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展覧会ご案内・今年度の活動報告

1.  現在開催中、これからの展覧会について（p.3-7）

[開催中] ● DOMANI plus @愛知 「まなざしのありか」

会 場：港まち会場（港まちポットラックビル/長島 有里枝、旧・名古屋税関港寮/古橋 まどか）

2022年3月12日(土)まで 日・月曜日、祝日は休み

[まもなく開催] ● DOMANI plus @石巻 「つまずきの庭」

会 場：旧観慶丸商店

2022年2月19日(土)～3月13日(日) 火曜日休館(2月22日、3月1日、8日)

志賀 理江子、磯島 未来、清水 チナツ

[休場中] ●「どこかで？ゲンビ」 and DOMANI ＠広島 「村上友重＋黒田大スケ in 広島城・二の丸」

新型コロナウイルス感染予防及び拡散防止のため、広島市の方針により休場中。

関連動画を毎週水曜日に、オンラインで公開。

※各会場の日程・内容は、コロナ禍の状況にもよって変更になる可能性が
ございます。最新情報は本展ウエブサイトにてお知らせします。

2. 2022年2月、『DOMANI・明日 記録集：The Art of Tomorrow 1998-2021』刊行のご報告
刊行記念オンライントークの開催のお知らせ（p.8）

これまでのDOMANI展のあゆみが1冊にまとまったアーカイブ集を刊行、あわせてトークイベントをオンラインで配信

3. 2022年3月、『DOMANI・明日2021－22』カタログ刊行予定！（p.9）

今年度開催された5会場を1冊にまとめたカタログを先行予約販売

※水戸会場、京都会場、愛知会場(愛知芸術文化センター)は終了しました。



文化庁は、将来、日本の芸術界を支える人材育成のため、若手芸術家等が海外の関係機関で行う研修を支援する「新進

芸術家海外研修制度【在研】」を1967年度から継続しており、すでに半世紀を経過しています。美術分野では、そうした研修

の成果発表の機会として、1998年から「DOMANI・明日展」を開始しました。第1回から第10回までは安田火災東郷青児美

術館（東京、現在のSOMPO美術館）で、第11回から第23回までは国立新美術館（東京）で年に一度のアニュアル展とし

て催し、途中からは「DOMANI・明日展 plus」などで地方会場やオンラインでの開催も加わり、次第に活動の幅を広めてまいり

ました。

一方で、新型コロナ禍の拡大と長期化は在研制度とDOMANI展にも大きな影響をもたらし、第24回目を迎える今年度の

DOMANI展は、例年の国立新美術館における大規模展開催がかなわない状態となりました。そこで今回は、従来から実現の

機会を探ってきた地域展開に挑んでいます。これまでの「在研生」の出身地、在住地、活動地などでゆかりのある地域や美術館

に声がけし、５つの「場所」――京都、水戸、広島、愛知、石巻――から賛同をいただきました。それぞれ現代美術を志向する

美術館や芸術系大学、もしくは芸術祭があり、本制度やDOMANI展との親和性を見出しました。企画自体はそれぞれの館等

に委ねつつ、2000年前後から近年までの在研経験者を組み合わせた、清新な企画――展覧会やワークショップとなりました。

2022年2月現在、３つの会場が進行しており、年度末には全会場分の成果をとりまとめたカタログを刊行予定です。

さらに、この機にかねてからの課題であった、本展アーカイブ作業を進めました。すでに展覧会ウエブサイトで過去展の会場写真

等をアップしてまいりましたが、この機に第1回展から第23回展の記録集『DOMANI・明日 記録集：The Art of 

Tomorrow 1998-2021』の刊行を果たしました。

本プレスリリースでは、コロナ禍の先行きが不分明ななか、イレギュラーな一年を過ごしてきた本展の活動報告もかねて、展示と

出版の現状をとりまとめてお伝えします。現在は次年度に向けて、ふたたび国立新美術館で25回目のDOMANI・明日展を開

催の予定で準備に入ったところです。ぜひとも、本事業の趣旨をご理解いただき、引き続き、広報等のご協力をお願い申し上げま

す。

参考：文化庁新進芸術家海外研修制度 https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/shinshin/kenshu/

DOMANI・明日2021-22

2022年2月

文化庁

林 洋子（芸術文化調査官、本展全体監修者）

第24回目の「DOMANI・明日展」の、いま
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「DOMANI・明日展」広報事務局（アート・ベンチャー・オフィス ショウ内）担当 市川・佐藤

〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-18-8-301

TEL：03-3485-7866 FAX：03-3485-7851 e-mail：avo-shou.pr@ktd.biglobe.ne.jp

文化庁委託事業「令和3年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

・DOMANI・明日展 公式ホームページ：https://domani-ten.com

・公式SNS：

※イベント・スケジュールや展覧会の最新情報はDOMANI・明日展公式ホームページまたは、各会場等のホームページをご確認ください。

※開催内容は、都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

@DOMANI_ten @domaniasuten @domaniten

掲載についてのお問合せ

主催：文化庁 制作：アート・ベンチャー・オフィス ショウ アート・ディレクション：榊原健祐（Iroha Design）
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● DOMANI plus @愛知 「まなざしのありか」

愛知芸術文化センター、港まちを会場に、愛知県を拠点にするアーティストを含む、4名のアーティストによる展示を行います。これまで愛知県内で

は、愛知芸術文化センターや名古屋港エリアをはじめ、さまざまな地域で展覧会や芸術祭が数多く開催され、都市と芸術が密接な関係性を持ち

ながら、同時代の表現活動が盛んに行われてきました。今回、愛知芸術文化センター会場では色彩や形、港まち会場では家族や記憶、時間な

どをキーワードに、それぞれのアーティストが見つめる「まなざしのありか」とその先に映し出される存在に出会う場を創出します。
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主 催：文化庁、国際芸術祭「あいち」組織委員会、港まちづくり協議会

協 力：愛知県防水工事業協会、アッセンブリッジ・ナゴヤ実行委員会、KENJI TAKI GALLERY、MAHO KUBOTA GALLERY、

Yutaka Kikutake Gallery、Yumiko Chiba Associates

企 画：国際芸術祭「あいち」組織委員会(塩津青夏)、Minatomachi Art Table, Nagoya [MAT, Nagoya](青田真也、吉田有里)

制作協力：アート・ベンチャー・オフィス ショウ

アート・ディレクション：川村格夫(ten pieces) グラフィックデザイン、 2014年度研修、アメリカ/ニューヨーク

「DOMANI plus」は、2015年以降、地方会場やオンライン等で展開してきた、中・小規模ながら、テーマ性のある企画展です。

長島 有里枝 NAGASHIMA Yurie 写真、1998年度(1年研修) アメリカ/カリフォルニア https://yurienagashima.com/

1973年東京都生まれ。カリフォルニア芸術大学ファインアート科写真専

攻修士課程修了。武蔵大学人文科学研究科博士前期課程修了。現

在、東京都を拠点に活動。 社会で周縁化されがちな人びとや事象に、

フェミニズム的視座から注目した作品を多く制作している。近年は写真だ

けでなく立体作品、映像、文章の執筆など、表現ジャンルを超えた活動を

行っている。

「DOMANI・明日展」初参加

主な近年の展覧会に、「長島有里枝×竹村京 まえ と いま」群馬県立

近代美術館(2019)、個展「知らない言葉の花の名前 記憶にない風景

わたしの指には読めない本」横浜市民ギャラリーあざみ野(2018)、個展

「そしてひとつまみの皮肉と、愛を少々。」東京都写真美術館(2017)な

ど。出版歴に、 『「僕ら」の「女の子写真」からわたしたちのガーリーフォト

へ』大福書林(2020)、『Self-Portraits』Dashwood Books(2020)

など。受賞歴に、第36回東川賞 国内作家賞, 北海道(2020)など。

ゲストキュレーターとして企画した展覧会「ぎこちない会話への対応策—

第三波フェミニズムの視点で」金沢21世紀美術館、石川(2021)が開

催中。

〈港まち会場〉

貿易を中心にさまざまな場所から人やものが行き交いしてきた港まち。今から100年ほど前に埋め立て

によって作られたこの場所は、人びとが日々の暮らしを重ねて来た場所でもあります。

港まち会場では、これまでフェミニズム的な問題をテーマに創作に取り組んできた長島有里枝と、形ある

物にはじまり、近年では形のないエネルギーとしての労働や身体に関心を持ち制作する古橋まどかの作

品を展示します。長島は自身の母親と、また自身のパートナーの母親と共同で制作したタープとテント、

その制作過程で撮影した写真によって会場を構成。古橋はコロナ禍の愛知にて経験した家族の死、あ

らたな日課となった庭づくりに加え、瀬戸の鉱山への来訪などを経て、本年秋からの港まちでの滞在制

作(「MAT, Nagoya Studio Project vol.7」)によって、自然史の延長に身体をとらえる新作を発表。

2人のアーティストの作品を通して、時代という言葉では語りきれない個人史を軸にした視点とその対象

を見つめます。

会 期：開催中～3月12日(土) 日・月曜日、祝日は休み

時 間：11:00–19:00（入場は閉場30分前まで）

会 場：港まちポットラックビル3F、 旧・名古屋税関港寮 http://www.mat-nagoya.jp/

入場無料
旧・名古屋税関港寮外観 撮影：冨田了平
写真提供：アッセンブリッジ・ナゴヤ実行委員会

港まちポットラックビル外観 撮影：岡村靖子
写真提供：港まちづくり協議会

■港まちポットラックビル
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※愛知芸術文化センター
会場は終了しました

会場風景 撮影:大塚敬太+稲口俊太

現在開催中

https://yurienagashima.com/
http://www.mat-nagoya.jp/
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大塚 泰子 OTSUKA Yasuko  

現代美術、2009年度(1年研修) イギリス/エジンバラ

会 期：2022年1月18日(火)～1月23日(日)

会 場：愛知県美術館ギャラリーＪ

https://www.aac.pref.aichi.jp/
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冨井 大裕 TOMII Motohiro

彫刻、2014年度(1年研修) アメリカ/ニューヨーク

〈愛知芸術文化センター会場〉 ※終了しました。

古橋 まどか FURUHASHI Madoka 彫刻、写真、インスタレーション、2017年度(1年研修) メキシコ/オアハカ、メキシコシティ

https://www.madokafuruhashi.com/

1983年長野県生まれ。英国AAスクールで建築を学び、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート大学院芸術学科修士課程を修了。現在、愛知県を拠点に

活動。有形である物、無形の身体、エネルギー、労働などをリサーチの主題とし、滞在制作を基軸に活動。地域、場所、時間特性を反映する彫刻、

インスタレーション、空間表現を手掛ける。

「DOMANI・明日展」初参加

主な近年の展覧会に、個展「ナンセンス、無体物、スト的状況」板室温泉大黒屋, 栃木(2019)、「Narratives of Exchange / Exchange of 

Narratives」アルンノス財団, メキシコ·シティ, メキシコ(2018)、個展「Body Object Thing Matter」Yutaka Kikutake Gallery, 東京

(2018)、個展「Raw Material, Goods and Human Body」iCAN, ジョグジャカルタ, インドネシア(2017)、個展「Il Quarto Stato」クンスト

ハレ·ブレーシャ, ブレーシャ, イタリア(2015)など。第8回資生堂アートエッグ賞ノミネート(2013)。

会場風景2

■旧・名古屋税関港寮
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出品作家

愛知県美術館ギャラリー 会場風景

会場風景1
撮影:大塚敬太+稲口俊太

愛知芸術文化センターで展示された大塚の《水の彫

刻》(2018年)が放つ鮮烈な色彩は、ご本人も何百本

かわからないくらいのクレパスを使用し、発光するような

質感を得ていました。また、冨井の作品は、馴染みのあ

るモノが思いもよらない彫刻へと変わり、静止していなが

らも内側にいきいきとした動きを秘めていました。

展示室のどこから鑑賞するかで各作品のみならず空間

そのものの表情も変化する展示となっていました。

撮影:大塚敬太+稲口俊太

大塚 泰子 《水の彫刻》(部分)2018年 冨井 大裕 《キャノンボール２》2021年

https://www.aac.pref.aichi.jp/
https://www.madokafuruhashi.com/
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「DOMANI plus」は、2015年以降、地方会場やオンライン等で展開してきた、中・小規模ながら、テーマ性のある企画展です。

会 期：2022年2月19日(土)～3月13日(日) 火曜日休館(2月22日、3月1日、8日)

開館時間：10時～17時

会 場：旧観慶丸商店（宮城県石巻市）https://kankeimaru.jp/

主 催：文化庁

制作協力：アート・ベンチャー・オフィス ショウ

入場無料

大震災から10年という年月が世界的なパンデミックという新たな災厄の中で経過し、誰しもが一度ならず願った好転の機会はいまだ霧の中。震災

復興の過程で、ならされてゆく東北の姿に、近代社会がいかに人々の精神を抑圧してきたかを見たアーティストの志賀理江子は、「復興」の意味を

再考することをうながします。それに応答する形で、メキシコ・オアハカのアートシーンをリサーチしてきたキュレーターの清水チナツが、志賀とともに立ち

止まって思考を巡らせるための場を旧観慶丸商店(1930年創建、石巻市有形文化財)にひらきます。また、会期中に振付家の磯島未来による

ワークショップもおこないます。

● DOMANI plus @石巻 「つまずきの庭」

志賀 理江子 SHIGA Lieko 現代美術、2007年度(1年研修) イギリス/ロンドン https://www.liekoshiga.com/

清水 チナツ SHIMIZU Chinatsu   アートマネージメント、2019年度(1年研修) メキシコ/オアハカ

1980年、愛知県生まれ。ロンドン芸術大学チェルシー・カレッジ・オブ・アート・ア

ンド・デザイン卒業。現在、宮城県を拠点に活動。2008年に宮城県に移り住ん

で以来、写真というメディアとは何かを追求し、人間社会と自然の関わり、死の想

像力から生を思考すること、何代にも溯る記憶などを題材に制作を続ける。

「DOMANI・明日展」初参加

主な近年の展覧会に、「Reborn-Art Festival 2021-22」石巻, 宮城

(2021)、個展「ヒューマン・スプリング」東京都写真美術館(2019)、個展「ブラ

インドデート」丸亀市猪熊弦一郎現代美術館, 香川(2017)、個展「カナリア」

Foam写真美術館, アムステルダム, オランダ(2013)、個展「螺旋海岸」せんだ

いメディアテーク, 宮城(2012）など。主な受賞歴に、Tokyo 

Contemporary Art Award(2021-2023)、第35回東川賞国内作家賞, 

北海道(2019)など。

1983年、福岡県生まれ。2011~18年までせんだいメディアテークの学芸員として勤務後、2019年に、志賀理江子、長崎由幹、佐藤貴宏、菊池

聡太朗とともにPUMPQUAKESを設立。インディペンデント・キュレーター。現在、宮城県を拠点に活動。

主な企画展に、「畠山直哉 まっぷたつの風景」せんだいメディアテーク, 宮城(2016)。『あいたくて ききたくて 旅にでる』（小野和子 著、

PUMPQUAKES、2019）を企画・編集し、同作が第7回 鉄犬ヘテロトピア文学賞、第10回 梅棹忠夫 山と探検文学賞受賞。

磯島 未来 ISOJIMA Miki   ダンス、2008年度(2年研修) ドイツ/ベルリン

1983年、青森県生まれ。日本女子体育大学・舞踊学専攻卒業。振付家。現在、岩手県を拠点に活動。

ベルリンから帰国後、自身が構成・演出を担うグループ「未来.Co」を立ち上げ、作品上演を国内で重ねる他、音楽家とのセッションや、各地でワーク

ショップのファシリテートを務める。2017年から岩手県大船渡市に移住、郷土芸能「浦浜念仏剣舞」「金津流浦浜獅子躍」の踊り手も担う。

旧観慶丸商店外観
©旧観慶丸商店

《Remember me》 2019年
©Lieko Shiga
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■イベント■

トーク
いまを味わってこれからを彫る

ファシリテーター：磯島未来

日時：2022年2月26日(土)

13:00–15:00

会場：マルホンまきあーとテラス

対象：小学生以上

定員：10名 (要申込)

「この地での〈転生〉」をめぐって

話題提供：小野寺望 (食猟師)、長崎由幹 (PUMPQUAKES)

聞き手：志賀理江子、清水チナツ

日時：2022年3月10日(木)13:30–15:30

オンライン配信 (詳細は右記ホームページにて近日ご案内予定)
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「つまずきの庭」をめぐって

話題提供：志賀理江子、磯島未来、清水チナツ

日時：2022年2月23日(祝・水) 13:30–15:00

オンライン配信 (詳細は右記ホームページにて近日ご案内予定)

ワークショップ

イベントのお問合せ: pumpquakes@gmail.com
050 5373 8514 
www.pumpquakes.info/

これから開催の展覧会

https://kankeimaru.jp/
https://www.liekoshiga.com/


会 期：2022年1月8日(土)～2月13日(日) 会期中無休

開館時間：9時～16時半（入場は16時まで）

会 場：広島城・二の丸

主 催：広島市現代美術館、文化庁、広島城

入場無料

DOMANI・明日2021-22

● 「どこかで?ゲンビ」 and DOMANI ＠広島 「村上友重＋黒田大スケ in 広島城・二の丸」

広島市現代美術館が休館中に展開するプロジェクト「どこかで？ゲンビ」の一環として、写真と彫刻というジャンル

の異なる２作家による、広島市内を中心としたリサーチや人々との交流を通した制作を紹介します。会場は、被

爆時に焼失し、1991年に復元完成された広島城・二の丸です。幅広い写真技術を活用する村上友重は、レ

クチャーやワークショップ、参加者との協働を交えた「広島の光の採集」とも言うべき活動を構想し、野外彫刻に関

する映像作品を近年手がける黒田大スケは、広島の平和記念公園周辺などに設置される彫刻を題材とした作

品に取り組みました。

村上 友重 MURAKAMI Tomoe 写真、2018年度(1年研修) オランダ/アムステルダム http://www.tomoemurakami.com/

1980年、千葉県生まれ。早稲田大学第一文学部総合人文学科文芸専修

卒業。東京藝術大学での勤務を経て、ノーザンブリア大学(イギリス)に在学。

現在、広島県を拠点に活動。

季節や時間帯によって移ろう光、温度や湿度で変わる空気など、見ているはず

なのに見えない、不確かなものを風景のなかで捉え、写真作品として発表。近

年は特に光への関心を深め、観察や分析といった行為も含めた作品の制作を

試みる。

「DOMANI・明日展」初参加

主な近年の展覧会に、「絵画のなかの風景」なかた美術館, 広島 (2020)、

「VOCA展」上野の森美術館, 東京(2016)、「《写真》見えるもの 見えないも

の #2」東京藝術大学陳列館, 東京(2015)、「CONTEMPLATION : 

Emerging Female Photographers from Japan」Texas Woman’s 

University Gallery, テキサス、アメリカ(2013)など。

主な受賞歴に、「Foam Talent」オランダ(2012)など。

(広島市現代美術館 館外展開プロジェクト「どこかで?ゲンビ」関連プログラム)

黒田 大スケ KURODA Daisuke 彫刻、2018年度(1年研修) アメリカ/フォートワース

https://sites.google.com/view/daisuke-kuroda/home

1982年、京都府生まれ。広島市立大学大学院博士後期課程修了。

彫刻家、橋本平八の研究で博士号取得。作品制作の他に展覧会の企

画運営もてがける。アーティスト・コレクティブ「チームやめよう」主宰。現在、

関西を拠点に活動。

彫刻に関するリサーチを基に、近代以降の彫刻家やその制作行為をモ

チーフとしたパフォーマンス的要素の強い映像を制作、シリーズとして展開し

ている。

「DOMANI・明日展」初参加

主な近年の展覧会に、「対馬アートファンタジア2020-21」対馬市, 長崎

(2021)、個展「祝祭の気配」トーキョーアーツアンドスペースレジデンシー, 

東京(2021)、「未然のライシテ、どげざの目線」京都芸術センター

(2021)、個展「不在の彫刻史２」3331 Arts Chiyoda, 東京

(2019)、「瀬戸内国際芸術祭2016」小豆島旧三都小学校, 香川

(2016)など。
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広島城・二の丸外観

新型コロナウイルス感染予防及び拡散防止のため、広島市の方針により休場中です。
展覧会は会期延長も含め調整中です。
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休場中のため、イベント動画を配信中！

「and DOMANI」は、この度スタートする新しい枠組。各文化施設の企画にDOMANI展がコラボレーションしていきます。

イベント動画配信（毎週水曜日に新規動画配信予定）

■黒田大スケ まち歩き彫刻鑑賞ガイドツアー [全5回]

■村上友重、黒田大スケ アーティスト・トーク [全3回]

広島市現代美術館HP：https://www.hiroshima-moca.jp/

会場風景 撮影:大塚敬太+稲口俊太

会場風景 撮影:大塚敬太+稲口俊太

http://www.tomoemurakami.com/
https://sites.google.com/view/daisuke-kuroda/home
https://www.hiroshima-moca.jp/
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●蓮沼昌宏ワークショップ「つくろう！クルクルアニメーション」 and DOMANI @水戸

（「佐藤雅晴 尾行―存在の不在／不在の存在」展関連プログラム）

会期終了

キノーラというフリップ・ブックの原理で絵が動く装置を用いてアニメーションを制作する蓮沼昌

宏を講師に招き、水戸市内の中学校及び水戸芸術館でワークショップが行われました。

アニメーションを動かす装置を牛乳パックで制作し、その後16枚の用紙にアニメーションの物

語となる絵を一枚ずつ描きました。描き終わると、用紙を貼り合わせて丸くつなぎ、牛乳パッ

クの装置にとりつけてクルクルとまわすとアニメーションが完成。参加者の個性あふれるアニ

メーションは、水戸芸術館で上映されました。

会期・会場：ワークショップ 2021年12月3日、6日、7日 水戸市立双葉台中学校

2021年12月4日 水戸芸術館現代美術ギャラリー内ワークショップ室

上映会 2022年1月8日～16日

水戸芸術館現代美術ギャラリー内ワークショップ室

主 催 ：文化庁、公益財団法人水戸市芸術振興財団

水戸芸術館HP：https://www.arttowermito.or.jp/

講師

蓮沼 昌宏 HASUNUMA Masahiro

現代美術、2016年度(1年研修) 

ドイツ/フランクフルト

会期終了

● 「CONNECT⇄_」 and DOMANI ＠京都 「宮永愛子 公孫樹をめぐるロンド」

（文化庁「障害者等による文化芸術活動推進事業」関連プログラム ）

会 期：2021年11月30日(火)～12月19日(日)

会 場：京都府立図書館 https://www.library.pref.kyoto.jp/

主 催：文化庁、京都府立図書館

協 力：ミヅマアートギャラリー

企 画：文化庁(林洋子)、京都府立図書館(堀奈津子)

制作協力：アート・ベンチャー・オフィス ショウ

アート・ディレクション：見増勇介(ym design) デザイン、2019年度研修、オランダ/アムステルダム

宮永 愛子 MIYANAGA Aiko
現代美術、2007年度(1年研修) 

イギリス/エジンバラ

出品作家

建築家・武田五一(1872-1938)の設計により創建された日本でも最も長い歴史をもつパブリック・ライブラリーのひとつ・京都府立図書館を会場に、開館当

時からある陶芸家・初代宮永東山の作品《公孫樹文花瓶》を起点に、そのひ孫にあたる宮永愛子が、図書館の建物と旧館時代の家具を活かし制作したイ

ンスタレーション作品を展示。

初代宮永東山の作品の傍らには宮永愛子の新作《ロンド(神宮道－深草)》が並ぶ。図書館創建時に使われていた扉の鍵穴周りをトレースした紙を2枚重

ね合わせ、京都府立図書館のイチョウや東山窯のイチョウで染色した糸で空気(時間)を包み込んでいました。宮永の静謐な作品は、図書館という場所と調

和し、昔―今とつながるロンドを感じさせる展示となっていました。

撮影:大塚敬太+稲口俊太

水戸芸術館YouTubeチャンネルにて上映映像群を公開中

https://www.youtube.com/user/ArtTowerMito

会場風景1 会場風景2

https://www.arttowermito.or.jp/
https://www.library.pref.kyoto.jp/
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2022年2月、『DOMANI・明日 記録集：The Art of Tomorrow 1998-2021』刊行のご報告

刊行記念オンライントークの開催のお知らせ

1998年に安田火災東郷青児美術館（現・ SOMPO美術館）で

「DOMANI・明日展」がスタートし、その後、国立新美術館（東京）にて

年に一度のアニュアル展として催され、積み重ねきた第1回から第23回ま

での情報や写真を１冊にまとめた記録集を刊行しました。

まもなく「DOMANI・明日展」は25周年を迎えます。本書はこれに先立ち、

この展覧会のあゆみを集約し、関連年表やそれぞれの時期を知る関係者

のご寄稿を掲載。この１冊でこれまでの本展の歴史を振り返ることができま

す。(※一般発売はいたしませんが、国会図書館、主要美術館・図書館

に送付しますので、閲覧は可能です)

また、公式ホームページでは刊行に合わせて、アーカイブページをリニューア

ルし、カタログと同様の内容をご覧いただけます。また、作家検索システムを

導入します。（２月半ばに公開予定）

刊行記念オンライントーク

「なぜ海を渡るのか？：なお、芸術を続けるための対話」

第22回 会場風景

第1回 第23回

コーディネーター

・沢山遼 美術評論 2021年度(1年研修) アメリカ/ニューヨーク

登壇者

・岩崎貴宏 現代美術 2007年度(1年研修) イギリス/エジンバラ、第17回「DOMANI・明日展」参加

・竹村京 現代美術 2004年度(1年研修) ドイツ/ベルリン、第23回「DOMANI・明日展」参加

・四方幸子 キュレーター/批評家、美術評論家連盟会長

2月末よりオンラインで公開
予定。追ってホームページ
でお知らせします。

表紙イメージ

●「DOMANI・明日展」ファンに向けて
プレゼントキャンペーン

刊行を記念して10名様に
『DOMANI・明日 記録集：The 
Art of Tomorrow 1998-2021』
（非売品）をプレゼントします。
応募方法については、ホームページ、
SNSでお知らせします。

掲載内容｜

・参加作家362名の紹介(作品図版含む)

・第18回以降は会場写真も掲載

・展覧会企画者、制作者、参加作家の12名による寄稿文

・「DOMANI・明日展」参加者の統計

・「DOMANI・明日展と美術界の四半世紀ほか」年表

ほか

デザイン｜榊原健祐（Iroha Design）

編集｜内田伸一

判型、頁数｜B5変形、168ページ
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2022年3月、『DOMANI・明日2021－22』カタログ刊行予定！
今年度、全国5会場（京都・水戸・広島・愛知・石巻）で開催した展覧会

の成果を１冊にまとめたカタログを刊行いたします。各会場の会期も異なり、

すでに会期が終了している会場もあることから、本カタログはオンラインのみに

て3月31日まで期間限定販売します。（※4月以降はご購入できません）

また、下記のとおり先行予約申し込みを受け付けます。

コロナ禍で各地への移動が制限される厳しい状況の中で、開催された

「DOMANI・明日展」ですが、各会場の作家たちが、それぞれの地域と会場

の特性に合わせて挑んだ内容となっています。

掲載内容｜

・全5会場の展示風景、作品図版(全カラー)、企画概要、

作家テキスト及び略歴

・文化庁新進芸術家海外研修制度（美術）の派遣国・

地域別人数マップ、ほか

デザイン｜榊原健祐（Iroha Design）

編集｜内田伸一

判型、頁数｜B5変形、152ページ

販売価格｜1,500円（税込）

京都会場 宮永 愛子

水戸会場 蓮沼 昌宏

愛知会場(愛知芸術文化センター) 冨井 大裕 愛知会場(港まちポットラックビル) 長島 有里枝

広島会場 村上 友重

表紙カバーイメージ（石巻会場） 志賀 理江子

※レイアウトイメージです。実際のカタログと変更の可能性があります。

【先行予約販売】 期間中にご購入された方に限り特別価格で販売

期間｜2022年2月14日～3月14日

予約方法｜公式ホームぺージで近日ご案内予定 https://domani-ten.com/

特別価格｜1,350円（税込）（販売価格から10％OFF）

送料｜2冊まで370円（レターパックライトを使用）

発送時期｜3月15日より順次発送



DOMANI・明日2021-22    広報用作品画像データ貸出依頼書
掲載についての注意事項と広報用作品画像データ申込書

ＦＡＸ：０３-３４８５-７８５１ e-mail：avo-shou.pr@ktd.biglobe.ne.jp
以下の内容をお読みいただき、必要事項をご記入のうえお送りください。

１．作品画像データのご提供
本展覧会を貴社媒体にて紹介いただける場合に限り、プレスリリースに掲載の画像を貸出しいたします。
ご希望の番号に○をつけてお申し込みください。

２．掲載についての注意事項
○必ず記載必要事項を表記してください。
○作品は必ず全図で使用してください。改変、部分使用、文字のせなどはできません。
○確認のため、必ずゲラの段階で広報事務局に原稿をメールかFAXにてご送付願います。
作品使用は、本展覧会の紹介用のみとさせていただきます。*展覧会終了後の使用は出来ませんのでご了承ください。

○ご掲載いただいた場合、掲載紙/誌を1部、広報事務局にご送付くださいますようお願い申し上げます。
*尚、掲載ページをpdfファイルにてお送りいただいても構いません。（その際は広報事務局までご一報ください）

３．読者・視聴者へのお問い合わせ先の掲載
展覧会ホームページ：https://domani-ten.com

４. その他
貴媒体にカタログ紹介の記事掲載ためにカタログ（記録集または今年度カタログ）をご希望の場合は
献本いたしますのでご連絡ください。

お申込みフォーム

貴媒体名

貴社名／部署

ご担当者名 e-mail：

ご住所 〒

ご連絡先 TEL： FAX：

掲載予定号／放送予定日 掲載号発売日 月 日

画像データの必要期限 月 日まで

No. 記載必要事項

1 港まちポットラックビル外観 撮影：岡村靖子 写真提供：港まちづくり協議会

2 旧・名古屋税関港寮外観 撮影：冨田了平 写真提供：アッセンブリッジ・ナゴヤ実行委員会

3 長島 有里枝 会場風景 撮影:大塚敬太+稲口俊太

4 古橋 まどか 会場風景1 撮影:大塚敬太+稲口俊太

5 古橋 まどか 会場風景2 撮影:大塚敬太+稲口俊太

6 愛知県美術館ギャラリー 会場風景 撮影:大塚敬太+稲口俊太

7 旧観慶丸商店外観 ©旧観慶丸商店

8 志賀 理江子《Remember me》2019年 ©Lieko Shiga

9 広島城・二の丸外観

10 村上 友重 会場風景 撮影:大塚敬太+稲口俊太

11 黒田 大スケ 会場風景 撮影:大塚敬太+稲口俊太

12 蓮沼 昌宏 ワークショップ風景

13 宮永 愛子 会場風景1 撮影:大塚敬太+稲口俊太

14 宮永 愛子 会場風景2 撮影:大塚敬太+稲口俊太

15 記録集表紙イメージ

■希望の作品No.に○をつけて下さい。

《広報の問い合わせ先》「DOMANI・明日展」広報事務局（アート・ベンチャー・オフィス ショウ内）
〒151-0063 渋谷区富ヶ谷1-18-8-301 TEL 03-3485-7866 FAX 03-3485-7851 e-mail:avo-shou.pr@ktd.biglobe.ne.jp

※カタログの画像を追加でご希望の方は、個別にお問合せください。


