東京国際フォーラム アートフェア東京 2019 会場内ロビーギャラリー 参加アーティスト 38 名 参加大学 19 校

Tokyo International Forum, Lobby Gallery

「Future Artists Tokyo」展は、芸術を志す学生たちが、より実践的な経験を積み、
国際的に活躍できるアーティストとキュレーション人材を創出することを目的とし

“Future Artists Tokyo” is an exhibition aimed at building up an opportunity to have more practical
experience for the students who are aspiring to careers in the arts and creating global artists and curators.

た展覧会です。6 校が参加した初回に続き、第 2 回目となる本展では、19 大学の

From the first time of the exhibition, starting with 6 art colleges, this second edition will include 7

各校代表学生 101 名の中から選抜された 38 名と、アートプロデュースを学ぶ 7 名

students who are studying art production and 38 students’ artworks selected from 101 candidates from

の学生が参加します。全国より、将来を期待される学生達が集結し、
「アートフェ

19 art colleges. From all over the country, the students promising their futures will gather and decorate

ア東京 2019」の入り口を飾ります。

the entrance of “Art Fair Tokyo 2019”.

一般社団法人アート東京は、本展を2018 年より実施し、日本のアートシーンが、
新しい才能と共に成長していくことに、今後とも寄与して参ります。

Art Tokyo Association will continue to contribute and grow along with these rising new talents of
Japan’s art scene.

In recent years, a ‘sense of presence’ towards the

に代表される巨大 IT 企業が生み出す、意思のようなビッグ

seemingly-conscious big data, born from massive IT industries

データが存在感を増しつつあります。私たちの自己決定は

lead by GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) continues to

知らず知らずのうちに、匿名のベールに包まれた他者へと

rise. Will our self-determination be entrusted, unawares, to

委ねられていくのでしょうか。顔のない集団の言語に過敏に
反応するあまり、人々は疲弊し、自身すらも匿名のベールで

over-delicate to the words of the faceless crowd, we the people

東京藝術大学 大学院美術研究科
芸術学科美学専攻
博士後期課程 3 年在籍

too, have grown weary and began to shroud ourselves in a veil
of anonymity.

東京藝術大学 大学院国際芸術創造研究科
アートプロデュース専攻

団「アノニマス」による「選挙」、そして「感覚的な興奮状態」

from the ‘elections’ held by the identity-less hacker group,

博士後期課程 1 年在籍

を意味します。それは「無政府論者達が選挙する」という滑

Anonymous¸ as well as from the ‘state of sensorial arousal’.

稽な行為以上に、選挙を放棄し、顔の見えない他者の決定

Beyond just the humor at the act of ‘an anarchist group holding

に不服なりとも従わざるを得ない私たちをも揶揄する言葉

elections’ , the title also jests at we ourselves who, in

です。

abandoning our right to choose, have no other choice but to

Clothing, Food, Shelter and Art: abandoning the right to choose
these is, put another way, the loss of the identity. The burial of
individuality can drive the group to madness. The moment the

り、いじめから戦争までさまざまな暴力へ突き進んでいくの

large-group thinking, a path that leads to a multitude of

です。しかし、ひとたび、そのベールを剥ぎ取れば、血の通っ

violence starting from bullying and ending in war. However, for

たあどけないひとりの人間の素顔が垣間見えるはずです。

a brief moment, if that veil is cast off, one will catch a quick

それゆえに、個性は取り戻されねばならないのです。

glimpse of a single innocent flesh-and-blood human. That is

場となることを願っています。

1996 年、東京都生まれ

鈴木萌夏

女子美術大学
芸術学部アート・デザイン表現学科
アートプロデュース表現領域 4 年在籍

1996 年、北海道生まれ

内藤和音

多摩美術大学
美術学部芸術学科 4 年在籍

why we must reclaim our individuality.
The energy of this exhibition, which is high enough to raise the
BPM (=heart rate) of each visitor, suddenly reinvigorates the
individuality of each and every attendee. We sincerely hope

1995 年、岐阜県生まれ

長田詩織

多摩美術大学
美術学部芸術学科 4 年在籍

多摩美術大学

させ、新しい時代の選択肢を見出すエネルギーの生まれる

芸術専攻芸術支援領域 1 年在籍

多摩美術大学

icon of the body, the face, is stripped away, we turn to

程のエネルギーが、ご覧いただいた方々の個性を再び勃興

筑波大学大学院 人間総合科学研究科

obey the decisions of faceless others.

コンが剥ぎ取られた瞬間に、私たちは巨大な集団概念とな

本展が、鑑賞者一人ひとりの BPM（＝心拍数）を上昇させる

篠倉彩佳

女子美術大学

は、時に集団を狂気へと駆りたてます。顔という身体のアイ

1995 年、福岡県生まれ

筑波大学

This exhibition “ERLection of Anonymous” takes its meaning

なわちアイデンティティーの喪失を意味します。個性の埋没

金奉洙

1992 年、韓国生まれ

本テーマ「E RLection of Anonymous」は、匿名のハッカー集

衣、食、住、そして藝術においても、選ぶことの放棄は、す

一ノ瀬健太

東京藝術大学

覆うようになりはじめました。

‘others’ wrapped in a veil of anonymity? Overreacting and

1985 年、新潟県生まれ

東京藝術大学

近年、GAFA（グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン）

that this will be a place that will bring forth the energy to
discover choices for a new era.

中嶋健人

武蔵野美術大学 大学院造形研究科
芸術文化政策コース 1 年在籍

武蔵野美術大学

1995 年、富山県生まれ

ICHINOSE Kenta
Born in 1985, Niigata.
3rd year of Doctor course in Graduate School of Fine Arts,
Department of Aesthetics and Art History in the Tokyo University of the Arts.

KIM Bongsou
Born in 1992, Korea.
1st year of Doctor course in Graduate School of Global Arts,
Department of Arts Studies and Curatorial Practices in the Tokyo University of the Arts.

SHINOKURA Ayaka
Born in 1995, Fukuoka.
Major in Art Environment Support, Masterʼ s Program in Art and Design,
Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba.

SUZUKI Moeka
Born in 1996, Tokyo.
Joshibi University of Art and Design College of Art and Design,
Department of Cross-Disciplinary Art and Design
Field of Art Produce and Museum Studies, 4th year.

NAITO Masane
Born in 1996, Hokkaido.
Tama Art University, Faculty of Art and Design,
Department of Art Science, 4th Year.

NAGATA Shiori
Born in 1995, Gifu.
Tama Art University, Faculty of Art and Design,
Department of Art Science, 4th Year.

NAKASHIMA Kento
Born in 1995, Toyama.
1st year of Master course in Graduate School of
Arts Policy and Management, Musashino Art University.

Tokyo University of the Arts

東京造形大学

Tokyo Zokei University

東北芸術工科大学

Tohoku University of Art and Design

常葉大学

Tokoha University

名古屋造形大学

Nagoya Zokei University of Art & Design

日本大学芸術学部

Nihon University Graduate School of Art Fine Art and Design

広島市立大学

Hiroshima City University

武蔵野美術大学

Musashino Art University

横浜美術大学

Yokohama University of Art and Design

《 曖昧な犬 - the dog series - 》
Ambiguous dog -the dog series| 2018 | 金網、ポリエステル樹脂、スチール
wire-netting, polyester resin, steel

wood

| 2018 | 油彩、キャンバス
oil on canvas

kouchi hemp paper, gohun (chalk) gesso, acrylic,
iwa-enogu (mineral pigment), suihi (mud pigment)

| 2018 | 消火器、水槽、水、塩
fire extinguisher, glass tank, water, salt

《ラヂオ体操》 radio exercise
| 2018 | 映像、モニター
video, monitor

呉窮
WU Qiong

| 2018 | 油彩、カンヴァス
oil on canvas

田 中 壮一
TANAKA Soichi

《いかさま師 》 A man with a joker

《ある人の肖像》
portrait of someone

佐々木優
SASAKI Yu

アクリルガッシュ、岩絵具、水干絵具

Tama Art University

| 2018 | 高知麻紙、胡粉ジェッソ、

《 UNMANNEDⅢ》 UNMANNEDIII
| 2015 | 鉄
iron

《 為る
（ナ）》 play
| 2017 | 紙にデジタル出力
printing on paper

多摩美術大学

《 並ぶほどに想う》
That feeling is worth lined up

OKAYAMA Sorach岡
i 山空知

| 2017-18 | 油彩、キャンバス
oil on canvas

Saga University

《 発表会》 Recital

《晩鐘》 Evening bell

佐賀大学

oil on canvas

飛島達也
TOBISHIMA Tatsuya

| 2017 | 油彩、アクリル、キャンバス
oil, acrylic on canvas

Love, Or The Lightest Brush Is
Heaviest. / Premonition, Or
The Moment Of Darkness For
The Upcoming Silence.
| 2017 | 油彩、キャンバス

TONO Shior塔
i 尾栞莉

スズキ ア ヤノ
SUZUKI Ayano

《 01 》 01

予感、あるいは、来るべき静寂のための一瞬間の暗転。》

井口麻 未
IGUCHI Asami

cotton cloth, plaster, chinese ink, paraffin paper,
marker

《 愛、あるいは、最も軽やかな筆が最も重く。／

Kyushu Sangyo University

ソリッドマーカー

坂本拓也
SAKAMOTO Takuya

Onomichi City University

大東忍
DAITO Shinobu

Aichi University of the Arts

| 2018 | 綿布、石膏、墨、パラフィン紙、

| 2017 | 木

九州産業大学

尾道市立大学

愛知県立芸術大学
《幽霊の皮膚に触る》
Touch the ghost's skin

《位置について》
Get to the position

| 2018 | 木材、ミクストメディア
wood, mixed media

渡邉彩乃
WATANABE Ayano

University of Tsukuba

東京藝術大学

《 ache 》 ache

竹 内 七月姫
TAKEUCHI Natsuki

筑波大学

Joshibi University of Art and Design

Tama Art University

| 2018 | 漆、石膏、スタイロフォーム
urushi (japanese lacquer), plaster, styrofoam

女子美術大学

多摩美術大学

| 2017 | 油彩、鉛筆、麻布、パネル
oil paint, graphite, hemp cloth, panel

城愛音
JO Aine

Joshibi University of Art and Design

《 積彩の動態Ⅰ》
Growing form of laminated
color I

酒井里紗
SAKAI Risa

女子美術大学

《カモメとマナヅルのダンス》
Dance of living things :
Seagull and White–naped crane

Kyoto City University of Arts

Saga University

京都市立芸術大学

Kyoto City University of Arts

佐賀大学

高橋直宏
TAKAHASHI Naohiro

Kyushu Sangyo University

京都市立芸術大学

金保洋
KANEYASU Hiroshi

Kanazawa College of Art

九州産業大学

Kanazawa College of Art

Onomichi City University

金沢美術工芸大学

五 月 女 かお る
SOUTOME Kaoru

Akita University of Art

尾道市立大学

小山内毬絵
OSANAI Marie

Aichi University of the Arts

秋田公立美術大学

Akita University of Art

愛知県立芸術大学

金沢美術工芸大学

Participating Artists

秋田公 立 美 術 大 学

参加アーティスト

《ハッピーバースデー》 HAPPY BIRTHDAY
| 2017 | バースデーソングを歌う男性の声、
塩化ビニールパイプ、ロープ、綿、
マスキングテープ

male voice singing birthday song, PVC pipes,
rope, cotton, masking tape

《 Genesis 1 - 2 elohim`s
sacirﬁce - Gods 》

Genesis 1–2 elohim`s
sacirfice–Gods
| 2017 | 製版インク、紙

ink on paper

廣岡友弥
HIROOKA Tomoya

| 2016 | アクリル、クレヨン、キャンバス
acrylic, pastel on canvas

《ポルターガイスト》 Poltergeist
| 2018 | ポストカードラック、ポストカード
display rack, postcard

| 2017 | ポリエステル布、ニット用ミシン糸
polyester fabric, yarn for knitting

名倉歩
NAGURA Ayumu

《 imagine the crowd 》
imagine the crowd

海老根諒
EBINE Makoto

| 2016 | 本、吸水性ポリマー（消臭ビーズ）
book, water absorption polymer (deodrizer)

松本千里
MATSUMOTO Chisato

《喪失と再生》 Loss and recover

《やわらかな秘密》 Soft secret

Yokohama University of Art and Design

| 2018 | 油彩、マーカー、キャンバス
oil, marker on canvas

| 2017 | 鉄
iron

《 Writing stories 》
Writing stories
| 2018 | マネキン、アクリルインク、衣類
mannequin, acrylic, clothes

《星の王子さま》 The Little Prince
| 2018 | ミクストメディア
mixed media

横浜美術大学

Hiroshima City University

《そうかもね》 maybe

小松原裕輔
KOMATSUBARA Yusuke

広島市立大学

内藤久嗣
NAITO Hisatsugu

| 2017 | 綿布、水干、岩絵具、グロスポリマー
cotton cloth, suishi (mud pigment),
iwa-enogu (mineral pigment), polymer

井上暁登
INOUE Akito

《 無知のベール》 Veil of ignorance

Nagoya Zokei University of Art & Design

| 2018 | 陶土
porcelain cray

《紙飛行機 1 》 Paper–airplane 1

AKIMOTO Hisash秋
i 元央嗣

| 2018 | 水槽、発光ELワイヤー、綿、金鎚
glass tank, EL wire, cotton, hammer

Musashino Art University

《 EAT ME 》 EAT ME

名古屋造形大学

kumohada hemp paper, ink, suihi (mud pigment),
silver leaf, tengujo paper, chinese ink

石原葉
ISHIHARA Yo

典具帖紙、墨

三浦彩希
MIURA Saiki

澤﨑華子
SAWASAKI Hanako

| 2017 | 雲肌麻紙、顔料、水干、銀箔、

Tohoku University of Art and Design

金 知慧
KIM Jihye

Tokyo University of the Arts

《 drape 》 drape

《ゴーヤ 》 Bitter Gourd

武蔵野美術大学

| 2018 | キャンバス、シルクスクリーン
silkscreen on canvas

成元遥
NARIMOTO Haruka

《 2018.6.18 - 7.11 》 2018.6.18-7.11

東北芸術工科大学

東京藝術大学
| 2016 | アクアチント
aquatint on paper

櫻田隼 世
SAKURADA Hayase

古木宏美
FURUKI Hiromi

松井千夏
MATSUI Chinatsu

| 2017 | パネルに綿布、アクリル
cotton cloth on panel, acrylic

| 2017 | パネル印刷、映像、モニター
printing on panel, video, monitor

近藤貴章
KONDO Takaaki

ミクストメディア

《嘆きの断片》
Fragment of lamentation

Nihon University Graduate School of Art Fine Art and Design

| 2018 | アクリル、油彩、キャンバス、

王書強
WANG SHUQIANG

Tokoha University

《洗脳 》 brainwashing

acrylic, oil on canvas, mixed-media

《 1886 》 1886

《 Gaze 》 Gaze

日本 大 学 芸 術 学 部

常葉大学

| 2018 | 陶
ceramic

曾超
ZENG CHAO

Tokyo Zokei University

阿片陽介
AGATA Yosuke

University of Tsukuba

東京造形大学

筑波大学
《 めたも 四 》 ME–TA–MO 4

《 無題 》 Untitled
| 2018 | 和紙、墨
washi (japanese paper), chinese ink

《業火》 Hellfire
| 2018 | 油彩、金粉、墨、キャンバス
oil, gold powder, chinese ink on canvas

【主催】一 般社団法人 アート東京 【協賛】寺田倉庫
【企画協力】Future Artists Tokyo 展 協力委員会（東京藝術大学・筑波大学・女子美術大学・東京造形大学・多摩美術大学・武蔵野美術大学） 委員長 保科豊巳（東京藝術大学 理事・副学長）
【後援】秋田県・山形県・茨城県・神奈川県・石川県・京都府・静岡県・愛知県・広島県・福岡県・佐賀県

Organizer: Art Tokyo Association / Sponsor: Warehouse TERRADA / Planning cooperation: Future Artists Tokyo Cooperation committee ( Tokyo University of the Arts, University of Tsukuba,
Joshibi University of Art and Design, Tokyo Zokei University, Tama Art University, Musashino Art University ) / Chairman: Toyomi Hoshina ( Trustee, Vice President, Tokyo University of the Arts ) /
In Cooperation with: Akita prefecture, Yamagata prefecture, Ibaraki prefecture, Kanagawa prefecture, Ishikawa prefecture, Kyoto prefecture, Shizuoka prefecture, Aichi prefecture,
Hiroshima prefecture, Fukuoka prefecture, Saga prefecture

https://art-tokyo. jp/fat/

「 Future Artists Tokyo – E RLection of Anonymous – 」は beyond 2020 プログラム認証事業です。

3月7日［木・THU ］– 10 日［日・SUN ］

←

Tokyo Sta.
東京駅

東京国際フォーラム

Yurakucho Sta.

アートフェア東京 2019 会場内ロビーギャラリー

有楽町駅

→

東京都千代田区丸の内 3 – 5 –1

Tokyo International Forum, Lobby Gallery

3-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

東京国際フォーラム（地下 1 階）

入場無料 Free Admission

アートフェア東京 2019 会場内ロビーギャラリー

Tokyo International Forum ( B1F ), Lobby Gallery

Art Fair Tokyo 2019 サテライトイベント AFT2019 Satellite Event
関連企画として日本から次世代のアートシーンを発信する AFT2019 サテライトイベントを都内 3 箇所で開催します。

Please see here for the detail

◀ 詳しい情報はこちらからご確認いただけます

As a joint event, three locations in Tokyo will host satelite events for Art Fair Tokyo 2019: broadcasting out the next generation of the art scene from Tokyo.

Future Artists Tokyo 天王洲
3月5日［火・TUE ］– 10 日［日・SUN ］
A 寺田倉庫 T- ART HALL

千代田区 Chiyoda-ku

東京国際フォーラム
Tokyo International Forum

JR東京駅 JR Tokyo Sta.

東京都品川区東品川 2 – 6 –10

T-ART HALL

2-6-10, Higashishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo

B

Future Artists Tokyo 六本木
3月7日［木・THU ］– 10 日［日・SUN ］
B 住友不動産六本木グランドタワー 駅前広場

港区
Minato-ku

JR品川駅 JR Shinagawa Sta.

東京都港区六本木 3 – 2 –1

Sumitomo Fudosan Roppongi Grand Tower Station Square

3-2-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo

World Art Tokyo 羽田空港
3月5日［火・TUE ］– 10 日［日・SUN ］
C 羽田空港 国内線第 2 旅客ターミナル 2F 出発ロビー
東京都大田区羽田空港 3 –4 –2

Tokyo International Airport Terminal 2 2F

A
品川区
Shinagawa-ku

太田区
Ota-ku

3-4-2, Haneda Airport, Ota-ku, Tokyo

入場無料 Free Admission

一般社団法人 アート東京 Art Tokyo Association

Director: Nobuyuki Sawada Associate Director: Michiko Kondo Assistant Director: Ayako Ono

fat @ atokyo.jp

Producer: Naohiko Kishi

https://art-tokyo.jp

C

Manager: Hiroaki Sumiya

