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Republic of  Korea - Yeji Sei Lee 



朝鮮の土着宗教「巫俗」から読み解く大韓民国の過去と現在

李 晟 睿智

　この度、私は韓国の歴史・文化・思想・国民性を知るべく、二ヶ月間韓国

国内を周遊しながら韓国の土着宗教「巫俗」を起点にリサーチを行いました。

日本生まれ日本育ちの在日二世である私には韓国という国に対して多様な知

識が無く、またこれまでずっと無関心でいました。しかし韓国文化で育った

両親のもとで育てられた私にも多少の文化の享受はありつつ、その多くは

ジャパナイズされたものであらゆる文化慣習の本質を知らずにいました。学

部卒業を目前に韓国を自分の目で見て肌で感じ文化を一から学ぶつもりで石

橋財団油画奨学生プログラムを通じてリサーチを行いました。

　では、なぜ韓国土着宗教「巫俗」が起点なのか？韓国は歴史の中で王朝が

変わる時期に宗教の伝来も頻繁に行われました。また日本、中国（元等）といっ

た強国が隣接する地理的状況からも宗教や思想の伝来が多かった国です。そ

の中でも「巫俗」は仏教や儒教が伝来するよりも昔からその土地に根付いて

いたとされ韓国の文化や国民性を読み解くにはこれが起点になると考え巫俗

信仰を中心に韓国の歴史から芸術・音楽まで多岐に触れる二ヶ月を過ごして

きました。

韓国到着。首都ソウルに 1 ヶ月弱滞在

ソウル市内美術館、博物館、歴史的遺産名所訪問

延世大学語学堂 3 週間短期課程レベル分けテスト

3 週間短期課程始業

韓国無形文化遺産、韓国巫俗京畿道統括シャーマン、

イ・ソンジェ先生にインタビュー

光復節民族合同催事出席

内蔵山内、白羊寺テンプルステイプログラム参加（1 泊）全州（1 泊 )

ソウル

安東（陶山書院、河回村、屏山書院、鳳亭寺）

慶州（慶州国立博物館、仏国寺、石窟庵、大陵苑・天馬塚、瞻星台鶏林、

慶州東宮と月池、雁鴨池、南山）

晋州（百泉寺、菩提庵）

秋夕（チュソク：旧暦８月15 日）母方の叔父の家に茶礼を見る

ソウル（美術館、博物館）

イ・ソンジェ先生紹介「国家と民族の為の救国祈願大祭」見学

釡山（チャガルチ市場、国際市場、海東龍宮寺）　帰国

7/28~8/30

7/31

8/1~8/22

8/14

8/15

8/31~9/2

9/3

9/4~9/6

9/6~9/10

9/10~9/16

9/13

9/16~9/23

9/19

9/23~9/26



Austria (Vienna) - Mai Endo



ウィーン美術アカデミーへの交換留学を通じた自作の批判的検討と今後の展開

遠藤 麻衣

ウェルカムミーティング / ガイドツアー

マリーナ教授ゼミ開始（毎週月～木の午後）

大学主催ウィーン市ツアー

自己紹介とプレゼン

丸山美佳（アカデミー博士課程）とアートジン　Multiple Spirits 制作

アーティスト、パト・ヴィザウアーインタビュー

ベルリンアートブックフェアにMultiple Spirits 出店（ドイツ）

映像作品制作、論文執筆

鉱物探し（オーバーエスターライヒ）

自作プレゼン、成果展《Death & Capitalism》

パト・ヴィザウアー主催スクリーニングに映像出品（Lazy Cafe, ウィーン）

マリーナ教授と最終個人面談

岸井大輔演劇《始末をかく》に遠隔出演

丹羽良徳インタビュー

ブダペスト（ハンガリー）日帰り

パレルモ（イタリア）でマニフェスタ 12 鑑賞　ローマ、フィレンツェを周る。

ベルリンビエンナーレ 2018 をマリーナ教授と鑑賞

帰国

2/28

3/6　

3/11

3/23

4/1~5/3

4/10

5/4~5/8

5/9~6/10

5/31

6/11

6/19

6/20

7/20~7/22

7/31

8/1　

8/2~8/5

8/21~8/23

8/27

　私は、芸大交換留学制度を使用して、ウィーン美術アカデミーへ留学しま

した。

　スロヴェニア出身の哲学者、批評家、アーティストとして活動されている

マリーナ・グルジニッチ教授のご指導を仰ぎながら、自身の作品制作と論文

執筆を展開させることを目的としてウィーンに滞在しました。

　ウィーンは、リングシュトラーセという環状道路に囲まれた旧市街地を中

心に、文化芸術施設が密集しています。そこにはハプスブルク王朝の栄華を

極めた遺産だけでなく、クリムトをはじめとしたウィーン分離派、また、社

会介入的な現代の芸術実践が混在しています。単に近くにあるというだけで

なく、古い芸術と実験的な現代美術の活動が影響しあい、芸術の意義や価値

を更新し続けている点が特徴です。

　マリーナ教授のクラスであるポスト・コンセプチュアル・プラクティスで

は、ディスカッションをベースに授業が進みました。主にアフリカや東欧か

ら、たくさんのアーティストがゲストとして招かれ、彼らのレクチャーを聞

き、学生を交えたディスカッションを行いました。学生は国籍も文化的背景

も様々な人が集まっています。

　私は、学期の最初と最後の２回、自作のプレゼンを行いました。最初のプ

レゼンでは自己紹介として過去作のプレゼンを、最後のプレゼンでは、次回

作のアイディアをプレゼンしました。



Germany (Berlin, Cottbus, Dresden, Leipzig) - Anju Kawahara



オストドイツのランドスケープ収集

河原 安珠

ベルリン　ベルリンの壁を中心に都市を散策。ベルリン・ユダヤ博物館で作品鑑賞。

また、ホロコーストの歴史と人の動向から都市の風景を観察。

コットブス　地方の自然に囲まれて風景を撮影。木々の中を歩く。

ドレスデン　聖母教会からノイマルクト広場を中心に撮影。

カトリック旧宮延協会 (三位一体大聖堂 )周辺を散策。

ライプツィヒ　 撮影したオストのイメージを振り返る。

ベルリン　ベルリンの壁へ戻る。

イーストサイドギャラリーからシュプレー川沿いを改めて撮影。

8/1~8/7

　

8/7~8/12

8/12~8/17

8/17~8/22

8/22~8/29

　オストドイツのランドスケープ収集にあたり一ヶ月の間ベルリンを主に東

ドイツへ渡航しました。

　オスタルギーの再考を目指し都市の景観を撮影しながらオストのイメージ

を常に模索する中にオストの景観に見え隠れするオレンジのポスト菅＝BSR 

の存在に気付きました。オレンジのポスト菅 BSR が抱えるテキスト

「Hauschenhelfer」をはじまりに 1938 年－1945 年におけるナチス時代
の使用言語を「歴史の経過」として観察しました。また、ヒッピーな街の様

相によるグラフィティ的なビジュアルから「タギングされた都市の壁」と並

行してオストドイツの生活風景を考えることができました。

　「Hauschenhelfer」をはじめとする BSR の画像はナチズム時代における

生活風景の残像であり、今回のリサーチにおいてオストの懐古的な風景のイ

メージになるのではないかと思いました。オレンジのポスト菅 BSR に含ま

れるオストランドスケープの時間的経過と歴史的経過の余韻を一つの複製的

イメージとして提示する事で景観に根付いたオスタルギーを再考しました。



Taiwan - Ayumi Kanno



台湾式コミュニケーションの魅力と現代アート

菅野 步美

　私は普段から制作する土地の伝承や民話、方言など言語に着目し、他者と

のコミュニケーションをテーマにインスタレーション作品を制作していま

す。 何度か他の土地でのリサーチ & 滞在制作を経験していて、その延長と

して台湾で滞在制作をしたいと考え、台北藝術大学に１年間交換留学をしま

した。台北は台湾の中でも流動的な都市で、国際芸術祭やアートフェアが多

く開催され、オルタナティブなスペースやイベントも多くありました。日常

生活では、今回初めての台湾滞在だった私は日々台湾人のコミュニケーショ

ン能力の高さに驚き、助けられ、おかげで慣れない土地であるはずなのに自

国にいる時より有意義に過ごすことができました。 

　台湾は日本統治時代５０年の歴史があることから、各地でその名残を見る

ことができます。私は滞在期間中 2回ほど台北藝術大学の学生と展示を行い

ました。ひとつは萬華という５０年ほど前に栄えていた地区で、お年寄りが

多く住んでいる場所。もうひとつは新北投という日本統治時代に温泉街とし

て開発された地区でフィールドワークをし、それを元に作品を制作、展示し

ました。これら台湾でのリサーチは今私の新たな興味関心となり、これから

も続けられたらと考えています。この渡航経験から私は、日本以外での活動

を前向きに捉えるようになり、新しい研究対象、歴史的観点を得ることがで

きました。

国立台北藝術大学での交換留学　１学期目

台北藝術大学の交換留学生、現地学生、卒業生で萬華地区にてグループ展を開催

香港に小旅行

国立台北藝術大学での交換留学　２学期目

北投中心新村 Heart Village - 台北眷村心文化協會でグループ展を企画&開催

台東のレジデンスに１ヶ月滞在

帰国

国立台南藝術大学で研究生として滞在

2018

9 月

12月

2019

2 月

3月

6月

7月

8月

9月



Iceland - Fumika Kimura



災害と文化と私の身体

木村 文香

　私は、身体を通して自然や災害に対しパフォーマンスなどによってアプ

ローチする作品を制作しています。この度は、自分のボディランゲージの拡

張が主な目的で、アイスランドに渡航しました。

　アイスランドは国土のほとんどが手付かずの大自然で、人々が住んでいる

のは沿岸部のみです。地質学的にも大変貴重な場所が多く、住んでる人々は

環境に対する意識が非常に高いです。「氷と炎の国」と言われる様に、アイ

スランドには火山や氷河が多く、人々の暮らしも、その恩恵に預かっていま

す。例えば電力はほぼ 100%自然エネルギーによって賄われ、家庭の水道水

からはなんとミネラルウォーターが（！）出ます。

　そんなアイスランドで体験したことは、一言で言い切れるほど単純なもの

ではありませんでした。一つ一つ、訪れた場所には何百万年単位の歴史があ

り、その途方も無い長さと広大さは、人間の存在をいとも簡単に希薄にして

しまいます。それでも、私は「今、この場所に存在しているのだ」という実

感を得たいと思いました。そのために、暴風の中の登山など、あえて危険に

飛び込むこともありました。しかし、体当たりで広大な自然に向き合った経

験は一生ものです。サポートしてくださったみなさまと、大地の恵みに感謝

を捧げます。

アイスランド、レイキャビーク到着。市内の民泊に宿泊。

レイキャビーク市内観光。

（アイスランド国立博物館、Reykjavik Art Museum、

The National Gallery of Iceland、レイキャビク海洋博物館、

レイキャビク 872±2、ペニス博物館、パンクミュージアム etc.）

国立公園など、自然保護区域へ

（クヴィータ川、ゲイシール地熱地帯間欠泉、グトルフォスの滝、

シンクヴェトリル国立公園、ホイカダルル、ストロックスの間欠泉、

ヘットゥリヘイジ地熱発電所、ヨークルスアゥルロゥン氷河湖、

セリャラントスフォスの滝、ヴィークの街、ダイヤモンドビーチ、

エイヤフィヤトラヨークトル氷河、スコゥガフォスの滝、

レイニスフャラのブラックサンドビーチ、スリーフヌカギグル火山内部、

Kleifavant、クリースヴィーク、Gunnuhver、ブルーラグーン、

ケーリズの火口湖、オクスアルアゥルフォスの滝）

帰国

7/31

8/1~8/6

8/7~8/20

8/21



Nagano(Obuse-cho), Austria (Vienna), United Kingdom (London) - Tomohiro Kubota



各地域による住宅の倉庫調査

久保田 智広

神奈川県の自宅から長野県小布施市へ

神奈川の自宅に戻る

成田国際空港よりウィーン国際空港へ

ウィーン応用芸術大学での交換留学開始

ウィーン応用芸術大学での交換留学終了

ウィーン国際空港からヒースロー空港（イギリス着）

ヒースロー空港より成田国際空港着

2018

8/17

8/31

9/13~9/14

10/1

2019

1/31

2/14

3/3~3/4

　オーストリアのウィーン、長野県小布施町とイギリスのロンドンを主な対

象として、居住空間と倉庫との関係性についてのリサーチを行なった。

私は現在、物理的あるいは概念的な倉庫をモチーフとして、価値を所有する

ことの政治性や社会的関係を考察しながら制作を行っており、今回のリサー

チはこれに関わるものである。上記内容は生活を行う土地の性質にも作用さ

れることが多く、対話を元にその差異を体感として認識することを今回の渡

航の目的とした。

　長野県小布施町では私の親戚の家に滞在し、その居住環境へのインタ

ビューを行うとともに、近隣にある博物館の収蔵庫を見学させていただいた。

オーストリアのウィーンでは芸大の交換留学プログラムを利用してウィーン

応用芸術大学版画研究室に１セメスター在籍し、ワークショップの参加をし

ながら現地の人々と交流した。ロンドンでは私の幼少期からの友人宅に滞在

し、私の制作に関わる内容以外にも最近のイギリスの政治情勢や、その他ヨー

ロッパ周辺諸国との関係性について当事者の視点から教えていただいた。

　ネットや本で得た情報や人から聞いた話、それらに具体的な解像度を持た

せることができた渡航経験であったように思う。この体験は制作においてす

ぐに効く部分もあるが、これからの長い時間を経て長期的にゆっくりと根本

に関わっていくようなものでもあると思う。そのため、私にはまだ具体的に

どういった効能があるか確認できない部分も多い。

　私は今回のこの経験のおかげで、より不確定で不明瞭な未来を得ることが

できたと思う。



Italy, Switzerland - Hanae Sato



タトゥーとアート

佐藤 はなえ

成田空港 (東京 )→モスクワ乗り換え→マルペンサ空港 (ミラノ )

タトゥースタジオOINK FARM( ミラノ、Koji Yamaguchi と Zel Hand) で働き始める

同時に語学学校も通う、ミラノのギャラリーや美術館もまわる

ミラノタトゥーコンベンション手伝い

Marco Wallace のスタジオ訪問

フオリサローネ、ミラノデザインウィークで美術関係者と交流

Amanda Toy のスタジオ訪問

コネリアーノに行く、La Malafede のスタジオ訪問

ロビーゴに行く、パスクワのパーティーに参加する

ナポリに行く、COMICONのタトゥーブースの手伝いをしながらイタリアのオタクと交流

Fabio Gargiulo のスタジオ訪問

ナポリ、Mr.Pencil のスタジオ訪問

ミラノ、Rudy Amicis のスタジオ訪問

ミラノ市内のギャラリーの手伝い

ミラノタトゥーコンベンション

ブレシャに行く、area industrial tattoo studio 訪問

モンテカティー二テルメに行く、Luca Natalini のスタジオ訪問

ミラノ郊外Alchemink のスタジオ訪問

スイスChiasso に絵の打ち合わせに行く、ギャラリーに行く

ファーノに引っ越す

Matteo Cascetti に招待され、sleepwalker スタジオでタトゥーの勉強と仕事と美術制作

「sonnambulo」ギャラリーにて初個展を開催、納品

リミニに行く、タトゥー

ボローニャの horror va cui tattoo studio に滞在、タトゥー

ベネチアビエンナーレに行く、タトゥー

帰国

2/4

2/5

2/8~2/10

3/5

4/10

4/18

4/19

4/20

4/27

4/28

4/29

5/9

5/11

5/19

5/23

5/25~5/27

5/29

6/3

6/4

6/5

6/27~7/11

6/29

7/28~7/30

7/31

8/4

　日本はタトゥーの市場や安全な環境がなく技術や文化も発展途上であるた

め、良い環境でタトゥーを勉強するためにイタリアに行きました。

　私は社会勉強のために学部の 3 年間で約 10ヶ国渡航したのですが、その

中でもイタリアはファッションやコミュニケーションなどタトゥー以外の自

己表現も豊かで魅力を感じていました。

　偶々素敵なタトゥーアーティストがイタリアにいらっしゃって、最初そこ

でお世話になることになり、友達の友達の友達の、、、といった形で様々なタ

トゥーアーティストのもとで勉強させていただけることになりました。

　そしてタトゥーのみならず、アートの勉強もできました。何故ならイタリ

アのタトゥーアーティストは職人ではなく資格の必要なアーティストだから

です。そのため周りはタトゥー以外にも作品を作っているタトゥーアーティ

ストばかりで、もちろんタトゥーの技術もセンスも高く、私のようなアート

からタトゥーに興味を持ったアーティストを快く受け入れてくれました。

　タトゥースタジオ以外でもミラノデザインウィークやベネチアビエンナー

レ、コミコンを通じてイタリア国内外のアーティストと交流を深めたり、ギャ

ラリーやコレクターとコンタクトをとったりなど、アーティストとして生き

るための勉強を出来たと思います。運の良いことに、イタリアとスイスで作

品が売れました。日本国外で作品が売れたのは初めてだったので、とても嬉

しかったです。アーティストという職業を認め、作品を気軽に買うというの

は、古くからアーティストが活躍してきた国の国民性なのかもしれません。

　イタリアでの良い出会いに感謝しながら、これからも作品制作をしていこ

うと思います。日本にいる間は日本で出来る事を全部試してみようと思いま

す。初めての留学でしたが大満足です。長期間滞在することで、旅行では得

られない体験が出来ました。ありがとうございました。



France, Switzerland, Austria - Wakana Sumitomo



私の「白い部屋着の少女」に出合う旅

住友 和花奈

　バルテュスの「白い部屋着の少女」という絵のモデルに会いに行くこと、

そして今後の制作の題材や動機を模索することを目的として、フランス、ス

イス、オーストリアに滞在した。

　画家が暮らした、フランスのシャシーと、スイスのロシニエールには、住

居兼アトリエであった古い建物がそのまま残っており、その周辺の山や畑、

動物、家屋など、絵の中の風景を実際に見ることができた。

　また、２か所の小さな村のアーティストインレジデンスにて滞在、制作を

していた際、人々が生活の中で、本当に必要なものと、そうでないものを注

意深く選択し、必要だとしたものには惜しみなく時間を使う姿を目の当たり

にして、そこに参加することでその重要性を体感した。

　特に、最後の１ヶ月を過ごしたマルネ＝シュル＝セーヌの村には店はなく、

消費のスピードがとても緩やかだった。人々は服を直して長持ちさせ、家が

古くなると人を集めて修理し、どの家にもコンポストが置かれていた。その

村の付近には 50 年ほど前に原子力発電所が建てられており、発電所の煙突

から煙が吐き出されるのを見ながら丁寧に暮らす姿勢は、静かな訴えのよう

にも感じられた。

　その好ましい暮らしの姿勢を出来る限り長く記憶にとどめるための、手が

かりとなる制作を今後続けていきたいと考えている。

フランス　ノワイエのAIR、La Porte Peinte にて滞在制作

シャシー訪問

フランス　ボルドー滞在

スイス　ベルン滞在

スイス　ロシニエール滞在、グラン・シャレ訪問

スイス　ジュネーブ滞在

オーストリア　ウィーン滞在

フランス　マルネ＝シュル＝セーヌのAIR、La Maison Verte にて滞在制作

8/20~9/19

9/20~9/25

9/26~9/30

10/1~10/6

10/7~10/9

10/10~10/20

10/21~11/20



Norway, Germany - Miku Takano



レーベンスボルンを巡る旅

高野 実紅

ノルウェー・オスロ空港へ到着、ハーマル、トロンハイム、リレハンメル滞在。

フルダルスヴェルク滞在、レーベンスボルンの跡地の学校を取材、

校長先生からお話を伺う。

オスロ滞在。

ハーマルヘゲームスタジオを取材しに日帰り旅行。

国立公文書館にてオスロ大学のKnut Papendorf 教授と会い

レーベンスボルンについてお話を伺う。

Knut Papendorf 教授の研究所でお話を伺う。

オスロ芸術大学を見学。

トロンハイムでレーベンスボルン出身の父を持つMads Nordtvedt さんを訪ね、

レーベンスボルンの跡地の住宅を見学。

ドイツへ移動。ベルリン滞在。

デッサウへバウハウス博物館等の施設を見学。

ワイマール滞在。バウハウス関連施設の見学。

シュタインヘーリング滞在。レーベンスボルンの跡地の福祉作業所の見学。

オスロへ戻る。

オスロからフロムまで移動。

フロムからベルゲンまで移動。

途中、レーベンスボルンの跡地のスタルハイムホテルの見学。

ベルゲン、オスロ滞在。

帰国。

8/16~8/26

8/26~8/29

8/29~9/8

9/2

9/3

9/4

9/6

9/7

9/9~9/15

9/10

9/15~9/18

9/18~9/21

9/21~9/23

9/23

9/24

9/24~29

9/30

　レーベンスボルンは、第二次世界大戦中にドイツと占領国で行われたナチ

スドイツの人種強化プログラムです。特にノルウェー人を純潔な遺伝子を持

つ優秀な人種とみなし、ドイツ兵とノルウェー人女性の間の子供たちを優秀

なドイツ人として育成し教育する計画があり、そのための産院や育児院など

の施設がノルウェー国内に設立されました。戦後ドイツ人との子供とその母

親たちは、引き離されただけでなくノルウェー国から不名誉の烙印を押され、

差別を受けながら苦しい生活を続けました。

　芸大の人間形成学という授業でこの史実を知り、レーベンスボルンチルド

レン当事者に会える今のうちに「生きる上で何が心の支えとなったのか、ど

うやって悲しみに折り合いをつけたのか」を聞きたいと思い、１年かけて訪

問計画を立てました。渡航の約１ヶ月前に、訪問予定だった方が亡くなった

ため、渡航目的を施設跡地の取材に絞り、５箇所のレーベンスボルン跡地を

巡りました。ノルウェー・ドイツともに親切な方々に恵まれ、取材をするう

ちに、別方向から興味を持っていたバウハウスとの関連も見えてきて、作品

制作のための思考が深まりました。こちらには紙面の都合上書ききれないの

で、展示を見ていただき、直接話を聞いていただけると幸いです。



Malta, England, Hungary - Akira Taniguchi



谷口 洸

国際的な美術 (海外大学博士課程を視野に入れて )

　マルタ共和国では "IAM Institute of Art of Malta Language Program

(IAM)" に参加をした。本プログラムの活動内容は主に 4点あった。

　①英語学習：マルタ共和国滞在中はマルタ大学の外国語コースを受講し、

　　午前中は日常英会話の授業に参加した。また週に一度アイエルツ対策の

　　マンツーマンレッスンを受け、将来海外留学をする際に必要なアカデミ

　　ックな英語力を鍛えた。

　②作品制作：午後はスタジオにて自身の作品制作を行った。

　③マルタでの展示会の開催： 2 か月に一度グループショーに参加した。

　④チュートリアル：3 か月に一度チューターとして現代美術の世界で活躍

　　しているアーティストやギャラリストをマルタに招聘しチュートリアル

　　を受講した。

　IAM への参加は大変有意義なものとなった。知り合いなどいない地で静

かに英語学習に打ち込むことが出来たし、制作においても自分の純粋な感情

と向き合えたと考えている。また今回のことで英語を利用したドローイング、

作品化をするようにもなった。今後とも英語による制作を続けていこうと考

えている。またマルタにチューターとして招聘した Mark Lungley が運営

するギャラリーにて展示を行うことが決定した。今後作家として生活してい

く上での大きな前進ととらえている。

マルタ共和国到着

マルタ大学ジェネラルイングリッシュ受講

プライベートイングリッシュレッスン受講

スタジオにて制作

"Transnational Tokyo" 展参加

"The Trail" 展参加

イギリス在住日本人アーティスト近藤正勝氏招聘

イギリス、ドイツ巡行

"Land Politics" 展参加

イギリスのギャラリストMark Lungley 氏招聘

ハンガリー慰安旅行

日本到着

9/13~9/14

9/17~3/29

10/12~10/14

11/3~11/4

11/12

2/13~2/21

3/19~3/26

3/23

3/25~3/28

3/30~3/31



Switzerland - Kana Nishio



西尾 佳那

Journey of Developing Self-Cognification in Europe

　半年間、スイスチューリッヒ芸術大学（ZHdK）に籍を置き、ファインナー

ト科の授業に参加しました。他の留学生とスタディグループを作り” How 

to make self-comfort” という異なる環境や文化に適応しようとするときに

感じるストレスや葛藤をすり抜けるための儀式のような” 無意味な行為” を

行うエクササイズプロジェクトを行いました。

　また新しい土地 / 文化圏において、自身や文化のアイデンティティを見つ

めるきっかけとして、日常的の瞬間や気づきを映像に記録し、2017 年より

行っている自主プロジェクト” Journey of Developing Self-Cognification

( 旅の中の自己開発 )” の展開を試みました。

　学校では非常に学生と教員との関係がフラットであり、マスターでは特に

学ぶという姿勢よりも今考えていることをどう実現させるか実践的なスキル

を身につけることを重視し、また、情報や知識の共有の場といった印象が強

くありました。スイスのナショナリティの特徴として他言語であることや地

域によって少しずつ文化が違うことが挙げられます。文化の影響からか、多

様性を受け入れる寛容さや違いを尊重する態度を教育的側面にも感じること

ができました。

　年間の滞在では、実際に順応できないことばかりでしたが、その戸惑いも

含めてどう改善していくべきか、また、プロジェクトを通し、異文化での暮

らしでのいい面と受け入れられない部分を可視化させていくことで、自身の

アイディンティティを考えるきっかけになりました。

成田空港より渡航、チューリッヒ空（スイス）着

ミグロス美術館のオープニングに参加（制作協力）

ベルリン滞在　ビエンナーレや美術館鑑賞など。

チューリッヒ（スイス）滞在

チューリッヒ芸術大学にて交換留学

途中、近隣近隣諸国や都市に滞在。同大学の留学生とスタディグループを行う。

成田空港着

2018/8/24

8/25~9/1

9/1

9/9~2019/1/14

2/1



Eurasia Continent (Korea ~ Portugal) - Yuto Hayashi



Following the sun

林 裕人

　高校から大学にかけて、僕は 2冊の伝説的な旅行記に魅了されました。一

つは近所の古本屋で偶然出会った、沢木耕太郎の「深夜特急」、もう一つは

沢木耕太郎が旅に出た一つのきっかけになったという小田実の「なんでもみ

てやろう」です。それからというものいつも胸のどこかに、この広く果てし

ない世界を身一つで渡っていくロマンへの慕情と、そして僕はまだこの世界

のことをまるで全く知らないのだという不足がありました。

　その思いを叶えるべく今回奨学金プログラムに応募しまして、アジアの極

東からユーラシアの西の果てまで、かつて幾億もの人が行きかったシルク

ロードと呼ばれた道を、そして 1960 年に小田実が、1973 年に沢木耕太郎

が渡ってきたこの道を、2019 年に自分の足で辿り、その巨大な大地と連綿

とした歴史の上に自分の身を浸すことで、この世界の距離感を体で覚え、今

の自分や日本の立ち位置を観察してやろうという、そういう旅をしました。

　果てしない世界の広がりを日々体験する中で考え得たことについて、ビデ

オワークと、2人の先人に倣ってエッセイの形で制作しようと思います。

韓国 ソウル

中国 -タイ 上海、香港、南寧、ハノイ、ホイアン、ホーチミン、

シェムリアップ、バンコク

インド カルカッタ、ベナレス、アグラ、デリー

イラン -トルコ テヘラン、イスファハン、イスタンブール、アクヤカ

ブルガリア -イタリア ソフィア

イタリア -ポルトガル ベネチア、リンツ、ドレスデン、パリ、

マドリード、リスボン

イギリス -ドイツ ロンドン、レックリングハウゼン、

デュッセルドルフ、ベルリン

7/27~8/2

~8/20

~8/26 

~9/11

~9/13

~9/24

~10/7 



People's Republic of  China - Yuri Yamada



となりの隣人

山田 ゆり
　私は、大学に入学してからずっとコンビニでアルバイトをしていました。

コンビニでのバイト仲間は中国からの留学生が多く、彼らは一緒に働いてい

る私に、良く自分の故郷についての話をしてくれました。しかし、彼らの故

郷を知らない私にとっては、その話は全く違う世界のものでしかなく、私は

彼らの話を真にリアリティを持って聞くことができないことを常々残念に

思っていました。

　私は、一体何を知ることによって、今自分のそばに存在している生まれた

環境の違う他者 =「となりの隣人」に歩み寄ることができるのか？それは私

にとって、外国人に限らず、日本人と接する時においても長らく普遍的な問

いでした。この渡航において私は、今までずっと持っていたその問いについ

て考察することを目的としました。

　渡航中は、一ヶ月間様々な中国人の方の生活の様子を実際に観察し、また

一緒に生活しながら過ごしました。生活する中で、最初は戸惑った異文化に

少しずつ慣れていき、今度は、逆に私と相手の共鳴する部分に意識が向くよ

うになっていきました。中国は日本とは全く異なった政治の形や社会、文化

を持っていますが、個人の考えていることーそれぞれの悩みや、家族や人生、

友人や生活についての思いーは、違う社会に住む私にも理解できることが多

くあり、そのような話をしている時は、今までとても乖離しているように思

えた相手と自分のリアリティが、限りなく重なるように感じられました。

　今回は、私が中国人の留学生の実家を訪ね、取材したことをもとにドキュ

メンタリーを制作しました。異なる社会に肌で触れた、その先でしか見るこ

とができなかった、私が共感した他者の姿を表現することができればと思い

ます。

中国内モンゴル自治区に滞在

中国人留学生の方の実家に行き、生活の様子や、家の近所を撮影させて頂く。

中国浙江省杭州市に滞在

中国人留学生の方の実家に行き、生活の様子を撮影させて頂く。

中国上海市に滞在

M50芸術区など、上海の芸術区を回る。

中国北京市に滞在

北京和僑会の会合に参加し、インタビューを撮らせて頂く。

798芸術区など北京の芸術区、美術館を回る。

中国天津市に滞在

南開大学の寮、大学近くにある周恩来記念館などに行き撮影する。

中国の大学生の生活を体験したり、中国の歴史について学んだりなどする。

中国湖北省武漢に滞在

中国人留学生の方の実家に行き、生活の様子や、もと住んでいた家を撮影させて頂く。

2019

8/7~13

8/13~8/20

8/20~8/22

8/22~8/27

8/27~9/1

9/1~9/5
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