
DOMANI・明日2021-22
文化庁新進芸術家海外研修制度の作家たち

“DOMANI: The Art of Tomorrow” Exhibition 2021-22
Contemporary Japanese Artists from the Overseas Study Program of the Agency for Cultural Affairs
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今回のDOMANI・明日展は、全国5会場で開催 ※国立新美術館での開催はございません

全5会場の出品作家が決定しました。

※各会場の日程・内容は、コロナ禍の状況にもよって変更になる可能性が

ございます。最新情報は本展ウエブサイトにてお知らせします。
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文化庁は、将来に日本の芸術界を支える人材育成のため、若手芸術家等が海外の関係機関等で行う研究を支援する

「新進芸術家海外研修制度（在研）」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」を開始しました。第1回から第10回までは安田

火災東郷青児美術館（東京、2002年に損保ジャパン東郷青児美術館、2021年にSOMPO美術館に改称）で、第

11回から23回までは国立新美術館（東京）で年に一度のアニュアル展として催し、途中からは「DOMANI・明日展

plus」などで地方会場やオンラインでの開催も加わり、次第に活動の幅を広めてまいりました。

一方で、新型コロナ禍の拡大と長期化は在研制度とDOMANI展にも様々な影響をもたらし、第24回目を迎える今年

度のDOMANI展は、例年の国立新美術館における大規模展開催がかなわない状態となりました。そこで今回は、従来か

ら実現の機会を探ってきた地域展開に挑みます。これまで「在研生」の出身地、在住地、活動地などでゆかりのある地域や

美術館に声がけし、５つの「場所」から賛同をいただきました。それぞれ芸術系大学や現代美術を志向する美術館などがあ

り、本制度やDOMANI展と親和性があります。企画自体はそれぞれの館等に委ねつつ、2000年前後から近年までの在

研生を組み合わせた、新鮮な企画――展覧会やワークショップになっています。

このうち「DOMANI plus」は従来の「DOMANI・明日展 plus」シリーズを踏襲した中・小規模の企画展、「and

DOMANI」は各開催施設の自主企画に連動する特別プログラムです。本開催がそれぞれの地で在研制度とその経験者の

表現にふれていただく機会になり、未来の「在研生」との出会いの機会になることを願っています。

なお、年度末に5会場分の成果をとりまとめたカタログを刊行予定です。さらに、この機にかねてからの課題であった、アーカ

イブ作業も進めます。すでに展覧会ウェブサイトで過去展の会場写真等をアップしてまいりましたが、この機に第1回展から

23回展の記録集を刊行します。

コロナ禍の先行きが不分明ななか、イレギュラーな一年を過ごす「DOMANI・明日展」となりますが、展示と出版をあわせ

た積極的な活動にご期待ください。

参考：文化庁新進芸術家海外研修制度 https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/shinshin/kenshu/
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全体監修 林洋子（文化庁 芸術文化調査官）

第24回「DOMANI・明日展」開催に向けて̶地域展開への挑戦
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「and DOMANI」は、この度スタートする新しい枠組。
各文化施設の企画にDOMANI展がコラボレーションしていきます。
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●蓮沼昌宏ワークショップ「つくろう！クルクルアニメーション」 and DOMANI @水戸

会 期：ワークショップ 2021年10月、12月(予定)

上映会 2022年1月

会 場：水戸市内および近郊の小中学校

水戸芸術館

主 催：文化庁、公益財団法人水戸市芸術振興財団

水戸芸術館HP：https://www.arttowermito.or.jp/

19世紀後半に考案されたキノーラというフリップ・ブックの原理で絵が動く装置を用いてアニメーションを

制作する蓮沼昌宏を講師に招き、アニメーションの原理について学び、体験するワークショップを行い

ます。制作と展覧会の鑑賞を通じてアニメーションの構造を理解するとともに、参加者自らがその方法

で描いた絵がアニメーションとして動きだすまでの過程を体験します。完成した作品は、水戸芸術館で

の上映会にて発表する予定です。

蓮沼 昌宏 HASUNUMA Masahiro

現代美術、2016年度(1年研修) ドイツ/フランクフルト

1981年、東京都生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科博士後

期課程芸術学専攻修了。現在、長野県を拠点に活動。

絵画、キノーラ（映画以前の動画技法）の手法を用いて制作。テー

マに「新しい昔話」「鳩とのフィールドワーク」などがある。記録写真家とし

て川俣正、PortB などのプロジェクト型作品を撮影している。

〈DOMANI・明日展参加歴〉

「21st DOMANI・明日展」国立新美術館, 東京(2019)、

「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)。

主な近年の展覧会に、「奥能登国際芸術祭2020＋」石川(2021)、

個展「特別的にできない、ファンタジー」神戸アートビレッジセンター

(2021)、個展「物語の、準備に、備える」富山県美術館(2020)、

「瀬戸内国際芸術祭」香川、岡山(2016)、「大地の芸術祭越後妻

有アートトリエンナーレ」新潟(2015)など。

website → https://www.hasunuma-masahiro.com/

（「佐藤雅晴 尾行―存在の不在／不在の存在」展関連プログラム）

水戸芸術館外観
撮影：田澤 純 写真提供：水戸芸術館

参考作品：《豊島》 2018年 撮影：椎木静寧

※各作家の情報として、表現領域、文化庁新進芸術家海外研修歴等を記載しています。
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● 「CONNECT⇄ 」 and DOMANI ＠京都 「宮永愛子 銀杏をめぐるロンド」（仮称）

会 期：2021年11月30日(火)～12月19日(日) 月曜日休館(12月6日、13日)

開館時間：平日 9時半～19時、土日祝 9時半～17時(予定)

会 場：京都府立図書館 https://www.library.pref.kyoto.jp/

主 催：文化庁、京都府立図書館

協 力：ミヅマアートギャラリー

入場無料

京都府立図書館は1909年に現在の京都・岡崎公園の地に、建築家・武田五一の

設計により建った、日本でももっとも長い歴史を持つパブリック・ライブラリーのひとつです

(2001年にリニューアル)。創設時から同館にある、陶芸家・初代宮永東山《公孫樹

文花瓶》(1908)を起点に、そのひ孫にあたる宮永愛子が、「図書館」という文化資源

を意識した、新作・近作を交えたインスタレーションを館内外で展開します。館内で同

時開催の「おどろきの『群書類従』！」展とも連携します。

宮永 愛子 MIYANAGA Aiko
現代美術、2007年度(1年研修) イギリス/エジンバラ

1974年、京都府生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科先端芸

術表現専攻修士課程修了。現在、京都府を拠点に活動。

日用品をナフタリンでかたどったオブジェや、塩、陶器の貫入音や葉脈を

使ったインスタレーションなど、気配の痕跡を用いて時間を視覚化し、

「変わりながらも存在し続ける世界」を表現する。

〈DOMANI・明日展参加歴〉

「DOMANI・明日展2020」国立新美術館, 東京(2020)、

「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)、「DOMANI・明日展 PLUS×京都芸術センター ワーム

ホール・トラベルーゆらぐ時空の旅ー」京都芸術センター(2016)。

主な近年の展覧会に、 「コレクションとの対話：6つの部屋」京都市京

セラ美術館(2021) 「北アルプス国際芸術祭2020-2021」長野

(2021)、「東京ビエンナーレ2020/2021」湯島聖堂, 東京(2021)、

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)、個展「宮永愛子：なかそら

―空中空―」国立国際美術館, 大阪(2012)など。

主な受賞歴に、第70回芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞

(2020)など。

（文化庁「障害者等による文化芸術活動推進事業」関連プログラム ）

京都府立図書館外観

参考作品：《ひかりのことづけ》2021年
「東京ビエンナーレ2020/2021」での展示風景

湯島聖堂 前庭、東京、2021年
撮影：木奥恵三

©️MIYANAGA Aiko, Courtesy of Mizuma Art Gallery
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● 「どこかで?ゲンビ」 and DOMANI ＠広島 「村上友重＋黒田大スケ」

会 期：2022年1月上旬～2月中旬(調整中)

会 場：広島市内(調整中)

主 催：広島市現代美術館、文化庁

広島市現代美術館HP：https://www.hiroshima-moca.jp/

広島市現代美術館が休館中に展開するプロジェクト「どこかで？ゲンビ」の一環として、写真と彫刻というジャンルの異なる２作家による、広

島市内を中心としたリサーチや人々との交流を通した制作を紹介します。幅広い写真技術を活用する村上友重は、レクチャーやワークショッ

プ、参加者との協働を交えた「広島の光の採集」とも言うべき活動を構想し、野外彫刻に関する映像作品を近年手がける黒田大スケは、

広島の平和記念公園周辺などに設置される彫刻を題材とした作品に取り組みます。

村上 友重 MURAKAMI Tomoe 

写真、2018年度(1年研修) オランダ/アムステルダム

1980年、千葉県生まれ。早稲田大学第一文学部総合人文学科文

芸専修卒業。東京藝術大学での勤務を経て、ノーザンブリア大学(イギ

リス)に在学。現在、広島県を拠点に活動。

季節や時間帯によって移ろう光、温度や湿度で変わる空気など、見て

いるはずなのに見えない、不確かなものを風景のなかで捉え、写真作

品として発表。近年は特に光への関心を深め、観察や分析といった行

為も含めた作品の制作を試みる。

「DOMANI・明日展」初参加

主な近年の展覧会に、「絵画のなかの風景」なかた美術館, 広島

(2020)、「VOCA展」上野の森美術館, 東京(2016)、「《写真》見

えるもの 見えないもの #2」東京藝術大学陳列館, 東京(2015)、

「CONTEMPLATION : Emerging Female Photographers 

from Japan」Texas Woman’s University Gallery, テキサス、

アメリカ(2013)など。

主な受賞歴に、「Foam Talent」オランダ（2012）など。

website → http://www.tomoemurakami.com/

(広島市現代美術館 館外展開プロジェクト「どこかで?ゲンビ」関連プログラム)

参考作品：
《Treatise on Light_NL7265》
2019年(撮影)
©️Tomoe Murakami

黒田 大スケ KURODA Daisuke

彫刻、2018年度(1年研修) アメリカ/フォートワース

1982年、京都府生まれ。広島市立大学大学院博士後期課程修了。

彫刻家、橋本平八の研究で博士号取得。作品制作の他に展覧会の

企画運営もてがける。アーティスト・コレクティブ「チームやめよう」主宰。

現在、関西を拠点に活動。

彫刻に関するリサーチを基に、近代以降の彫刻家やその制作行為をモ

チーフとしたパフォーマンス的要素の強い映像を制作、シリーズとして展

開している。

「DOMANI・明日展」初参加

主な近年の展覧会に、「対馬アートファンタジア2020-21」対馬市, 長

崎(2021)、個展「祝祭の気配」トーキョーアーツアンドスペースレジデン

シー, 東京(2021)、「未然のライシテ、どげざの目線」京都芸術セン

ター(2021)、個展「不在の彫刻史２」3331 Arts Chiyoda, 東京

(2019)、「瀬戸内国際芸術祭2016」小豆島旧三都小学校, 香川

(2016)など。

参考作品：《三つのカゲ、彼の罪》 2021年
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「DOMANI plus」は、2015年以降、地方会場やオンライン等で展開してきた、
中・小規模ながら、テーマ性のある企画展です。

会 期：2022年2月19日(土)~3月13日(日) 火曜日休館(2月22日、3月1日、8日)

開館時間：10時~17時

会 場：旧観慶丸商店（宮城県石巻市）https://kankeimaru.jp/

主 催：文化庁

入場無料

大震災から10年という年月が世界的なパンデミックという新たな災厄の中で経過し、誰し

もが一度ならず願った好転の機会はいまだ霧の中。震災復興の過程で、ならされてゆく東

北の姿に、近代社会がいかに人々の精神を抑圧してきたかを見たアーティストの志賀理江

子は、「復興」の意味を再考することをうながします。それに応答する形で、メキシコ・オアハ

カのアートシーンをリサーチしてきたキュレーターの清水チナツが、志賀とともに立ち止まって

思考を巡らせるための場を旧観慶丸商店(1930年創建、石巻市有形文化財)にひらき

ます。また、会期中に振付家の磯島未来によるワークショップもおこないます。

● DOMANI plus @石巻 「つまずきの庭」

志賀 理江子 SHIGA Lieko
現代美術、2007年度(1年研修) イギリス/ロンドン

清水 チナツ SHIMIZU Chinatsu
アートマネージメント、2019年度(1年研修) メキシコ/オアハカ

1980年、愛知県生まれ。ロンドン芸術大学チェルシー・カレッジ・オブ・

アート・アンド・デザイン卒業。現在、宮城県を拠点に活動。

2008年に宮城県に移り住んで以来、写真というメディアとは何かを追求

し、人間社会と自然の関わり、死の想像力から生を思考すること、何代

にも溯る記憶などを題材に制作を続ける。

「DOMANI・明日展」初参加

主な近年の展覧会に、「Reborn-Art Festival 2021-22」石巻, 宮

城(2021)、個展「ヒューマン・スプリング」東京都写真美術館(2019)、

個展「ブラインドデート」丸亀市猪熊弦一郎現代美術館, 香川、

(2017)、個展「カナリア」Foam写真美術館, アムステルダム, オランダ

(2013)、個展「螺旋海岸」せんだいメディアテーク, 宮城(2012）など。

主な受賞歴に、Tokyo Contemporary Art Award(2021-2023)、

第35回東川賞国内作家賞, 北海道(2019)など。

1983年、福岡県生まれ。2011~18年までせんだいメディアテークの学芸員として勤務後、2019年に、志賀理江子、長崎由幹、佐藤貴宏、菊池

聡太朗とともにPUMPQUAKESを設立。インディペンデント・キュレーター。現在、宮城県を拠点に活動。

主な企画展に、「畠山直哉 まっぷたつの風景」せんだいメディアテーク, 宮城(2016)。『あいたくて ききたくて 旅にでる』（小野和子 著、

PUMPQUAKES、2019）を企画・編集し、同作が第7回 鉄犬ヘテロトピア文学賞、第10回 梅棹忠夫 山と探検文学賞受賞。

磯島 未来 ISOJIMA Miki
ダンス、2008年度(2年研修) ドイツ/ベルリン

1983年、青森県生まれ。日本女子体育大学・舞踊学専攻卒業。振付家。現在、岩手県を拠点に活動。

ベルリンから帰国後、自身が構成・演出を担うグループ「未来.Co」を立ち上げ、作品上演を国内で重ねる他、音楽家とのセッションや、各地でワーク

ショップのファシリテートを務める。2017年から岩手県大船渡市に移住、郷土芸能「浦浜念仏剣舞」「金津流浦浜獅子躍」の踊り手も担う。

旧観慶丸商店外観
©️旧観慶丸商店

《Remember me》2019年
©️Lieko Shiga
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● DOMANI plus @愛知

会期・会場：2022年1月18日(火)～1月23日(日)

愛知芸術文化センター https://www.aac.pref.aichi.jp/

2022年1月18日(火)～3月12日(土) 日・月曜日、祝日は休み

港まちポットラックビル ほか http://www.mat-nagoya.jp/

主 催：文化庁、国際芸術祭「あいち」組織委員会、港まちづくり協議会

「DOMANI・明日展」初参加の4人

愛知芸術文化センター会場

大塚 泰子 OTSUKA Yasuko 

絵画・彫刻・版画、2009年度(1年研修) イギリス/エジンバラ

website → http://yasuko-otsuka.blogspot.com/

冨井 大裕 TOMII Motohiro

彫刻、2014年度(1年研修) アメリカ/ニューヨーク

website → http://tomiimotohiro.com/

港まち会場

長島 有里枝 NAGASHIMA Yurie

写真、1998年度(1年研修) アメリカ/カリフォルニア

website → https://yurienagashima.com/

古橋 まどか FURUHASHI Madoka

現代美術、2017年度(1年研修) メキシコ/オアハカ

website → https://www.madokafuruhashi.com/
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※愛知会場の情報・広報写真については、10月以降にあらためてご案内いたします。

「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・佐藤

〒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3年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

・DOMANI・明日展 公式ホームページ：https://domani-ten.com

・公式SNS：

※イベント・スケジュールや展覧会の最新情報はDOMANI・明日展公式ホームページまたは、各会場等のホームページをご確認ください。

※開催内容は、都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

@DOMANI_ten @domaniasuten @domaniten

掲載についてのお問合せ

https://www.aac.pref.aichi.jp/
http://www.mat-nagoya.jp/
http://yasuko-otsuka.blogspot.com/
http://tomiimotohiro.com/
https://yurienagashima.com/
https://www.madokafuruhashi.com/


DOMANI・明日2021-22    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画像8点とロゴ3点の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
○必ず記載必要事項を表記してください。（※9，10、11は記載の必要はございません）
○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メールかFAX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
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. 記載必要事項 （※9，10、11は記載の必要はございません）

1 水戸芸術館外観 撮影：田澤 純 写真提供：水戸芸術館

2 蓮沼 昌宏《豊島》2018年 撮影：椎木静寧 参考作品

3 村上 友重《Treatise on Light_NL7265》2019年(撮影) ©Tomoe Murakami 参考作品

4 黒田 大スケ《三つのカゲ、彼の罪》2021年 参考作品

5 京都府立図書館外観
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宮永 愛子 《ひかりのことづけ》2021年
「東京ビエンナーレ2020/2021」での展示風景 湯島聖堂 前庭、東京、2021年
撮影：木奥恵三 ©MIYANAGA Aiko, Courtesy of Mizuma Art Gallery 参考作品

7 旧観慶丸商店外観 ©旧観慶丸商店

8 志賀 理江子《Remember me》2019年 ©Lieko Shiga

※9 DOMANI・明日2021-22 ロゴ（リリース1P目）

※10 and DOMANI ロゴ（リリース3P目）

※11 DOMANI plus ロゴ（リリース6P目）

■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


