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3 月 20 日からの「房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス 2020」開催について、これまで参加作

家を順次発表してきましたが、このたび参加する全作家が決定しましたのでお知らせします。 

 

１ 参加作家、作品数 

（１）参加作家 

17 の国と地域より 76 組 

（アイシャ・エルクメン、アデル・アブデスメッド、磯辺行久、開発好明、蔡國強、ソカリ・ドグ

ラス・カンプ、冨安由真、米澤文雄、レオニート・チシコフ ほか 詳細は別添のとおり） 

（２）作品数 

87 点（新規：76 点） 

 

国内外のアーティスト、建築家、シェフ、パフォーマーなど、多彩なジャンルからの参加となり、

作品プランも非常に幅広い内容です。いちはらアート×ミックス公式ウェブサイトにて参加作家の略

歴、作家によるプラン画像を公開しておりますので、ぜひご覧ください。（https://ichihara-

artmix.jp/artist/） 

 

２ 開催概要 

会期：2020 年 3 月 20 日(金・祝)～5 月 17 日(日) 59 日間  

開催エリア：千葉県市原市／小湊鉄道を軸としたエリア 

主催：いちはらアート×ミックス実行委員会 

実行委員会会長：小出譲治（市原市長） 

総合ディレクター：北川フラム 

アートディレクター：豊福亮（アーティスト） 

デザインディレクター：色部義昭（グラフィックデザイナー） 

広報アドバイザー：佐野弘明（市原市広報戦略アドバイザー） 

PRESS RELEASE 
配信日：2020.2.21 

問合先 
スポーツ国際交流部 
芸術祭推進課 
TEL 0436-50-1160 

「房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス 2020」に参加する全作家を決定 

17 の国と地域から 76 組の作家が参加 

メインビジュアル（撮影：石塚元太良） 

https://ichihara-artmix.jp/artist/
https://ichihara-artmix.jp/artist/


エリア 作品NO. 作家名 国/活動国 作品名

GI-1 チョアン・チーウェイ［荘志維］ 台湾／台湾 鉄道上の集団記憶

GI-2 ターニャ・バダニナ ロシア／ロシア 翼

GI-3 アレクサンドル・ポノマリョフ ロシア／ロシア 永久機関

GI-4 アレクサンドル・ポノマリョフ ロシア／ロシア Questions of Evolution　―進化の問題―

GI-5 ザンナ・カダイロバ ウクライナ／ウクライナ Kyiv-Ichihara

GI-6 ソカリ・ドグラス・カンプ ナイジェリア／イギリス Manmade

GI-7 ターニャ・バダニナ ロシア／ロシア 門

GI-8 アデル・アブデスメッド アルジェリア／フランス Play it Again

UK-1 柳建太郎 日本／日本 KINETIC PLAY

UK-2 マー・リャン［馬良］ 中国／中国 移動写真館

UK-3 中﨑透 日本／日本 Clothing Runs in the Sky（仮）

TT-1 KOSUGE1-16 日本／日本 Heigh-Ho

TT-2 KOSUGE1-16 日本／日本 Toy Soldier

TT-3 クワクボリョウタ 日本／日本 Lost Windows

TT-4 アコンチ・スタジオ アメリカ／アメリカ MUSEUM- STAIRS/ ROOF OF NEEDLESS & PINS

TT-5 木村崇人 日本／日本 星ぶとう

TT-6 ウラジミール・ナセトキン ロシア／ロシア 星座「高滝湖座」／空を見よ、自分を見よ

TT-7 鈴木ヒラク 日本／日本 Warp

TT-8 リン・イェン［林延］ 中国／中国 天璣

TT-9 リュウ・ジャンファ［劉建華］ 中国／中国 白紙

TT-10 ウー・ウェイ［伍偉］ 中国／中国 ステルス

TT-11 ワン・ユーヤン［王郁洋］ 中国／中国 語る--紙の束

TT-12 リー・ホンボー［李洪波］ 中国／中国 無始無終

TT-13 ウー・ケンアン［邬建安］ 中国／中国 五百筆シリーズ

TT-14 蔡國強 中国／アメリカ 私はE.T. 天神と会うためのプロジェクト: Project for Extraterrestrials No.4　

TT-15 E ニブロール 日本／日本 汚れた手

TT-16 深澤孝史 日本／日本 音信山再訪

HS-1 開発好明 日本／日本 市原１００人教頭学校キョンキョン

HS-2 栗真由美 日本／日本 ビルズクラウド

HS-3 ミカーラ・ダウアー オーストラリア／オーストラリア 願いの井戸

HS-4 秋廣誠 日本／日本 時間鉄道

HS-5 キム・テボン［金泰範］ 韓国・日本／日本 ドリームキャッチャー

HS-6 曽我英子 日本／イギリス 私たちが先先先住人と呼ばれるころ（仮）

HS-7 マリア・ネポムセノ ブラジル／ブラジル 知るは海

HS-8 長谷川仁 日本／日本 混色

HS-9 大野修平 日本／日本 Bugs dress /Pollinator

HS-10 ラヴァル・モンロー バハマ／アメリカ・バハマ Be Strong

HS-11 冨安由真 日本／日本 Jacob's Ladder (Dream For Ascension) / ヤコブの梯子（終わらない夢）

HS-12 冨安由真 日本／日本 The TOWER (Descension To The Emerald City) / 塔（エメラルド・シティに落ちる）

SM-1 米澤文雄 日本／日本 里見キッチン

SM-2 開発好明 日本／日本 モグラハウス

SM-3 E EAT&ART TARO 日本／日本 おにぎりのための運動会！

SM-4 EAT&ART TARO 日本／日本 おかしのはなし  

TZ-1 木村崇人 日本／日本 森ラジオ ステーション ×森遊会

TZ-2 アイシャ・エルクメン トルコ／ドイツ・トルコ Inventory

TZ-3 エルモ・フェアメイズ オランダ／オランダ Mirror of Soil

TZ-4 磯辺行久 日本／日本 川の兆し

TZ-5 栗田宏武 日本／日本 田舎暮らし 陽だまりの庭にて

TZ-6 小沢敦志 日本／日本 地熱の扉

TD-1 岡田杏里 日本／メキシコ 月が生まれたとき

TD-2 鈴村敦夫 日本／日本 つながる波紋

TD-3 風煉ダンス 日本／日本 巨人発掘

TD-4 チョウハシトオル 日本／日本 火処（ほど）

TD-5 ヘラルド・バルガス メキシコ／メキシコ Gente Del Mar —海からの人々—

「房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス2020」参加作家一覧（敬称略・作品番号順）

月出

月崎・田淵

里見

平三

高滝

牛久

五井



エリア 作品NO. 作家名 国/活動国 作品名

「房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス2020」参加作家一覧（敬称略・作品番号順）

TD-6 塩月洋生 日本／日本 閒(あわい)

TD-7 鍛治瑞子 日本／日本 重なりゆく記憶-月出工舎体育館リノベーション-

TD-8 岡博美 日本／日本 その内に持つ色

TD-9 竹村京 日本／日本 東京の記憶の家

TD-10 舞踏団　トンデ空静 日本／日本 ちょぼくれ　半島横断行脚

TD-11 田中奈緒子 日本／ドイツ かなたの家 

TD-12 トーマス・レーメン ドイツ／ドイツ どんなふうに、一緒に生きていきたい？

TD-13 来田広大 日本／日本 空の家

TD-14 岩間賢 日本／日本 ざく

ST-1 CLIP 日本／日本 森の入口

ST-2 髙田安規子・政子 日本／イギリス Trial and Error

ST-3 大杉祥子 日本／日本 白鳥の湖

ST-4 石田真澄 日本／日本 window

ST-5 篠崎恵美 日本／日本 bedroom ーはじまりの場所ー

ST-6 高山夏希 日本／日本 conjunction ー名詞から接続詞へー

ST-7 五所純子 日本／日本 FOOD COURT

ST-8 前田エマ 日本／日本 エマらじおinいちはら

ST-9 カルロス・ガライコア キューバ ウェイクアップ/シティ/スリープ

ST-10 E
時速30kmの銀河の旅
（前田麻里、坂口理子、美木マサオ）

日本／日本 終着駅

ST-11 E 伊藤キム 日本／日本 白鳥伊藤キームー館

養老渓谷 YR-1 竹腰耕平 日本／日本 市原の木

YR-2 マルニクス・デネイス オランダ／オランダ PIVOT POINT - ICHIHARA

EP-1 レオニート・チシコフ ロシア／ロシア 7つの月を探す旅

EP-2 ジョアン・カポーテ キューバ／キューバ Nostalgias

EP-3 成田久 日本／日本 試着駅。（上総鶴舞駅　千葉県市原市池和田898－2）

EP-4 西野達 日本／日本・ドイツ 上総久保駅ホテル

EP-5 ターニャ・バダニナ ロシア／ロシア 翼

EP-6 藤本壮介 日本／日本 Toilet in Nature

EP-7 チョアン・チーウェイ［荘志維］ 台湾／台湾 鉄道上の集団記憶

EP-8 レオニート・チシコフ ロシア／ロシア 私の月はいつも旅行中‐７つの月を探す旅　最終駅‐

EP-9 ターニャ・バダニナ ロシア／ロシア 空への階段

KI-1 E 指輪ホテル 日本／日本 コミナト　サブマリン　クロニクル

KI-2 石塚元太良 日本／日本 M邸

駅舎プロ
ジェクト

広域

白鳥

月出


