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KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭とは？
About Us

「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」は、世界屈指の文化都市・京都を
舞台に開催される、日本でも数少ない国際的な写真祭です。
一千年の長きにわたって伝統を守りながら、その一方で先端文化の発信地でも
あり続けてきた京都。その京都がもっとも美しいといわれる春に開催されます。
日本および海外の重要作品や貴重な写真コレクションを、趣のある
歴史的建造物やモダンな近現代建築の空間に展開し、ときに伝統工芸職人や
最先端テクノロジーとのコラボレーションも実現するなど、京都ならではの
特徴ある写真祭を目指します。

2011年の東日本大震災を受け、日本と海外の情報交換の稀薄さを
私たちは目の当たりにしました。それはおのずと双方の情報を対等に受信発信
する、文化的プラットフォームの必要性への確信となりました。日本はカメラや
プリントの技術において世界を先導しているにもかかわらず、表現媒体としての

「写真」はまだまだ評価されていません。私たちはここに着目し、
「写真」の可能性を見据えるべく国際的フェスティバルをたちあげ、この世界が
注目する伝統と革新の街「京都」で実現することを誓いました。
これまで多くの企業や団体、個人の皆様のみならず、市、府、国のご協力も
いただきました。このフェスティバルの発展は皆様のご支援なくしてはありえません。
国際的とはまだまだ言い難い日本と海外を対等に繋げるべく私たちは
日々 試行錯誤を重ねておりますが、同時に様 な々出会いも生み出されています。
私たちはそこから新しい価値が生まれてくることを信じ、このフェスティバルを
さらに発展させるべく邁進します。

KYOTOGRAPHIE, held in the spring in the ancient city of Kyoto, is one 
of the few truly international artistic events taking place in Japan. 
While honoring its millennium of history and tradition, Kyoto is at the same 
time a leading light of culture on an international scale. Valuable 
collections of photography and works by internationally renowned artists 
are exhibited in elegant, historic buildings as well as modern  architectural 
spaces. Some shows feature the work of traditional artisans, while 
others highlight collaborations with the most modern technology. The 
exhibitions are presented outside the traditional galley format  and 
work in harmony with the spaces in which they reside. Our goal is to present 
a multifaceted photography festival that cannot be found anywhere 
else but Kyoto.

The 2011 Tohoku Earthquake and Tsunami was a vivid reminder of the 
need for solid platforms for communication and cultural exchange between 
Japan and the rest of the world. Japanese camera and printing 
technology is legendary, but Japanese photographers still have a long way to 
go in terms of being recognized for their use of photography as a medium 
of expression. KYOTOGRAPHIE seeks to explore issues that affect us 
all through photography while showcasing the incredible talent in Japan and 
the rest of the world here in Kyoto, a city of both tradition and innovation.
In this effort we have benefited from the assistance of numerous corpora-
tions, organizations and individuals, as well as the city, prefectural and 
national governments. Without this support, KYOTOGRAPHIE would not 
be possible. Young people, in particular, have the potential to serve as a 
link between Japan and the rest of the world. While every day of preparation 
has been a process of trial and error, each one has brought new encounters 
and opportunities. We are confident this fusion of the new and the old will 
bring about new ways of thinking, and propel our festival to new heights.



2019年のテーマ
KYOTOGRAPHIE 2019 Theme

VIBE—私たちの感覚を研ぎ澄まし、自身の中に眠る何かを揺るがし
覚醒させるもの。
誰かに出会ったとき、作品と出会ったとき、ある出来事と対峙したとき、
目に映らず、形を持たずとも、私たちの全身全霊にほとばしるもの。
そしてもたらされる喜びも葛藤も絶望ですらも、私たちを新たな世界へと導くもの。

そんな目に見えないものが繋がるときに生まれる共振や共鳴を伝えたい。
KYOTOGRAPHIE 2019は、誰しもの中に在る「VIBE」を呼び覚まします。

KYOTOGRAPHIE 共同創設者／共同代表
ルシール・レイボーズ ＆ 仲西 祐介

A VIBE is a distinctive emotional atmosphere, something sensed intuitively 
and deeply connected to our mood. Vibes rush over you when you meet a 
person, confront a memory or event, visit a place, hear a piece of music, or 
remember a time. These invisible waves, both positive and negative alter our 
experience, they either separate us or connect us.

Lucille Reyboz & Yusuke Nakanishi,
Co-founders and Directors of KYOTOGRAPHIE



会場
Venues

6. イズマイル・バリー｜Ismaïl Bahri

二条城 二の丸御殿 御清所
Nijo-jo Castle Ninomaru-goten Palace Okiyodokoro Kitchen

5. 金氏徹平｜Teppei Kaneuji

京都新聞ビル 印刷工場跡（B1F）
Kyoto Shimbun B1F, Former Printing Plant

2. ピエール・セルネ＆春画｜Pierre Sernet & SHUNGA

誉田屋源兵衛竹院の間
Kondaya Genbei Chikuin-no-Ma

1. アルバート・ワトソン｜Albert Watson

京都文化博物館 別館
The Museum of Kyoto Annex

11a-c. アルベルト・コルダ&ルネ・ペーニャ&アレハンドロ・ゴンサレス
Alberto Korda & René Peña & Alejandro González

y gion 

9. ヴィック・ムニーズ｜Vik Muniz

ASPHODEL

14. 原 摩利彦｜Marihiko Hara

バング＆オルフセン 京都 ポップアップストア
Bang & Olufsen Kyoto Pop-up Store

10. 顧
こ

 剣
けんりょう

亨｜Kenryou Gu

Sfera

15. 篠山紀信｜Kishin Shinoyama

美術館「えき」KYOTO
Museum「EKi」KYOTO

3. ベンジャミン・ミルピエ｜Benjamin Millepied

誉田屋源兵衛 黒蔵
Kondaya Genbei Kurogura

8. アルフレート・エールハルト｜Alfred Ehrhardt

両足院（建仁寺山内）
Ryosokuin

13. オサム・ジェームス・中川｜Osamu James Nakagawa

ギャラリー素形
Gallery SUGATA

4. ヴェロニカ・ゲンシツカ｜Weronika Gęsicka

嶋臺ギャラリー
SHIMADAI GALLERY KYOTO

7a-c. パオロ・ペレグリン & 岡原功祐
Paolo Pellegrin & Kosuke Okahara

堀川御池ギャラリー｜Horikawa Oike Gallery

12. よみがえる沖縄1935｜Okinawa 1935

立命館大学国際平和ミュージアム
Kyoto Museum for World Peace



KYOTOGRAPHIE 2019

PROGRAMS

全てのプログラム内容・展覧会名・会場・スポンサーの情報は3月18日現在のもので、予告なく
変更になる可能性がございます。また後日追加情報を発表いたします。

All the information (program, sponsors, venues...) announced for KYOTOGRAPHIE 
2019 are confirmed up to March 18th, 2018. More are coming soon!



1. アルバート・ワトソン｜Albert Watson 
京都文化博物館 別館 ｜The Museum of Kyoto Annex
presented by BMW 共催：京都府

1942年、スコットランド・エディンバラ生まれ。アルフレッド・ヒッチコックやスティーブ・ジョブスなど、名だた
る著名人のポートレートを手がけ、ワトソンの卓越した写真表現は人 を々魅了し続けている。世界各国
のVOGUEの表紙を100以上、ローリングストーンズ誌やハーパス・バザーなど著名誌の表紙を多数撮
影するなど華 し々い経歴を持つ。40年に渡りアートワークも創作し続け、世界中の美術館やギャラリーで
も展示多数。また、フォト・ディストリクト・ニュースが選ぶ最も影響を与えた写真家20人の1人に選ばれ
た。主な受賞歴に、グラミー賞やルーシー賞、三度にわたるアンディー賞、ハッセルブラッド・マスターズ
賞などがある。

Albert Watson was born in Edinburgh, Scotland in 1942. His expressive photographic portraits 
of famous celebrities, from Alfred Hitchcock to Steve Jobs, continue to dazzle. Albert’s photo-
graphs have appeared on the cover of Vogue more than 100 times worldwide and have been 
featured in countless other prominent publications, such as Rolling Stone, Time, and Harper’s 
Bazaar. For over 40 years, his striking photographs and stunning hand-made prints have been 
exhibited in galleries and museums around the globe. He was chosen as one of the twenty most 
influential photographers by Photo District News, and has won numerous honors, including a 
Grammy, a Lucie Award, the ANDY Award (thrice), and the Hasselblad Masters Award.

Ryuichi Sakamoto, New York City, 1989. Photo by Albert Watson Ullinish Point, Isle of Skye, Scotland, 2013. Photo by Albert Watson Albert Watson, Mick Jagger, Los Angeles, 1992. Photo by Albert Watson



2. ピエール・セルネ & 春画｜Pierre Sernet & SHUNGA
誉田屋源兵衛竹院の間｜Kondaya Genbei Chikuin-no-Ma
presented by CHANEL NEXUS HALL

本展覧会では、フランス人パフォーマンスアーティストであり写真家のピエール・セルネの写真シリーズ
「Synonyms」と、近年ますます世界的に注目が集まる日本の春画を紹介する。さまざまなカップルのヌー
ドを被写体とし、モノクロのシルエットで表現されたセルネの写真。それに呼応するように浦上蒼穹堂
（うらがみそうきゅうどう）・浦上満コレクションより、珠玉の春画の数々が展示される。春画は江戸時代に
浮世絵のジャンルとして人気を博し、鈴木春信、喜多川歌麿、葛飾北斎など多くの絵師が筆をとった。
西洋の印象派やパブロ・ピカソにも大きな影響を与えた。その線描と色彩、大胆な構図と、春画からイン
スピレーションを受けたセルネの写真のコントラストをご覧いただくユニークな機会となるだろう。

This exhibition will feature Synonyms, the latest series of photographs by the French perfor-
mance artist and photographer, Pierre Sernet, together with shunga, a genre of Japanese art that 
has received increased international attention in recent years.  Sernet’s photographs portray inti-
mately engaged nude couples, expressed as black-and-white silhouettes. In a similar vein, we will 
also be presenting numerous famous shunga belonging to Uragami Sokyu-do’s Mitsuru Uragami 
Collection. During the Edo period (1603–1868) shunga was a popular genre and many of 
the great woodblock print artists, including Suzuki Harunobu, Kitagawa Utamaro, Katsushika 
Hokusai, etc. turned their hand to it. Shunga were later to have a strong influence on the Im-
pressionists and Pablo Picasso in the West. This exhibition offers a unique opportunity to enjoy 
the contrast between the fine lines, color and bold compositions of the Edo prints and Sernet’s 
contemporary photographic representation of shunga.

1 2 3

Pierre Sernet, Kaitlin & John 2015 © SP2X Pierre Sernet, Yumiko & Ana 2017 © SP2X Light Snow in Spring (Haru no usuyuki) / Keisai Eisen / 1822



Benjamin Millepied is a choreographer, filmmaker, and former professional dancer. It was during 
his distinguished 16-year career as a dancer with the New York City Ballet, where he rose to the 
rank of principal dancer, that Mr. Millepied began creating choreographic works.  Since then, 
Mr. Millepied’s choreography has been commissioned and performed by major dance companies 
including the New York City Ballet, American Ballet Theatre, the Paris Opera Ballet, and the Ma-
riinsky Ballet, among others.  Following his formal retirement as a dancer in 2011, Mr. Millepied 
moved to Los Angeles where he founded L.A Dance Project, an innovative platform comprised 
of an internationally acclaimed dance company, a performance space in L.A.’s Arts District, and 
a program of media initiatives.  Mr. Millepied is also the co-founder of Artform, a tech start-up 
company with a mission to support and promote artists across all artistic disciplines. In 2013, 
the Paris Opera Ballet appointed Mr. Millepied as its Director, and there Mr. Millepied pro-
grammed a number of highly successful seasons before stepping down in 2016 to focus more 
fully on L.A. Dance Project and his own work as a choreographer and filmmaker.  As a filmmaker, 
Mr. Millepied has directed and produced numerous short films and is currently working on two 
feature films, one of which will be a musical adaptation of Carmen, to be produced in 2019.

3. ベンジャミン・ミルピエ｜Benjamin Millepied
誉田屋源兵衛 黒蔵｜Kondaya Genbei Kurogura
supported by Zadig & Voltaire

振付師、映画監督、元プロダンサーとして知られるベンジャミン・ミルピエは、ニューヨーク・シティ・バレエ
団での16年間にわたる名高いキャリアの中でチーフダンサーとして名を馳せ、数々の舞踏作品を生み
出した。その後、ニューヨーク・シティ・バレエ団、アメリカン・バレエ・シアター、パリ・オペラ座やマリインス
キー・バレエなど、世界の名だたるダンスカンパニーからオファーを受ける。2011年にはダンサーとして
の活動を公式に終えてロサンゼルスに拠点を移し、国際的に認められたダンスカンパニーと、ロサンゼ
ルスのアーツ・ディストリクトにあるパフォーマンス・スペース、そしてメディア先導のプログラムにより構成さ
れた革新的なプラットフォーム「L.A. Dance Project」を立ち上げる。また、様 な々芸術教練を受けている
アーティストを支援し奨励するIT系ベンチャー企業「Artform」の共同創設者の顔も持つ。2013年には
パリ・オペラ座から芸術監督として抜擢され、2016年に「L.A. Dance Project」や振付師、映画監督とし
ての自身の制作に専念するために辞任するまで、数々の功績を残した。映画監督としてミルピエはこれ
までに多くのショートフィルムを制作しており、現在は2019年公開予定のミュージカル映画「カルメン」を
含む2つの長編映画の制作に取り組んでいる。

Photo by Benjamin Millepied Photo by Benjamin Millepied Photo by Benjamin Millepied



4. ヴェロニカ・ゲンシツカ｜Weronika Gęsicka
嶋臺ギャラリー｜SHIMADAI GALLERY KYOTO
supported by agnès b., with the patronage of Adam Mickiewicz Institute

1984年生まれ、ポーランド・ヴウォツワヴェク出身。ワルシャワ芸術大学にてグラフィックを専攻し、ワル
シャワ写真アカデミーを卒業。ゲンシツカは思考や記憶術、記憶障害に関わる科学理論にも関心を寄
せ、記憶とそのメカニズムについてのプロジェクトに取り組んでいる。写真だけではなく、職人や他の作
家と共同で立体や工芸品の制作も行っている。また、ストックフォトや、インターネットや警察の記録、古
いプレスなどから見つけられた写真など、様 な々アーカイブ資料を用いて制作を行うことに重きを置いて
いる。本展では、アメリカのストックフォトを再構成した作品を展示予定。主な個展に「I remember my 
birth」（ウヤズドフスキ城現代美術センター ワルシャワ 2018年）、グループ展に「Foam Talent」（フォーム写真
美術館 オランダ 他巡回 2017–2018年）などがある。

Born in 1984 in Włocławek, Poland, Weronika Gęsicka majored in graphic design at the Warsaw 
Academy of Fine Arts and graduated from the Warsaw Academy of Photography. The recipient of 
a scholarship from the Polish Ministry of Culture and National Heritage, she is engaged in a proj-
ect on memory and its mechanisms. She is particularly interested in scientific theories regarding 
thought, and in memorization techniques (mnemonics) and disorders. She is an active photog-
rapher, but also works with craftsmen and other artists to create objects and artifacts. She places 
importance on working with archival materials, such as stock photographs and photos found on 
the internet, in police records, or in old print media. She has done several major solo and group 
exhibitions, including “I remember my birth” (Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in 
Warsaw, 2018) and “Foam Talent” (Foam Photography Museum, Amsterdam, 2017–2018).

Untitled #48 from the Traces series, 2015–2017. Courtesy of the artist and Jednostka gallery Untitled #1 from the Traces series, 2015–2017. Courtesy of the 
artist and Jednostka gallery

Untitled #5 from the Traces series, 2015–2017. Courtesy of the 
artist and Jednostka gallery



5. 金氏徹平｜Teppei Kaneuji
京都新聞ビル 印刷工場跡（B1F）｜Kyoto Shimbun B1F, Former Printing Plant

共催：京都新聞

1978年生まれ、京都府在住。美術家・彫刻家。京都市立芸術大学大学美術学部彫刻科講師。2003
年京都市芸術大学彫科卒業。身のまわりの事物を素材に部分を切り抜き繋ぎ合わせることで、既存の
文脈を読み替えるコラージュ的手法を用いて作品を制作。横浜美術館（2009年）、ユーレンス現代美
術センター（北京 2013年）、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館（2016年）等で個展を開催、また、国内外
の企画展・国際展で作品を発表している。2011年以降、舞台美術も複数手がけ、近年は舞台作品も
制作している。平成24年度京都市芸術新人賞、平成27年度京都府文化賞奨励賞受賞。

Born in 1978, Teppei Kaneuji is an artist and sculptor who lives and works in Kyoto. He earned a 
graduate degree in sculpture at Kyoto City University of the Arts in 2003, where he now teaches. 
He uses things around him as materials for his works, altering their meaning via a collage meth-
od that involves cutting off parts and attaching them elsewhere. He has done solo exhibitions at 
the Yokohama Museum of Art (2009), the Ullens Center for Contemporary Art (Beijing, 2013), 
Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art (2016), and at other venues inside 
and outside Japan. Since 2011, he has also worked on set design and produced theatrical works 
in 2012. He received Kyoto City’s Best Young Artist Award in 2012, and the Kyoto Prefecture 
Culture Prize Award in 2015.

Sea and Pus (Concrete Block), 2018 © Teppei Kaneuji Paper and Liquid #1, 2018-2019 © Teppei Kaneuji Paper and Liquid #2, 2018-2019 © Teppei Kaneuji



Foyer, 2016, Video, 32 min

6. イズマイル・バリー｜Ismaïl Bahri
二条城 二の丸御殿 御清所｜Nijo-jo Castle Ninomaru-goten Palace Okiyodokoro Kitchen

パリとチュニジア・チュニスを拠点に活動するイズマイル・バリーは、制作において様 な々文化や美学を
参照することで、繊細な視覚的実験へと作品を深化させている。身近な素材を巧みに操るバリーの作
品は様 な々形態を持ち、映画や写真に用いられる意思表示や技法から、無意識に影響を受けて生み
出される。誰しもが想像できないような作品を制作する傍ら、バリーは同時にあらゆる物質が併せ持つ
有機的で儚い自然な側面を体現することを重要視している。バリーによって編み出された独特な慣習
的儀式は、見えることと認識することの境界のありかについて私たちに問いかけてくる。

Lives and works in Paris and Tunis. His work incorporates many cultural and aesthetic refer-
ences, developing sensitive and precise visual experiments. The results take varying forms, and 
involve the manipulation and transformation of basic materials, often through mechanically in-
spired gestures and procedures related to cinema or photography. While the production of traces 
constitutes a revelatory act, Bahri equally privileges experiences that build on the organic and 
fleeting nature of things. From the strange rituals invented by the artist emerges a questioning 
of the limits of the visible, and of perception itself.

Dénouement, 2011, video, 8 min Line, 2011, HD video, 16/9, 1 min loop



7a. Magnum Live Lab/19 in Kyoto
A photographic conversation betweenPaolo Pellegrin & Kosuke Okahara
堀川御池ギャラリー｜Horikawa Oike Gallery
presented by FUJIFILM

パオロ・ペレグリンと岡原功祐がそれぞれ開催直前から京都で撮影を開始し、会場にて10日間の滞在制
作を行います。セレクション、写真の組み方、キュレーションなど、普段なかなか見ることのない作品が出来
上がっていくプロセスを来場者は会場で体感することができます。

Two documentary photographers, Paolo Pellegrin and Kosuke Okahara will shoot in Kyoto 
and carry out their production process for ten days during the KYOTOGRAPHIE 2019 
infront of the audience.  The audience will get to see how the two photographers work 
together with a curator to select, edit, and install their works to create an exhibition. 



7b. パオロ・ペレグリン｜Paolo Pellegrin
堀川御池ギャラリー｜Horikawa Oike Gallery
presented by FUJIFILM

1964年ローマ生まれ、ロンドン在住。ローマ・ラ・サピエンツァ大学で建築学を学んだ後、ローマの専門
学校で写真を学ぶ。その後、フランスの「ヴュ」、イタリアの「グラツィア・ネリ」などの写真通信社を経て、
2001年よりマグナムに参画し、2005年に正会員となる。1995年、ウガンダのエイズを取材した一連の
作品が注目され、一躍世界各地で写真が発表されるようになる。その後も、ルーマニア、ボスニア、コソ
ボ、カンボジア、アフガニスタン、イラクなどの紛争地なども幅広く取材しており、それらの作品は世界報
道写真賞をはじめ、数 の々賞を受賞している。9.11以降のイスラム世界を取材した作品でユージン・ス
ミス賞（2006年）、レバノン紛争の作品でロバート・キャパ賞（2006年）を受賞。

Paolo Pellegrin was born in Rome in 1964. He studied architecture at L’Università la Sapienza 
and photography at l’istituto Italiano di Fotografia, both in Rome. After working with photo 
agencies such as Agence VU in France and Grazia Neri in Italy, he joined Magnum Photos in 
2001, becoming a full member in 2005. His 1995 series on the AIDS crisis in Uganda attracted 
great attention, with his photos being published worldwide overnight. Since then, he has cov-
ered numerous conflicts in Romania, Bosnia, Kosovo, Cambodia, Afghanistan, Iraq, and other 
places all over the world. Pellegrin has won many awards, including ten World Press Photo 
awards, multiple Photographer of the Year awards, the Leica Medal of Excellence, an Olivier Reb-
bot Award, the W. Eugene Smith Grant in Humanistic Photography for his work on the Islamic 
world since 9/11, and the Robert Capa Gold Medal Award for his work on conflict in Lebanon. 
His work has been presented in many exhibitions and been published in several books, the latest 
being “Paolo Pellegrin An Anthology” presented at MAXXI in Rome and published by Silvana 
Editoriale. He lives in London.

ANTARCTICA. 2017. NASA IceBridge flight 
surveying climate change in Antarctica. Aerials taken 
from a NASA P3 plane flying over South Peninsula A. 
© Paolo Pellegrin/Magnum Photos                                                                

ANTARCTICA. 2017. NASA IceBridge flight surveying climate change in Antarctica. Aerials taken from a 
NASA P3 plane flying over Venable 01A. © Paolo Pellegrin/Magnum Photos                                                           

ANTARCTICA. 2017. NASA IceBridge flight 
surveying climate change in Antarctica. Aerials taken 
from a NASA P3 plane flying over TanDEM-X B. 
© Paolo Pellegrin/Magnum Photos



7c. 岡原功祐｜Kosuke Okahara
堀川御池ギャラリー｜Horikawa Oike Gallery

presented by FUJIFILM

1980年東京都出身。早稲田大学卒。南ア国立WITS大学大学院中退。人の居場所を主なテーマ
に撮影を続けている。2009年に世界報道写真財団が世界中の若手写真家から12人を選ぶJoop 
Swart Masterclassに日本人として初選出されており、またPhoto District Newsが選ぶ世界の若手写
真家30人にも選ばれる。2010年には『Ibasyo』で、人間性や社会性を重視した写真作品に贈られる
W.ユージン・スミス・フェローシップを受賞。2012年、原発事故後の福島を撮影した作品でゲッティー・
グラント、2014年にはコロンビアの作品でピエール&アレクサンドラ・ブーラ賞を受賞した。これまでに東
京都写真美術館、クンスタール、ケブランリー美術館、C/Oベルリン、バイエルン州立図書館など、各国
の美術館やギャラリーでも作品が展示されている。

Kosuke Okahara was born in Tokyo in 1980, and currently divides his time between Tokyo and 
Kyoto. He grew up in Tokyo and began his career as a photographer after studying education in 
university. The main theme of his photography has continued to be “Ibasyo,” a Japanese term 
that refers to the physical and emotional space in which a person exists. In 2009, Okahara was 
one of 12 young photographers from around the world selected for the World Press Photo Joop 
Swart Masterclass—the first Japanese to be so honored. He has also received numerous other 
awards and grants, including the W. Eugene Smith Fellowship (in 2010, for “Ibasyo”), the PDN 
30, Getty Images grants, Prix Kodak, and the Pierre & Alexandra Boulat Award. His works have 
been exhibited in various museums, galleries, and international photography festivals. He con-
tinues shooting stories that touch him.

Ibasyo, self-mutilation among young people in Japan, 2007  © Kosuke Okahara Ibasyo, self-mutilation among young people in Japan, 2007  © Kosuke Okahara Ibasyo, self-mutilation among young people in Japan, 2007  © Kosuke Okahara



8. アルフレート・エールハルト｜Alfred Ehrhardt
両足院（建仁寺山内）｜Ryosokuin

supported by Alfred Ehrhardt Stiftung Berlin 

バウハウス設立100周年を記念して、日本では初となるドイツの著名な前衛写真家、アルフレート・エー
ルハルト（1901-1984年）の個展を開催。アルフレート・フランツ・アドルフ・エールハルトは1901年5月
5日テューリンゲン州トリップティス（ドイツ）に生まれる。1928年から1929年にはデッサウのバウハウスに
入学し、また補助教員として働き始める。彼はジョセフ・アルバースの予備過程を修了し、オスカー・シュ
レンマーの舞台工房に関わりながら、彼の友人であり彼の作品を高く評価していたカンディンスキーを
はじめとする人々へ様 な々講義を行なった。彼はまた数々の名著を残しており、1948年には自身の映
画制作会社「アルフレート・エールハルト・フィルム」を設立。彼の二部構成映画「エルンスト・バルラハ」

（第一部：Der Kämpfer）は第11回ヴェニスビエンナーレにて上映された。この作品はイギリスを支配
していた権力により売り込まれ、ドイツ映画は海外では敬遠されていたにも関わらず大きな成功を納め、
初めて賞を獲得することとなった。1948年から1974年にかけては60近くの文化的映画とドキュメンタ
リー映画の制作を請け負い、ドイツの映画賞であるBundesfilmpreiseを含む国内・外の賞を数多く受
賞した。彼は生涯熱心な写真家であった。彼は1984年に亡くなっている。

Celebrating the 100th anniversary of the Bauhaus, Kyotographie presents the first Japanese exhi-
bition of Alfred Ehrhardt (1901-1984), a major photographic artist of the German avant-garde.

Composer, painter, and filmmaker, as well as photographer, Ehrhardt studied at the Bauhaus in 
1928-29. Dismissed from his teaching post by the National Socialists, he moved to the North Sea 
in 1933, where the natural structures of the tidal flats inspired his first series of photographs: 
“Das Watt” (“The Tidelands”). Series on Crystals, Shells, Corals and other natural forms fol-
lowed. Looking back to the German Naturphilosophen and scientists of the 19th and early 20th 
centuries who studied the geometry of nature, Ehrhardt’s photographs also evince the principles 
of the Bauhaus in their focus on composition, materiality, rhythm, and movement.

Querschnitt durch ein Nautilus Gehäuse / Cross-
sectional view into a Nautilus shell, 1940/41
© bpk / Alfred Ehrhardt Stiftung

Bodenriffelungen / Ripple marks in the ground, 1933–37
© bpk / Alfred Ehrhardt Stiftung

Topas-Kristalle, Brasilien / Topaz Crystals, Brasil, 
1938/40 © bpk / Alfred Ehrhardt Stiftung



9. ヴィック・ムニーズ｜Vik Muniz
ASPHODEL
presented by Ruinart

Flow Hands
Vik Muniz / Xippas Gallery for Ruinart

Chardonnay Leaf
Vik Muniz / Xippas Gallery for Ruinart

Flow Polyptych
Vik Muniz / Xippas Gallery for Ruinart

“ローテクの芸術家”として身近な材料を使い写真作品を発表し続けるブラジル出身の現代美術家ヴィッ
ク・ムニーズが世界最古のシャンパーニュ・メゾン、ルイナールとコラボレーションし最新作を発表。彼は
シャンパーニュ地方にあるルイナールのメゾンを訪れ、ルイナールのシャンパーニュ作りに欠かせないシャル
ドネのぶどうの木の幹や葉などを畑から収集した枝や土などの材料を用いて表現した。厳しい気候が最
高のぶどうをもたらすという事実、そして自然の自由と限界の共存がもたらす緊張感を物語ることで自然へ
の敬意を表す。

Vik Muniz (b.1961, Sao Paulo, Brazil), defining himself as the “Low-tech Illusionist” he is known 
to use materials within his surroundings to create photographic images that often reference clas-
sical paintings. As his latest work, in collaboration with Ruinart, the Champagne maison with 
the longest history, Vik, enraptured by the long process required to produce Ruinart champagne, 
captured the relationship between humans and nature using materials from the vineyards of Ru-
inart. These art pieces are an ode to the power of nature and its creative flow. 



10. 顧
こ

 剣
けんりょう

亨｜Kenryou Gu
Sfera

1994年京都生まれ、上海育ち。京都造形芸術大学現代美術・写真コース卒業。大学在学中にアル
ル国立高等写真学院へ留学。「KG＋ Award 2018」グランプリを受賞、「sanwacompany Art Award / 
Art in The House2019」グランプリを受賞。現在、東京を拠点に活動中。都市空間における自身の身
体感覚を基軸にしながら、そこで蓄積された情報を圧縮・変換する装置として写真を拡張的に用いてい
る。独自の手法で異なる時間、場所を接続し再構成することにより、空間の周縁に潜在するコンテクスト
へと視線を誘導し、風景を形づくる見えない情報的地層の断面を立ち上げている。2018年の個展に、
TOKYOGRAPHIE 2018 プログラム「Utopia」GALLERY WATER（東京）、「霧霾｜Wu-Mai」ワコールス
タディホール京都 ギャラリー、「Utopia」元淳風小学校（京都）などがある。

Kenryou Gu was born in Kyoto in 1994 and raised in Shanghai. He graduated from the College 
of Contemporary Art and Photography at Kyoto University of Art and Design. While in univer-
sity, he studied abroad at the National School of Photography in Arles, France. Gu is recipient of 
the “KG + Award 2018” grand prize as well as the “sanwacompany Art Award / Art in The House　
2019” grand prize. Currently based in Tokyo, Gu uses photography expansively as a means to 
compress and transform the information accumulated in one’s physical sensations in urban 
spaces. By means of an original method through which different times and places are connected 
and reconstructed, Gu builds a cross section of the invisible informational stratum that forms 
scenery, guiding the gaze through the hidden context at the periphery of space. His major solo 
exhibitions in 2018 included “Utopia” GALLERY WATER (Tokyo) at TOKYOGRAPHIE 2018, 
“Wu-Mai” at Wacoal Study Hall Kyoto Gallery, and “Utopia” at the former Junpu Elementary 
School (Kyoto).

15972 sampling, 2019 © Kenryou Gu 15972 sampling, 2019 © Kenryou Gu 15972 sampling, 2019 © Kenryou Gu



彼女、私、そして彼らについて －キューバ：3人の写真家の人生と芸術

アルベルト・コルダ
ルネ・ペーニャ
アレハンドロ・ゴンサレス

いわゆる「キューバン・アート」には、キューバで制作されたか否かにかかわらず、
この国の歴史や居住者のありとあらゆるドラマが詰まっている。
芸術と社会と生活とが常に相互作用をもたらすように、アーティストたちは歴史が
下した結末に抗えず、そしてそんな中でも自身のアイデンティティーを見出し、
作品へと昇華する。

「彼女、私、そして彼らについて」は、写真を通して歴史について考えるある種の
手法であり、永続的に建築され続ける一国について描いた、終わることのない
三部作である。

クリスティーナ・ヴィヴェス（本展キュレーター）

All art that calls itself Cuban, whether or not made in Cuba, bears the seal 
of the country’s history and the existential drama of its inhabitants. Its 
creators have not succeeded in resisting the need to issue judgment on that 
history or simply identify themselves in it. It is an unavoidable art-life-society 
interconnection.  About Her, about Me and about Them is a way of thinking 
part of that recent history through photography.

Cristina Vives
Curator

About Her, about Me, and about Them.
Cuba through the Art and Life of Three Photographers:

Alberto Korda
René Peña 
Alejandro González



11a. アルベルト・コルダ｜Alberto Korda
y gion

アルベルト・ディアス・グティエレス（通称コルダ）（1928年ハバナ–2001年パリ）は、キューバ革命のオフィシャ
ルフォトグラファーでもあり、ファッションフォトグラファーとしても活躍した、キューバの社会・政治的側面
が近代から現代への歴史的変遷を遂げた時代を最も象徴する人物の一人である。1959年のキュー
バ革命では、世界に開放的なメッセージを送るべく、その勝利の写真を戦略的に発信した。1960年に
撮影されたチェ・ゲバラのポートレートでもその名を馳せる。革命前後の1954年から1968年にかけて、
ファッションやコマーシャルフォトをきっかけに女性のポートレートを多数撮影。本展では、革命の激動性
と、女性性の美しさという、対極にあるとも言える事象とその相関性を精力的にとらえたコルダの魅力に
迫る。

Alberto Díaz Gutiérrez (Korda) (La Habana, 1928–Paris, 2001) is probably one of the best rep-
resentatives of the historical transit in which Cuba went from modernity to contemporariness 
in social and political terms; and also of those initial years when the triumphant Revolution of 
1959 found photography its best ally to send its emancipative message to the world. We are not 
referring to the images of leaders and political events that made Korda famous (particularly the 
image of Che Guevara from 1960, the most disseminated image in the history of photography), 
but to his photos of beautiful women made between 1954 and 1968 with the foremost purpose 
of fashion and advertising, but later as personal obsession to find the feminine beauty in the 
new political scenarios of the Revolution. Without realizing it, Korda was creating the highest 
aesthetic testimony ever made of the Cuban revolution (in my opinion). Sensuality, youth, and 
freshness appeared to the artist as common features in both his women and in the Revolution he 
had seen come to life. But historical processes change their nature and also grow old.

Norka in Studios Korda, La Habana, 1958. © Alberto Korda Norka. Brisas del Mar, La Habana, 1960. © Alberto Korda Revolution Square, La Habana, May 1, 1962. © Alberto Korda



11b. ルネ・ペーニャ｜René Peña
y gion

1957年、ハバナ生まれ。社会主義が国際的に崩壊していく時代に多感な時期を過ごし、理想と現実と
のはざまを目の当たりにしたペーニャは、個人と社会との関係性に重きをおき作品制作を続けている。
女性の装いも含まれるセルフポートレートを撮影し構築された各シーンは、彼自身の身体に含まれる思
考の構造とも言える。それは誰かが定義した異性性への倒錯のようなものでなく、彼に運命付けられて
いた歴史舞台（ここでは彼の身体）に築いた彼自身の構造物とも言える。1990年代初頭から「Tales 
of the City」（1991年）、「Rituals and Self-Portraits」（1996年）、「Memories of the Flesh」（1997年）、

「Burden and Blessing」（1998年）など数 の々個展を開催している。

René Peña (La Habana, 1957) emerges in the Cuban photographic scene in the late 1980s. His 
generation was destined to live through the collapse of the geographical cartography of interna-
tional socialism. Born in times of utopia and lived through the years that led to its dissolution. 
Those were years in which the creators’ themes and research objects changed from collective to 
personal, and the role of the individual gained risky prominence. Peña never went in for photo-
journalism, even while rejecting the notion of purely aesthetic photography. From his first solo 
exhibitions in the early 1990s it was apparent he was after some kind of larger truth: “Tales of 
the City” (1991), “Rituals and Self-Portraits” (1996), “Memories of the Flesh” (1997), “Burden 
and Blessing” (1998).

Sin título (Untitled), 2012  © René Peña courtesy of the artist Tutú, 2008  © René Peña courtesy of the artist Dad, 2016 © René Peña courtesy of the artist 



11c. アレハンドロ・ゴンサレス ｜Alejandro González
y gion

1974年、ハバナ生まれ。独習のアーティストとしてアレハンドロ・ゴンサレスは、19世紀のハバナにおけ
る無常な自然や、不安定な時空間、個人を記録したドキュメンタリー写真の永続性に関心を抱いた。
それまで誰からも語られることのなかった物語や社会区分に存在する空白に着目し、作品制作を続け
ている。ゴンザレスの作品は、政治的慣習に疑問を呈し、経済が生み出す幻想や目に見えない荒廃
やデマゴーグ（扇動）を浮かび上がらせ、その独自の視点は「彼ら」の存在がなんたるかを私たちに語
りかける。本展では、キューバ革命をダンボールで再現し撮影したシリーズ《再構築》（2012–2015年）
と、LGBTを捉えた作品を展示予定。世界各国でも展覧会を多数開催し、シリーズ《Habana: Futre》

（2005年）はフィンランド国際写真トリエンナーレ・LUMOʼ07にて展示され、その後《AM-PM》（2005

年）が2006年の第9回ハバナ・ビエンナーレにて展示された。その他、2011年にパリのケ・ブランリー
美術館にて展示された《不当な行為》（2008年）などがある。

Alejandro González (La Habana, 1974) was born when everything still seemed to indicate that 
a better future was possible. He grew up waiting for that promissory future. His photos explore 
the empty spaces of untold stories or the social segments that were not represented in the offi-
cial photography; events and people not considered eligible by the power, and through them the 
artist rounds up the historical gaps avoided by power. Through each one of his series, generically 
entitled Re-construcción (Re-constructions) is the result of rigorously based historical research, 
and simulation does not make them less credible. He has studied the mega projects (many of 
them unsuccessful) contained in the Revolution’s economic development plans of those decades, 
as well as the essential moments that marked the radical course of the social policy and the ide-
ology. He has constructed models employing recycled materials in order to “repeat”, but from a 
critical point of view, those photos that originally documented important political events of the 
country. His photographs weaken the political ritual, use irony to present the economic fanta-
sies, unveil the ruins, make evident the rhetoric and the demagogy, and point out the mistakes.

From the series Re-contruction. The day August 5, 1994 
© Alejandro González courtesy of the artist and Estudio Figueroa-Vives, Havana

From the series Re-contruction. The Grey Five Year Period, 1975; 2015 
© Alejandro González courtesy of the artist and Estudio Figueroa-Vives, Havana

From the Series Conducta impropia. Mi 
Cayito, Havana, 2008. © Alejandro González 
courtesy of the artist and Estudio Figueroa-
Vives, Havana



12. よみがえる沖縄1935｜Okinawa 1935: Reliving a lost past through photographs
立命館大学国際平和ミュージアム｜Kyoto Museum for World Peace, Ritsumeikan University

主催：立命館大学国際平和ミュージアム・朝日新聞社・沖縄タイムス社

アジア太平洋戦争末期に過酷な戦火にさらされた沖縄。近年、「1935年の沖縄」を取材し朝日新聞
に連載した写真のネガが発見された。戦争が激化する10年前の人々の日常と、そこにしのびよる戦争
の影を読み解きながら、現代へと繋がる沖縄をめぐる問題に迫る。

OKINAWA was exposed to the horrors of war near the end of the Asia-Pacific War. Photograph 
negatives produced by the Asahi Shimbun for storys about Okinawa 1935 were recently discov-
ered. Please consider the contemporary difficulties faced by Okinawa while thoroughly exam-
ining the creeping shadows of war which lingered over the daily lives of those living 10 years 
before the fires of war engulfed the island.

From the series Re-contruction. The day August 5, 1994 
© Alejandro González courtesy of the artist and Estudio Figueroa-Vives, Havana

From the series Re-contruction. The Grey Five Year Period, 1975; 2015 
© Alejandro González courtesy of the artist and Estudio Figueroa-Vives, Havana



13. オサム・ジェームス・中川｜Osamu James Nakagawa
ギャラリー素形｜Gallery SUGATA

アメリカ・ ニューヨーク生まれ、日本育ち、現在アメリカを拠点に活動し、2国のアイデンティティを踏まえ、
様 な々作品制作をするオサム・ジェームス・中川の写真展 [Eclipse：蝕／廻：Kai] をGallery SUGATA
にて開催する。[Eclipse: 蝕]は、「アメリカンファースト」というスローガンを皮切りに選挙キャンペーンに
よって価値観が対局に分断された現代のアメリカ社会を1990年代の初期作品「ドライブインシアター」
をベースに新たに、ふたつに分断されたアメリカを目の当たりにし、対局の価値観の真ん中、自身の視
座でもある分断の「間」を視覚化したシリーズ。 [廻:Kai]は、極めてパーソナルな自身の家族を巡るシ
リーズであり、父の喪失と娘の誕生を並列して向い合い、自身の家族の間に生じる個と個の繋がりを
可視化した両シリーズを同時展示。両シリーズにおける、社会とパーソナルに潜む本質的な沈黙を「問
いかけ」として静かに私たちに迫り、問いかける。

Japanese-American artist Nakayama probes America today with images from the early 1990s to 
the present day.

Arkansas#1 © Osamu James Nakagawa Courtesy of PGI Eclipse#2 © Osamu James Nakagawa Courtesy of PGI



14. 原 摩利彦｜Marihiko Hara
バング＆オルフセン 京都 ポップアップストア｜Bang & Olufsen Kyoto Pop-up Store

presented by Bang & Olufsen

1968年、祖母は医師であった夫の視察旅行に同行し、最初で最後の海外旅行に出かけた。パリ、ベ
ルリン、ローマ、コペンハーゲン、モスクワ、ジュネーブ、ニューヨーク、ハワイなどを周る世界旅行であっ
た。各地で撮影したフィルムを、リビングの壁に映写機で投影して見せてくれたのを憶えている。幼かっ
た私にとって、それが初めて身近に感じた「世界の色」であった。その後、93歳で亡くなるまで写真を撮
影しているところは一度も見たことはない。この旅から半世紀経って、孫の私は音楽家となり、世界の音
を録音しながら作曲をしている。祖母は生前私が音楽家として活動することを知ることはなかったが、
今ここで2つの旅の映像と音が交わる。祖母が遺してくれたわずかのフィルムによって、1968年の世界
を限られた小窓から垣間見る。わずかにこぼれ落ちた数滴の水のしずくを手にとるように、その中の世
界を想像してみる。
写真: 原 悦子(1912-2005)／音楽: 原 摩利彦／アドバイザー: 原 瑠璃彦

Sound and visual installation by musician Marihiko Hara inspired photos of his late grand-
mother’ s travels to the West.

Photo by Etsuko Hara (1912-2005) © 2019 Marihiko Hara Photo by Etsuko Hara (1912-2005) © 2019 Marihiko Hara Photo by Etsuko Hara (1912-2005) © 2019 Marihiko Hara



15. 篠山紀信｜Kishin Shinoyama
美術館「えき」KYOTO｜Museum「EKi」KYOTO

歌舞伎と写真の神様が降りてきた。篠山紀信は現代の浮世絵師。1960年代から活躍し、日本を代
表する写真家･篠山紀信。2017年には、40年以上にわたり撮り続けた自らの歌舞伎写真の集大成

『KABUKI by KISHIN』(光村推古書院刊)を発表し、国内外で高い評価を得ました。
今回の、美術館「えき」KYOTOでの個展では、京都に縁ある歌舞伎界の二大巨頭、四代目 坂田藤十
郎と十五代目 片岡仁左衛門の舞台を、迫力あるカメラワークで捉えた写真を展示いたします。名歌舞
伎俳優が演じる舞台に、歌舞伎の神と写真の神が降臨した刹那を活け撮りにした奇跡の一瞬。緊迫
感のある張りつめた写真の数々。篠山紀信が撮り続ける「歌舞伎の美」をぜひご堪能ください。
※出展数は約50点の予定。坂田藤十郎、片岡仁左衛門の写真を中心に展示。中村鴈治郎、中村扇
雀、中村壱太郎、中村虎之介、 片岡我當、片岡孝太郎、片岡千之助の写真も展示されます。

The gods of kabuki and photography have descended. Kishin Shinoyama is a modern ukiyo-e 
artist. Kishin Shinoyama has been active since the 1960s and is a photographer who represents 
Japan. In 2017, he announced "KABUKI by KISHIN" (Mitsumura Suiko Shoin Publishing), a 
compilation of kabuki photographs that he continuously shot for over 40 years, and received 
high praise inside and outside Japan. His solo exhibition at Museum EKi Kyoto will display pho-
tographs capturing the stage appearances of Sakata Tojuro IV and Kataoka Nizaemon XV, giants 
of the kabuki world with connections to Kyoto, with powerful camerawork.
This is a miraculous moment in which the instant that the gods of kabuki and the god of pho-
tography descended on the stage of kabuki actors has been captured live.
There are numerous taut photographs full of tension. By all means, please enjoy the "beauty of 
kabuki" that Kishin Shinoyama continues to capture to your heart's content.

Left: Sakata Tojuro / Right: Kataoka Nizaemon XV / Stage Production:Shochiku Co.,Ltd.



KYOTOGRAPHIE サテライト・イベント KG＋
KYOTOGRAPHIE Satellite Event KG＋

KG＋は、これから活躍が期待される写真家やキュレーターの発掘と支援を目的に、2013年より
スタートした公募型アートフェスティバルです。2019年に7回目を迎え、この度プログラムを一新し
ます。京都から新たな才能を世界に送り出すことを目指し、意欲ある参加者を広く募集して展覧
会を開催いたします。また、KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭との連携・同時開催を通して、
KG＋参加アーティストに、国際的に活躍する写真家やアーティスト、国内外のキュレーターやギャ
ラリストとの出会いの場と情報発信の機会を提供いたします。さらに、参加型のプログラムを実施
し、来場者や市民が写真芸術文化に親しむ環境をつくります。元京都市立淳風小学校を始め、
市内各所で展開される多様な表現が地域と訪れる人 を々つなげ、新たな発見や交流がうまれる
ことを期待します。

Started in 2013, KG+ is an open-entry art festival dedicated to discovering and fostering 
talent among photographers, curators and gallerists alike. For this, our seventh annual 
edition in 2019, we are making various changes in procedures to insure a more fair and 
transparent festival for all. We offer an exhibition platform for ambitious talents working 
in all forms of photography—a launch pad for Japanese artists seeking worldwide attention 
and for foreign artists wanting entrée to Japan. As a satellite of the main invitational KYO-
TOGRAPHIE International Photography Festival held concurrently each spring in Kyoto, 
KG+ affords an ideal forum for meeting and sharing information with the international 
photographic arts community, along with a participatory public outreach environment for 
visitors and local citizens. Presented citywide at a variety of venues, including the Junpu 
former elementary school, heritage houses and traditional shops, temples and historic 
sites, as well as “white cube” galleries, the possibilities for diverse creative expressions are 
far greater than with more conventional visual arts festivals.

共催｜京都市、京都市教育委員会
特別協賛｜GRAND MARBLE
Co-organisers: Kyoto City / Kyoto Municipal Board of Education　
Special sponsor: Grand Marble Corporation

2つの公募プログラム｜Two Sections

                【KG＋ SELECT】
                          会場：元・淳風小学校
                          Venue: Former Junpu Elementary School 

© Nao Nakai

                【KG＋】
                          会場：京都市内各所
                          Venue: Various Locations throughout Kyoto

アーティスト、キュレーター、ギャラリー、美術館、教育文化機関等が企画・主催する個展、グループ展、およびフ
ェスティバルの協賛企業による展覧会。
Various exhibitions at locations throughout Kyoto, including solo shows, group shows, and cultural 
projects organised by galleries/museums/schools, etc.

12組の『KG＋AWARD』ノミネートアー
ティスト展。グランプリ受賞者は次年度
のKYOTOGRAPHIEオフィシャルプログ
ラムで展覧会が開催され、賞金として
制作費50万円が贈られます。

12 nominated artists will compete 
for the KG+ Grand Prix; 1 winner 
will be invited to participate in the 
following year’s main official Kyo-
tographie programme and receive 
¥50,000 toward production costs.

© Nao Nakai
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