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青森公立大学国際芸術センター青森 

2013年 7月 27日（土）－9月 16日（月・祝）10：00－18：00   会期中無休／無料 

 
＜参加アーティスト＞ 

岩崎貴宏（いわさき・たかひろ） 
八木良太（やぎ・りょうた） 

マニシャ・パレク（Manisha PAREKH） 
ウォラポン・マヌピパポン（Worapong MANUPIPATPONG） 

 
 
タ イ ト ル：夏のアーティスト・イン・レジデンス 2013 展覧会「trans×form－かたちをこえる」 

滞在制作期間：2013 年 5 月 30 日（木）～9 月 20 日（金） 
展覧会会期：2013 年 7 月 27 日（土）－9 月 16 日（月・祝）10：00－18：00 
入 館 料：無料 

会 場：青森公立大学国際芸術センター青森 展示棟ギャラリーA、B、野外 

主 催：青森公立大学国際芸術センター青森 

協 力：国際交流基金ニューデリー日本文化センター、バンコク芸術文化センター（BACC）、 

ARATANIURANO、無人島プロダクション、NATURE MORTE、AIRS 
助 成：平成 25 年度文化庁文化芸術の海外発信拠点形成事業 
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【展覧会について】 
 
はじめに 交換－exchange 
 青森公立大学国際芸術センター青森（ACAC）では今年度のテーマを「交換－exchange」と定めまし

た。ACAC ではアーティスト・イン・レジデンス（AIR）を主な事業としていますが、AIR では、アー

ティストは青森の山の中に佇む ACAC で、普段の暮らしとは異なる環境に身を置くこととなります。旅

行よりも長く移住よりも短いそれは、制作のためのアトリエ、道具、住居などを一定期間丸ごと取り換

えるようなものです。 
 また、アーティストが来ることによって、青森で暮らす人々とも交換が行なわれると言えるでしょう。

その一つは、制作やワークショップ、トークなどを通じて、アーティストとそれを受け入れる側が直接

出会うことによって行なわれるそれぞれの文化・歴史・風土に基づいたお互いの価値観の交換です。 
もう一つの交換は、作品の鑑賞を通じた交換です。アーティストは自らの価値観や思想、思考を作品

として表します。身の回りにありふれた物を作品として別の形に交換したり、作品を置くことでその周

辺の風景を別のものに交換したりします。そしてそれを観ることで人は、自らの常識や感情＝価値観を

振り返り、思索を深めているのではないでしょうか。 
実は以上に述べたことは、AIR において、アーティストと彼らが滞在する土地や人々にいつも発生し

ている出来事です。「交換」というのはアーティスト・イン・レジデンスでは原点とも言える言葉であり、

今年度は事業を通じてその「交換」を改めて見つめ直します。 
 

trans×form－かたちをこえる 
 交換－exchange という年間テーマの下開催する本展では、4 人のアーティストに共通するものとして

「trans×form」という言葉を当てはめました。transform という一語では、変形させる、変質させる、

一変させる、という意味ですが、trans と form に分けることで、trans は接頭語として越えて、横切っ

て、通って、別の場所へ、などの意味を、form は形、構造、型、表現形式、などの意味を持ちます。2
つの言葉が持つ複数の意味を再び掛け合わせることで、展覧会を観る人は作品を多様に読み解く＝価値

観を交換することができるでしょう。 
4 人のアーティストは、それぞれの素材や表現方法に対する私達の思い込みに反して新たなかたちを見

せてくれます。糸でつくった構造物、音を奏でる球、筆で描かない絵画、屋根や壁のない建築など、様々

な枠組みをこえたかたちをご覧ください。 
 

 

お問合せ 

青森公立大学 国際芸術センター青森  

〒030-0134 青森市合子沢字山崎 152－6 
TEL:017－764-5200 FAX:017-764-5201 MAIL: acac-1@acac-aomori.jp 
ホームページ: http://acac-aomori.jp/ 
担当学芸員: 服部浩之 
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【参加アーティスト】 
 
岩崎貴宏  視覚をこえる 

岩崎貴宏は今回、「リフレクション・モデル」というタイトルの作品を制

作します。これは、建造物が水面に映る様子をそのまま立体として表し

たもので、過去には平等院や金閣寺をモチーフとして制作してきました。

今回は広島の厳島神社の様子を制作します。また、「アウト・オブ・ディ

スオーダー」という作品では、ACAC で使われているタオルやホウキな

どから繊維を引き出し、いかにも頼りなく思える極細の素材で鉄塔など

の構造物を含めた風景を作り出します。どちらの作品も、見る人の視覚にちょっとしたトリックを仕掛

けるような、私達の「見る」という行為を改めて考えさせるような作品となるでしょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1975 年 広島県生まれ 

2003 年 広島市立大学芸術学研究科博士後期過程修了 

2005 年 エジンバラ・カレッジ・オブ・アート大学院修了 

【主な個展】 

2012 年「メタフレーズ・シーナリー」アラタニウラノ、東京 

2011 年「ノン・ローカリティー」ナッサウシャー・クンストフェライン・ヴィースバーデン、ドイツ 

【主なグループ展】 

2012 年「小さな世界へようこそ！ー5 人のアーティストと美術館コレクションのすてきな出会いー」高松市美術館、香川 

2012 年「第 7 回アジア・パシフィック・トリエンナーレ (APT7)」ギャラリー オブ モダンアート、クイーンズランド ア

ート ギャラリー、ブリスベン、オーストラリア 

2011 年「ヨコハマトリエンナーレ 2011 OUR MAGIC HOUR－世界はどこまで知ることができるか？ー」横浜美術館、

横浜 

2009 年「日常のスペクタクル 第 10 回リヨンビエンナーレ」シュークリエール、リヨン、フランス 

2009 年「いざ、船内探険！吉宝丸」展 広島アートプロジェクト 2009、広島市環境局中工場、広島 

《リフレクション・モデル（極楽浄土）》2010-2012 年 
1,500×2,800×1,940mm、手漉き紙、合板 
Courtesy of the artist and ARATANIURANO 

《アウト・オブ・ディスオーダー（布団）》2010 年 
サイズ可変、布団一式、髪の毛 
Courtesy of the artist and ARATANIURANO 
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八木良太  現象をこえる 
八木良太は、科学的な現象から着想を得て作品を制作してきました。本展では、

光学的、音響的、心理的などの様々な「focus（焦点）」に着目します。「焦点が

合っている状態」を「ある情報を受け取っている／認識している状態」と解釈

し、映像や音の作品を制作します。パネルを持って映像の焦点を探ったり、見

る位置を移動しながら文章を読んだりと、来た人が五感を使って作品を体験す

るような展示となります。展覧会のオープニング時には過去の作品を中心とし

て展示し、展示期間中にバージョンアップされていきます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1980 年 愛媛県生まれ、京都府在住。 

2003 年 京都造形芸術大学芸術学部空間演出デザイン学科卒業 

2012 年 京都市立芸術大学大学院美術研究科博士（後期）過程彫刻専攻単位取得満期退学 

2012 年～ 京都造形芸術大学芸術学部空間演出デザイン学科専任講師 

【主な個展】 

2013 年「Time Parallax」無人島プロダクション、東京 

2007 年「クリテリオム 70 八木良太」水戸芸術館現代美術ギャラリー、茨城 

【主なグループ展】 

2012 年「高松コンテンポラリーアート・アニュアル vol.02 ―贈り物と交換―」高松市美術館、香川 

2012 年「Stepping Stone 未来の選択のための今ここにつくる実験場所」小山市立車屋美術館、栃木 

2012 年「東京アートミーティング[第３回]／アートと音楽 -新たな共感覚をもとめて」東京都現代美術館、東京 

2012 年「Pop Politics: Activism at 33 Revolutions」entro de Arte Dos de Mayo、マドリード／スペイン 

2011 年「ヨコハマトリエンナーレ 2011 OUR MAGIC HOUR」横浜美術館、神奈川 

2011 年「MOT アニュアル 2011 —世界の深さのはかり方」東京都現代美術館、東京 

《Viny》2005 年 ø:180mm / H:20mm、Record made 
of ice、Record player、Refrigerator、 
Photo: FUKUNAGA Kazuo 
Courtesy of the artist and Mujin-to Production 

《Soumd Sphere》2011 年、Dimension variable、 Cassette tape、Tape recorder 
Photo: ATARASHI Ryota 
Courtesy of the artist and Mujin-to Production 
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マニシャ・パレク  平面をこえる 
 

インドのニューデリー在住のマニシャ・パレクは、平面作品をベースと

しながら、立体作品やレリーフ状になった半立体の作品も手がけていま

す。また、遠くから見ると絵画のように見える作品も、近くで見ると紙

を何層にも張り重ねることでかたちが作られており、平面と立体の間の

ような作品を作っています。6 月中旬から ACAC に滞在していたパレク

は、ACAC の敷地内に群生している蕗の葉に着目しました。本展では、

その蕗の葉をモチーフとしたインスタレーションと、ドローイングを発

表します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1964 年 グジャラート生まれ、現在デリー在住 

1988 年 マハラジャ・サヤジラオ大学卒業（バローダ、インド） 

1990 年 マハラジャ・サヤジラオ大学大学院修了 

1993 年 ロイヤル・カレッジ・オブ・アート（英国王立芸術大学）修士課程修了（イギリス） 

【主な個展】 

2012 年 Rohtas Gallery、ラホール、パキスタン 

2011 年 Indigo Blue Art Gallery、シンガポール 

2009 年 Nature Morte、ニューデリー、インド 

【主なグループ展】 

2013 年「Panoplism」Nature Morte gallery、ニューデリー、インド 

2011 年「Serial Pursuit」Nature Morte、Berlin、Germany 

2011 年「Work on Paper」The Conerstone Gallery、Liverpool、Uk 

2007 年「インディアンカラー」Keumsan Gallery、ソウル、韓国 

2001 年「Three Contempory Painters」、Bose Pacia Modern、ニューヨーク、USA 

2000 年 Havana Biennale、ハバナ、キューバ 

《Caramel》2011 年、各 380×280mm、紅茶、墨  
Courtesy of the artist and NATURE MORTE 

《Moment of nostalgia》2013 年、1220×1830mm、手漉き紙、合板 
Courtesy of the artist and NATURE MORTE 
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ウォラポン・マヌピパポン 風景をこえる 
 
タイのバンコク在住のウォラポン・マヌピパポンは、建築家として建物を設計

する傍ら、アーティストとしても活動しています。建築をベースとして作品を

制作するマヌピパポンは、壁の無い小屋のような作品を展示室や屋外に設置し

て発表しており、段差があったり、はしごで登ったり、中で座って外を眺めた

りすることのできるその作品は、秘密基地のような雰囲気を持っています。本

展では、ACAC の展示室と屋外に作品を設置します。作品が置かれることによ

って変化する屋外の風景だけではなく、作品の中から見える、切り取られた外

の風景も感じてみてください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1980 年バンコク生まれ、同地在住 

2003 年キングモンクット工科大学ラークラバン校建築学部卒業（タイ） 

2006 年オレゴン大学絵画彫刻写真専攻基礎コース修了（USA） 

2007 年デルフト工科大学建築学部修士課程修了（オランダ） 

2009 年コンストファック国立芸術工芸デザイン大学修了（スウェーデン） 

【主な個展】 

2012 年「Descriptive Geometry」Studio Miu、バンコク、タイ 

2009 年 「Scale Inbetween」Vita Havet、コンストファック国立芸術工芸デザイン大学、ストックホルム、スウェーデン 

【主なグループ展】 

2013 年「Lagom」、RMA gallery、バンコク 

2013 年「Design Plant2013」TIFF2013、バンコク 

2012 年「Politic of Me」バンコク芸術文化センター、バンコク、2012 

2010 年「Crafting Geography」BKK アートハウス、バンコク 

2008 年「Eco Narciso」Ecomuseums、トリノ、イタリア 

《Shelter of nostalgia》2012 年、木材（松） 
バンコク芸術文化センター、バンコク、タイ 

《Space in-between》2009 年、木材（松） 
コンストファック国立芸術工芸デザイン大学 
ストックホルム、スウェーデン 


