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石塚元太良 《Shoup Glacier #001》 2016/2022 | 写真
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文化庁は、将来の日本の芸術界を支える人材の育成

のため、若手芸術家が海外の関係機関等で行う研修

を支援する｢新進芸術家海外研修制度(在研)｣を1967

年度から実施しており、すでに半世紀を経過しまし

た。美術分野では、そうした成果発表の機会として

1998年から「DOMANI・明日展」を開始し、2022年

度で第25回目を迎えます。2008年の第11回展以降は、

前年に東京・六本木にオープンした国立新美術館を

会場に、天井高に恵まれた空間での大規模なグルー

プ展とし、「海外研修」のアフター・プログラムと

して、海外に送り出した人材を日本のアートシーン

にプレゼンする機会としてきました。

前回(第24回)はコロナ禍の影響で東京では開催で

きず、しかし在研関連のネットワークを生かして全

国5会場に展開し、あわせて第1回から第23回展に関

するアーカイブ集『DOMANI・明日 記録集：The

Art of Tomorrow 1998-2021』を刊行しました。

2022年秋、２年ぶりの国立新美術館での開催となる

本展は第25回の周年事業として、これまでに同館で

の「DOMANI・明日展」で本格的に取り上げること

ができていなかったキャリアの豊かな作家3名と、比

較的近年に在研を終えた清新な作家6名、さらに

「DOMANI・明日展」史上、初の同館２度目の参加

となる近藤聡乃を招いた展示となります。サブタイ

トルは「百年まえから、百年あとへ」。1923年に首

都圏を見舞った「関東大震災」から百年目の年に東

京で開かれる企画として、「ゆれる/ゆらぐ地面、制

度、価値観」という視点から、コロナ禍後の次代の

人材育成、美術界のあり方をも考えます。

国際的な移動や発表を前提に活動してきた作家た

ちが、長期にわたる閉塞状態のアートシーンに遭遇

したなかで思考を重ねた展覧会をご期待ください。

展覧会趣旨

2 イベント

・上映会＆トークイベント

⇒12月4日（日）要事前予約 入場無料

・ シンポジウム

・ギャラリートーク

※詳細はP９

会場内にて出品作家によるトーク開催予定

「移民の芸術／芸術の移民」 (仮題)(企画：沢山遼)

⇒12月以降オンライン配信予定

ドキュメンタリー映画『手でふれてみる世界』

(監督：岡野晃子)

１ 出品作家プロフィール

大﨑のぶゆき 現代美術

谷中佑輔 彫刻、パフォーマンス

黒田大スケ 彫刻

池崎拓也 現代美術

石塚元太良 写真

近藤聡乃 マンガ、現代美術

北川太郎 彫刻

小金沢健人 インスタレーション

丸山直文 絵画

伊藤誠 彫刻

（計10名)

※詳細は次ページ以降参照

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/



※【 】内は文化庁新進芸術家海外研修歴、掲載順は研修年度順（近年～）となっています。

作品イメージは参考図版を掲載。
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自身の存在を軸に世界を知覚するべく、独自の方法である描か

れた絵が溶けていく作品など、リアリティの不確かさや曖昧な

感覚を視覚化する作品を制作。「イメージが消失する」という

表現がもたらす感覚や思考をより深め、記憶や時間などのモチ

ーフやイメージの存在について考察する作品を展開している。

大﨑のぶゆき OSAKI Nobyuki

現代美術【2020年度(1年研修)・ドイツ(シュトゥットガルト)】

〈近年の主な展覧会〉

・個展「Travel Journal」Yuka Tsuruno Gallery(東京/2022)

・「Beyond the Surface-Toshifumi Hirose & Nobuyuki Osaki」

MIKIKO SATO GALLERY(ハンブルク,ドイツ/2021)

・「LINKING TRANSFORMATIONS」Stadtgalerie Kiel(キール,ドイツ/2020)

・ 個展「ブエノス アイレス」Gallery PARC(京都/2019)

・ 個展「漂白する、現像する、そして共有する」ガレリア フィナルテ(愛知/2019)

〈主な受賞歴〉
・咲くやこの花賞 (2017)
・名古屋市芸術奨励賞 (2015)

Website → http://www.nobuyuki-osaki.com/

★DOMANI・明日展初登場！

大﨑のぶゆき《untitled album photo（Travel Journal ) 4-22》
2022｜写真

主に彫刻とパフォーマンスで知られ、彫刻と身体の関係を通し

て、他者との共生や永遠性と瞬間の持続など彫刻の在り方を表

現している。彫刻的であることとパフォーマンス的であること、

彫刻と身体の関係をお互いの媒介作用であるかのようにこの生

態系の運動の内部で作用させたいと考え、変化する両者の緊張

関係をパフォーマンス作品として提示する。

谷中佑輔 TANINAKA Yuske

〈近年の主な展覧会〉
・「Gallop」 初公演、 Uferstudios Studio 14 (ベルリン/2022)
・「~)Dis)Oriental Whaling~プロジェクト“クジラの地理的身体”」初公演

京都芸術センター (京都 /2019)
・「CELEBRATION -Japanese-Polish Contemporary  Art   Exhibition-」

Dom Książki (several venues in the festival)（ポズナン、ポーランド/2019)
・ ポーランド芸術祭2019 in Japan 「セレブレーション－日本ポーランド現代美術展－」

京都芸術センター(京都、ポズナン,シチェチン, ポーランド /2019)

谷中佑輔《Gallop》2022 | パフォーマンス

会場/初公演：Uferstudios Studio14
撮影：Alicja HoppelWebsite → http://yusuke-taninaka.com

〈主な受賞歴〉
・ 京都市芸術文化特別奨励者 認定(2016)
・ アートアワードトーキョー丸の内2014 グランプリ(2014)

彫刻、パフォーマンス【2019年度(3年研修)・ドイツ(ベルリン)】

★DOMANI・明日展初登場！

〈略歴〉

1975年、大阪府生まれ
京都市立芸術大学大学院美術研究科(版画専攻)修了
愛知県立芸術大学准教授
現在、愛知県と大阪府を拠点に活動

〈略歴〉
1988年、大阪府生まれ
京都市立芸術大学大学院美術研究科(彫刻専攻)修了
現在、ベルリンを拠点に活動
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〈略歴〉
1982年、京都府生まれ
広島市立大学大学院芸術学研究科総合造形芸術専攻（彫刻領域）修了
現在、関西を拠点に活動

黒田大スケ KURODA Daisuke

黒田大スケ《瓦全のためのプラクティス》2022 | ビデオ
会場：広島城 二の丸

※「「どこかで？ゲンビ」and DOMANI@広島」出品作品

〈近年の主な展覧会〉
・「国際芸術祭 あいち2022」青木製陶所【常滑会場】(愛知/2022)
・ トーキョーアーツアンドスペースレジデンス 2022 成果発表展「水路から柔い空へ」

TOKAS本郷 (東京/2022)
・「文化村クリエイション vol.1 黒田大スケ「もぐら、二つの海」」

なら歴史芸術文化村(奈良/2022)
・「未然のライシテ、どげざの目線」京都芸術センター(京都/2021)
・「対馬アートファンタジア2020-21」対馬市(長崎/2021)

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

彫刻【2018年度(1年研修)・アメリカ(テキサス、フォートワース)】

池崎拓也《The Address on The Address》
2019 | ドローイング

池崎拓也 IKEZAKI Takuya

〈近年の主な展覧会〉

・ 個展「ヘブン」 Young Knee Cool (ニューヨーク/2021)

・「CADAN×ISETAN MEN’S：Autumn Takeover-」 伊勢丹新宿メンズ館（東京/2020）

・「Evacuation」Satoko Oe Contemporary（東京/2020）

・ 個展「池崎拓也的GBP」 Satoko Oe Contemporary (東京/2018）

・ 個展「ビューティフル♡ワールド」Satoko Oe Contemporary（東京/2017）

・ 個展「今日の明日、昨日の今日」霧島アートの森(鹿児島/2015)

・「奄美の芸術祭2014「徳之島アートプロジェクト」伊仙町立歴史民俗資料館(鹿児島/2014)

現代美術【2017年度(1年研修)・アメリカ(ニューヨーク)】

★DOMANI・明日展初登場！

2017年に韓国の仁川の自由公園でマッカーサーの銅像を見て

以来、自身の制作の基礎となっている「彫刻」について省みる

ようになり、1930年代の東京美術学校彫刻科への留学生に関

するリサーチと制作をスタート。パフォーマンスなどユニー

クな手法で、芸術と公共の関係性、近代的な彫刻概念を明らか

にすることに取り組んでいる。

〈DOMANI・明日展参加歴〉
「「どこかで？ゲンビ」and DOMANI@広島」広島城 二の丸(2021年度)

〈略歴〉

1981年、鹿児島県生まれ
武蔵野美術大学油絵学科卒業
2008-10年 中国北京中央美術学院造形部実験芸術科留学
現在、ニューヨーク、東京都を拠点に活動

大陸文化の影響を色濃く感じる、生まれ育った故郷・徳之島

の風土や、中国の文化に興味を持ちながら、身のまわりにあふ

れる日用品や風景、文化や文脈を切り取り、自らにつなげる道

標のように自身のアイデンティティを模索するような作品を

制作している。

Website → http://ikezakitakuya.com/



DOMANI・明日展 2022-23 PRESS RELEASE vol.2    2022.08.01

5

モチーフが変容していくシュルレアリスティックな表現で少女

の内面を描いたアニメーションから、緻密な筆致で存在感が際立

つ油彩やドローイング、そして等身大のニューヨーク生活を切り

取ったエッセイコミックに代表されるマンガなど、多岐にわたる

作品を国内外で精力的に発表している。

近藤聡乃 KONDOH Akino

〈近年の主な展覧会〉
・「ブルーピリオド展～アートって、才能か？～」寺田倉庫G1ビル(東京/2022)
・「Uninterrupted Wanderー不断の彷徨」ミヅマアートギャラリー(東京/2020)
・ 個展「近藤聡乃展 呼ばれたことのない名前」三菱地所アルティアム(福岡/2019)
・ 個展「MAM SCREEN 008: 近藤聡乃」森美術館(東京/2018)

近藤聡乃《『ニューヨークで考え中』③ (亜紀書房) プロローグより》
2020 | マンガ原画

©KONDOH Akino, Courtesy of the artist and Mizuma Art Gallery

〈主な受賞歴〉
・ アニメーション「KiyaKiya」平成24年度(第16回)文化庁メディア芸術祭/アニメーション部門審査委員会推薦作品(2012)
・ アニメーション「てんとう虫のおとむらい」ダイジェスト版「YouTube Play: Biennale of Creative Video」TOP25 videos(2010)

〈主な著書〉
・マンガ『ニューヨークで考え中』1～3巻（以下続刊・亜紀書房）
・マンガ『A子さんの恋人』全７巻（KADOKAWA）
・エッセイ集『不思議というには地味な話』（ナナロク社）

Website → https://akinokondoh.com/jp/

マンガ、現代美術【2008年度(1年研修)・アメリカ(ニューヨーク)】

〈略歴〉

1980年、千葉県生まれ
多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業
現在、ニューヨークを拠点に活動

〈DOMANI・明日展参加歴〉
「第13回DOMANI・明日展」国立新美術館(2010年度)

石塚元太良 ISHIZUKA Gentaro

石塚元太良《Texture_Glacier #001》2022 | 写真

〈近年の主な展覧会〉
・ 個展「Ondulatoire」 KOTARO NUKAGA（東京/ 2022)
・「動く過去」 KOTARO NUKAGA（東京/ 2021)
・「Gold Rush California/ NZ」KOTARO NUKAGA（東京/2020)
・「シンコペーション：世紀の巨匠たちと現代アート」ポーラ美術館（神奈川/2019)
・ 個展「Middle of the Night」Akio Nagasawa Gallery Aoyama (東京/2018)

〈主な受賞歴〉
・Steidl Book Award Japan グランプリ(2016)
・第30回写真の町 東川賞新人作家賞 (2014)

Website → http://gentaroishizuka.com/

写真【2010年度(1年研修)・アメリカ(ニューヨーク)、2021年度(特別研修・フィンランド(ケミヤルビ―)】

パイプライン、氷河、ゴールドラッシュなどの特定のモチーフ

を世界中で撮影し続け、ドキュメンタリーとアートの間を横断

するように独自のイメージを提起している。近年は暗室で露

光した印画紙を用いた立体作品や、多層に印画紙を編み込んだ

モザイク状の作品、自作を近代絵画と比較したインスタレー

ションなど、様々な表現で現代における写真の可能性を追い

求め、高い評価を得ている。

〈略歴〉
1977年、東京都生まれ
現在、東京都を拠点に活動

★DOMANI・明日展初登場！
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学生時代よりビデオによる映像作品の発表を始め、ドローイ

ング、パフォーマンス、インスタレーションなどの要素が混

在する多彩で複合的な表現に至る。時間と空間を同時に扱う

ものとして「運動」に着目し、その作品世界は国内外で高く

評価されている。

小金沢健人 KOGANEZAWA Takehito

小金沢健人《電流の繁殖》2009｜インスタレーション
会場：丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

〈近年の主な展覧会〉
・「Drawing in Motion」University of Tübingen(テュービンゲン,ドイツ/2022)
・「Raum Der Zeichnung」PORT25 Raum für Gegenwartskunst (マンハイム,ドイツ/2022)
・ 個展「ネオンの呪文、山のコード」ガトーフェスタハラダ(群馬/2021)
・ 個展「Naked Theatre –裸の劇場–」KAAT神奈川芸術劇場(神奈川/2019)
・ 個展「Book off / Cut off」Loock Gallery(ベルリン/2018)

〈主な受賞歴〉
・Asian Art Award 2018 大賞

インスタレーション【2001年度(3年研修)・ドイツ(ベルリン)】

Website → https://kitagawataro728.wixsite.com/ryakureki2

徹底して手仕事にこだわり、のみと石頭（せっとう）を使い

長い時間をかけて石を素材に制作される彫刻は、プリミティヴ

で生命力にあふれており、おおらかで無垢なただずまいが未知

の感覚を呼び覚ます。近年は現代への警鐘となるような展覧

会へ多く参加し、石の内包する魅力をさまざまなアプローチで

展開している。

北川太郎 KITAGAWA Taro

〈近年の主な展覧会〉
・「第29回UBEビエンナーレ」(「北川太郎のモッタイナイひろば」 で参加）ときわ公園UBEビエンナーレ彫刻の丘(山口/2022)[予定]

・ 個展「時空の森」あさご芸術の森美術館(兵庫/2022) [予定]

・「これってさわれるのかな？－彫刻に触れる展覧会－」神奈川県立近代美術館 鎌倉別館(神奈川/2022)
・「真鶴町 石の彫刻祭2021」真鶴町(神奈川/2021)
・「すべての ひとに 石が ひつよう 目と、手でふれる世界」ヴァンジ彫刻庭園美術館(静岡/2021)

北川太郎《手の考える世界》2013-2021 | 彫刻
会場：ヴァンジ彫刻庭園美術館

〈主な受賞歴〉
・ 第16回KAJIMA彫刻コンクール、銀賞(2020)
・ 第27回UBEビエンナーレ(現代日本彫刻展)、宇部市商工会議所賞(2017)
・ 第6回あさごアートコンペティション、スポンサー賞(2017)

彫刻【2007年度(3年研修)・ペルー(クスコ)】

★DOMANI・明日展初登場！

〈略歴〉
1976年、兵庫県生まれ
愛知県立芸術大学大学院美術研究科(彫刻領域)修了
京都文教短期大学講師
現在、岡山県を拠点に活動

〈略歴〉
1974年、東京都生まれ
武蔵野美術大学映像学科卒業
京都芸術大学大学院芸術研究科教授
現在、東京都を拠点に活動

〈DOMANI・明日展参加歴〉
「DOMANI・明日展 plus」京都芸術センター(2016年度)
「DOMANI・明日展 plus online 2020」特設ウェブサイト(2020年度)



絵画【1996年度(1年研修)•ドイツ( ベルリン)】

水面のような自由なにじみがあいまいで豊かなイメージをもた

らす、具象でありながら抽象という丸山独自の絵画は、下地材を施

していないカンヴァスに水を引き、絵具をにじませていくステイ

ニングの技法を用いて描かれている。本展では初公開のドローイ

ング群も交えて構成し、「絵画の内部にしか発生しない空間の可

能性」を探求する制作を総合的に展覧する。

〈DOMANI・明日展参加歴〉

「第6回DOMANI•明日展」損保ジャパン東郷青児美術館(2002年度)

「第10回DOMANI•明日展」 〃 (2006年度)

「第14回DOMANI•明日展(特別出品)」国立新美術館(2011年度)

丸山 直文 MARUYAMA Naofumi

丸山直文《appear》2008 豊田市美術館蔵 | 絵画
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〈近年の主な展覧会〉

・ 個展「丸山直文展」シュウゴアーツ(東京/2022) [予定]

・都美セレクショングループ展2022「眼差しに熱がこぼれる」東京都美術館(東京/2022)

・「Next World―夢みるチカラ タグチ• アートコレクション× いわき市立美術館」いわき市立美術館(福島/2021）

・個展「ラスコーと天気」シュウゴアーツ(東京/2018）

〈主な受賞歴〉

・芸術選奨文部科学大臣新人賞(2008)

〈略歴〉
1964 年、新潟県生まれ
武蔵野美術大学油絵学科教授
現在、東京都を拠点に活動

〈近年の主な展覧会〉

•「heliotrope」照恩寺(東京/2022)

•「でんちゅうストラット／この場に、居る」小平市平櫛田中彫刻美術館(東京/2022)

•「オムニスカルプチャーズ／彫刻となる場所」武蔵野美術大学美術館(東京/2021)

• 個展「知らない場所Ⅲ」双ギャラリー (東京/2020）

• 個展「伊藤誠展」ガレリア フィナルテ(愛知/2019)

〈主な受賞歴〉

• 第 16 回タカシマヤ美術賞(2005)

伊藤 誠 ITO Makoto

彫刻【1996年度(1年研修)•アイルランド】

FRP（繊維強化プラスティック) 、ゴム、ステンレス、鉄など、現

代の生活空間で身近な素材を使い、見たことのないもの、どこに

もないものによる不思議でユーモラスな空間を作りだす。近年

は身体に装着する彫刻やパフォーマンスを行うなど、新たな彫

刻を模索し続けている。

〈DOMANI・明日展参加歴〉

「第4回DOMANI•明日展」安田火災東郷青児美術館(2000年度)

伊藤誠《船の肉》2003 作家蔵 | 彫 刻

撮影: 山本糾

〈略歴〉
1955 年、愛知県生まれ
武蔵野美術大学大学院造形研究科彫刻コース修了
武蔵野美術大学彫刻学科教授
現在、東京都を拠点に活動
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Website → https://shugoarts.com/artist/57/



展覧会概要
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協賛： 公益財団法人 福武財団、 日本美術家連盟、 損害保険ジャパン

協力： 日本航空、東京スタデオ、カトーレック、フレームマン

シュウゴアーツ、ミヅマアートギャラリー、ユカ・ツルノ・ギャラリー

KOTARO NUKAGA、Satoko Oe Contemporary

ヴァンジ彫刻庭園美術館､なら歴史芸術文化村

亜紀書房

会期： 2022年11月19日(土)～2023年1月29日(日) 49日間開催

休館日： 毎週火曜日、年末年始 2022年12月27日(火)～2023年1月11日(水)

開館時間： 10時～18時 ※入場は閉館の30分前まで

会場： 国立新美術館 企画展示室2E (東京都港区六本木7-22-2)

主催： 文化庁、国立新美術館

キュレーション： 林 洋子(文化庁芸術文化調査官)

企画協力： 沢山 遼（美術評論、2021年度(1年研修)・アメリカ(ニューヨーク)）

カタログ編集： 内田 伸一

ｱｰﾄ･ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ： 榊原 健祐（Iroha Design）

制作： アート・ベンチャー・オフィス ショウ

観覧料(税込)： 一般 1,000円(800円)、大学生 500円(300円) ※( )内は前売料金

※高校生、18歳未満の方（学生証または年齢のわかるものが必要）は入場無料

※障害者手帳をご持参の方（付添の方1名含む）は入場無料

※前売券は、展覧会ホームページ、ローソンチケット(Ｌコード：34626)、イープラスで

お求めください(2022年10月10日[月]から11月18日[金]までの販売。以降は当日券のみの

取扱い。手数料がかかる場合があります)。国立新美術館での前売券の販売はありません。

※本展では団体券の販売はいたしません。

※会期中に国立新美術館で開催中の公募展のチケット、森美術館(六本木クロッシング2022展)

及びサントリー美術館(京都・智積院の名宝)(あとろ割対象)の展覧会チケット(半券可)を提示

された方は、当日料金の200円引きとなります【一般800円、学生300円】。

※国立美術館キャンパスメンバーズ加盟の大学等の学生は300円、教職員は800円。
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イベント情報

DOMANI・明日展 第25回記念事業

手で世界にふれながら旅をし、多様な文化や芸術と出会ってきた、視覚に障害を持つアルド・グ

ラッシーニとダニエラ・ボッテゴニ夫妻。ふたりの働きかけで1993年、イタリアのマルケ州アン

コーナ県に「オメロ触覚美術館」が設立され、1999年にはイタリア議会の承認を受けて、国立の美

術館となりました。本作は、近代以前の彫刻のレプリカや現代作家による実物を手でふれて鑑賞で

きるこの美術館の活動を紹介するドキュメンタリーです。約60分。2022年秋、ヴァンジ彫刻庭園美

術館（静岡県長泉町）で初公開ののち、「障害者週間」（12月3日から9日、内閣府による設定）に

あわせて、東京での上映会を行います。本映画の岡野晃子監督と、これまでも「ふれる」展示を実

践してきた、本展出品作家の北川太郎らによるトークも開催。

日時：2022年12月4日（日）要事前予約 入場無料

※開催時間、申込方法等は追ってご案内いたします。

場所：国立新美術館 3階講堂

主催：文化庁、国立新美術館

協力：ヴァンジ彫刻庭園美術館
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『手でふれてみる世界』（2022）

※本イベントへの事前申込者には、当日に
「DOMANI・明日展2022-23」のチケットをプレゼント！

② シンポジウム 「移民の芸術／芸術の移民」(仮題)

ピカソ、カンディンスキー、モンドリアン、クレー、デュシャンなど、近代美術の歴史は、移民＝

国外退去者たちの歴史であると言ってよいほどに、膨大な数の芸術家たちが国境を超えてきました。

移民性は、芸術を語るうえで、欠かすことのできない視点であったと言えるかもしれません。日本

においても、藤田嗣治や国吉康雄の作品は、彼らの「移民」としてのありかたと深く関与していま

す。既存の制度が機能不全を起こし、国家間の力学的関係・体制が流動的に変わり、あらゆる物事

の価値や境界が揺らぐ緊迫した現在の状況は、安住の場、帰るべき場所が失われた、誰もが潜在的

な移民でありうる時代であると言えるのかもしれません。本シンポジウムでは、アーティストの移

動が、その思考や作品様式に及ぼす影響について、あるいは、芸術における移民性とはなにかにつ

いて、本展出品作家を中心に議論を行います。

企画：沢山 遼【美術評論、2021年度(1年研修)・アメリカ(ニューヨーク)】

※12月以降オンライン配信予定。詳細は追ってご案内いたします。

① ギャラリートーク

展覧会期中、週末の日中などに会場内にて出品作家によるギャラリートーク開催予定。

詳細については追ってご案内いたします。

③ドキュメンタリー映画『手でふれてみる世界』上映会＆トーク
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and DOMANI 開催 「and DOMANI」は、各文化施設の企画とDOMANI展がコラボレーションする催しです。

「大山崎山荘の小さな絵本づくり」and DOMANI @京都

蓮沼昌宏ワークショップ

日時： 2022年11月5日(土) ／ 6日(日)

会場： アサヒビール大山崎山荘美術館本館及び庭園内レストハウス(京都府乙訓郡大山崎町銭原5-3)

※詳細は美術館ウェブサイトをご覧ください → https://www.asahibeer-oyamazaki.com

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)]

〈DOMANI・明日展参加歴〉

「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）」水戸芸術館, 茨城(2021年度)

「21st DOMANI・明日展」国立新美術館, 東京(2019年度)

「DOMANI・明日展 PLUS×日比谷図書文化館 Artists meet Books 本という樹、図書館という森」

千代田区立日比谷図書文化館, 東京(2017年度)
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掲載についての
お問合せ

「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 佐藤・市川

〒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4年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

昨年度、DOMANI展は全国5会場に展開して好評をいただきました。

今年度は東京会場での開催を主とし、京都一か所といたします。

個性豊かな美術館とDOMANI展のコラボレーションにご期待ください。

※本プレスリリース情報は8月1日時点での情報であり、今後の新型コロナウイルス等の感染状況により

変更の可能性があります。最新情報は本展ウェブサイトでご案内いたします。また、9月下旬には次の

プレスリリースを配信予定です。

●展覧会ウェブサイト：https://domani-ten.com

京都の西郊にある、アサヒビール大山崎山荘美術館では、9月17日から12月25日まで「こわくて、た

のしいスイスの絵本」展が開催されます。今回の「and DOMANI」企画は、この展覧会にあわせた

ワークショップです。築百年を超える「大山崎山荘」（美術館本館）を探検して、小さなモティーフ

やお話の種を探し、一人ひとりの絵本原画を制作します。講師はDOMANI展ではすでにおなじみの蓮

沼昌宏。蓮沼の作品（キノーラ）は、「こわくて、たのしいスイスの絵本」展会期中に特別展示の予

定です。



DOMANI・明日展2022-23 百年まえから、百年あとへ
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10作品の画像データ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
○必ず作家名、作品名、制作年、その他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FAXかメール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
TEL： 050-5541-8600 （ハローダイヤル） 展覧会ホームページ：https://domani-ten.com

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. 作家名≪作品名≫制作年、記載必要事項

1 大﨑のぶゆき《untitled album photo（Travel Journal ) 4-22》2022

2 谷中佑輔 《Gallop》2022 会場/初公演：Uferstudios Studio14 撮影：Alicja Hoppel

3 黒田大スケ《瓦全のためのプラクティス》2022 会場：広島城 二の丸

4 池崎拓也 《The Address on The Address》 2019

5 石塚元太良《Texture_Glacier #001》2022

6
近藤聡乃 《『ニューヨークで考え中』③ (亜紀書房) プロローグより》 2020
©KONDOH Akino, Courtesy of the artist and Mizuma Art Gallery

7 北川太郎 《手の考える世界》2013-2021 会場：ヴァンジ彫刻庭園美術館

8 小金沢健人《電流の繁殖》2009 会場：丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

9 伊藤誠《船の肉》2003 作家蔵 撮影: 山本糾

10 丸山直文《appear》2008 豊田市美術館蔵

■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）佐藤・市川
〒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


