
project space KANDADA「アートプロジェクトスタディース」開催のお知らせ

拝啓　貴社ますますご盛況のことお喜び申し上げます。

コマンドNが運営するプロジェクトスペースKANDADAでは2009年6月27日～7月11日までの間、
「Art Project Studies」の展覧会を開催します。

「Art Project Studies」は現在、東京芸術大学中村政人研究室の修士２年生で企画・運営を行って

います。私たちは、主催者側からの目線ではなく、アーティスト・サポートスタッフ・来場者という参
加者の立場に分担しました。そして１月から５月に行われているアートプロジェクトに参加し、そ

こで経験し、取材してきたことを基に展覧会を開催します。

つきましては本展の告知活動に是非ご協力賜りますよう、ご案内申し上げます。

『ArtProject Studies』『ArtProject Studies』
　
　アートプロジェクトって一体なんだろう？
　参加者の立場から作ったアートプロジェクトについての展覧会。

～作品展示　ドキュメント報告　トークイベント～
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 　アーティスト　　　　　来場者　　　　　　　サポートスタッフ　　　　　　　　まとめ

■本展に関する問い合わせ

東京芸術大学中村政人研究室
広報担当・三輪　
　　　　tel   090-1474-6630　E-mail   artprojectkenbunroku@gmail.com   
事務所　 〒101-0054 
　　　　東京都千代田区神田錦町3-9 精興社１F（プロジェクトスペース内）
　　　　 tel 03-3518-6176   fax 03-3518-6177　

 ■Art Project Studies 　企画／運営　
□代表　栗原良彰（くりばらよしあき）
　　　　三輪まり子（みわまりこ）
　　　　國盛麻衣佳（くにもりまいか）
　　　　ズミスロブスカ・アンナ・アリチャ



展覧会名称：　ArtProject Studies (アートプロジェクトスタディース）

開催日時　：　2009年6月27日（土）～7月11日（土)
　　　　　      12: 00～19: 00
休廊日　　　　日・月

会場　　    ：　プロジェクトスペースKANDADA
    　　　　　  〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-9 精興社１F
　　　　　　  tel 03-3518-6176   fax 03-3518-6177

アクセス     ：  JR線：御茶ノ水駅より徒歩２０分　営団地下鉄東西線　：竹橋駅１b出口より徒歩３分
　　　　　　都営三田線・新宿線・半蔵門線：神保町駅A9出口より徒歩３分　

参加料　　：　200 円
主催　　　：　 東京芸術大学中村政人研究室
協力　　　：　 アーティストイニシアティブ　コマンドN

企画 /運営 :     東京芸術大学中村政人研究室修士２年

　 

■関連イベント

□連動企画アートプロジェクトレクチャー
　
タイトル            「アートプロジェクトに参加すること」
日時　　　: 　 ６月25日（ 木）16:30～18:00　
会場　　    : 　 茨城県取手市小文間5000番地（事務室） 
                            東京芸術大学取手校地専門教育棟１F
ゲスト　　 :       開発好明氏

■展覧会　イベント概要

KANDADA press release 02

『ArtProject Studies』『ArtProject Studies』
　
　アートプロジェクトって一体なんだろう？
　参加者の立場から作られたアートプロジェクトについての展覧会。

～作品展示　ドキュメント報告　トークイベント～

■本展に関する問い合わせ

東京芸術大学中村政人研究室
広報担当・三輪　
　　　　tel   090-1474-6630　
　　　　E-mail   artprojectkenbunroku@gmail.com   
事務所　 〒101-0054 
　　　　東京都千代田区神田錦町3-9 精興社１F
　　　　（プロジェクトスペース内）
　　　　 tel 03-3518-6176   fax 03-3518-6177　

 ■Art Project Studies 　企画／運営　メンバー紹介
わたしたちは、東京芸術大学中村政人研究室の修士２年生です。
普段は作品をつくっていますが、アートプロジェクトを通し、
芸術について学ぶためにこの展覧会を企画しました。

□代表　栗原良彰（くりばらよしあき）
　　　　三輪まり子（みわまりこ）
　　　　國盛麻衣佳（くにもりまいか）
　　　　ズミスロブスカ・アンナ・アリチャ

□トークイベント
　
タイトル 「アートプロジェクトってこれからどうなるの？」
日時　　　:       現在日程を調整中。 18:30～21:00 
参加料　    :        200円 (※飲食は別になります。）　
会場            :        プロジェクトスペースKANDADA
ゲスト        :　   未定



『ArtProject Studies』『ArtProject Studies』
　　
　リサーチ対象となる全国のアートプロジェクトについて
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私たちは、全国の活動しているアートプロジェクト１２０カ所についてリサーチします。
そして2009年1月から5月を中心に、自分達が参加することができるサポー トスタッフ、アーティスト、来場者の３つに
分かれて、全国のアー トプロジェクトに参加します。 
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Ｓ－ＡＩＲ
光のアートプロジェクト
アートホテルズもったいないプロジェクト
（ＡＭＰ）
「学校のアート」。
PRAHA PROJECT
ICANOF
空間実験室 ARTisan
八戸横町アートプロジェクト～酔っぱらい
に愛を～
NPO 法人　harappa 
大館アートプロジェクト ( ゼロダテ）
まちかど美術館２００９　アート＠つちざ
わ〈土澤〉
横丁アートセッション 08 in 山形
 肘折 lightproject 
GOTEN GOTEN 2007 アート湯治祭（2010 年
より再始動）
門脇篤まちとアート研究所
仙台シティアートプロジェクト
セルバアートプロジェクト
はっぴい・はっぱ・プロジェクト 
アート屋台プロジェクト in 仙南
Art! Port! Onahama
いわきビエンナーレ
アーカス・プロジェクト
カフェ　イン　水戸
取手アートプロジェクト
街・建築・文化再生集団（ＲＡＣ）
場所　群馬
watarase art project
まちアートプロジェクト
西川口アートプロジェクト
千葉アートネットワーク・プロジェクト
（Wi-CAN）
アートラインかしわ２００８
千葉クリエイティブクラスター・セカンド
ステージ
アーティスト　イン　児童館　
上野タウンアートミュージアム
AAF 学校
AAF すみだ川アーツのれん会
NPO法人　AIT
江戸前アートプロジェクト
NPO法人アートプロジェクト TAMA
青梅アートジャム 2008
サスティナブル・アートプロジェクト
天龍村山村留学プロジェクト
フェスティバル /トーキョー 舞台芸術の祭
典
向島芸術計画
ＫＡＮＤＡＤＡ
ＡＡＮ（アートオートノミーネットワーク）
黄金町エリアマネージメントセンター

あいかわアートプロジェクト
KOTOBUKI クリエイティブアクション
ＢＡＮＫＡＲＴ１９２９
ノボリト・アート・ストリート
Rainmaker Project（レインメーカー・プロジェ
クト）」
新潟　越後妻有　冬のアート堪能ツアー
西区ＤＥアート　
アートサイト岩室温泉 2009
ヒミング
八尾スローアートショー
Zproject
三国湊 CHIKAMATSU 祭り
ながのアートプロジェクト
森と人との距離をつなぐプロジェクト「Migrate」
浜松的アートセンター構想@鴨江別館
紙のアートフェスティバル
三河・佐久島アートプラン 21
島町映像フェスティバル～映像がつなぐ島町の
過去と未来とコミュニティ～
大枝アートプロジェクト
赤れんがライトアート in 舞鶴２００８
「サクラノモリ＠アートプロジェクト」
アートフェスタ in 大山崎町 2008
天若湖アートプロジェクト
めくるめく紙芝居
The アートフォークロアリズム 上町台地アート
ネットワーク構築プロジェクト
アートエリア B1
築港 ARC
北船場ウォールアートプロジェクト 
NAMURA ART MEETING '04-'34 vol. 01「臨界から
臨海へ」
Breaker project 
御堂筋アートグランプリ（ＭＡＧ）
生活環境文化研究所
ライブアートプロジェクト
remo
神戸アートビレッジセンター KAVC
C.A.P.[ 芸術と計画会議 ]　STUDIO Q2 
出会う　つなぐ　アート神戸
淡路島アートフェスティバル
エイブルアート・カンパニー
外浜まつり
アートリンク・アートパーティ
広島アートプロジェクト実行委員会
秋吉台国際芸術村
湯田アートプロジェクト　2008
山口情報芸術センター [YCAM]
神山町アートインレジデンス
上勝アートプロジェクト
ベネッセアートサイト直島　家プロジェクト
ア -トでたんぼ
丸亀町アートプロジェクト
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瀬戸内国際芸術祭
「まつちか・アート・フェスタッタ」
四国アート 88 ヶ所＆CO.2008 ～みつはま永遠
回帰～
アートプラットフォームえひめ
ミュージアム・シティ・天神 /福岡
福岡アジア美術館
現代美術センター・CCA北九州
共同アトリエ 3号倉庫
冷泉荘
河原町アートの日
BEPPU PROJECT
ぷらっとダンス
中心市街地リノベーション構想「platform 制
作事業」
KOSHIKI ARTPROJECT
SA・KURA・JIMA プロジェクト
花渡川アートプロジェクト 2007
映画時間　～コザ街歩き映画祭～
コザ百匠一起）
前島アートセンター
wanakio2008　まちの中のアート展
ano week in KOZA アノコザ
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総数１２０ヶ所 ( 個人調べ）　　　
★１月から５月を中心に、現場で参加した
　 アートプロジェクト

□注意事項
リサーチ対象となる アートプロジェクト（団
体名も含む）は、私たちが調べる中で、「現在
活動しているアートプロジェクト」のカテゴ
リーに属しており、通常の「アートプロジェク
ト」のカテゴライズの仕方とは異なる場合があ
ります。



　　行き先　 山口県　秋吉台国際芸術村：2 週間
　  　　　　　大分県　BEPPU PROJECT    ：2 週間

行き先   北海道　PRAHAProject      　   : 1ヶ月間
　　　   徳島県 神山アートレジデンス   : 1ヶ月間
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★アートプロジェクトの情報収集
　・アートプロジェクトっておもしろい？
　・イベント内容、作品の感想

★まちにアートプロジェクトは必要か？　　
　・アートプロジェクトが自分の出身地にあったらいいと思う？
　・まちの観光や、アートプロジェクト以外のアートも同時に鑑賞

★アートに関わる人々に会いに行く。
　・過去、現在その地域でアートプロジェクトの立ち上げや運営
　　に関わる中心人物へのインタビュー。

・アート探検の体験記　
・インタビュー取材内容

　行き先　越後妻有冬のアートツアー、守谷ARCUS　
　（予定）　名村造船所、、築港ARC　Q2　中ノ島カフェ
　　　　    直島家プロジェクト,神戸アートビレッジセンター
                     アーティストイン児童館 など

発表内容

 サポートスタッフとしての参加

『ArtProject Studies』『ArtProject Studies』
　　
　現在の私たちの活動と研究テーマ

★サポートスタッフは何を得るのか
　・何を学ぶ？　何のためにやるの？　誰のためなのか？
　（たくさんの人たちと協力して作り上げる喜び、こころのゆとりだけじゃないはずだ！）　
　
　・参加することでまちの印象は変わるの？

★アートプロジェクトの運営
　・運営にはどんな仕事があるのか？
　・どれだけお金がかかるのか？　
　

★アーティストとの交流
　・アーティストとの出会いってどういうこと？

★アーティストは何を得るのか
　・自分の作品にどんな影響があったのか？
　・自分にとってアートプロジェクトの存在は良い？悪い？
　　

★まちの人と自分の作品
　・まちの人たち、スタッフたちに作品について講評してもらう

★アーティストとプロジェクトの関係性
　・アーティストはどうやってこのプロジェクトにたどりついたか？　

・一日のスケジュールや作業内容
・アートプロジェクトに関わる様々な人への取材

・作品とそれについての記録　・現地での滞在記録
・受けたサポートやスタッフとの交流
・このアートプロジェクトに関わる他のアーティストと作品の様子

アーティストとしての参加

  来場者としての参加
　

発表内容

発表内容
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□　発表内容　

『ArtProject Studies』『ArtProject Studies』
　　
　アートプロジェクトスタディースするための展示内容

インタビュー対象者（あいうえお順）

アサダワタル氏　大阪　築港ARC代表
雨森信氏　　　　NPO法人　remo 理事
加藤種男氏　　　アサヒビール芸術文化財団事務局長
木ノ下智恵子氏　大阪大学コミュニケーションデザイン
　　　　　　　　センター特任講師
芹沢高志氏　　　都市・地域計画家
中西美穂氏　　　NPO 大阪アーツアポリア代表
中村政人氏　　　アーティスト　コマンドN代表
田中佐和子氏　　越後妻有ボランティアスタッフ
橋本敏子氏　　　生活環境文化研究所／文化農場
　　　　　　　　代表取締役
原久子氏　　　　フリーアートプロデューサー
原田真千子氏　　秋吉台国際芸術村企画主任
など他多数予定。

北海道・徳島の２ヶ所で参加したアートプロジェクトの
滞在先で制作した作品をKANDADAで新たに展開します。

それぞれのリサーチや現場体験を基に、参加者、スタッフ、アーティストの立場からアートプロ
ジェクトとは何かを考え、ドキュメンタリー映像や、作品インスタレーションなどに展開します。
またこれまでアートプロジェクトを学んだことを生かし、３週間でたった一人でアートプロジェ
クトを作ることを試みます。

（仮）「アートプロジェクトとは何なのか？」
関係者が語るドキュメンタリー映像を上映します。

準備中！
東京神田の街 KANDA DA 内で３
週間という短い期間内に、これ
までアートプロジェクトを学ん
だことを生かし、たった一人で
アートプロジェクトを作ること
を試みます。

全国のアートプロジェクト一覧
表や、私たちの体験レポートを
公開します。
また 2008 年から全国のアート
プロジェクトのチラシやDMな
ど東京では入手困難な情報満載
です。

たった一人の
アートプロジェクト！

ART PROJECT FILE

ART PROJECT SHOW


