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DOMANI・明日2020  
傷ついた風景の向こうに 

“DOMANI: The Art of Tomorrow” Exhibition 2020 

展覧会趣旨 

文化庁は、将来の日本の芸術界を支える人材の育成のため、若手芸術家が海外の関係機関等で行う研修を支援する｢新

進芸術家海外研修制度（在研）｣（※1）を1967年度から実施しており、すでに半世紀を経過しました。美術分野では、

そうした研修の成果発表の機会として1998年から「DOMANI・明日展」を開始し、今年度で第22回目を迎えます。 

 

今回は、2020年の東京オリンピック・パラリンピック年の冒頭にあたり、国が展開する「日本博2020」（※2）のプ

ログラムに参画する特別版とします。「傷ついた風景の向こうに/ Landscapes in Our Age: Scarred and Reborn」

をテーマに、多世代から精選した、国際的に知名度の高い作家から新進作家まで11名によるグループ展としました。

2010年前後に海外研修を経験した作家を核としつつ、芸術選奨やメディア芸術祭など文化庁が関わる事業からも招き、

20世紀以降、日本が、世界が経験したなんらかの被災――地震や風水害といった天災や、戦争や環境問題のような人

為的災いにより生じた「傷痕」について、直後のジャーナリスティックな表象でなく、時間を経て生まれた表現が集

まります。作家それぞれの「傷ついた風景」をつなぐことを通じて見える、傷ついても生き残り、再生する風景――

「明日」を見据える企画です。会期中、各作家とゲストによるトーク・イベントを開催し、テーマを深めます。                               

※1 新進芸術家海外研修制度 

文化庁は、新進芸術家海外研修制度として美術、音楽、舞踊、演劇、映画、舞台美術等、メディア芸術の各分野における新進芸術家の海外の大学

や芸術団体、芸術家等への実践的な研修を行う機会を提供しています。 

研修期間は、1年、2年、3年、特別（80日間）、短期（20日～40日）及び高校生（350日）の6種類があり、平成29年度末までに約3,500名が参

加しました（昭和42年から平成13年度末までは「芸術家在外研修」事業として実施）。 

 〇文化庁HP「世界に羽ばたく新進芸術家等の人材育成」：http://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/shinshin/ 

出品作家・展示構成 
イベントのご紹介  

※2 日本博 

総合テーマ「日本人と自然」の下に、「美術・文化財」「舞台芸術」「メディア芸術」「生活文化・文芸・音楽」「食文化・自然」「デザイン・

ファッション」「共生社会・多文化共生」「被災地復興」などの各分野にわたり、縄文時代から現代まで続く「日本の美」を、2020年を中心と

しつつ、その前後の期間も含めて幅広く発信し、次世代に伝えることで更なる未来の創生を目指すプロジェクト。 

 〇日本博公式HP：https://www.ntj.jac.go.jp/nihonhaku/ 1 

Landscapes in Our Age: Scarred and Reborn 

日本博スペシャル展—文化庁新進芸術家海外研修制度の成果 

Contemporary Japanese Artists from the Overseas Study Program of the Agency for Cultural Affairs 

日高 理恵子《空との距離 XIII》2017 
麻紙、岩絵具 撮影：髙橋健治 

©Rieko Hidaka, Courtesy of Tomio Koyama Gallery 

会期：2020年1月11日（土）～ 2月16日（日） 

会場：国立新美術館 企画展示室2E 

※1 月11日（土）は入場無料 
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展示構成 ※文化庁事業との関わりを太字で記載しています。 

プロローグ――身体と風景 

石内 都 

米田 知子 

ISHIUCHI  
Miyako 

1947年生・写真 

2 

1965年生・写真 

YONEDA 
Tomoko 

石内 都《Scars#26 illness 1961》1999 
ゼラチンシルバープリント 東京国立近代美術館蔵 
🄫Ishiuchi Miyako 

米田 知子《道ーサイパン島在留邦人玉砕があった崖に続く道》 
2003  発色現像方式印画 
🄫Tomoko YONEDA, Courtesy of  ShugoArts  

1970年代半ばより、「時の器」としての風景や身体を
撮影してきました。2005年にヴェネツィア ・ビエン
ナーレの日本館で個展、2007年以降、広島平和記念資
料館にて遺品の撮影を続けています。1979年木村伊兵
衛写真賞、2013年紫綬褒章、2014年ハッセルブラッ
ド国際写真賞。 
 
おもな近年の展覧会に、個展「Ishiuchi Miyako-
Postwar Shadows」（The J. Paul Getty Museum/
ロサンゼルス/2015）、個展「肌理と写真」（横浜美
術館/2017）、個展「布の来歴」（奈良市写真美術館
/2019）、個展「都とちひろーふたりの女の物語」
（ちひろ美術館・東京/2019）。 

本展は、その着想のきっかけとなった、石内都の「傷跡」のシリーズで始まります。まるで風景に見える写真は、人の皮膚を
接写したもの。からだがかかえる傷跡は当人が生き残った、再生の証であり、消えることのない記憶の塊でもあります。一方、
米田知子の精緻な風景写真は、彼女がリサーチし、現地を訪れ、撮影を重ねた、20世紀の歴史を刻印した場所の、時を経た
姿です。 

1990年代からロンドンをベースに活動。記憶と歴史を
テーマに、入念なリサーチに基づく写真作品の制作を
続け、近年は日本やアジアの近代に目をむけた作品も
継続しています。2013年に東京都写真美術館ほかで開
催した個展により、2014年芸術選奨文部科学大臣新人
賞を受賞しました。 
 
おもな近年の展覧会に、「上海ビエンナーレ」（上海
当代芸術博物館/中国/2018）、個展「アルベール・カ
ミュとの対話」（パリ日本文化会館/パリ/2018）、
「カタストロフと美術のちから」（森美術館/東京
/2018）、「TOP コレクション イメージを読む『写
真の時間』」（東京都写真美術館/2019）。 

藤岡 亜弥 

1. 傷ついた風景――75年目を迎える広島と長崎 

FUJIOKA 
Aya  

1972年生・写真 
海外研修〔2007年・アメリカ（ニューヨーク）〕 

藤岡 亜弥《川はゆく》2017 
発色現像方式印画 🄫Aya Fujioka 

広島と長崎は並べて語られがちな二都市ですが、かなり対照的な地形と歴史的背景を持っています。「原爆ドーム」を目印に
数々の写真家が名作を残した広島の爆心地まわりを、「川」からとらえた藤岡亜弥による写真を通り抜けると、森淳一による、
故郷・長崎の歴史の影に光を当て、作家自身の過去をさかのぼった《山影》や、カトリックの図像を受け継ぐ陶作品らが出迎
えます。 

生活する土地に、歴史と今、社会と個人との関わりを 
見出し、日常を鮮やかに汲み取った写真作品を制作し
ています。2007年から2012年までニューヨーク在住
ののち、故郷・広島に戻って取り組んだ、写真集『川
はゆく』(2017)で2018年木村伊兵衛写真賞、林忠彦
賞を受賞しました。 
 
おもな近年の展覧会に、個展「アヤ子、形而上学的研
究」（ガーディアン・ガーデン/東京/2017）、「光－
身近に潜む科学とアート－」（東広島市立美術館
/2017）、個展「川はゆく」「アヤ子江古田気分」
(BLOOM GALLERY/大阪/2018）、「Time Of The 
Times」 (アイデムフォトギャラリーシリウス/東京
/2019）。 
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森 淳一 

2.「庭」という風景――作家の死を超えて 

若林 奮 

3 

MORI 
Junichi 

WAKABAYASHI 
Isamu 

1965年生・彫刻 
海外研修〔2016年・イタリア（ミラノ）〕 

1936-2003年・彫刻 
海外研修〔1973年・フランス（パリ）ほか〕 

森 淳一《山影》（部分）2018  
黒大理石 撮影：宮島径 
🄫MORI Junichi, Courtesy of Mizuma Art Gallery 

若林 奮《緑の森の一角獣座 模型》1996-97 
鉄、銅、木（檜）、インク、グアッシュ 
神奈川県立近代美術館寄託 photo by ©Tadasu Yamamoto 

3. 風景に生きる小さきもの 

栗林 慧 
KURIBAYASHI 
Satoshi 

1939年生・写真 

栗林 隆 1968年生・現代美術 
海外研修〔2014年・インドネシア（ジャカルタ）〕 KURIBAYASHI 

Takashi 

栗林 慧《カマキリ》2005 発色現像方式印画 
※参考図版 

絵画からスタートし、大学時代に彫刻を専攻。その素材
は石、木、さらには陶へと広がり、しばしばそれらは同
じ空間に展示されます。ポップに思える図像もあります
が、いずれも美術の歴史への深い造詣を踏まえたもので
す。 
 
おもな近年の展覧会に、「LOVE展:アートにみる愛のか
たち」（森美術館/東京/2013）、「MOTコレクション 
戦後美術クローズアップ」（東京都現代美術館/2015）、
個展「山影」（ミヅマアートギャラリー/東京/2018）、 
「コレクション特集展示 ジャコメッティとⅡ」（国立
国際美術館/大阪/2019）。 

彫刻家としての後半生で、若林奮はいくつかの「庭」に関わりました。今回は、90年代後半、東京・多摩の「森のはずれ」
で取り組み、最終的にはごみ処分場建設のため土地ごと強制収容され、失われた「緑の森の一角獣座」（詩人・吉増剛造に
よる命名）にまつわる展示をします。若林のこの作品は「今後も常に変貌する現在として継続する」との言葉通り、いまな
お、新鮮に見る者のこころを揺さぶります。 

鉄をはじめ、銅や鉛、木、石膏、硫黄などの様々な素
材によって、人間と自然との関係を追及し続けた戦後
日本を代表する彫刻家です。独自の思索による詩的な
作品群は見るものに静謐な実在感と対話を呼び起こし
ます。2003年芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。 
 
おもな近年の展覧会に、個展「若林奮 飛葉と振動」
（名古屋市美術館/神奈川県立近代美術館 葉山/2015ほ
か）、「DOMANI・明日展 PLUS×日比谷図書文化館 
Artists meet Books 本という樹、図書館という森」
（千代田区立日比谷図書文化館/東京/2017）。 

世界的な昆虫写真家として知られる栗林慧と、現代美術作家である栗林隆との珍しいコラボレーション作品です。息子であ
る栗林隆が写真家栗林慧の作品をプロデュースします。 

昆虫を中心とした生態写真の撮影を精力的に行っていま
す。独自の工夫による撮影機材――5万分の1秒の高速
ストロボ、超被写界深度接写カメラなどを開発し、アリ
等の小型昆虫の接写技術を確立しました。2006年レ
ナート・ニルソン賞(スウェーデン) 、2008年紫綬褒章。 
 
おもな近年の展覧会に、「栗林慧×西島治樹『め・目・
メ』展」（ミュゼふくおかカメラ館/富山/2016）、個
展「昆虫」（アイデムフォトギャラリーシリウス/東京
/2019）。 
 

「境界」をテーマに、様々なメディアによって実際の空間や概念の反転を試みる大掛かりなインスタ
レーション作品を制作しています。1992年から2004年までドイツ在住、現在はインドネシアのジョグ
ジャカルタを拠点に活動中。 
 
おもな近年の展覧会に、「18th DOMANI・明日展」（国立新美術館/東京/2016）、「DOMANI・明
日展 PLUS DRAWING LESSONS in 3331」（アーツ千代田 3331/東京/2016）、「Enfance / こど
も時代展」（パレ・ド・トーキョー/パリ/2018）、個展「栗林隆：出部屋」（アートフロントギャラ
リー/東京/2019）、「瀬戸内国際芸術祭2019」（伊吹島/香川/2019）。 
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4. 傷ついた風景をまなざす、傷ついた身体 

佐藤 雅晴 

5. 自然の摂理、時間の蓄積 

日高 理恵子 

4 

日高 理恵子《空との距離 XIII》2017 
麻紙、岩絵具 撮影：髙橋健治  
©Rieko Hidaka, Courtesy of Tomio Koyama Gallery 

SATO 
Masaharu 

HIDAKA 
Rieko 

1973-2019年・現代美術 

1958年生・絵画 
海外研修〔1995年・ドイツ（ミュンスター、ケルン）〕 

佐藤 雅晴《福島尾行》2018 
シングルチャンネルビデオ、ループ 11分 
🄫Courtesy of Estate of Masaharu Sato and KEN NAKAHASHI 

2019年3月9日に永眠した佐藤雅晴の遺作となった《福島尾行》は、震災後の福島の風景と病に侵されていく自らの身体を重
ね合わせて制作したもので、未完となります。本展では同作と、その20年前、渡独直後に手掛けたはじめてのアニメーショ
ン作品《I touch Dream #1》を組み合わせます。 

東京藝術大学で絵画を専攻したあと、2000年に渡独
（2010年帰国）します。日常風景をビデオカメラで撮
影後パソコン上でトレースし、ロトスコープ技法でア
ニメーション化した映像作品《東京尾行》《Calling》
を制作、現実と非現実が交錯した独自の世界観が高く
評価され、2011年メディア芸術祭アート部門審査委員
会推薦作品に選出されました。 
 
おもな近年の展覧会に、個展「ハラドキュメンツ10 佐
藤雅晴―東京尾行」（原美術館/東京/2016）、「六本
木クロッシング2019展：つないでみる」（森美術館/
東京/2019）、「Artists Contemporary TOKAS 
Vol.1 “霞はじめてたなびく”」（トーキョーアーツアン
ドスペース本郷/東京/2019）。 

ここでは、樹木、自然が本来持つ、毎年生じる摂理――芽吹き、葉が育ち、落葉する――に向きあった作品を選んでいます。
日高理恵子は、1983年の初期作から最新作までを組み合わせ、樹木自体の成長、老化をも示唆します。宮永愛子が東日本大
震災をはさんで営々と制作した、膨大な数の金木犀の葉の葉肉を取り、脱色し、つなげた《景色のはじまり》を、この美術
館の天井高豊かな空間にあわせてあらたに構成します。 

活動初期から一貫して「樹」をモチーフに描き、樹と枝
のあいだに広がる空との「距離」の関係性を提示してい
ます。岩絵具を何層にも重ねて麻紙に定着させることで、
豊穣な色彩を内包するモノクロームの画面を追及し続け
ています。 
 
おもな近年の展覧会に、「DOMANI・明日展 PLUS 
DRAWING LESSONS in 3331」（アーツ千代田3331/
東京/2016）、個展「空と樹と」（ヴァンジ彫刻庭園美
術館/静岡/2017）、「コレクション3：見えないものの
イメージ」（国立国際美術館/大阪/2018）、「みつめ
る－見ることの不思議と向き合う作家たち－」（群馬県
立館林美術館/2019）。   
  

宮永 愛子 

宮永 愛子《景色のはじまり》（部分）2011~  
金木犀の剪定葉６万枚、ミクストメディア  
高橋コレクション蔵 撮影：豊永政史 
🄫MIYANAGA Aiko, Courtesy of  Mizuma Art Gallery 

MIYANAGA 
Aiko 

1974年生・現代美術 
海外研修〔2007年・イギリス（エジンバラ）〕 

常温で昇華するナフタリンで日用品をかたどったオブ
ジェや、塩を使ったインスタレーションなど「変わりな
がらも存在し続ける世界」を視覚化する作品で、独創性
高い世界を創り出しています。 
 
おもな近年の展覧会に、個展「宮永愛子：なかそら―空
中空―」（国立国際美術館/大阪/2012)、「DOMANI・
明日展 PLUS×日比谷図書文化館 Artists meet Books 
本という樹、図書館という森」（千代田区立日比谷図書
文化館/東京/2017）、個展「宮永愛子：漕法」（高松
市美術館/香川/2019)、 「瀬戸内国際芸術祭2019」
（女木島/香川/2019）。 
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エピローグ――再生に向かう風景 

畠山 直哉 1958年生・写真 

HATAKEYAMA  
Naoya 

畠山 直哉《2019年8月1日 宮城県仙台市》2019 
発色現像方式印画 
🄫Naoya Hatakeyama, Courtesy of Taka Ishii Gallery 

本展の最後は、作家自身の「再生」に出会う場としました。「3.11」により実家や家族を失った畠山直哉は、以後、郷里・
陸前高田に引き寄せられるように、報道的、もしくは個人史に寄った写真を撮っているようにも思われてきました。2015年
のメキシコ滞在を経て、あらためて自らの制作スタイルに立ち戻り、津波の刻印が残る風景を造形的にとらえた新シリーズを、
はじめてまとめて発表します。 

1990年代半ばより「都市と自然」をテーマに、石灰工
場や鉱山での発破、渋谷の地下水路など、都市の問題を
多角的にとらえた写真群で国際的に評価されました。
1997年木村伊兵衛写真賞、2012年芸術選奨文部科学大
臣賞、2015年紫綬褒章。2015年秋から半年弱、文化庁
の文化交流使として、同じく大規模な震災経験を持つメ
キシコ等に滞在し、講演や撮影の機会を持ちました。 
 
おもな近年の展覧会に、個展「まっぷたつの風景」（せ
んだいメディアテーク/2016）、「ヨコハマトリエン
ナーレ2017」（横浜美術館/2017）、個展「Naoya 
Hatakeyama: Excavating the Future City」（ミネア
ポリス美術館/USA/2018）、「カタストロフと美術の
ちから展」（森美術館/東京/2018）。 

イベント 

会場：企画展示室2E内イベントスペース 

■アーティストトーク 
2020年 
1月12日 14:00~15:30 「からだと風景の傷をめぐって」石内都 × 千早茜（小説家） 
 16:00~17:30 「ふたりの栗林」栗林慧 × 栗林隆  
  
1月13日 14:00~15:30 「音の空間から、絵の空間から」日高理恵子 × 細川俊夫（作曲家） 
 
1月18日 14:00~15:30 「歴史の痕跡をめぐって」米田知子 × 藤村里美（東京都写真美術館学芸員）〔予定〕 
 16:00~17:30 「佐藤雅晴尾行」青山悟（アーティスト）×鬼頭早季子（トーキョーアーツアンドスペース学芸員） 
 
1月19日 14:00~15:30 「広島と写真をめぐって」藤岡亜弥 × 加治屋健司 (美術史家、東京大学大学院准教授) 
 16:00~17:30 「長崎と彫刻をめぐって」森淳一 × 小田原のどか（彫刻家、彫刻研究） 
 
1月25日 14:00~15:30 「彫刻と風景」淀井彩子（画家、若林奮夫人）× 神山亮子（府中市美術館学芸員） 
 
2月  9日 16:00~17:30 「かわる景色」宮永愛子 × 港千尋（写真家、著述家、多摩美術大学教授） 
 

 

■テーマ対談 
2月  1日 14:00~15:30 「傷ついた風景の向こうに：藤田嗣治の戦争画と丸木位里・丸木俊《原爆の図》から現在を考える」 
        岡村幸宣（原爆の図丸木美術館学芸員）×林洋子（本展企画者） 

 
■ダンスパフォーマンス 
2月  8日 17:00~18:00 「猿とモルターレ」より抜粋 
              傷ついた場所、身体、風景に思いを馳せながら、2名のダンサーと1名のミュージシャン 
              によるダンスパフォーマンス。 
               ダンス：砂連尾理（振付家、ダンサー、海外研修・2008年ベルリン） 
                   垣尾優（振付家、ダンサー） 
               音 楽：西川文章 （音楽家、サウンドエンジニア） 

 

■文化庁新進芸術家海外研修（短期）報告会 
1月25日 16:00~17:30 「40日間研修の魅力と可能性」 
              笹川治子（美術家、海外研修・2019年ドイツ） 
              見増勇介（デザイナー、海外研修・2019年アムステルダム） 

（日） 

（月・祝） 

（土） 

（日） 

（土） 

（土） 

（土） 

※ イベントの参加方法については、展覧会HPをご覧ください。 
※ 都合により、日程や登壇者が変更・追加となる可能性があります。随時、展覧会HPでお知らせいたしますのでご確認ください。 
※ トーク中の写真・動画の撮影、録音はご遠慮ください。 

（土） 
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展覧会概要 

会期：  2020年1月11日（土）～ 2月16日（日）32日間開催 

休館日：  毎週火曜日（2月11日（火・祝）は開館、12日（水）は休館） 

開館時間：  午前10時～午後6時、毎週金・土曜日は午後8時まで 

 ※入場は閉館の30分前まで 

会場：  国立新美術館 企画展示室2E 

主催：  文化庁、国立新美術館 

協力： 日本航空、アワガミファクトリー、㈱カラーサイエンスラボ、㈱トップアート鎌倉、 

 タカ・イシイギャラリー、ミヅマアートギャラリー  

キュレイター： 林 洋子（文化庁芸術文化調査官） 

制作：  アート・ベンチャー・オフィス ショウ 

観覧料(税込)： 一般 1,000円（800円）、大学生 500円（300円） 

 ※（ ）内は前売および20名以上の 団体料金（団体券は国立新美術館でのみ販売） 

 ※高校生、18歳未満の方（学生証または年齢のわかるものが必要）は入場無料 

 ※障害者手帳をご持参の方（付添の方1名含む）は入場無料 

 ※前売券は、展覧会ホームページ、ローソンチケット（Ｌコード：32559）、イープラスで 

         お求めください。（2019年12月1日（日）から2020年1月10日（金）までの販売。 

         以降は当日券のみの取扱い。手数料がかかる場合があります。） 

 ※国立新美術館で同時開催中の展覧会および公募展のチケット、またはサントリー美術館、 

         森美術館（あとろ割対象）で開催中の展覧会チケット（半券可）を提示された方は団体 

         料金でご覧いただけます。 

 

 

●展覧会ホームページ：https://domani-ten.com  

●国立新美術館ホームページ：https://www.nact.jp 

●お問い合わせ：03-5777-8600（ハローダイヤル） 

●Twitter：@DOMANI_ten  

●facebook : https://www.facebook.com/domaniten/ 

●Instagram：@domaniasuten 

国立新美術館 

〒106-8558 東京都港区六本木7-22-2 

《アクセス》 
東京メトロ千代田線 乃木坂駅 青山霊園方面改札6出口（美術館直結） 

 東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線 六本木駅7出口から徒歩約4分 

 ＊美術館に駐車場はございません 

掲載についての 

お問合せ 

「DOMANI・明日展」広報事務局（アート・ベンチャー・オフィス ショウ内）担当 市川・福間 

    〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-18-8-301 

     TEL：03-3485-7866 FAX：03-3485-7851 e-mail：avo-shou.pr@ktd.biglobe.ne.jp 

文化庁委託事業「令和元年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」 
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初日の1月11日（土） 

入場無料 

DOMANI・明日展 ニューイヤー企画 



DOMANI・明日展2020 傷ついた風景の向こうに 
広報用作品画像データ貸出依頼書 

掲載についての注意事項と広報用作品画像データ申込書 

ＦＡＸ：０３-３４８５-７８５１ e-mail：avo-shou.pr@ktd.biglobe.ne.jp 
以下の内容をお読みいただき、必要事項をご記入のうえお送りください。 

１．作品画像データのご提供 
本展覧会を貴社媒体にて紹介いただける場合に限り、プレスリリースに掲載の10作品の画像データを貸出しいたします。 
ご希望の番号に○をつけてお申し込みください。 
 
２．掲載についての注意事項 
○必ず作家名、作品名、制作年、その他記載必要事項を表記してください。 
○作品は必ず全図で使用してください。改変、部分使用、文字のせなどはできません。 
○確認のため、必ずゲラの段階で広報事務局に原稿をFAXかメールにてご送付願います。 
   作品使用は、本展覧会の紹介用のみとさせていただきます。*展覧会終了後の使用は出来ませんのでご了承ください。 
○ご掲載いただいた場合、掲載紙/誌を1部、広報事務局にご送付くださいますようお願い申し上げます。 
  *尚、掲載ページをpdfファイルにてお送りいただいても構いません。（その際は広報事務局までご一報ください） 
 
３．読者・視聴者へのお問い合わせ先の掲載 
 TEL：03-5777-8600 （ハローダイヤル）  展覧会ホームページ：https://domani-ten.com/ 

お申込みフォーム 

貴媒体名   

貴社名／部署   

ご担当者名   e-mail： 

ご住所 〒 

ご連絡先 TEL：              FAX： 

掲載予定号／放送予定日   掲載号発売日      月   日 

画像データの必要期限 月   日まで 

No. 作家名≪作品名≫制作年、記載必要事項 

1 石内 都《Scars#26 illness 1961》1999 東京国立近代美術館蔵 🄫Ishiuchi Miyako 

2 米田 知子《道―サイパン島在留邦人玉砕があった崖に続く道》2003  🄫Tomoko YONEDA, Courtesy of  ShugoArts  

3 藤岡 亜弥《川はゆく》2017  🄫Aya Fujioka 

4 森 淳一《山影》（部分）2018 撮影：宮島径 🄫MORI Junichi, Courtesy of Mizuma Art Gallery 

5 若林 奮《緑の森の一角獣座  模型》1996-97 神奈川県立近代美術館寄託 photo by ©Tadasu Yamamoto 

6 栗林 慧《カマキリ》2005 ※参考図版 

7 佐藤 雅晴《福島尾行》2018 🄫Courtesy of Estate of Masaharu Sato and KEN NAKAHASHI 

8 日高 理恵子《空との距離 XIII》2017 撮影：髙橋健治  ©Rieko Hidaka, Courtesy of Tomio Koyama Gallery 

9 
宮永 愛子《景色のはじまり》（部分）2011～ 高橋コレクション蔵 撮影：豊永政史 
🄫MIYANAGA Aiko, Courtesy of  Mizuma Art Gallery 

10 畠山 直哉《2019年8月1日 宮城県仙台市》2019 🄫Naoya Hatakeyama, Courtesy of Taka Ishii Gallery 

■希望の作品No.に○をつけて下さい。 

《広報の問い合わせ先》「DOMANI・明日展」広報事務局（アート・ベンチャー・オフィス ショウ内） 
〒151-0063 渋谷区富ヶ谷1-18-8-301 TEL 03-3485-7866 FAX 03-3485-7851 e-mail:avo-shou.pr@ktd.biglobe.ne.jp 


