
彫刻をつくるということは今日においてどのような意味を

もつでしょうか。若い作家がどのようにして美術史および

現代アート史そして近年の作品をナビゲートし、

ひとつの焦点と実践にたどり着くことができるでしょうか。

また、新進気鋭のアーティストがキャリアを重ねるにつれ、

それらの実践はどのように発展していくのでしょうか。

英国人アーティストのアーニャ・ガラチオは1980年代から

90年代に活躍したYBA（ヤング・ブリティッシュ・アーティスト）

の一人で、ダミアン・ハーストがキュレーションを務め注目を

集めた「フリーズ」展の参加者でもありました。

それ以降、彼女はギャラリー、美術館そしてビエンナーレなどで

作品を発表し続けています。その代表的な彫刻作品は、

時間の経過とともに変容する自然界の物質を用いたものであり、魅力的で挑戦的なインスタレーションです。

今回のトークでは、片岡真実氏（京都造形芸術大学教授／森美術館副館長兼チーフ・キュレーター）との対話の中で、

30年にわたるガラチオ氏の創作活動とともに、作家として挑戦と刺激を受けた文脈と状況についてお話いただきます。
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現代アートで京都と世界をつなぐ

「拡張された
　　  フィールド」

アーニャ・ガラチオ
（アーティスト）

◎略歴

1963年スコットランド、ペイズリー生まれ。カリフォルニア州サンディエゴやロンドンを拠点に活動を展開。
スコットランド国立美術館（エディンバラ 2019）、コンテンポラリー・オースティン（テキサス州オースティン 2017）、
サンディエゴ現代美術館（カリフォルニア州サンディエゴ 2015）、カムデン・アートセンター、（ロンドン 2008）、
スカルプチャー・センター（ニューヨーク 2006）、テートブリテン・コミッション・デューヴェンギャラリー（ロンドン 2002）
などで個展を開催。2003年ターナー賞にノミネート。現在、カリフォルニア大学サンディエゴ校教授を務める。

◎About the speaker
Anya Gallaccio was born in Paisley, Scotland, in 1963 and lives and works in San Diego, 
CA, and London, England. She has exhibited widely throughout the world, with 
institutional solo shows including The National Galleries of Scotland, Edinburgh( 2019), 
The Contemporary Austin, Austin TX (2017), Museum of Contemporary Art San Diego, 
San Diego CA (2015), Camden Arts Centre, London, England (2008), Sculpture Center, 
New York NY (2006), and Tate Britain for Duveen Sculpture Commission, London England 
(2002). In 2003 Gallaccio was nominated for the Turner Prize. She is a Professor in the 
Department of Visual Arts at the University of California, San Diego.
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The “GLOBAL ART TALK” is 
part of the Curatorial Research 
Program of the HAPS, which 
seeks to provide support to 
young emerging artists.

The Kyoto University of Art and 
Design is dedicated to 
establishing an institution that 
will foster artists from Kyoto 
who aim to work in the 
contemporary art world at 
a global level.

料　金：無料（要申込み）

定　員：100名
主　催：京都造形芸術大学大学院、

　　　　　一般社団法人HAPS
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“Expanded field”
What does it mean to make sculpture today? How does a 
young artist navigate the History of Art and current 
Contemporary Art’s recent history and current 
production to arrive at a focus and committed practice? 
How does that practice evolve as that artist moves from 
being recognized as an emerging talent into mid-career? 
British artist, Anya Gallaccio was a member of the 
celebrated YBA (Young British Artists) that emerged in 
the early 1980s and 90s and was a participant in the now 
legendary “Frieze” exhibition, curated by Damian Hirst. 
She has since gone on to show around the world in 
galleries, museums and biennales. Her distinctive 
sculptural practice often employs natural materials that 
are allowed to transform over time, creating both engaging and challenging installations. In her conversation with 
Mami Kataoka (Deputy Director and Chief Curator at the Mori Museum), Anya will chart the evolution of her work 
over the last 30 years, and talk about the contexts and situations that both challenge and stimulate her as an artist.

(Artist)

会場：キャンパスプラザ京都第3講義室
住所：京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939 
アクセス：京都市営地下鉄烏丸線、近鉄京都線、JR各線「京都駅」下車。徒歩5分。

※英日逐次通訳あり

現代アートを取り巻く環境は、この数十年で飛躍的に

複雑化し、そのなかでアーティストとしてグローバルに

活躍する道を模索することは容易ではありません。

世界各地で同時多発的に生産される芸術の概況を

把握することは、もはや不可能といって良いでしょう。

とりわけ、経済成長と近代化の進む近隣アジア諸国では、

新しい美術館の創設やアートフェア、国際展の隆盛など

発表の機会も拡大し、世界からこの地域に向けられた

注目も高まっていますが、すでにアートを取り巻く

インスティテューションとしては整備を終えた感もある

日本では、むしろ制度化の再考、アーティストの

社会的役割、グローバルなネットワーク構築などが

改めて問われているといえるでしょう。

京都では、多くの芸術系大学から毎年新しいアーティストが

輩出されていますが、日本の伝統文化の中心地でもある街から、

このように複雑化した現代アートの世界と、今日、どのような

つながりを見出すことが

できるのでしょうか？

京都造形芸術大学とHAPS
共催による「グローバル・アート・

トーク」では、世界各地で

活躍するアーティスト、

キュレーター、コレクター、

研究者、ギャラリストなどを

招聘し、対話を積み重ねて

いくことで、世界を実感し、

理解を深めていきたいと

考えています。

GLOBAL ART TALKは、若手芸術家を
応援する一般社団法人HAPSの
「キュレーター招聘プログラム」の一環です。

京都造形芸術大学では、京都を拠点に

現代アート界でグローバルな活躍を

めざすアーティストの育成機関を将来に

見据えています。

The environment surrounding contemporary art has 
become vastly more complex over the past few decades. 
Faced with this situation, it is no easy task for artists to 
find a way to be active at a global level. Naturally, it is 
virtually impossible to get a firm grasp on the art scenes 
that are being produced concurrently all over the world. In 
particular, in neighboring Asian countries that are seeing 
rapid economic growth and modernization, there are more 
opportunities than ever before to show one’s work, taking 
into account the new art museums and art fairs that are 
being established, and the flourishing numbers of 
international exhibitions. Although global attention 
focused on this region has increased, the situation is quite 
different in Japan, where there is a general sense that the 
work of developing art-related institutions has been 
finished. However, it is precisely this state of affairs that 
has led to a renewed questioning of how global networks 
are constructed, a reconsideration of how 
institutionalization works, and the role of artists in society.

In Kyoto, art schools 
produce a large number of 
new artists each year. But 
what kinds of connections 
might one discover today 
between this center of 
traditional Japanese culture 
and the world of 
contemporary art that has 
grown ever more complex 
in this way? “Global Art 
Talk,” presented by Kyoto 
University of Art and 
Design and Higashiyama 
Artists Placement Service 
(HAPS), is a program where 
internationally active artists, 
curators, collectors, 
researchers, and gallerists, 
among others, are invited, 
and, through a series of 
dialogues, strives to provide 
a global perspective as well 
as deepen understanding. 
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Venue: Lecture Room 3, Campus Plaza Kyoto
Address: 939, Higashishiokoji-cho, Nishinotoin-dori, Shiokoji sagaru, 
　　　　　Shimogyo-ku, Kyoto-shi

Access: Take JR or Kintetsu Kyoto Line, Subway Karasuma Line and get off 
　　　　 at 'Kyoto Station'.

※English＞Japanese consecutive translation available 


