe.kenta@gmail.com
2018, Kenta Kawagoe

｜2018-2013
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