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秋のアーティスト・イン・レジデンス 2013 

Exchange－種を植える 

 

 

青森公立大学国際芸術センター青森 

2013年 10月 26日（土）－12月 15日（日）10：00－18：00 

会期中無休／無料 

 

 

＜参加アーティスト＞ 

ヨーグ・オベルグフェル（Jörg OBERGFELL） 

リンダ・ハフェンシュタイン（Linda HAVENSTEIN） 

久門剛史（ひさかど・つよし） 

山崎阿弥（やまさき・あみ） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

久門剛史《sumdays》2012 年、300×500×50mm、日記が螺旋状に書かれたノート、時計、真鍮針、ルーペ、バインダー 



プレスリリース 

2013年 10月 

2 

 

 

 

展覧会概要 

タ イ ト ル：秋のアーティスト・イン・レジデンス 2013展覧会「Exchange－種を植える」 

滞在制作期間：2013年 9月 11日（水）－12月 20日（金） 

展 覧 会 会 期：2013年 10月 26日（土）－12月 15日（日）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： AIRS、ACAC学生サポーター、青森公立大学芸術サークル 

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 

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: 近藤由紀 

 

 

 

青森公立大学国際芸術センター青森（ACAC）では、アーティスト・イン・レジデンス（AIR）

を行なう施設として 2001 年に開館し、12 年に渡って同事業を開催してきました。世界各

国で行なわれている AIR は、アーティストが一定期間滞在し作品制作を行ないます。それ

はアーティストにとっては、普段の生活から離れて、初めての土地で調査を行なったり、

自己と向き合って深く思索することで新たなアイディアを得て、活動や制作がよりよいも

のとなることを目的としています。また受け入れる地域の人々にとっては、他所者であり、

アーティストという普段接することのないある意味での「異物」である者と、話をしたり

一緒に制作を行なったり、または展覧会を通じて作品を見ることで出会います。その出会

いは、アーティストと地域の人の双方にとって、創造の源となる種まきのような活動と言

いかえることができるでしょう。 

ある体験をしたずっと後に、そのことをある日突然思いだしたりすることがあるように、

アーティストと地域の人との出会いは、とてもささやかで小さな種かもしれません。本展

では、小さくとも確実に植えられているその創造の種の力について再考します。 

 

 

関連イベントについては別添チラシをご覧ください 

 

mailto:acac-1@acac-aomori.jp
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参加アーティスト 

ヨーグ・オベルグフェル 

オベルグフェルは日々の暮らしの中では、役目が終わると捨て

られてしまうようなダンボールやビニール袋などを主に作品の

素材とし、彫刻や写真、映像などを制作しています。また、ビル

や銅像などの大きな建造物をモデルに小さな模型を作って、建造

物と人の関係性を反転させるような作品も発表しています。 

 本展では、彼の祖父が制作したドイツの民家の模型の写真と、

ACAC を始めとした青森市内の建築物をモデルに制作した模型

を展示します。それらの模型は祖父のやり方を真似して制作した

もので、ニスが多めに塗られていたり絵具のムラがあったりと、

素朴な味わいを持っています。言わば「日曜大工」である祖父の模型に焦点を当てる彼の

作品は、誰もが持っている創造性について考えさせます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976年 シュヴァルツヴァルト、ドイツ生まれ 

2007年 ゴールド・スミス・カレッジ修士課程修了 

 

＜主な個展＞ 

2011年 「全てが構築された」ヨーロッパ現代芸術センター（CEAAC）、ストラスブール、 

フランス 

2010年 「第二の自然」ギャラリー・ムロ、ジュネーブ、スイス 

＜主なグループ展＞ 

2013年 「国際彫刻祭」ソウルアートセンター、ソウル、韓国 

2012年 「可能性を含んでいる」ピピー・ホールズワ―ス・ギャラリー、ロンドン、 

イギリス 

2010年 「新時代のドイツ芸術」ドイツ大使館、ロンドン、イギリス 

2009年 「on concrete」トーキョーワンダーサイト、東京 

《TACHIYOMI》2010 年、140×240×200mm、 

印刷物、ダンボール、梱包材 

《FLAGS》2010 年、600×1500mm、写真 
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リンダ・ハフェンシュタイン 

ハフェンシュタインは本展で、星にまつわる 2種類の作品を

制作しています。1つは、身体を宇宙になぞらえてほくろで星

空を描き出す作品です。そのアイディアは、自分の身体にある

ほくろの並び方に特徴を見出したり、ほくろとほくろを線でつ

ないで星座に見立ててみたりするような、子供の頃の遊びを思

い出させます。もう 1 つは、ACAC を太陽に置き換え、その

周りを回る太陽系の惑星の軌道を計算して割り出し、実際にそ

の軌道を歩いて撮影した映像の作品です。ほくろの作品が、身

体という小さな宇宙が星空という大きな宇宙に変換されてい

るとしたら、後者の作品は太陽系という大きな宇宙が、ACAC

を太陽に摸した小さな宇宙に変換されていると言え、ミクロとマクロの宇宙の行き来を体

験できるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984年 ワイマール、ドイツ生まれ 

2011年 ライプチヒ大学日本学科卒業 

 

＜主な個展＞ 

2013年 「Through the Looking Glass」アートスペース・テトラ、福岡 

＜主なグループ展＞ 

2013年 「to. be」ギャラリー・ジオミスティ・ケファリ、シフノス、ギリシャ 

2012年 「国際現代芸術展 2012」アートギャラリー・ル・ロッジ、アシッシ、イタリア 

2011年 「6x6x2011」ロチェスター現代芸術センター、ニューヨーク、アメリカ 

2010年 「こうふのまちの芸術祭 2010」甲府市内各所、山梨 

 

《köperkosmos (berlin buddies)》2012/2013 年、 

ライトボックスインスタレーション 

《[ʤɨtaʧɔ'ɾɔɸiː]》2013 年、2 チャンネルビデオインスタレーション 
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久門剛史 

 久門は、音や光と、家具や日用雑貨などを組み合わせ

て空間をつくります。その空間は一見、見慣れたものが

並べられているように見えますが、コントロールされた

光と音、そして誰かの独り言や会話のようなものが絶妙

なタイミングで調和し、まるで舞台の一場面に立ち合っ

ているような劇的な効果を生み出します。その様子は、

非日常の世界に迷い込んだようでもあり、空間が命を持

っているようにも感じられます。 

 本展では、ACAC の敷地内で見つけた排水溝を手掛かりに、屋外の環境をギャラリーB

の中に持ち込むような展示を行ないます。更に、ガラス張りのギャラリーBの環境を生かし

て、屋内と屋外が相互に関係するような作品になる予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981年 京都府生まれ 

2002年 アーティストユニット「SHINCHIKA」メンバーとして活動を開始 

2007年 京都市立芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了 

 

＜主な個展＞ 

2013年 「SHISEIDO aeregg 久門剛史展」資生堂ギャラリー、東京 

＜主なグループ展＞ 

2013年 「what(n)ever」コーポ北加賀屋・adanda、大阪 

2012年 「六甲ミーツアート 2012」六甲山、兵庫 

2012年 「雨とクオンタイズ」アンテナメディア、京都 

2011年 「Exhibition as Media “SHINCHIKA SHINKAICHI”」神戸アートビレッジセン 

ター、神戸 

《Go Back to the Future》2013 年、サウンド、ノートパソコン、プログラ

ミング、スピーカー8 台、扇風機、スタンドライト、こたち、コップ、ビー

ルケース、畳、レンガ、電球、その他 

《Saturday, Work, Sunday, picnic》2013 年、サウンド、ノートパソコン、

プログラミング、スピーカー3 台、ラジオ、スタンドライト、布、電球、

蛍光灯、針の先にシャーペンの芯が付いた時計、ノート、その他、photo: 

KORODA Takeru 
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山崎阿弥 

 山崎は、声を発して空間の音の響き方を感じて、造形や身体

によってそれを表現します。本展では、紙製の羽をギャラリー

の壁に無数に貼り付け、ギャラリー内の音の響きを変化させる

ことを試みます。現在山崎は、声を出して音の流れを確認し、

その流れに沿うように、あるいはその音を消すように羽の角度

を調整しながら貼りつける地道な作業を続けています。その羽

は、音の響きを変化させるためだけのものではなく、山崎が空

間をどう感じたかという日記のようなものでもあります。 

 展覧会会期中には、山崎がつくった空間を体験するワークシ

ョップを開催し、最終日にはワークショップ参加者と、ダンサ

ーの京極朋彦を迎えてライブ・パフォーマンスも行ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977年 愛媛県生まれ 

1999年 愛媛大学法学部文学科社会学専攻卒業 

 

＜主な個展＞ 

2012年 「[DUO_coffee shop] with Theo」 路地と人、東京 

2011年 「voices -feather composition-」プロテウス・ゴワヌス・リアニメーション図書 

館、ニューヨーク・アメリカ 

＜主なパフォーマンス＞ 

2013年 「a day, unsung」ブラインドサイト、メルボルン・オーストラリア 

2012年 「燃える人影」（Trans Arts Tokyo ）旧電機大学校舎、東京 

2007年 「『stepping stones』日英合作舞台英ブルアート・オンステージ」、アタートラム、 

東京 

2005年 「イッセー尾形のとまらない生活」神奈川青少年センターホール、神奈川 

《光-hikari- 》2008 年、紙、photo:須崎隆善 《編み物オーケストラ》2008 年 


