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アートアイランズ TOKYO 2020

第 10 回

国際現代美術展

舷窓から望む
今に在る一つ 2020 年

View through the Porthole

しわく

思惑の迷宮 摩訶不可思議
意思なき映像は見え 声は聞こえる
今に在る君 大きな欠伸をして

Being now in 2020,
Magical is the labyrinth speculationis;
Vision sans will is visible and the voice audible.
You, being now, yawing voraciously,

舷窓から後来を望み 身を乗り出す

Hoping for the future, leaning out of the Porthole.

解離された精神は

Mind dissociated
disolved during the cruise

航海の中で溶解し

will be within tomorrow.

明日に在る誰

Art Islands TOKYO 2020 The 10th International Contemporary Art Exhibition

ART ISLANDS TOKYO 2020

3

アートアイランズ TOKYO の 10 年間
2020 年展覧会について
東京の島々を結ぶアート航路開発委員会が活動を開始して 10 余年の月日が流れた。
今年のテーマは『舷窓から望む』である。
この 10 年間、人の移動距離は伸び、人も物も情報も高速で移動していた。その中で、アート
アイランズ TOKYO2020 国際現代美術展は 10 年目を迎えた。
今年、新型コロナウイルスが、人間の動きを一変させた。人が島に集まることが前提として
成り立っていた美術展は、参加者それぞれの「今と環境」を、各自の生きる場所から考察し発
表することになった。
今年は、作品の完成を目指してい
ない展覧会である。プロセスを記録
し発表のためのオンラインの会場を
用意し、参加者自身は Zoom でプレ
ゼンテーションを開いた。これらは、
ライブ発信され、5 ヶ月間に 70 回を
数えた。そのプロセスは記録集でも
途中のまま出版される。実際の会場
（大島・小笠原・都内のギャラリー）
では、郵送されたプロセスを展示す
る。それらは、映像や紙面として、一部はマケットとなって展示公開される。
試みは、2021 年も続いていく。いつの日か具体的な作品となる日まで。

2011 年からのこと
2011 年：「波浮港現代美術展」は始まった。この年の 3 月、東日本大震災・福島第 2 原発が津
波に襲われる。実施に迷いがあった。放射線の不安があり辞退した海外の作家もいた。
だが、真夏の波浮小学校は盛況だった。準備段階から終了まで、波浮在住で当時の共同キュ
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レター坂口啓子の存在は大きく、地元と島外の作家の橋渡し
をした。NPO 法人「波浮の港を愛する会」（秋廣道郎さん、
金子勇さん）と接点を持てた。
この年は、海外から作品参加も含めると、9 人の海外国籍
と 20 人の日本人が参加した。参加者に堀尾貞治がいた。
2012 年：旧波浮小学校会場では、波浮の港を愛する会・婦人
会・老人会など地元の方が受付に入り、地元の人との交流も
深まった。
新島では、「ちょこっと新島展」を開催し、内外 3 名の作
家の作品を展示した。8 日間で 160 人の来場者があった。大
島と対照的なイメージの新島は、この年から大島に参加する
作家にとって一つの憧れの島となった。
2013 年：その思いは、大島に参加した作家が新島の本村 7 ヶ
所での展示という形となった。2 泊 3 日で大島から新島に渡
り、その場で展示場所を決め、自ら運び島で得られた素材から作品を生み出した。初めて現
代美術に触れる人もいる新島の方々にどのように映った
かは定かでない。だが、この新島での展開は「場」から
生まれうる作品の可能性と作家の技量が試されるいい機
会となった。東海汽船による見学ツアーはオプションで
新島まで足を伸ばした年となった。滞在制作を可能にし
てくれた梅田久美さん、その後は、新島の拠点となるキ
ンデー宅の前田孫一さん始め多くの島の人に助けられた。
その年の秋、伊豆諸島からは遠い台風が、大島の中心
地に大雨を降らせた。土石流が発生し 39 名の犠牲者を出
した。火山・津波・台風と自然と向きあう島の姿があった。
2014 年：身体表現のグループが加わり、30 名以上の参加
人数となった。波浮地区で夜間行われるパフォーマンス
の発表も定着した。

2015 年：
『望見の航路』をタイトルにした。2 名の作家が展覧会期間中を通して滞在制作をした。
2016 年：大島元町の薬師堂の森が展示場所に加わった。大島では、波浮地区以外の会場が増え
るきっかけとなった。12 月、小笠原を現地調査した。
2017 年：新島での子どもむけのワークショップに 60 人を超える参加者があった。当日の天候
に感謝した。小笠原父島が会場に加わった。
2018 年：土石流災害があった地で野外展示。龍王神社などメイン会場から 20 キロほど離れた
岡田地区、新島村では式根島で「世界の子どもたちの絵画展」を行った。12 月小笠原での展示
を行った。

2018 年までの展覧会について
これまで一部のイベントや、来島・離島が天候に左右されたことは
あったが、大島、新島（式根島）での展示はほぼ安定的に実施できてきた。
メイン会場にあっては、波浮の港を愛する会・婦人会・老人会など地
元の方が受付地元の人との交流も深まった。

誤を重ねているものも多い。それらは、彼
らの周囲に派生し、「島」に思いを馳せる
人々を増している。そのことが、美術展を
通してお世話になった島の人々へ届けるこ
とのできる唯一のことかもしれない。
また、10 年間、この展覧会に関わってく
れた全ての人々に感謝をいたします。

追記：2020 年は、『アートアライズ TOKYO 国際現代美術展』の過去の運営経験が通じない
美術展となった。名前こそ美術展であるが、文頭に書いたように完成作品のない展覧会であ
り、発表場所もオンライ上、紙面、実際の会場を模索した。全ては、状況に応じて変更もあ
りうるという条件的発進であった。あとアイランズ的に言うのならば、進路や予定の定まら
ぬ船出となった。

ただ、メイン会場の波浮小学校は毎年、徐々に老朽化が進んだ。校
庭で子どもや、スポーツする人の姿が減ってきた。いつまで使えるの
かが話題となることも多くなった。

各国から、作家は「今思うこと」
「構想」などをレポートした。オンラインではスピーカー（発
表作家）の置かれている状況や心情がタイムラグ最小で共有することになった。それぞれの
持つネット環境に左右され、画面は時折フリーズしても、音
声が途切れても同時性での共有は興味深いものとなった。

2019 年：順調に会期半ばまで過ぎたところで、台風の直撃を受けた。
新島も大島も大きな被害を受けた。無傷な会場はなく、即座に中止と
なった。

状況に応じて対応する中で、作家それぞれの状況も互いに
共有することになった。スケジュールは、度々変更され、時
折の条件でできうることをすることにしてきた。

2020 年 3 月：今年の企画を変更した。この 10 年間で参加した作家に「作
品」のない展覧会を提案した。過去に参加した 140 人の中からオンラ
インアートアイランズ会場へ参加したのは 60 人だった。

この冊子は、2020 年の取り組みの記録（途中経過）であり、
同時に 2011 年から美術展に関わっていただけた団体・個人
名を記載している。

この数字は、普段の 2 倍以上の人数だった。
大洋に浮かぶ離島での展覧会の集客は多くない。しかし、参加した作家が「島」から得たも
のは大きい。
2020 の展覧会の発表は、「島」での体験が生かされている。来島により思考が深まり試行錯

そ の 間 の 活 動 内 容 は、 是 非 と も ウ ェ ブ サ イ ト（http://
www.art-islands-tokyo.com）をご覧いただき、今後も私た
ちの活動を見守っていただけますことを願っています。
東京の島々を結ぶアート航開発委員会 実行委員長

髙田 芳樹
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THE DECADE OF THE ART ISLANDS TOKYO
OUR EXHIBITION IN 2020
It has been more than ten years since the Planning and Development Committee for
Contemporary Artways Linking Tokyo Islands was first kicked off.
The theme in this year is “View through the Porthole.”
Over the past ten years have the speed and distance of traffic
in people, goods and information continuously increased and
we were to hold the exhibition to mark its tenth anniversary in
these times.
This very year, however, the novel coronavirus drastically
changed people’s patterns of activity. The exhibition was
based on the premise that participants would come over to
the islands, but this year each participant is required to think
over and exhibit “the present time and environment” from his
or her own living circumstance.
Artworks in this year’s exhibition are not supposed to be
completed. Artists are required to record the process of their having worked on artworks to deliver
presentations via Zoom on-line. Over the five months as many as seventy presentations were
delivered in live-streaming. These unfinished processes thus presented shall be published in the
record even if the artworks be just halfway finished. Also, they shall be displayed, once submitted
by post, in the form of video picture, printed matter or maquettes at real venues in Oshima,
Ogasawara, and Tokyo. Our trial will continue even in 2021 until they take forms someday.

REGARDING THINGS SINCE 2011:
The International Contemporary Art Exhibition at Habu
Harbor started in 2011. The Tohoku Earthquake hit a wide
area of the eastern regions of Japan in that year and the
tsunami caused the Fukushima Daiichi nuclear disaster
in March. We were in two minds if we would hold the
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exhibition as was planned. Some international artists
pulled out, worrying about the effects of radiation.
Nonetheless, the former Habu elementary school in
high summer drew a full house. From the preparation
to the end, Keiko Sakaguchi, who was a co-curator
and lived in Habu, played a pivotal role to bridge
local and visiting artists. We could forge an amicable
relationship with Michiro Akihiro and Isamu Kaneko
at Non-Profit Association of Fans of Habu Harbour.
We had twenty Japanese and nine international artists, including Sadaharu Horio, in the year.
In the following year, local islanders from Fans of Habu Harbour, Lady’s Association, Elderly’s
Association and so on came to the venue to help our reception desk, and we could promote
our friendship. In Niijima, we had “Chokotto Niijima-ten” (a wee exhibition in Niijima) and three
artists participated therein to welcome 160 visitors over eight days. With its feature in contrast
to Oshima’s, Niijima firmly became a place of yearning for artists.
In 2013, as a fructification of longing, those artists who came to Oshima displayed artworks
in seven places in Honmura, Niijima. They stayed in the island over two nights to decide the
places and they created artworks with local materials or stuff they carried for themselves. It
was not clear how islanders understood the artworks as some of them had never seen modern
art stuff before. However, it was clear that Niijima gave a good opportunity to explore the
possibility of artworks which rise from the topos and to prove the ability of artists. The tour
organized by Tokai Kisen was optionally stretched up to Niijima this year. The exhibition in
Niijima was supported by many people including Kumi Umeda, who set up the residential artproduction, and Magoichi Maeda, who owns Kindie’s which became our main footing ever
after. In autumn of that year, a typhoon far off Oshima brought a heavy rain in the central
area, resulting in mudslide to kill 39 people. Nature in the island showed its cruel wildness in
volcano, tsunami and typhoon in that year.
In 2014, the number of participants exceeds thirty by welcoming a group of bodily
expression. Also, a series of evening performances in the Habu area began to establish.
In 2015, two artists stayed all through the term in the island to create their artworks. That
year’s theme was “A broad view of Seaway”

In 2016, we began to use the forest behind Yakushido in
Motomachi, Oshima, as one of our venues. This was a trigger to
expand the exhibition out of the Habu area. We visited Ogasawara in
December for survey as well.
In 2017, we had more than sixty people for a workshop in Niijima
held for children. Thank God, it was fine. We newly added Chichijima,
Ogasawara, to our venues.
In 2018, we had an out-door exhibition at the site of mudslide.
Ryu-o Jinja (Ryu-o Shrine), which is in the Okada area, is about twenty
kilometers off our main site. We also had the Exhibition of Pictures
of Children from all over the World at Shikinejima venue in Niijima
village. We had the same exhibition in Ogasawara in December.

PAST EXHIBITIONS UP TO 2018
Though some events and transport were sometimes subject to the weather, exhibitions in
Oshima and Niijima (Shikinejima) were stably held up to then. In the main venue, we developed
an amicable relationship with local people from Fans of Habu Harbour, Lady’s Association,
Elderly’s Association and so on who came and help the reception desk. Still, the building of the
Habu elementary school had been getting decrepit. The number of children who played in the
playground and people who enjoyed sports decreased. We started to talk about the problem how
many more years we could use the school.
In 2019, at the point when half the term had passed, a typhoon directly hit the island. Both
Oshima and Niijima were heavily damaged. No venue remained intact and
we had to give up the exhibition immediately.
In March of 2020, we had to alter the plan for this year. We proposed
an art exhibition without artworks to those artists who have ever joined
us over the past ten years. Sixty out of hundred and forty decided to
take part. This is nearly twice as many the number of participants as the
average of previous years.
An art exhibition held in islands in the ocean cannot attract a large

number of visitors, but artists have huge gains from
islands. This year’s exhibition must reflect such
experiences and knowledge ever accumulated in
islands. Many artists have experienced deepening their
thoughts in islands by trial and error. Such gains in turn
influenced their friends and acquaintances, and thus
more and more people came to long for islands in the
end. This may be the only return we can bring by the
exhibition to those people in islands to whom we are
hugely indebted for their help and support. I sincerely
thank all the people who have ever been involved in the exhibition over the past ten years.
post scriptum: In 2020, we could not rely on our experience in the administration of past
exbihitions at all. Although we called what we were working on 'Art Exhibition', we had
no finished art works to show, as I wrote before. Instead, we provided varied ways for the
presentation: online space, publication and actual venues. When it started, everything was
conditional and subject to any revision due to the circumstance. In Art-Islandish way of saying,
we set out for an unknown destination on an fluid schedule.
We asked international participants to tell all of us what they were thinking and what their
plans would be like. On Zoom, we shared with minimum time-lag with presenters what they
felt and what kind of situation they were in. Our presentations were sometimes interrupted due
to the Internet connection, but, even when the voice was intermissive, it was simply interesting
to share the occasion in real time.
Artists also shared their own circumstances with each other. The time schedule was revised
many times and we thus decided to do what we could do at the very moment.
This brochure shall be a record of what we have been doing since 2020 (we
are still halfway through) and also contains those names of people or groups
who have ever joined or helped our exhibitions since 2011.
You will be invited to our website (http://www.art-islands-tokyo.com) to see
what we are doing in the meantime. We thank you in advance for your kind
cooperation and we hope you will stand by us.
Chairperson, Planning and Development Committee for Contemporary Artways Linking TOKYO Islands

Yoshiki TAKATA
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参加作家／ Artists
ARX THOMAS-VON
[ スイス ]

石坂 孝雄
大矢 りか
岡 孝博
尾形 勝義

本多 真理子

竪川 可奈

松枝 美奈子

田中 千鶴子

南優

田邉 修

宮内 理

CHUNG HYE-RYUNG

村上 曜

[ 韓国 ]

織田 和恵

辻村 ありさ

かとう かずみ

土屋 由貴

貴俵 秀行

TING CHAONG-WEN

KOCHSOMRONG PADUNGSAK

[ 台湾 ]

元木 孝美
森 千香子
柳 早苗
山本 伸樹
JONAS UWE

[ タイ ]

戸島 大輔

小林 浩志

戸野倉 あゆみ

小林 ナオコ

長田 淳一

駒ヶ嶺 三彩

中谷 欣也

小宮 伸二 + スバコ・スタジオ

原 博史

COHEN SARAH

PARALLEL CHARLOTTE
[ ニュージーランド ]

細川 麻実子

櫻井 淳子

BARTH ANNA

RISCH CLAUDIA

[ フランス ]

[ ドイツ ]

[ ドイツ ]

李 容旭
[ 韓国 ]

身体表現、音楽などの表現者

庄子 勝治
鵺魂

[ ドイツ ]

会場・会期／ Venue and Term
ウェブ会場

9.1.2020 ～ 1.31.2021

[ フランス ]

ヒグマ 春夫

大島会場 12.1.2020 ～ 1.31.2021
		 ギャラリーてる小屋

柴辻 健吾

古川 守一

		 大島農民美術資料館

SMITH VAL

FLEISS DOROTHEA

関 直美

BRUN DENIS

小笠原会場 12.10.2020 ～ 1.31.2021
		 父島：0pen-Air Art Field re: 森の喫茶店

SIGNOLET JULIEN

[ ニュージーランド ]

高草木 裕子
髙田 芳樹
高嶺 春夫
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高村 牧子
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[ ドイツ ]

[ フランス ]

BRAMWELL ALI
[ ニュージーランド ]

ぎゃらりー由芽

12.25 ～ 29.2020、1.4 ～ 9.2021

SPC GALLERY

1.25 ～ 2.6.2021

ウェブ会場／ On-Line Exhibition at Website Venue
www.art-islands-tokyo.com

The 10 th International Contemporary Art Exhibition Art Islands TOKYO 2020
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元木 孝美／ Takami MOTOKI
http://artislands2020-takamimotoki.tokyo

[infinite space scape]
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インスタレーション at 裏砂漠

小林 ナオコ／ Naoko KOBAYASHI
https://www.ndsgallery.com
多分、もうない、もういない
Maybe they’re

not there anymore,
not there anymore

今は、多分もうない場所
今は、多分もういない人
大島を思い出す時、大島に紐づけられたそん
な場所や人が脳裏を横切り、心の奥がチクっ
とする。
生まれては死んでいく小さな魚のように、い
ずれ枯れていく雑草のように、いつかこの世
からなくなり、世の中は変化し続けるという
ことは、分かっているけど・・・。
今は、遠くにいて、大島を思うことしかでき
ない。
Maybe the place that doesn´t exist any more
Maybe the people who are not exist any
more
Every time I remember Oshima island,
I remember those things related to
Oshima and my heart feels a little pain.
I know... like small fish that are born and
die, weeds that will eventually die,
they will eventually disappear from the
world someday, but...
Now all I can do is nothing but praying for
Oshima.
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関 直美／ Naomi SEKI
https://seki-naomi.shiva.cfbx.jp

Work in Process ／今気になることや考えていること

Work in Process ／ What I am Interested in and What I Think

アホウドリ

Albatross

Covid 19 禍で実際のレジデンスや

Due to the Covid 19 disaster, we decided to

展覧会を避けて、Zoom 上で制作

avoid actual residences and exhibitions and

過程を伝え合うことになりました。

communicate the work in process on Zoom.

いつもは立体作品をつくってい

I usually make 3 dimensional works, so to

ますから、おもしろそうだけれど

be honest showing the process in the video

もややこしいことになったな、が

sounds interesting, but I am confused. I’ve

正直なところ。映像の編集などは

edited videos in the past, but basically I don’t

過去にいじったことはありますが、

have the skills.

基本的にスキルが身についていな

That’s why I went back to the origin of

いのです。

photography and made a camera-obscura.

そんな、あれやこれやから写真

And the subject is an albatross.

の原点に戻りカメラ・オブスキュ

Albatross can be seen on Oshima, how

ラをつくってみました。その被写

romantic!

体はアホウドリ。

That said, migratory birds carry viruses as

大島でもアホウドリが見られる

well as romance, so this year we welcome

そうです。なんてロマンチック！

them without spreading our arms.

とは言え、渡鳥はロマンとともに

So, I remembered meeting a bird researcher

ウイルスも運んでくるので手放し

who boarded Toshima on my way home from

には喜んでいられないのですが。

Niijima two years ago.

二年前新島からあの帰途、利島
から乗船した鳥の研究者は今どう
しているでしょうか。

Composting exercise in the camellia forest
椿の森でコンポストエクササイズ

Make compost from garbage, fallen leaves and poop, and return it to the soil
Large gear connects to small gear and stir to make compost

生ゴミや落ち葉・うんちから堆肥を作り土に戻すサイクル。大きな歯車は小さな歯車に接続

Let’s try with the body like exercising

し、体を使って攪拌します。効率主義の真っ只中にいる私たちにとって、実は慣れるまで非

For those of us who are in the middle of efficient life, it is actually very troublesome until

常に面倒くさいのですが、あえて今だから椿の森でやってみたいな、と考えています。

we get used to it, but I would like to try it in the camellia forest because it is now.
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バース アナ／ Anna BARTH

[ ドイツ／ GERMANY]

www.annabarth.de

Islands ||| Berlin
Anna Barth - dance ≈ Claudia Risch - bassclarinet, flute ≈ Francis Heery - computer and objects

As a trio we experiment with the possibilities
and limitations of interlacing sensual
physicality of motion with acoustic and
digital soundscapes in free improvisation.
Our contribution to the virtual realization
of the Art-Island-Tokyo Exhibition 2020 is
a challenge to the live arts. The fact that we
perform infront of the eye of a camera and
not an audience, which plays an essential
part of a live performance, will be an issue to
be look at. How will this change our senses
of perception and awareness in the future ?
It seems that this issue lingers at the core
of the present transformation of our time.
Considering the serious condition for
artists, the human being and the world in
general, we feel grateful to contribute to
the continuation of a precious work which
has started with the heartfelt support of
the local people of Oshima in 2011 and ever
since has evolved. In an act of faith and
solidarity we wish to gather and share our
creative energies. From Island to Island.

Performance for the Opening of Art Islands Tokyo 2020
Refugio a Berlin - September 1st
Videostill by Illith Rose

ART ISLANDS TOKYO 2019
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ヨナス ウベ／ Uwe JONAS

[ ドイツ／ GERMANY]

www.uwejonas.de

Ura-Sabaku Desert Item
A project of continously emerging drawing analysis:
idea, premis of sequence, layers of form and color
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松枝 美奈子／ Minako MATSUEDA
https://minakomatsueda.jimdofree.com

Etude for Endemism
大島と自宅との行き来で船に揺られながら、ふと感じた事。思い出したこと。

地形や地質、気候がどれだけ変化してきたかを見れば、固有を存続させることは奇跡に

日々住まう土地の当たり前の風景を、固有を、その土地をかたちどるものについて忘れ

近い。長い時間をかけて、ゆっくり変質してきたのだろうか。

ていることが多すぎるのではないかということ。

これからも私たちが認識していないあまたの固有たちが人しれず絶えていったり、ある

それが固有について再考しようと思った経緯。

いは混ざったりしての繰り返しを重ねていくんだろうか。

固有を独自ととらえれば、伊豆諸島の島焼酎や、くさやは愛すべき身近な固有だ。

ただ一つ言えるのは、人の介入がその穏やかな変質を急激に分断するということだ。

でも、あくまでこれらは人を中心とした身近な固有。

今回のプランは、人自らが固有に介入する行為を意識的になぞる部屋のようなものにし

ところ変われば風土も変わる事は当然であり、ことさら島の環境は固有を色濃くする。

ようと思い、また長期展示を想定し、変化する過程の累積を俯瞰しながらも演習する場

固有の概念は、人の生きる時間軸に存在するから、本当の意味で「固有とは何か」の答

にしたいと考えた。

えは見つかるはずもない。

ART ISLANDS TOKYO 2020
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森 千香子／ Chikako Maria MORI
http://chikakomaria.jugem.jp/
大島を纏う、そしてベルリン／ We wear Oshima and head to Berlin
アートアイランズＴＯＫＹＯ 2020 に参加します。ドイツ人のパフォーマンスアーティ
スト Anna Barth とのコラボレーションをリアルタイムにお知らせします。3 年前に
アートアイランズで出会い、その時彼女のパフォーマンスを見て衣装を進呈すること
を思いついたのが発端になりました。
I will participate in Art Islands TOKYO 2020. Real-time collaboration with
German performance artist, Anna Barth. I met her at Art Islands three years ago,
and when I saw her performance, I came up with the idea of presenting a costume.
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中谷 欣也／ Kinya NAKATANI
https://dlizopiq0dw4.blog.fc2.com/
in・out – 大島にて –

島の自然と発生する環境を内 –in– とし。
島から見た海と列なる島、半島を外 –out– とし。
当たり前の見方から始め。
裏砂漠の厳しい環境に刺激を受け、創造が始まった。
なぜ 裏砂漠なのか？
赤い色と曲線が表皮を思わせ。
強風に削られた風化時間、
それは地球．宇宙の元風景を想像させ、
そこに点在する、黄色の出来物が表皮に創造されたのです。

ART ISLANDS TOKYO 2020
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尾形 勝義／ Katsuyoshi OGATA
https://whitehead4948.wixsite.com/website-1

虚構の隧道

～裏庭で遊ぶ～

Fictional tunnel ~playing in the backyard~
Katsuyoshi Ogata

コロナ禍という言い方が日常的に使われるようになってきて、実際に身体的、経済的ダメージを
受け、真っ暗なトンネルにいる人がいるのは確かです。
しかし、多くの人は自分や周りがつくりあげた虚構のトンネルの前に立って右往左往しているよ
うに見えます。裏庭に細い鉄線で大変脆弱なトンネルをつくりながら色々と考えた日々でした。
It’s true that some people are in a pitch-black tunnel, suffering physical and financial
damage as the term corona bruise has come to be used on a daily basis.
However, many people seem to be standing in front of a fictional tunnel created by
themselves and their surroundings. It was a day when I thought about various things while
making a very fragile tunnel with a thin iron wire in the backyard.
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古川 守一／ Morikazu FURUKAWA
http://simba691.html.xdomain.jp

ART ISLANDS TOKYO 2020
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大矢 りか／ Rica OHYA
www.ohya-rica.com

アシタ

ノ

アタシ

モ

キット

アシタバ LOVE。

2020 年。予定していたレジデンスはすべて中止。ボディブロウのようにゆっくりとしかし確実に、制作意欲がしぼんでいった。
近所を散歩しては、自生しているアシタバを摘み食べる静かな日々が続く。新しいレシピを考え試す愉しみは、制作の愉しみに似ていた。
アシタバを摘めば、切り口から鮮やか
な黄色い液がしみ出す。服についてし
まったら決して落ちない。紙にこすり
つけてみる。葉っぱの汁もこすりつけ
てみる。やがて色鉛筆、クレヨン、ボー
ルペンが加わり、いつしかそのてすさ
びはルーティーンになっていた。
しかし、それはドローイングではなく。
『作品』ではなく。新しい料理を考え
出すのと同じ『愉しみ』で。自分の境
界から解き放たれるほんの一時の『愉
しみ』のために。
また日常が戻ったらね、という約束は
まやかしでしかなく、この極私的な『愉
しみ』を希望のよすがとして日々を旅
していこう。日々は帰らず、日に日に
新しい。
さて、明日はどんな風景が拡がってい
るのだろう。
2020.11.4 記
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駒ヶ嶺 三彩／ Misai KOMAGAMINE
https://misai0809.wixsite.com/site1

ART ISLANDS TOKYO 2020
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戸野倉 あゆみ／ Ayumi TONOKURA
http://atono.bambina.jp/art_islands2020

境界の向こう側を眺めるための ...
to see the other side of the border...
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ブラン デニス／ Denis BRUN

[ フランス／ FRANCE]

www.denisbrun.com/art-islands-tokyo.php
It all started with a joke.
In 2016 when my friend Lun*nah Menoh came from L.A. to Oshima Island to participate to the art festival,

THE GIANT DOG OF OSHIMA

I asked her to buy for me a bottle of red wine.
She bought a bottle at Narita Airport, so the price of the wine was written in Yen.
When she gave me the bottle, I decided to draw another zero on the price tag.
Then I took a photo of the bottle and published it on Facebook, tagging Lun*nah, me, and her husband (my
friend Tosh Berman) to make « funny trap » about the expensive price of the wine.
When Tosh (in Los Angeles) saw the picture on Facebook, he was like « O.M.G. what did Lun*nah bought… ».
That was it ! we had a good laugh with that little childish trick.
I was into that spirit when, last week, I found that dog origami model in cardboard.
At that moment, I had no really good new idea for a publication or a new esquisse project about something
impossible to make in real life.
Suddenly I thought about the extra zero added on the bottle price tag, and decided to change the dimensions
written on the box of the origami dog model.
I simply crossed out a letter (C - for centimeters) in the decimal indications of the dimensions, written on the
box.
So, centimeters became meters and I could imagine my little origami cardboard dog being a huge sculpture,
enthroned in the nature in Oshima Island.
The reality was twisted, the imagination took control, and that little cardboard dog could be a monumental
sculpture project (possible to achieve with lot of money and heavy technical assistance).
So ideally, that sculpture would be made of copper and chrome and would be 31/11/16 meters.
It would be placed in the location indicated on the two landscape photos of Oshima.
I also created a music that could be heard (through QR code) while visiting the giant dog site.
The QR code would be placed near the sculpture therefore visitors could hear it on their mobile phone, while
walking around the sculpture.
The name of that monumental sculpture could be : THE GIANT DOG OF OSHIMA.
The meaning of that sculpture could be the protection and prevention of the island’s people, concerning the
coming of the God Aeolus for his holidays.
Link to the song Lonely Dog Weeping Song : https://youtu.be/dkGJv3nkrj4
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柴辻 健吾／ Kengo SHIBATSUJI
https://a-i-2020-shibatsuji.wixsite.com/mysite

24 ART ISLANDS TOKYO 2020

竪川 可奈／ Kana TATEKAWA
www.tatekawa.com

ときの流れと共に・・・
いま

思う

いま

考える

現実と虚構をしばし考える
そして、堂々巡り

ときの流れの中で・・・
いま

見ているコト

いま

聞こえる声

人間や環境が変転している
そして、堂々巡り
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織田 和恵／ Kazue ODA

みえないもののかたち
『すべての「形」とは、見えない「時間」の痕跡だ。
「痕跡」には影ができるけれど、「時間」そのものには影ができない。
風、光、音に影はないけれど、確かにそこにある。
曖昧な様で、最も確かに「ある」もの。
風の痕跡は水面に現れ、光の痕跡は虹となり、音の痕跡は記憶に残る。
曖昧な様で、「変わらない」もの。』
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櫻井 淳子／ Junko SAKURAI
https://www.junkonuage.com/about

“ い（在）たかもしれない ”
ー山から海へー

“May have been”
–from mountain to sea–

何気ない現実の中に

I’ve lived in a casual reality

生きてきた
山から海へ移り住んだ時から
長い時が過ぎた
いまだに執着している
無くなってしまったものに
平野に風が通り抜け
木々の木陰に
透明なベールが降り注ぐ
都会は高層ビルが建ち並び
高速道路は空をおおい
忘れる時もあった
海岸で赤と白の縞のクラゲを
手の平にすくってみせた

From the time I moved from
the monuntain to sea
a long time has passed
But still obsessed
to what has been lost
The wind passes
through the plain
In the shade of trees
a transparent veil pours down
Skayscrapers in the city
lined up
The highway
cover the sky

眩しい光の海は

Sometimes I forgot

遥かに遠い

Red and white stripes
on the shore
She scooped the jellyfish
in the palm of her hand
The sea of dazzling light
Far awy
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田邉 修／ Osamu TANABE
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高草木 裕子／ Hiroko TAKAKUSAKI
https://painterh.jp/artislands2020/
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ブランウェル アリ／ Ali BRAMWELL
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[ ニュージーランド／ NEW ZEALAND]

辻村 ありさ／ Arisa TSUJIMURA

かたちのパズル

https://www.art-islands2020-arisatsujimura.com/

ART ISLANDS TOKYO 2020
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土屋 由貴／ Yuki TSUCHIYA
https://yukitcy.tumblr.com/

風景を数珠つなぎする

Oshima,
The Range of my foot,
And above the sky that I cannot be reached.
Whenever I walk in different places, there is always a sky over my head.
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大島と、
私の足の及ぶ範囲と、
辿り着くことの出来ない空の上と。
さまざまな場所を自分が歩いていたとき、上には空があった。
2020 年を境に、風景との関わりが少し変わる。
いつでも行けると思っていた「そこ」は、いつ行けるかわからない「あそこ」へ。
場所の記録が、思いを馳せる想像の鍵になる。

パラレル シャルロット／ Charlotte PARALLEL

[ ニュージーランド／ NEW ZEALAND]

Singing to the Basalt – Kamau Taurua to Izu Oshima

project collaborators are; Kuini Scott,
Motoko Kikkawa, Rachel Blackburn, Iso
and Charlotte Parallel.
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原 博史／ Hiroshi HARA

伊豆大島を祝福する
2013 年伊豆大島を襲った台風が大規模な
土砂崩れを引き起こし島に大きな災害を
もたらした。今回私は、その災害から免
れた新町亭で伊豆大島と私の地元香川県
にある金刀比羅宮裏参道に咲く「椿」の
花びらを、それぞれ 5000 枚ほど収集し次
のようなインスタレーションを行いたい
と思う。
伊豆大島の人々は、島中央にそびえる三
原山を「御神火」として崇めてきた。三
原山は、活発な活動を続ける活火山であ
り度々噴火し巨大な火柱を上げてきた。
地中のマグマは、空に舞い地を這い海ま
で流れて島を形成してきた。その様は、
地球の血液が煮えたぎり地表に溢れ出た
かのようだ。
この現象を仏や菩薩が来迎する時、神々
が様々な「魔」を浄化する為、「散華」を
行い祝福する様に見立てたい。「椿」の花
びらを敷き詰めた座敷に７本＜伊豆七島
にならい＞のアクリルパイプを備え、そ
の中にも花びら入れておく。パイプには、
赤いビニール製の管を通してありその管
の先は、土間に配した台の下に設置した
エアポンプにつなぐ。新町亭を訪れた人
がその台に乗るとポンプからエアーが押
し出されアプリルパイプの先端より花び
らが舞い上がる。この装置を使い鑑賞者
とともに「散華」し伊豆大島と人々を祝
福したい。尚この装置は、循環器のイメー
ジで「生命」を象徴させた。
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コーエン サハ／ Sarah COHEN

[ フランス／ FRANCE]

http://sarahcohen.over-blog.com

がく片／ Sépales
The word Sepal comes from the Greek skepê “protection”,
“cover.” Typhoon Faxai of 2019 gave me the impression of a
beautiful encounter between natural elements such as rain
and wind. That night, I felt my fragility and the importance
of an envelope, of protection. In 2020, this impression
continues. I chose to work with paper as light as air, in order
to find an enveloping shape that lifts off the ground.
Le mot Sepal vient du grec skepê «protection», «couverture».
Le typhon Faxai de 2019 m’a donné l’impression d’une grande
rencontre entre les éléments naturels tels que la pluie et le
vent. Cette nuit, j’ai ressentie ma fragilité et l’importance
d’une enveloppe, d’une protection. En 2020 cette impression
perdure. J’ai choisi de travailler avec du papier léger comme
l’air, afin de trouver une forme enveloppante qui se soulève
du sol.
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南 優／ Yu MINAMI

木ヲツナグ
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髙田 芳樹／ Yoshiki TAKATA
www.y-takata.com

1/75 秒の記憶
私の作品テーマは【痕跡・記憶・記録・出会ったもの・過ぎ去ったもの・経過・経緯・
経験・変化・時・今】などを「モノ」を通して表現することが多い。
たぶん多くの人が同様のテーマで発表をしていることだろうと思う。
2020 年も残りわずかなのに、今年の時間は流れることなく自分の中にとどまり、表
現としてモノへの移行ができないでいる。
昨年後半から、母親の近くで過ごすことが多くなった。母親は最近、特に直近の記
憶が残らないようになってきた。そんな母親を見てい
ると、自分がテーマにしてきた理由がわかるような気
がしてきた。
わたしは、モノとして表現しているが、モノとして
残そうとしているわけでない。モノを通すことが、私
にとって無理がない伝達手段だったからに過ぎない。
そういえば、一度「あいまいな記憶」と名付けた個
展を行ったことがあった。だが、それとは違うイメー
ジなのだろう「記憶にとどまらない」記憶は、記憶と
は言えないのか、それとも刹那の記憶がそこに存在す
るのだろうか？
2020 年の今、母屋で母親の写真「モノ」を探している。
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戸島 大輔／ Daisuke TOSHIMA
https://daisuketoshima.wixsite.com/dtcm

slow ballad
島の記憶、人の記憶。／ Memories (Oshima, Islander)
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宮内 理／ Aya MIYAUCHI
https://ayamiyauchiiii.amebaownd.com/pages/4187519/page_201602191132

家族旅行、記念写真

大島を初めて訪れたとき、島独特の雰囲気や自然・
風土を肌で感じ、ふと、次回は家族旅行に来ようと
思った。
そう思いながらも訪れることなく時間が経った。現
在、望んでもそれが叶わない状況下にある。
今回、疑似体験の旅行をするため、とても個人的な
家族写真を大島の風景写真におさめていく。
亡くなった家族や生まれてきた家族。現世で出会え
なかった者同士も同じフィルターに写り込み、合成
という不自然さと違和感に包まれた１枚の写真上で
出会うこととなる。
遠い親戚や先祖、友達まで。家族と思える人々が皆、
写真上では時空を超え同じ時の中を旅行できる。
いずれ大島へ訪れることができた暁には、本物の記
念写真を撮影したい。その場にいない家族の等身大
写真を大島の壮大な景色に設置し、偽物の二次元の
フィルターを何層も重ねた、ごく精神的な記念写真
を制作してみたい。
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小宮 伸二 + スバコ・スタジオ
Shinji KOMIYA + SUBACO STUDIO
www.subacostudio.com
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篠竹とタオルと

石坂 孝雄／ Takao ISHIZAKA

岡田港から元町港へのバスだったか新島へ行った時のバスだったか、もう定かではないが、道中篠竹が繁茂しているのを多く見た。次にやるとしたら篠竹を使
おうと思ったことを覚えている。
この Web 展では、篠竹を垂直に立てタオルで水平につなぎ広い範囲に設置することを考えた。実現できるとしたら、タオルは使い古した物を島民の方から寄付
してもらったらどうかと思う。設置場所は七年前土石流のため廃園に追い込まれた旧ホテル椿園の跡地としたい。篠竹を人と見立てたら、タオルでつなぐ形状は人
と人との関わり、絆と見ることはできないか。コロナを含め様々な災害に立ち向かう思いの表現としたい。
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村上 曜／ Yoh MURAKAMI
http://actanonverba.html.xdomain.jp/scheisse.html
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シニョレ ジュリアン／ Julien SIGNOLET

[ フランス／ FRANCE]

www.signolet.net
空 (Le vide) に向かって
我々は皆、空という存在のなかを漂う雲のごとく、移り変
わる – Si
制限と規制のなかを生きる今日、遠い距離が我々を阻み、
フランスから日本がこんなに遠く感じられたことはない。
一方で、デマテリアリゼーション ( 非物質化 ) のテクノロジー
のおかげで我々は互いに近づき、つながれている。
そこで私は、彫刻を移転し、移動し、広め、現在の場所と
同時に別の場所でも展示を可能にするために、自らの作品
を非物質化する手だてを探している。
彫刻は非物質化の行為である。このことを追求するために、
作品制作の連続撮影によるアニメーション映画の実現を目
指す。
アルバスター石の雲の彫刻の制作、発展、消滅をテーマに
した 5 分程度の動画制作がアイデアの原点である。

Vers le vide
“Chacun de nous est comme un nuage qui se meut dans le ciel de l’existence avant d’en
disparaître, renaître, peut être...” Si
En ces temps de contrainte et de restriction une grande distance nous sépare. Et
depuis la France le Japon ne nous a pas semblé aussi loin depuis longtemps. Certaine
technologie de dématérialisation pourtant nous rapproche et nous garde en lien. Alors je
réfléchis aux moyens de dématérialiser ma sculpture pour la transférer, la transporter,
la diffuser et l’exposer ici ou ailleurs. Sculpter est un acte de dématérialisation que je
souhaite ici pousser à son paroxysme en l’associant à la réalisation d’un film d’animation
image par image dans l’expérience de création suivante : L'idée initial est de réaliser
un film d’animation, de 5 min environ, ayant propos sur la création, l’évo lution et la
disparition de la sculpture d’un nuage d’albâtre.
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高村 牧子／ Makiko TAKAMURA
http://mtakamura.jugem.jp
今、島を思う／ Now, Think of the Island

私はいつも泳いだり走ったり、山に登った
りして作品構想を練る。今回のアートアイ
ランド TOKYO は島での滞在製作はなしで、
エスキースでの発表ということで苦しんでい
る。私の作品は発表する場を決めてから構想
を詰めていくことが多いのだが、発表する場
所を自由に想定してというのはカンバスがな
いのに絵を描くような、どこまで描いても終
わりが無いような、妄想するには楽しいが、
それを発表という形にするのは到着点がわか
らない。
わからないので大島に行った。滞在製作で
はないので構想のための旅である。昨年は水
の入った青いゴム風船を使い展示をした誼
で、島の中を歩いたり泳いだりするのについ
て来てもらった。この報告集の入稿段階では
私の作品はまだ構想中であるのでその様子の
写真を掲載します。
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柳 早苗／ Sanae YANAGI
http://ait2020-yanagi.pigboat.jp
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貴俵 秀行／ Hideyuki KIDAWARA

島に光を／ Light on the Island
今年はいつもとちがう日常生活を送っている。
2020 年 2 月 24 日午後 5 時 54 分、“いつもとは異なる日常”の中で近所の公園で
写真を撮る。
しばらくすると、今年は「島」での展覧会の発表形式が異なる事を知ることになる。
作品について最初は“ぼんやり”としたものであったが、
“いつもとは異なる日常”
の中で考えたことがあった。
この写真、作品のコンセプトにならないか、「偶然性、時間、気象条件」を伴う作
品とはどんなものだろうかと。
その答えを探すために、私は 6 月から 10 月までの間、作品づくりの為の時間はい
つもとは異なる方法で過ごしている。
作品への答えはまだ出ていない。
例えば、真夜中の散歩で考えたこと。―作品構想―

This year, I am living a different daily life.
At 5:54 pm on February 24, 2020, I took a picture at a nearby park in “usually
different everyday life.”
After a while, I learned that the presentation format of the exhibition on “Island”
is different this year.
At first, the work was “blurred”, but I had thought about it in “everyday
different from usual.”
I wondered if this photo would be the concept of the work, or what is “a work
with chance, time, and weather conditions?”
To find the answer, I spend my time working differently from June to October.
The answer to the work has not come out yet.
For example, midnight What I thought about during my walk.
– Work concept –

46 ART ISLANDS TOKYO 2020

長田 淳一／ Junichi NAGATA

伊豆諸島 増殖
Izu Islands Multiplication

私が拠点としている南伊豆町の子浦を始点に伊豆諸島の大島—利島—新島—式根島—神津島—三宅島—御蔵島—八丈島の配置・配列をひとつのＤＮＡとみなす。
それを原型とし子浦を中心にコピーを 45 度づつ 360 度回転させ増幅させる。一定の法則により結合、増幅させていくとあらたな立体構造モデルが現れる。その生長をコントロールすることはできない。
現実の島々がコピーされ増殖し変形し互いに結合し、さらに増幅され新たな世界が生まれていく。ウィルスが増殖—変化—拡散される・・・。情報が増殖—変形—拡散され新たな世界がつくられていく・・・。
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小林 浩志／ Koji KOBAYASHI

祈る島

この一年間で、大島、淡路島、瀬戸内海の島々、壱岐、対馬、隠岐、竹生島
など大小さまざまな島の神社を巡り祈り、瞑想をしてきました。
今、都会にもどり街のなかで瞑想をしています。瞑想をしたさまざまな場所
を、都会にいても心だけは移動し感じることができます。心に残る作品は、
それが目の前になくても思い描くことができます。表に現れない心の中の世
界に作品を作ることです。自分の作品でなくてもいいわけです。
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かとう かずみ／ Kazumi KATO
www.katokazumi-iroiro.com

プールのそこ
台風 19 号のあと

The Bottom of the Pool
After Typhoon No.19
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コチャソムロン パダンサック／ Padungsak KOCHSOMRONG

[ タイ／ THAILAND]

運命の家／ “House of Destiny”, Thailand
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ティン チャオン ウェン／ Chang-Wen TING

[ 台湾／ TAIWAN]

http://tingchaongwen.weebly.com
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岡 孝博／ Takahiro OKA

RAIL WORK 伊豆大島
RAIL WORK IZU-OSHIMA
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本多 真理子／ Mariko HONDA
本能 ⇆ 本望 「カマヤカタでの作法」
Instinct ⇆ Wish Manners in Kamayakata

www.hondamariko.com
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田中 千鶴子／ Chizuko TANAKA
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李 容旭／ Yonguk LEE

[ 韓国／ KOREA]

大島を生きる／ Living with Oshima Island
大島の自然と人、10 年間の記憶の欠片。
Oshima’s nature and people, a fragment of memory for 10 years.
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ヒグマ 春夫／ Haruo HIGUMA
http://higuma.art-studio.cc/1art/TOKYO20-1.html
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スミス バル／ Val SMITH

[ ニュージーランド／ NEW ZEALAND]

Rot 2
A performance exploring memories of the
island and residency in conversation with
participants of Art Islands TOKYO 2015 (&
2020) utilising dance, still image and digital
drawing and zoom technologies.
In 2015, I travelled to Izu Oshima to
participate in Art Islands TOKYO.
I struggled through the residency, falling
sick on the first night, battling insomnia and
the experiences of being seen/unseen and
private/public aspects. Outcomes included:
Feels Cinema, a performance installation
for one person (made with cardboard boxes
from local supermarkets, and a strong
desire for privacy); Hige Dansu (dance of
the moustache), a participatory performance
event; and, Rot, a series of performance
installation experiments with sitting and
lying inside cardboard boxes in outdoor
spaces.
These works also emerged in response to
being queer and gender non-conforming
within the socio-cultural environment, and
the sensations and impressions of dancing in
relation to place. Dancing with Izu Oshima, I
found comfort in engaging with its dramatic
geological features, atmospheres, weather,
humidity and tendencies to mould, to rot. In
particular I was drawn to the materiality of the volcano Mihara-yama, and its stories, including that of being a popular destination for suicide in the 1920s.
For Art Islands TOKYO 2020 I revisit memories and stories of Izu Oshima and the residency in conversation with participants. The work “Rot 2” will emerge out of a collaborative process of remembering and capturing memories and conversations, solo experiments in my back yard in Kirikiriroa, in Aotearoa New Zealand, and a suturing of the resulting video, audio, still image and
digital drawing materials into an online performance.
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山本 伸樹／ Nobuki YAMAMOTO

島プロジェクト／ The Island Project

「島プロジェクト」は３つの「メッセージ」での構成を想定しています。
Plan of island project is 3 messages.
１.「船上のメッセージ」／ Message on Ship
２.「島のメッセージ」／ Message of Island
３.「島へのメッセージ」／ Message for Island
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チョン ヘ - リョン／ Hye-Ryung CHUNG

[ 韓国／ KOREA]

The Moving Box
A box will be dispatched from the artist’s atelier in Korea to Takata-san in Japan. The box contains five “pebbles” made out of crayon pieces and layered with drawing paper. As the box moves, the pebbles
would roll and leave traces on the paper – as they record their journey. This drawing is completed with the distance from the sender to the recipient and the time it takes to travel between two places.
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アルクス トーマス ファン／ Thomas Von ARX

[ スイス／ SWITZERLAND]

Confinement Gardening
During the “shut down” in France (le confinement) I was staying at the place “Cugat” of the artistic
photographer Elizabeth Herman. Between mid March and mid May 2020 I was working in the
garden situated on the Dordogne River near Sainte Foy la Grande.
In the forest I was constructing my “jardin du confinement”, a combination between a large flat
hole and a wooden construction made with recicled material.
August 22 I was visiting the place with two friends. The Italofrench photographer Simone Cinelli
was shooting a serie of photos; I was frendly permitted to use them for a short “Shut Down” video.

60 ART ISLANDS TOKYO 2020

フレース ドルティア／ Dorothea FLEISS

[ ドイツ／ GERMANY]

Laboratorium
We are experiencing a “new normality” and are
looking for the “old normality.”

For months, the humanity has plunged into a global and dangerous crisis that slows us down and takes our
breath away. COVID imposes drastic restrictions on artists around the world - physical, economic and, above
all, mental, the consequences of which cannot be foreseen for the time being. We are experiencing a “new
normality” and are looking for the “old normality.”

LABORATORIUM
The Video - Project - Concept Camera : Dorothea Fleiss
Time: 1 Min. 59 Sec.
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高嶺 春夫／ Haruo TAKAMINE

「そこにあるべきもの」という形で残すための作業
アーティスト プレゼンテーション vol.50「作業」小笠原での作業より
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ARTIST PRESENTATION, PERFORMANCE, and EVENT
アーティスト プレゼンテーション・パフォーマンス・イベント／ Artists Presentation, Paformance, and Event

2020
MONTH / DAY

09/01 アートアイランズ TOKYO 2020

オープニング セレモニー
Opening Ceremony at Website Venue
• Live Stream from Thailand by Padungsak
		KOCHSOMRONG
• Art Islands TOKYO 沿革とあゆみ
• Art Islands TOKYO 2020 の概要について
• Live Performance “Islands ||| Berlin 2020”
		 from Berlin, Germany
		 Dance: Anna BARTH, Bass Clarinet: Claudia
		 RISCH, Computer, Objects: Francis HEERY
• 映像ワークショップのプレゼンテーション
		by 李 容旭
• Live Performance by 村上 曜
• Live Performance by 細川 麻実子
09/13 古川 守一「見立て大島」第０回 “Mitate
Oshima-Island”by Morikazu FURUKAWA The 0th
09/21 原 博史「新町亭～華座敷」
“Camellia Zashiki” by Hiroshi HARA
09/28 「大島？教えて！」オンラインで行われた映
像ワークショップのプレゼンテーション
10 回目をむかえる東京工芸大学映像科と大島第一中学校のワークショップ。
10/01 柴辻 健吾「コンセプトを作る」ーほんとは絶対に見せたくない（恥）コンセプトメイキング
“Concept Making” by Kengo SHIBATSUJI

細川 麻実子
Mamiko HOSOKAWA

ダンサー・振付家・
即興
大島へ行く船の中
をイメージして
Imaging that I would have
been in a passenger ship
heading to Izu-Oshima

2020

MONTH / DAY

10/05 小林 ナオコ「多分、もうない、もういない」
“Maybe it’s not there anymore, they are not there anymore” by Naoko KOBAYASHI
ブラン デニス “READY, STEADY... NO !” by Denis Brun
10/10 元木 孝美「日常制作」“Daily Production” by Takami MOTOKI
関 直美「制作過程を話す」“Work in Process” by Naomi SEKI
10/14 高田 芳樹「てる小屋の朝・昼・夕」“The Morning, Noon, and Evening at Teru’s Hut”
by Yoshiki TAKATA

山本 伸樹「島プロジェクトについて」“Island Project” by Nobuki YAMAMOTO
10/18 李 容旭「大島と私」“Oshima Island and Me” by Yong-uk LEE
10/22 ヒグマ 春夫「EIHON」“EIHON”by Haruo HIGUMA
10/25 中谷 欣也、高村 牧子、森 千香子「2020.10.23−24 大島にて」
“Oshima2020.10.23–24” by Kinya NAKATANI, Makiko TAKAMURA, and Chikako MORI
戸島 大輔「伊豆大島のこと」“About the IzuOshima” by Daisuke TOSHIMA
10/29 櫻井 淳子、小林 浩志、本多 真理子「時々 三人」
“Sometimes 3 People” by Junko SAKURAI, Kouji KOBAYASHI, and Mariko HONDA
11/01 貴俵 秀行「例えば、真夜中の散歩で考えたこと。」
“For Example, What I Thought about during the
Midnight Walk” by Hideyuki KIDAWARA
11/07 土屋 由貴「移動しながら撮影しながら少ししゃ
べります」“While Moving While Shooting While
Speaking a Little” by Yuki TSUCHIYA
コチャソムロン パダンサック “Perform a Long Life:
Here and Now by Padungsak KOCHSOMRONG
アルクス トーマス ファン “Lumière pour Pessac
(sur Dordogne)” by Thomas-von ARX
11/14 ブランウェル アリ “Seeking Calm Water”
by Ali BRAMWELL
田中 千鶴子「口」“Mouth” by Chizuko TANAKA
11/15 ヨナス ウベ “Ura-Sabaku Desert Item”
by Uwe JONAS
コーエン サハ「がく片」“Sépales” by Sarah COHEN
11/21 高草木 裕子「うたかた航路」“Ephemeral Routeby”
by Hiroko TAKAKUSAKI
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2020
MONTH / DAY

11/21 南 優「木を繋ぐ」“Connect Trees” by Yu MINAMI
11/22 大矢 りか「道草みちみち草摘んで」“On the Way” by Rica OHYA
尾形 勝義「虚構の隧道」“Fictional Tunnel” by Katsuyoshi OGATA
岡 孝博「伊豆大島を搗く」“Make Izu Oshima” by Takahiri OKA
11/23 戸野倉 あゆみ「境界について考えてみる」“Think about ‘Border’” by Ayumi TONOKURA
ティン チャオン ウェン “Negative Desert” by Chaong-Wen TING
11/28 辻村 ありさ「風船」“Balloon” by Arisa TSUJIMURA
石坂 孝雄「篠竹とタオルと」“Shinodakes and Towels
and…” by Takao ISHIZAKA
11/29 原 博史「その後」
「花座敷」のその後をどう考えたのか？
“Afterwards” by Hiroshi HARA
11/30 駒ヶ嶺 三彩「ほとんど考えていない」“Think about
Almost Nothing” by Misai KOMAGAMINE
バース アナ、リッシュ クラウディア “Thoughts
towards a Body-Sound-Vision + Miniature
Workshop” by Anna BARTH and Claudia RISCH
12/01 大島会場 スタート／ Oshima Venue Start
• 農民美術資料館（藤井工房）から中継
• ギャラリー「てる小屋車舎」から中継
• Live Performance by Padungsak KOCHSOMRONG
		 from Chiang Mai, Thailand
• Live Performance by Anna BARTH, Claudia RISCH,
		 and Francis HEERY from Berlin, Germany
• Live Performance by 細川麻実子 Mamiko
		 HOSOKAWA from Japan
シニョレ ジュリアン “Cancellations...” by Julien
SIGNOLET
12/04 村上 曜「コロナ時代の美学」“Aesthetics in the Age of
Coronavirus” by Yoh MURAKAMI
12/05 庄子 勝治「即興とは？」＋ 小林 義男 “What’s Improvisation” by Masaharu SHOWJI ＋ Yoshio KOBAYASHI
12/06 小宮 伸二＋スバコ・スタジオ「島巣箱プロジェクト」
Shima Subaco Project by Shinji KOMIYA ＋ Subaco Studio
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2020
MONTH / DAY

12/09 宮内 理「日常」“Ordinary Day” by Aya
MIYAUCHI
長田 淳一「伊豆諸島 増殖」“Multiplication
of the Izu Islands” by Junichi NAGATA
12/10 小笠原会場 スタート
Ogasawara Venue Start
12/13 織田 和恵「みえないもののかたち」
“The Shape of Invisible” by Kazue ODA
庄子 勝治／ Masaharu SHOWJI：saxophone
柳 早苗「ラ、ラ、ラ 今、今、今日」
1957 年広島県生まれ。18 歳の時アルトサックスを手
“La, la, la Now, now, Today” by Sanae YANAGI
にし、故井上敬三氏に師事。1992 年、ロシアのジャ
ズフェスティバルにて劇的デビュー。フリージャズの
12/16 松枝 美奈子「Etude for Endemism」
流れを汲むが、根っからのインプロヴァイザーである。
“Etude for Endemism” by Minako MATSUEDA
かとう かずみ「プールのそこ」“The Bottom of the Pool” by Kazumi KATO
12/16 パラレル シャルロット “Singing to the Basalt” by Charlotte PARALLEL with Rachel Blackburn,
ISO12, Motoko KIKKAWA, Calla KNUDSON, (Kuini SCOTT)
12/25 アートアイランズ TOKYO 2020 ギャラリー由芽 会場スタート

2020
to/ DAY2021
MONTH

12/31 – 2021/01/01
Art Islands TOKYO New Year’s Eve: Live Stream
Relay from 2020 to New Year’s Day of 2021
2020 年の終わりと 2021 年の始まりの「私たちの『今』
を今居る所・環境（参加者在住国）」から、「瞬間」の
空気を伝えたい。
We hope to convey the air of “the moment” at our
“present” from “where we are.”
The artists participating from New Zealand, Japan,
Taiwan, Korea, Thailand, Germany, France, and Switzerland.
い

ま

• 四国のお寺から「除夜の鐘」の生放送／ Live Broadcast
		 of “Joya no Kane” from a Temple in Shikoku
• 都内のある家族の正月の朝
		 New Year’s Morning of a Family in Tokyo
• 富士山頂からの初日の出／ The First Sunrise of the
		 Year from the Summit of Mt. Fuji

ARTIST PRESENTATION, PERFORMANCE, and EVENT
座談会／ Symposium
リッシュ
クラウディア
Claudia RISCH
[GERMANY]

Bass Clarinet

01/15
01/22
01/25
01/29

01/31

• 移動中の車から流れるフランスの風景／ View of France Flowing from a Moving Car
• ぎゃらりー由芽（三鷹）の展示風景／ Exhibition View of Gallery Yume, Mitaka in Tokyo
高嶺 春夫「作業」“ ｗｏｒｋ ” by Haruo TAKAMINE
フレース ドルティア “Laboratorium” by Dorothea FLEISS
本多 真理子「2020 はじめてのこと」“The First Time in 2020” by Mariko HONDA
アートアイランズ TOKYO 2020 SPC GALLERY 会場スタート
田邉 修「私の参加したシンポジウムを振り返って」“Looking back on the symposium I
participated in” by Osamu TANABE
竪川 可奈「記録、記憶・・・、そして残るもの」“Records, Memories …, and What Remains”
by Kana TATEKAWA
アートアイランズ TOKYO 2020 エンディング／ The Ending of Art Islands TOKYO 2020

• 大島波浮付近より中継／ Live Stream from Habu Area, Oshima
• 日本橋兜町界隈中継 展示会場 SPC Gallery ／ Live Stream from Nihonbashi Kayabacho Area
		 and SPC Gallery venue
• 小笠原より日没中継やいろいろ／ Live Stream from Chichijima, Ogasawara Venue
• SPC Gallery 展示物紹介／ The Introduction of Artworks at SPC Gallery Venue
• ドイツからウベ ヨナスのトーク／ The Talk of Uwe JONAS from Germany
• 古川 守一「見立て − 新島大踊り」／ “MITATE–O-Odori
(the Big Dances)” by Morikazu FURUKAWA
• エンディングセレモニー ZOOM 会場
The Ceremony at ZOOM Venue

「舷窓から」というテーマで、美術を取り巻く状況とあり方を ZOOM 上の座談会として行って
きた。初回は、日本における美術展のあり様や問題点。行政と美術展、地域と美術展、現代美術
を理解してもらう方策など、日本における、作家主導型（対、行政指導型）の美術展のあり様な
どが話題となった。
第 2 回目は、委員会からの質問に参加者が答えていく中で、人や社会にとっての美術、時代性
と美術など美術と人間のかかわりを、人間の営みとその時代の反映としての芸術活動を語ること
により今の時代にあるべき美術の姿を求めた。
第 3 回目は、アートアイランズ TOKYO2020 エンディング後の開催であるが、一部実会場が
開かれている中で行われる座談会である。5 か月に及ぶ本展覧会を振り返りつつ、
本展覧会のテー
マ「舷窓から望む」に沿って、次代へ繋がる考え方や哲学を望む座談会になることを期待したい。
（第 3 回座談会数日前 Y・T）

2020
MONTH / DAY
09/27
第 1 回 座談会「舷窓から」環境そして今。
小野寺 優元、高島 芳幸、宮内 理、本多 真理子

11/02
第 2 回 座談会「舷窓から」
小野寺 優元、高島 芳幸、本多 真理子

2021
MONTH / DAY
02/05
座談会「舷窓から望む」
小野寺 優元、高島 芳幸、村上 曜、宮内 理、髙田 芳樹

View through the Porthole
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（遠隔で）映像ワークショップ 2020

大島？教えて！

by 東京工芸大学芸術学部映像学科

つながってわくわく
日 時：2020 年 8 月 25 日（火）〜 31 日（月）

2011 年、新島から大島への旅の途中、
ふらりと訪れたその受付には、中学時代
の担任の高田先生が座っておられました。

2020 年 の 映 像 ワ ー ク シ ョ ッ プ は
遠隔で行うことになりました。大
島第一中学校の先生と生徒が一緒
になって島の見ところを撮影して
ネットで送ってもらいました。そ
の映像データを東京工芸大学の学
生が編集、後処理を行い、映像を
完成させました。遠隔でもつながっ
てわくわくと互いに刺激し合いな
がら多くのことを学ぶことができ
ました。

翌年 10 月、新島在住の作家・武藤美
子さんとのご縁もあって、新島での「ちょ
こっと新島展」が開かれました。大島で
展示された作品が海を渡り、新島特産の
コーガ石の石蔵に展示されたのですが、
島では見慣れたコーガ石の風合いが作品
の存在により今までになく魅力的に映り、
作品自体の素晴らしさも然ることながら
それらを引き立たせるコーガ石の良さを
改めて感じることができました。
遠隔ワークショップの様子

このような機会を設けていただきま
した、大島町立第一中学校の先生方、
アートアイランズ TOKYO2020 の実
行委員会の高田委員長をはじめ皆様
にはお礼を申し上げます。
【大島第一中学校】
１年：猪股 みわ
２年：小泉 聖磨
３年：瀧尾 風子
【顧 問】
佐藤 繭子 教諭
松原 陽子 教諭
【東京工芸大学芸術学部映像学科
映像情報研究室 3 年】
小川 萌優里 鬼頭 広人
小寺 美晴
佐久間 大喬
佐藤 省吾
関屋 智陽
塚本 侃太
中村 雪乃
【アドバイザー】
李 容旭 教授
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新島会場／ Niijima Venue

キンデー宅：1950 年代（写真上）と 2017 年（写真下）

翌 2013 年から新島でもアートアイラ
ンズとして本格的に展示が始まりました。
武藤さんの旧友・本多真理子さんが新島
担当となり、村内７ヶ所での展示のため
に新島にも大勢の作家の皆さんが訪れ制
作が行われました。
2014 年から私は事務局を離れました
が、その後は島外の作家だけでなく新島
ガラスアートセンターの野田收さんや新
島出身の駒ケ嶺三彩さんも加わり、また
コラテラルの展示やワークショップ・パフォーマンス等幅広い活動が展開されました。
大島の深い黒、新島の眩い白。対比する２つの島の景観の中での展示は観る人の心にさざ
波を起こすことができたでしょうか。これからも島でのアートの火を消すことなく繋げてい
けたらと思います。
アートアイランズ TOKYO 2012 事務局 新島担当 梅田 久美

Gallery・画廊・アートスペース・資料館、etc.

大島農民美術資料館
カフェ & ギャラリー香文木
ギャラリー GK
ギャラリー 現
ギャラリーせいほう
ギャラリーてる小屋車舎
ギャラリー茶房 歳時季
小淵沢ギャラリー
中和ギャラリー
始弘画廊
村上画廊Ⅱ
画廊 as it is
千駄木画廊

この 10 年間多くの画廊に支援をいただいた。最初の年
には 12 であったが、9 年間で 82 の画廊になった。どの
ような展覧会になるかもわからない第 1 回目に支援して
いただいたことは私たちの活動の大きな原動力となった。
支援をいただいた画廊は、参加作家と何らかの関係が
ある。稀な例を覗いて、アートアイランズに参加する作
家は画廊空間での発表と同時に野外空間やその他の空間
での活動を行なっている。
第 9 回まで全てを見ていただいたぎゃらりー由芽をはじめとして、複数の画廊の方々が島
まで足を運んでくださった。鑑賞だけでなくボランティアとして作家と時を過ごした Gallery
DODO、アートスペース月光醤油。助成団体への推薦文を寄せていただいた SPC GALLERY
はじめ複数の画廊。TOKI Art Space からは作家推薦をいただき、O ギャラリーは情報誌記載
をいただくなど、82 の全画廊にお世話になった。
この 10 年間の中でギャラリー現、湘南くじら館、ギャラリー 1/f、歳時季、ギャラリーれが
ろなどが閉廊となった。今は閉じられた波浮の金子博古館は私たちに貴重な資料を見る機会を
与えてくれ、大島農民美術資料館は 2020 年も展示会場となった。
2019 年までで唯一、都内で報告展を行った四谷三丁目ランプ坂ギャラリーにはワークショプ
の画材提供などの支援をいただいた。
この 10 年に報告集に記載したギャラリーを再度載せ感謝を表したい。
㈱ 制作美術研究所
OFFICE IIDA
ギャラリー SHIMIZU
ATELIER・K
Gallery 2511
GALLERY KINGYO
Gallery 睦
GALLERY エクリュの森
JINEN GALLERY
Re：森の喫茶店
S.Y.P Art Space
アートギャラリー絵の具箱
アートスぺース月光醤油
あーとらんどギャラリー
いりや画廊

ART SPACE ELICONA
SAKuRA GALLERY
ギャラリー十月
Galerie VERGER
GALLERY 801
Gallery Pepin
GALLERY 枝香庵
JAPSEL
KID AILACK ART HALL
O ギャラリー
SPC GALLERY
アートスタジオ Dungeon
アートスペース虹
アトリエ第 Q 藝術
うみかギャラリー

GALERLE SOL
アートギャラリー DECCO
十一月画廊
Gallery & Café DODO
GALLERY HATCH
Gallery ジ・アース
Gallery ＆ CAFÉ 憩の森
GINZA ギャラリー アーチストスペース
K's Gallery
RISE GALLERY
TOKI Art Space
アートスペース WHITE HEAD
アートスペース羅針盤
一番星画廊
えすぱすミラボウ

オノ・ギャラリーくにたち
カホ・ギャラリー
ギャラリイ K
ギャラリー BROCKEN
ギャラリー蒼穹舎
ぎゃらりー由芽
ギャラリー檜
彩園子ギャラリー
なびす画廊
フエイアートギャラリー
八ヶ岳画荘＝ AVY
画廊 香月

金子勇博古館
ギャラリー ｆ分の１
ギャラリー れがろ
ギャラリーグルグルハウス高柳
ギャラリー巷房
ギャラリー街角
ギャルリー成瀬 17
双ギャラリー
新島ガラスアートセンター
ポラリス ジアートステージ
四谷三丁目ランプ坂ギャラリー
湘南くじら館「スペース kujira」

ボランティアとスペシャルサンクスのこと
多くのボランティアの方にお世話になりました。
作家補助・運転手・通訳・見学案内・受付・食
事・宿泊など様々なところで応援していただいた。
メイン会場は波浮港にあり、大島の南部に位置す
る。その先は裏砂漠へと向かい、島を一周する主
に観光道路として使われる道となる。島に住む人
が通過することは少ない。波浮は、島の他の地域
に居住する人にとっては何か用事がある時に訪れ
る場所であり、ボランティアは必然的に、差木地・
クダッチ・波浮地区の方が多くなった。まさに地元に支えられてきた。
大島とともに、宿泊を伴う場所は新島本村にあり、
その新島では子どもたちのワークショップなど新島
だけで行われた活動もあり、同様に多くの方々に支
えられた。
本土からの方も多く参加してくれ、その中には高
校生や大学生もいた。
準備の段階や、展覧会終了後の撤去の作業は人目
に見えないが、次に繋がる重要な時間でもある。そ
れらに力を貸してくれた人がいることを忘れてはな
らない。
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秋田
伊東
小川
櫻井
菅原
土井
藤巻
武藤
後藤
嶋田
堀田
中村
金川
大沼
佐藤
田中
雨宮
佐藤
藤谷

京子
直昭
淳子
喜美子
史也
牧恵
繁子
隆一
美喜子
幸子
五郎
徳枝
文代
由美子
美香里
恒太
優奈
良子
秀法

秋田 眞由美
今成 秀榮
鏡沼 葵
佐藤 有
妹尾 直子
戸野倉 あゆみ
古市 明子
武藤 美子
森 至朗
吉本 雄二
尾形 樹穂菜
高橋 正彦
佐藤 佐代子
小澤 厚美
清水 敬一
沖山 和行
高間 晋子
鍛冶 成美
池谷 芹菜

荒瀬 庸夫
宇戸 ナヲミ
柏木 早苗
佐藤 有佳子
髙田 洋子
西川 まち子
前沢 富子
吉本 みな子
大井 知美
浅見 良子
里見 幸信
Juhona Bernick
山本 昌人
小野 琢磨
神戸 希穂
瀧本 律基
小宮山 元司
石垣 梓
清水 信博

池谷 博子
宇山 尚子
金川 加代子
佐藤 香織
高柳 典子
西浜 芙美
三田 修
安齋 綾子
滝沢 あや
矢島 建雄
秋広 幸男
Peter Bernick
岡部 安曇
河野 廉太郎
濱中 佑衣
原島 七徳
平 廣美
大崎 義貴

石渡 土水香
尾形 房子
木村 あや子
篠﨑 ゆずき
塚本 純子
浜野 きよ江
三田 郷子
井上 俊
藤井 麗
松島 さやか
松木 明美
嶋津 晴美
Chiawen Lin
植松 恵美子
宮川 美波
川村 俊彰
吉本 篤雄

石渡 眞理子
小川 佳乃
駒ケ嶺 三彩
白幡 幾代
津野 元子
藤井 由美子
峰尾 佳伸
山下 史朗
藤澤 千絵
蓼沼 奈央
平塚 正彦
五十嵐 初代
島村 宗充
須藤 久美子
山田 美緒子
村瀬 綾嶺
佐々木 梅子

スペシャルサンクスは、時折のサプライズな出来事の
集まりだった。パフォーマンス、かき氷の出張サービス、
地元食材の差し入れや調理、車の提供、展示場所の紹介
や清掃、道具の貸し出しもあった。
新島では、台風の避難場所の提供もあった。
私たちが今後、展覧会を通して少しでもいいサプライ
ズを島に残すことができるよう、見えないところで動い
てくれた方々にもう一度スペシャルサンクスです。

㈱ マルヰエナジー
「薬師堂」関係の皆様
JUN 設計事務所 瀧口 聖
青木 健
秋澤 信吾
池谷 博子
井波 未知子
ウーン カーク
上杉 昭子
植松 摂
オアシスアイランドゲート
大島郷土資料館の方々
大島旅客自動車 ㈱
大沼 由美子
小笠原でお世話になった方々
岡部 安曇
小川 淳子
久保 清子（推薦文）
小野寺 優元（推薦文：比企野外の表現展）
金子 勇
川島 菊男
貴俵 秀行
白井 嘉則
白木建設 ㈱
都立大島高等学校選択美術の生徒 幸坂 真央
河野 博
小久保 正雄
作品素材「履物」を提供してくれた方々
佐藤 清
里見 幸信
しじま音楽室
清水 聖佳
下井 勝博
白井 彰
旧甚ノ丸邸・旧港屋旅館管理の方々
白為土木 ㈱
新和堂
菅原 史也
鈴木 健士
鈴木鉄工所
谷口 淑恵
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時得 孝良
西浜農園
西浜 芙美
西山 政幸
波浮小波会老人クラブ
ファッションショーに出演してくれた方々
藤井 七篤嗣
藤澤 千絵
相羽 紗希
ベーカリー・ペルル
荒井 真梨子
ホテル椿園
前田 明永
前田 孫一
峰尾 佳伸
松永 康（推薦文） 松波 由香
武藤 美子
武藤 隆一
村上 曜
村松興業 ㈱
もてな島
山下 明
山田 尚孝
宇戸 ナヲミ
横川 崇
岡山 正弘
建築高田
荒瀬 庸夫
高橋 ちか
佐藤 繭子
瀬田 宗一
大沼 暁
嶋田 幸子
㈱ 大島牛乳
K.a.n.a.
高田表具店
早川 誠司
工藤 大輔
三田 修
三田 郷子
花道楽
土井 牧恵
妹尾 直子
Kichi
海のふるさと村の方々
元町仲通り会の方々
ひまわり号のボランティアの方々 波浮保育園
差木地保育園
大島町立図書館 古谷 香代子
エサシ トモコ
石井 悠貴
高山 奈実
濱谷 俊輔
佐藤 睦美
沢里 富也
鈴木 幸一
尾形 房子
山田 重雄
嶋津 晴美
新島 Saro
金澤 正義
直井 秀樹
TO-ON
橋本 憲治
栁澤 剛
江上 弘（我孫子国際野外美術展）
堀本 俊樹（推薦文：現在進行形）
森 秀貴（推薦文） 笹木 繁男（推薦文）
山重 徹夫（中之条ビエンナーレ）
永倉 知英（推薦文）
荒瀬 庸夫（推薦文）
近藤 幸夫（推薦文）
吉永 朱李
清水 より子
㈱ 濱口建設
㈲ 丸久製材建材
吉川 泰全
社会福祉法人武蔵野会第 2 恵の園 港寿司
㈲ 高田製油所
田中 聖子
柳瀬 洋樹
秋野 忠
西井 健次
夏ゼミ 2013
佐々木 美智子
大島町立第三中学校
リス村
東京都立大島公園 伊豆大島火山博物館
大島空港
大島町役場
池谷電気
鵜飼商店
MOCKMOCK
みはらし休憩所
波浮港漁協
三崎屋商店
成田屋
元明 浩幸
丸金商店
宮川 美由起
梅田 松太郎
駒ヶ嶺 独楽
駒ヶ嶺 三彩
新島ガラスアートセンター
Nieve
宮川 弥寿夫
平間 麿理夫
菊孫商店
新島村役場
JA 東京島しょ伊豆大島支店
藤文商店
高田 八郎
高田 順子
前田 睦子
前田 直子
土屋 玲理
太田 昌夫
おおい としのぶ 大井 知美
高田 元喜
下村 千恵子
本多 保志
藤井 虎雄
西川 望美
秋元 清
浅見 真一
広報大島
秋廣 道郎
内山 五月
宇山 正泰
上村 和八
房 恵一
千葉 努
松木 正
坂石 美津枝
三上 洋一郎
秋山 豊
中込 靖成
菊地 陞
南海タイムズ
在日スイス大使館 文化部
波浮リトルハーバーズ
海洋国際高等学校郷土芸能部
波浮港柔道部
つつじ小学校の踊り手の皆さん
森 貴史
吉田 正
中野 未亜
千葉 れみ
瀧口 聖
ピーター・バーニック
㈱ 心力舎
桶庄
小坂中古車販売 不二乃家 舞

ファンデーションや資金協賛について
第 1 回目の 2011 年は、文化関係の助成団体へ
の支援の申請ができなかったが、それでも、いく
つかの民間団体や、大学などからの支援と関係者
からの支援を受けることができた。作家自身も自
己資金を出しあい第一回目を実施できた。
第 2 回目以降は、文化助成組織や、民間の会
社協賛を受けながら活動を重ねてきた。
私たちのスタイルは他の展覧会と比較して特に変わった形ではないのかもしれない。しか
し、参加した作家が得た影響は決して小さくないと思う。島という環境は、次代へ繋がる視
点を参加アーチストにもたらしたと考える。
10 年目の今回は、まさに未曾有の状況下での展覧会となったが、5 ヶ月におよぶ実験的活
動が進められたのも、この支援のおかげであった。
㈱ 日本標準
東海汽船 ㈱
公益財団法人美育文化協会
東京造形大学校友会
東京工芸大学芸術学部映像学科映像情報研究室
九段坂総合法律事務所
社会福祉法人武蔵野会大島恵の園
社会福祉法人武蔵野会大島第２恵の園
七島信用組合本店
七島信用組合大島波浮港出張所
NPO 新島村こどもくらぶ
㈱ 大島牛乳
大島旅客自動車 ㈱
㈱ 加藤設備
東京土建杉並支部阿佐ヶ谷分会
平野建設 ㈱
㈱ コア建築審査事務所
建築高田
村上工業 ㈱
JUN 設計事務所
合同会社くき学園
多摩美術大学校友会
おかんの味「まっちゃん」
MOCK MOCK
NPO ゲンキふじグループ
銀座凮月堂
菜環亭
民宿 椿山
ペンションすばる
ノリタケショップ陶仙
㈱ 柏豊興業
梅田電気設備工業 ㈱
カメリアインリゾート
日本ウエルネススポーツ大学
善コンディショニング
ぺんてる ㈱
㈲ フロンティア機工
星野商事 ㈱
藍美術
大和館
つばきや
高林酒店
さかき林産 ㈲
おあしす内科リウマチ科クリニック
㈱ FOR-C 椿油製造会社
㈱ ワールドエコシステム第一営業部
八起商事 ㈲
大島町立小中学校教育研究会図工美術部会
村松興業 ㈱
新島ガラスアートセンター
伊豆大島コミュニティーぼらん
㈱ マルヰエナジー
オアシスアイランドゲート
アートでたんぼ
大島町海のふるさと村
㈱ 美術出版サービスセンター
世界児童画センター
現代美術資料センター
NPO CCAA 市民の芸術活動推進委員会
㈱ アルペジオ
大島町郷土資料館
大島町観光課
大島第一中学校
大島第一中学校 美術部
大島第二中学校
大島第三中学校
つづじ小学校
新島小学校
都立大島高等学校
都立大島海洋国際高等学校

青木 和義
新井 みつ江
石井 チズ子
伊藤 真澄
岩瀬 政夫
内堀 昇一
太田 雄人
小川 夏美
金澤 正義
菊地 忠之
小島 澄子
齋藤 正人
佐藤 睦美
清水 信博
曽根 光子
高田 元善
竹中 秀男
谷川 はるみ
筒井 百合子
中村 弘太郎
野村 眞理子
馬場 仁
林 君江
菱刈 千明
藤井 虎雄
藤波 ふじ子
星野 節子
堀尾 貞治
松田 陽子
三木 祥子
三輪 暁
村松 英子
山田 三正
柳瀬 千代子
山崎 南美
吉川 泰全
若林 久美子
駒ヶ嶺 三彩
志熊 絵梨
上田 修三
村上 紹夫
町田 まさ子
飯田 秀夫
鈴木 博美

青山 順子
荒瀬 庸夫
石田 敏行
井波 未知子
岩出 まゆみ
内山 五月
大坪 圭輔
落合 硯史
川嵜 和光
菊地 揚子
小林 健彦
斉藤 敬子
佐藤 ひろみ
白井 嘉則
高田 英枝子
髙田 洋子
田代 惠子
谷川 博史
鶴岡 富雄
西野 美智代
バーバラ
林 舞衣子
はやし ようこ
樋田 美保代
藤井 七篤嗣
古謝 宏
堀田 五郎
堀尾 昭子
松戸三中同窓会
港寿司
武藤 隆一
元木 孝美
柳 重雄
柳瀬 洋樹
山田 修平
吉本 みな子
和田 芳子
戸野倉 あゆみ
芝 盛行
植松 摂
大沼 洋子
堂免 修
飯田 裕子
髙田 常治

秋広 陽
アンジェラ 小梅
石渡 眞理子
井上 しげこ
上杉 英
内山 智絵
大成 恵
小原 義也
菅野 美榮
木戸 修
小林 正孝
坂上 範夫
里田 直久
鈴木 英之
髙田 てる子
高梨 悦也
達 和子
谷川 博子
戸枝 昌代
沼崎 憲滋
橋本 憲治
林 貞次
樋口 秀司
広田 美穂
藤井 孝次朗
星晃
堀 英二
前田 精史
松永 康
宮下 年秀
武藤 美子
本橋 照朗
栁澤 剛
山口 俊朗
山野 好延
リー オックナム
花堂 絵里子
佐々木 睦彦
秋廣 道郎
菅沼 稔
中村 登
南出 満子
冨永 シゲヲ
バル スミス

秋広 幸男
石坂 孝雄
礒貝 昌隆
猪鼻 貞子
上杉 昭子
梅村 勝
大沼 由美子
片岡 理江
神林 まどか
桐村 茜
小林 初枝
佐々木 陽子
三本木 窯
須藤 貴子
髙田 直樹
高橋 千香
田鶴濱 洋一郎
谷口 淑恵
時得 孝良
沼田 留美子
長谷川 千賀子

足利 桂子
飯塚 徳子
井田 紀子
岩倉 淑子
植松 正
エサシ トモコ
岡田 邦子
かとう かずみ
菊地 信
金城 安正
小林 眞砂子
佐藤 清
嶋津 晴美
関根 あけみ
高田 英樹
高橋 正子
田中 聖子
田村 純利
中 十七波
野島 信子

阿部 比左志
池谷 博子
井出 勝彦
岩瀬 千鶴子
植松 正光
大谷 早苗
岡本 美知子
加藤 幸一
菊地 隆
小池 忠由
斎藤 淑恵
佐藤 淳
島村 宗充
妹尾 直子
髙田 麻理子
竹内 和則
田邊 修
筒井 克佳
中谷 欣也
野見山 由美子

釜 明子
佐藤 成
出川 純
清野 義光
中山 好
入谷 弘
望月 厚介
矢島 博文

岸野 妙保
駒ヶ嶺 独楽
佐藤 勝人
阪本 章裕
小澤 要
小澤 厚美
赤川 浩之
川浪 ときわ
中山 登
町田 和彦
梅田 久美
白井 権吉
柳川 貴司
李 華英
その他匿名の方々
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展示場所一覧

10 年間の参加作家

大島は、周囲 50Km ほど、中央部に活火山三原山があり、周囲に 6 ヶ村と言われた時代が
あったように、今でも 6 つの地区がありそれぞれの社や、祭りがある。その南部の波浮港の
地域で始まった会場は、作家の希望などもあり徐々に大島の他の地域にも範囲を広げていっ
た。地元に根付く信仰の場所、使われなくなった商店や宅地跡地など多様な場所で展示がな
された。
過去の繁栄や悲しみが、作品の展示と同時に人々の脳裏に蘇り再認識、再確認を演出した。
参加作家の作品の 90% はメイン会場の波浮小学校に展示されたが、それ以外の展示会場は
30 カ所になる。
新島と式根島は 17 カ所。そのほか小笠原、都内など 50 ケ所以上が会場となる。本土から
離島の距離は、最長 1200km も離れた同一の展覧会（2020 年）となった。
今年は、作品ではなく提案の展示である。小さなスペースではあるが、多くの提案がなさ
れている。その中に Web 会場とリンクする作家の作業の跡が残る展示物が並ぶ。それらの
展示物は小さくとも込められたメッセージは大きい。
また、一部海外作家は各国での展開を online で発表した。中には、自国でのアートアイラ
ンズ TOKYO を招聘する呼びかけすらあった。今後、まだ結びつくことのできない東京の島々
での展開を模索しつつ、海外での展開すら見えてくる。
それでも、作家の多くは、出発点も帰着点は波浮港地区あることを感じているようである。
【大島】
旧波浮小学校
旧甚の丸邸
旧港屋旅館
椿サミット公園
新町亭
大島農民美術資料館
大島町海のふるさと村
元町もてな島
濱口建設資材置き場
波浮老人福祉会館
薬師堂の森・参道
龍王神社（浜宮さま）
JA 東京島しょ伊豆大島支店
波浮港
旧白井牛乳煎餅店
三郎さん宅の庭
柏木さん宅地
千葉誠商店の元倉庫
旧小泉カメラ店
旧西川寿司
七島信用組合本店
七島信用組合大島波浮港出張所
大島元町港船客待合所

ホテル椿園
大島郷土資料館
ギャラリーてる小屋車舎
勤労福祉会館
鉄砲場
菊地邸の庭
旧三崎屋
大島町開発総合センター

【新島】
キンデー宅（釜ヤカタ・豚舎・蔵・苗場）
新島村商工会館
新島ガラスアートセンター
山川キッサ宅石蔵
SARO
新島港船客待合所
光と風の塔・三郎浜

新島村本村住民センター
旧丸金商店
夢や跡

【式根島】
式根島開発総合センター

旧塩の道

【小笠原】
野外傾斜地

地域福祉センター

【東京】
四谷三丁目ランプ坂ギャラリー
ぎゃらりー由芽
SPC GALLERY
【その他】
On-line 会場
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十三社神社
旧鈴幸商店
あいづや
増崎歯科跡

第 2 回目までは、作品発表だけで来島できない海外在
住アーチストも数名いた。しかし、3 回目からは来島を
前提に海外在住アーチストを招聘した。海外作家の中で
複数回参加したのは、2020 年を数えなければ 3 名である。
日本在住アーチストは、複数年参加者も多いが、10 年間
連続で出品参加したのは、李容旭（韓国籍）だけだ。
毎年の 30 名ほどの参加者のうち、10
名以上は初参加の作家だった。
これは、できるだけ固定化を避け、毎
年の活性化を図るものであった。結果と
して、毎年新たに参加する作家の動向や
感覚は大いなるプラス作用と働くと同時
に、さまざまな運営上の問題点も露わに
なった。
10 年間の参加作家累積は延べ 150 人ほど、この間に 3 名の方が亡くなった。
（上
杉英氏、大谷早苗氏、堀尾貞治氏）である。彼らの存在感や影響がますます大
きくなる矢先に、私たちのみならず美術界にとって残念なことであった。
【参加作家 日本在住 2011 ～ 2020】
石村 まなみ
Li Xiao（中国） 石坂 孝雄
内海 仁
エサシ トモコ
大谷 早苗
織田 和恵
かとう かずみ
貴俵 秀行
工藤 大輔、田部井 千晶、河野 咲子）小林 てい（米国）
坂口 啓子
櫻井 淳子
佐々木 薫
柴田 智明
柴辻 健吾
庄子 勝治
高嶺 春夫
高村 牧子
武内 カズノリ
田邉 修
辻村 ありさ
土屋 由貴
長田 淳一
中谷 欣也
中村 岳
原 博史
ヒグマ 春夫
藤井 龍徳
細川 麻実子
堀尾 貞治
本郷 芳哉
三木 サチコ
南優
宮内 理
柳 早苗
油井 瑞樹
吉岡 朝美
駒ヶ嶺 三彩
後藤 章子
広田 美穂
小林 浩志
小林 ナオコ
菅原 史也
島村 宗充
平塚 良一
望月 厚介

岩崎 幸之助
上杉 英
植松 美早
大矢 りか
岡 孝博
尾形 勝義
キッド・アイラック（K.a.n.a.、早川 誠司、
小林 美穂
小宮 伸二
坂牛 幹雄
佐々木 愛美
佐藤 淳
鹿野 裕介
曽根 光子
高草木 裕子
高田 芳樹
竪川 可奈
田中 千鶴子
田中 宏美
戸島 大輔
戸野倉 あゆみ
中田 朝乃
鵺魂
野田 收
林 舞衣子
藤沢 恵
古川 守一
古屋 崇久
本多 真理子
松枝 美奈子
黛 真美子
村上 曜
元木 孝美
森 千香子
吉本 直子
河野 博
関 直美
高島 芳幸
山本 伸樹
勝田 徳朗
菅沼 稔
竹内 博
田鶴濱 洋一郎
門井 幸子
李 容旭（韓国）

【参加作家 海外在住 2011 ～ 2020】
アルクス トーマス フォン／ Thomas von Arx（スイス）バース アナ／ Anna Barth（ドイツ）
フレイス ドロティア／ Dorothea Fleiss（ドイツ）
リ オックナム／ Ok-Nam Lee（韓国）
リ カエイ／李 華英（中国）
ハイドゥ－ スー／ Sue Hajdu（オーストラリア）
オヤンガ ゾリグト／ Zorigt Uyanga（モンゴル）
金 景秀／ Kyungsoo Kim（韓国）
チョン ヘリョン／ Hye Ryung Chung（韓国）
ピッジィニ アーチ／ Archie Pizzini（アメリカ）
ブランウェル アリ／ Ali Bramwell（ニュージーランド） スミス バル／ Val Smith（ニュージーランド）
ダーコウバ リュデュミラ／ Lyudmila Dakhova（ウクライナ）
コチャソムロン バダンサク／ Padungsak Kochsomrong（タイ）
リー カウェイ - チィ／ Kuey-Chih Lee（台湾）
ジョグレカァ シルパ／ Shilpa Joglekar（インド）
パラレル シャルロット／ Charlotte Parallel（ニュージーランド）
キム ヨン - ミン／ Yong-Min Kim（韓国）
サンパー ミレヤ／ Mireya Samper（アイスランド）
トムソン カトリーナ／ Katrina Thomson（ニュージーランド）

瑪瑙 ルンナ／ Lun*na Menoh（アメリカ）
林 知遠／ Jiwon Im（韓国）
ブラン デニス／ Denis Brun（フランス）
ティン チャオン - ウェン／ Chaong-Wen Ting（台湾）
オシェァ ケリー／ Kelly O’
shea（ニュージーランド） マーティン エイミー／ Aimee Martin（ニュージーランド）
ヨナス ウベ／ Uwe Jonas（ドイツ）
シン イフィー／ Ifie Sin（韓国）
ブラックバーン レイチェル／ Rachel Blackburn（ニュージーランド）
アルドリッジ ジェイソン／ Jason Aldridge（ニュージーランド）
デッサルド マルコ／ Marco Dessardo（イタリア）
リッシュ クラウディア／ Claudia Risch（ドイツ）
ピサリコヴァ カリン／ Karin Pisarikova（チェコ共和国）
コーエン サハ／ Sarah Cohen（フランス）
シニョレ ジュリアン／ Julien Signolet（フランス）
ヴァンドゥ ドゥニ／ Denis Vingtdeux（フランス）
髙見 晴惠（スウェーデン）
パンパニャ コムサン／ Komsan Pumpanya（タイ）

まとめ
2020 年の展覧会は 10 年目の節目の展覧会を予定していた。
第 1 回目から第 9 回目までの参加作家と 10 回目に新たな参
加者を募る予定でいた。しかし、2020 年、世界中が戸惑い
と不安の中の展覧会では、新規参加を募ることはせず、過去
に参加したアーチストとともに、2020 年の『今』と『環境』
を考える企画へと進んできた。
2020 年が将来、どのような一年として記憶に残るのかを語るのは時期尚早だ。いま、安易
なことは語らぬ方がいいのだろう。
だが、4 ヶ月のアートアイランズ 2020 の展覧会を実施して感じたことは多い。
完成作品のない展覧会は、数カ所用意した実際の会場を見ても全貌が掴めることはない。
オンライン会場や、オンライン上で行われた 100 時間以上になる個人プレゼンテーションを
見ても同様であろう。

Our Story

船は、東京の摩天楼の間の水路をぬうように大海へ進み、やがて緑多き島々に着きます。こ
の地には独自の風土があり、文化があり、日々の生活があります。壮大な自然の産物である、
美しいが時に火を吹く山があります。19 世紀中頃までは海そのものが他国との距離そのもので
あり、物も情報も海からやってくるものでした。しかし今、情報は世界中のどこからでも瞬時に、
交通インフラの整備は人や物を遠くから短時間で運ぶ時代となりました。急激な変化は、文化
の変容を迫るものでもあります。
私たちは、自分たちの位置を絶えず知る必要があります。そうすることで、今日的課題が明
確になります。島外からあるいは海外から訪れるアーチストは、この島をどのよう感じ、どの
ように表現するのでしょうか。地域から受ける印象だけでなく、アーチスト自身の課題や時代
性をどのように表現するのでしょうか。
島と大都会・東京の関係は、日本と世界との関係に似ています。島で思考し、島で作ることが、
日本を考えることに繋がればとても面白いことです。「島々を結ぶアート航路」とは、物理的な
航路をさすのではなく、文化の流れや意思の流れを共有することなのです。インターネット上
での情報交換が容易になった今こそ、島の地に立ち現地の魅力や想いをウェブの風に乗せ世界
に発信するのです。船乗りは、世界からの旅人であり島国の我々自身なのです。

【ロ ゴ】
世界と日本、本州と島、島と島、自然と人間、自然とアート、アートと文明、貴方と私、
対象と被対象を表現しています。
東京の島々を結ぶアート航路開発委員会は、現代美術を通じて東京の島々を世界に発信
していきます。
It represents the relationship between the world and Japan, Honshu (main land in Japan)
and an island, an island and an island, nature and a human being, nature and art, art
and civilization, you and me, an object and a cover object. Planning and Development
Committee for Contemporary Artways Linking Tokyo Islands introduces islands of Tokyo to
the world through contemporary art.

2020 年〜 2021 年にかけて実施された、本展覧会の評価はパンディミックの収束があった後、
何処かで顔を合わせて語り合うその時に、下されるのだろう。
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アートアイランズ TOKYO 10 年間の記録 2011 – 2020

編集後記

【主 催】 東京の島々を結ぶアート航路開発委員会

10 年間の記念すべきアートアイランズ展覧会は、当初の狙い通りは行かなかった。当然であ
る。他の国から作家が来ないこと、皆が集まることができないのである。
『さて、どうしようか？』
を模索し続けた一年となった。『まあ、今やれそうなことをやろう。』から始まった模索は今も
続いている。

【共 催】 アートアイランズ TOKYO 実行委員会
NPO 波浮の港を愛する会
【後 援】 大島町
新島村
東京都大島支庁
大島町教育委員会
新島村教育委員会
大島町商工会
新島村商工会
一般社団法人大島観光協会
新島観光協会
式根島観光協会
新島ガラス協会
七島信用組合
東京七島新聞社
波浮港婦人会
波浮小波会老人クラブ
伊豆大島漁業協同組合（波浮港） （公社）大島町シルバー人材センター
大島旅客自動車 ㈱

在日フランス大使館 / アンスティチュ・フランセ日本
チェコ共和国大使館
イタリア大使館
台北駐日経済文化代表処
アイスランド大使館
在日スイス大使館

【助 成】 芸術文化振興基金
公益財団法人アサヒグループ芸術文化財団
アーツカウンシル東京
公益財団法人朝日新聞文化財団
公益財団法人東京都島しょ振興公社
【スタッフ】
髙田 芳樹
梅田 久美
土屋 由貴
油井 瑞樹
戸野倉 あゆみ

尾形
武藤
柴辻
坂口
岡部

勝義
美子
健吾
啓子
安曇

本多 保志
菅沼 稔
小久保 正雄
松田 陽子

【メディア】
大島町広報誌
東京七島新聞
木村五郎農民美術館たより
美育文化（2011 年 11 月）
J-WAVE ジェイウエーブ
ソトコト（2013 年 7 月）
生活の友社（月刊アートコレクターズ
2015 年 9 月）
南海タイムズ
フリーペーパー１２class（2011 年 8 月）
東京観光財団
bitecho
㈱ ギャラリーステーション
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藤井 虎雄
鳴瀬 康次
関 直美
田中 宏美

いま、ワクチンが徐々に試され始めている。接種した人間は、スーパーマンになるわけでは
ない。『環境』の変わったその時の『今』にいるだけである。
いずれにせよ、模索はつづく。

東京都小笠原支庁

【大使館】駐日韓国大使館韓国文化院
ドイツ連邦共和国大使館
ニュージーランド大使館
在東京タイ王国大使館

どうやら、人間の感情とやらは、数世代遡ろうとあまり変わらないし、数世代後も変わらな
いのだろうと思った年でもあった。美術家は、一人で考えることも多いのでこの環境下でも作
品に関する部分でのダメージは少ないのだろうが、発表となると別である。

竪川
本多
高嶺
村上

可奈
真理子
春夫
曜

小林 ナオコ
菅原 史也
高草木 裕子
佐藤 淳
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