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公立大学法人 京都市立芸術大学（学長：建畠晢）は、2015年 3月 7日（土）から 5月 10日（日）まで、
京都市立芸術大学の移転に先駆けて、京都駅の東に徒歩 10分に位置する移転予定地 崇仁（すうじん）地
域および京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAにて、「still moving」を開催します。

10年以内の近い将来、京都市立芸術大学が、京都駅にほど近い「崇仁地域」に移転する計画が進んでいます。
この地域は、京都駅から徒歩数分という好立地に加え、地域内に流れる高瀬川と鴨川、東山を望む素晴ら
しい眺望という豊かな自然景観に恵まれ、地域の歴史を示す資料館や小学校、史蹟などの地域資源が多く
残っています。しかしその一方、人口減少や高齢化の急速な進行に伴う危機的状況の中、地域活力の再生
の必要に迫られています。そういった背景から、京都市立芸術大学の移転は、新しい「まちづくり」の核
としても重要な役割を担っているのです。

本展は、京都市立芸術大学の「移動」を契機として、国内外のアーティストが集い、この地域に入ってい
く「第一歩」となります。
多面的に社会が国際化し、個々の文化への意識はますます高まりを見せる中で、日常の様々な場面で越境・
移動を実感せざるを得ない現代。優れた伝統を継承しながら常に新しい芸術文化を生み育んできた京都で、
国際的な芸術文化都市とは何か、また大学と地域のあり方を探る本展を通して、まちの再生を余儀なくさ
れているこの「崇仁地域」に何が起こるのか、リアルタイムで感じることになるはずです。
ぜひこの機会にご高覧いただけますよう、お願いいたします。

　参加アーティスト

石原友明崇仁ゼミ
井上明彦 +二瓶晃
小山田徹
かげうつし展実行委員会
（企画：林田新、参加アーティスト：小田原のどか、髙橋耕平、水木塁）

杉山雅之
高橋悟
田中和人＋増本泰斗
谷中佑輔
久門剛史
ヘフナー /ザックス
RAD - Research for Architectural Domain -
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「na ra―水と地のあいだ」展 2014

第一回かげうつし展展示風景　撮影：豊永政史

撮影：野堀成美
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アーティスト詳細
石原友明崇仁ゼミ（展示場所：元・崇仁小学校）
石原は 1959年大阪生まれ、京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。同大学美術学部油画専攻 
教授。キャンバスにセルフポートレートを焼きつけた一連の作品で注目を集め、1988年のヴェネ
ツィアビエンナーレ・アペルトに出品。点字を用いたドローイングや写真作品、革の彫刻、コレ
クターが作品を組み立てる「キット」シリーズなど、美術の枠や制度に挑戦するようなシリーズ
を展開。2014年から自身が担当する京都市立芸術大学美術研究科のゼミの授業の一部を元・崇仁
小学校で実施しており、本展ではそのゼミ内で行われているダ・ヴィンチのスケッチを元にした
デッサン箱を使った写生によって描かれた崇仁地域の現在の風景を展示する。

井上明彦 +二瓶晃（展示場所：KYOMO／元・崇仁小学校）
井上は 1955年大阪生まれ、京都大学大学院博士課程中退。京都市立芸術大学美術学部教授（造
形計画）。近年の主な展覧会に「反重力」（豊田市美術館、2013）、「Trouble in Paradise / 生存のエシッ
クス」（京都国立近代美術館、2010）など。二瓶は 1972年千葉生まれ。京都市立芸術大学大学院
博士（後期）課程メディア・アート研究領域修了。大学在学中より舞台美術家として活動ののち
映像、音響、照明などで構成されたインタラクティヴなインスタレーションを手がける。本展では、
奈良で開催した「na ra―水と地のあいだ」展に続き崇仁地域周辺のフィールドワークや地域資料、
地形学的次元での研究を重ねながら崇仁の姿を再描写するプロジェクト "Tracing Suujin"を行う。

小山田徹（展示場所：崇仁地域屋外）
1961年鹿児島生まれ、京都市立芸術大学美術学部卒業。同大学美術学部彫刻専攻教授。84年、
大学在学中に友人たちとパフォーマンスグループ ダムタイプを結成。おもに企画構成、舞台美術
を担当し、国内外の数多くの公演に参加する。ダムタイプの活動と平行して 90年から、さまざ
まな共有空間の設計・開発を始め、コミュニティセンター「アートスケープ」「ウィークエンド
カフェ」などの企画をおこなうほか、コミュニティカフェである「Bazaar Cafe」の立ち上げに
参加している。

かげうつし展実行委員会（展示場所：元・崇仁小学校）
2012年に京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAで開催した展覧会「かげうつし̶̶写映・遷移・
伝染̶̶」では、〈うつし〉という豊かな多義性を備えた言葉を導き手に映像のもつ架橋的な在
り方を多様に提示。その第 2回となる本展では「Here-After」というタイトルの元、時間的な〈う
つし〉に着目し、過去を記念・記録・記憶することの可能性／不可能性について考察する。
（企画：林田新、出展作家：小田原のどか、髙橋耕平、水木塁）。

杉山雅之（展示場所：崇仁地域屋外）
1960年京都生まれ、京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。公共空間に巨大な鉄の彫刻を配置
するインスタレーションを手がけ、公共空間における観客とコミュニケーションの意味を再考す
る作品を制作している。近年の主な展覧会に「Sculpture by the sea Cottesloe 2014」（オーストラ
リア、2014）、「犬と歩行視」（京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA、2013）、「歩行視と円筒形」（あ
さご芸術の森美術館、2013）など。Temporary Foundationのプロジェクトチームに参加している。
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《Quantize #2》2014

撮影：赤羽佑樹
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髙橋悟（元・崇仁小学校）
1958年京都生まれ、京都市立芸術大学美術学部卒業、イェール大学大学院美術専攻修了後、カー
ネギーメロン大学助教授、ミシガン大学准教授を経て 2008年より京都市立芸術大学美術学部構
想設計専攻教授。「生存の技法（私たちが生きてゆく為の創造的な技術）」という視点から身体・
知覚・言語の関係を再配置し、医療・生命・環境や制度を包括する芸術の研究・制作のプロジェ
クトを内外の研究機関とともに展開。また従来の美術教育の枠組みを超えた、新たな芸術教育の
ありかたについての模索と実践を行う。また、PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭 2015参加作
家として京都市美術館で《装飾と犯罪：Sense/Common》を展示する。

田中和人＋増本泰斗（元・崇仁小学校）
田中は 1973年埼玉生まれ、School of Visual Arts（NY）卒業。写真による抽象表現を探求し、国
内外で作品を発表している。2011年「TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD」受賞。また、「ア
ブストラと 12人の芸術家」（京都、2012）など、展覧会の企画も手がける。増本は 1981年広島
生まれ、京都在住。Grêmio Recreativo Escola de Políticaと The Academy of Alter-globalizationを
主宰するほか、美術批評家の杉田敦との共同企画 Picnicを行なっている。本展覧会では、田中と
増本が、崇仁地域の飲食店を回り、食べ物と飲み物との接触を通じて生まれる経験を多数のキャ
ンバスに描く、オープンアトリエプロジェクトを発表する。

谷中佑輔（元・崇仁小学校）
1988年大阪生まれ、京都市立芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。京都市内 HAPSスタジ
オを拠点に、石、岩肌の写真、木、粘土といった多様な素材を使用した作品や、石彫の穿孔に青
果をいくつも埋め込んだ作品など大規模でパフォーマティブな彫刻作品を発表している。アート
アワードトーキョー丸の内 2014（行幸地下ギャラリー、2014）グランプリ受賞。

久門剛史（元・崇仁小学校）
1981年京都生まれ、京都市立芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。様々な現象を採取し、音
や光、立体を用いて個々の記憶や物語と再会させる劇場空間を制作している。近年の主な展覧会
に、「Quantize」（オオタファインアーツ、2014）、「現代における信仰とは？『私の神さま｜あな
たの神さま』」（成安造形大学・三井寺・ホテルアンテルーム、2014）、「Exchange -種を植える -」
（国際芸術センター青森、2013）、「SHISEIDO artegg 久門剛史展」（資生堂ギャラリー、2013）など。
2002年よりアーティストグループ SHINCHIKAにサウンド担当として参加。
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ヘフナー /ザックス（展示場所：崇仁地域屋外）
1970年生まれのフランツ・ヘフナーと 1974年生まれのハリー・ザックスによる、ベルリンを拠
点に活動するユニット。都市環境下の建築と居住の問題を過激なユーモアを盛り込んだ美術的手
法を使い、プロジェクト、パフォーマンスとして作品化しており、単なるシェルターとしての「住
宅」と長く生活する空間としての「住居」との建築的境界線を問いかける。今回の展覧会では、
京都での滞在と都市調査に基づくプロジェクトを発表。PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭 2015
参加作家。

RAD - Research for Architectural Domain -（元・崇仁小学校）
「建築の居場所（Architectural Domain）」を探るインディペンデントなリサーチ・プロジェクト。
実践的に状況に介入する「パフォーマティブ・リサーチ」を行い、その際に起こる反応をアー
カイブすることで多様な人々が都市へ関わる回路を探る。今回は元・崇仁小学校内に「SUUJIN 
MAINTENANCE CLUB」を立ち上げ、建築家、アーティスト、来場者らとの協働による都市空間
への「メンテナンス」をアーカイブすることによって、都市に関わるための 様々な術＝アートを
浮かび上がらせる。

《Suujin Park》のためのスケッチ、2015
© Hoefner/Sachs

長坂常／スキーマ建築計画
1998年東京藝術大学美術学部建築学科卒業。スキーマ建築計画代表。2007年にコラボレーションオフィス「HAPPA」（上目黒）を設立。
仕事の範囲は家具から建築まで幅広く及び、国内外の著名ブランドとのコラボレーションも多数実現している。st ill movingの会場構成
では、元・崇仁小学校の古い床を研磨し真新しい床の表面によって導線を浮かび上がらせるほか、地域内に点在する既存フェンスを加
工し、パブリックファニチャーなどを構成する。

サテライト会場インフォメーション

会場構成

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭 2015 と協働し、会期中のギャラリー@KCUAは京都各地で
開催されているイベントの情報が入手できるミーティングポイントとしてオープンします。
1階の@KCUA1では、京都を拠点に国内外で活躍中のアーティストの作品が壁面一杯に展示さ
れたサロンのような空間に変貌します。
【壁面展示出品作家】伊藤存＋青木陵子、伊東宣明、金氏徹平、清田泰寛、田中和人、唐仁原希、
花岡伸宏、水田寛、森下明音、山本麻紀子
2階の@KCUA2では 2015年 3月で京都市立芸術大学を退任する学長 建畠晢の退任記念展
「POETRY / ART」を開催します。
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展覧会イベント
still movingでは、会期中様々なイベントを予定しています。その他のイベント詳細やお申し込み方法は、
2月中旬より、京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAウェブサイトにて順次お知らせします。

● 3/7（土）、14（土）、21（土）、28（土）、4/4（土）、11（土）、18（土）、25（土）、5/2（土）、9（土）  12:00~終了時刻未定
    小山田徹「ウィークエンドカフェ」
　崇仁地域の屋外に展覧会会期中の週末だけオープンするカフェ。
　どなたでもご自由にご参加いただけます。still movingや PARASOPHIAの出展アーティスト
　あるいは京都市立芸術大学の学長と仲良くなれるかも？
　会場：崇仁地域屋外（高倉通塩小路通交差点の南東角）

● 3/8（日）｜ヘフナー /ザックス「崇仁ガイドツアー」（予定）
　地域のリサーチを元に作られた屋外作品を崇仁地域に展示するベルリン在住のアーティストユニットが
　周辺を巡りながら案内します。
　会場：崇仁地域屋外

● 3/7（土）17:00~19:00 ｜建畠晢退任記念展「POETRY / ART」オープニングイベント
　京都市立芸術大学の学長でもあり美術批評家、詩人の建畠晢が退任記念展関連企画として文楽をテーマとしたイベントを行います。
　会場：京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA

● 3/21（土・祝）午後｜笹本晃「アーティストトーク」（予定）
　PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭 2015の参加作家で、堀川団地にて滞在制作とパフォーマンスを行った
　現代美術アーティストの笹本晃が自身の作品について語ります。
　会場：京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA

● 3/28（土）11:00~12:00 / 14:00~15:00｜イナ＆マット アニメーション制作ワークショップ 'Moving Together'    ※両回とも内容は同様
　講師：イナ＆マット（デザイナー）
　モデレーター：スザンヌ・オクセナー（ロイドホテル創設者）、長坂常（スキーマ建築計画／本展会場構成担当）
　オランダ人デザインデュオ イナ＆マットと、オランダのデザインホテル ロイドホテル創設者のスザンヌ・オクセナーを迎えた
　アニメーションワークショップ。　（動きやすい服装でご参加ください）。
　講師による編集を経て、後日、参加者の方に完成したアニメーション動画をお渡しします。
　会場：崇仁地域屋外
　申込：要予約（詳細は 2月中旬より公式サイトでお知らせします。）

● 4/26（日）17:00~17:30｜久門剛史×建畠晢 ポエトリーリーディングライブ「言葉と明滅」
　音と現象によってサウンドインスタレーションを作り出す出展アーティストの久門剛史が、詩人の建畠晢とライブを行います。
　会場：元・崇仁小学校

●【関連イベント】Trans-it （トランジット）プログラム
　PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭 2015の出展アーティストが崇仁地域でアーティストトークやレクチャーなどを行い、
　still moving展出展アーティストが PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭 2015の公式会場となる京都市美術館でグループレクチャーを行う、
　アーティスト入れ替え型のプログラムです。詳細が決まり次第、ウェブサイトにてお知らせいたします。
　参加予定アーティスト：still moving出展アーティスト、眞島竜男、笠原恵実子、ほか
 

※出演者は予告なく変更になる可能性があります。ご了承ください。
※その他、会期中に多数のイベントプログラムを予定しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。
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本プレスリリースに掲載している画像はメディア掲載時にご利用いただけます。
ご希望の方はプレス担当（西谷）までお問い合わせください。
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開催概要
展覧会名称：still moving
主催：公立大学法人 京都市立芸術大学
共催：京都国際現代芸術祭組織委員会、京都芸術センター、京都文化芸術コア・ネットワーク
助成：平成 26年度 文化庁 優れた現代美術の海外発信促進事業、公益財団法人野村財団
協賛：株式会社資生堂
協力：HAPS
企画：京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA
展示会場構成：長坂常（スキーマ建築計画）
グラフィック・デザイン：安田昴弘

会場：元・崇仁小学校およびその周辺地域、京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA（京都市中京区御池押油小路町 238-1）

会期：2015年 3月 7日（土） ～ 5月 10日（日）
　　　元・崇仁小学校 ＝ 毎週金・土・日・祝日の 12:00-18:00   ※ 3/14（土）は「高瀬川スタンプラリー」の実施に伴い、9:30-18:00
　　　崇仁地域周辺 ＝ 会期中終日
　　　京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA ＝ 火 ~日曜日の 11:00-19:00（月曜休館） ※ただし 5/4（月）は開館、5/7（木）は閉館
　　　※最終入場は閉館の 30分前まで
　　　※イベント時は各イベントによって開催時間が異なります。 
入場：無料
お問合わせ：京都市立芸術大学ギャラリー＠KCUA    Tel: 075-253-1509　E-mail: gallery@kcua.ac.jp
公式サイト：http://gallery.kcua.ac.jp

元・崇仁小学校およびその周辺地域へは JR京都駅より塩小路通を東に徒歩 10分

プレス向け画像貸出について
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