
パブリックプログラムとは、「岡山芸術交流」が、地域に開かれ、根ざし、持続・

発展することを目的に、岡山内外の人・場所・文化資産の3つのポテンシャル

を活かした様々な企画です。“人や場所の発掘と関係性の構築”と“文化資産

の活用と発信”を目指して、岡山の人や場所との関係を深化・発展させる

とともに、新たな連携・協働プログラムを開発・実施します。

企画監修   岡山芸術交流2022パブリックプログラムディレクター   木ノ下智恵子（大阪大学21世紀懐徳堂准教授）

岡山芸術交流2022
パブリックプログラム
岡山の人・場・文化を開き、発信する。
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【お問合せ】  岡山芸術交流実行委員会事務局  〒700-0823 岡山市北区丸の内2丁目1-1  

TEL 086-221-0033  FAX 086-221-0031  MAIL pp@okayamaartsummit.jp

公募事業

OPEN CALLOPEN CALL

ジャーナルプロジェクト展示

内　容 公募による参加グループが、独自の視点で

 取材・作成した壁新聞で、岡山芸術交流の

 魅力を伝えます。

期　間 10/31［月］–11/27［日］
場　所 表町商店街特別展示壁

参　加 ノートルダム清心女子大学 / 岡山県立大学 / 

 岡山後楽館高等学校 / おおぞら高等学院 / 

 総社中学校 / 大学生グループ

子どもたちの鑑賞をサポートするイラスト入りワークシート。

会場配布の他、Webサイトからダウンロードも可能です。MY ART BOOKMY ART BOOK
ワークシート

OKAYAMA OUR OKAYAMA OUR 
RECOMMENDATION RECOMMENDATION 
岡山アワーリコメンデーション

対話型鑑賞  実施：一般社団法人みるを楽しむ！アートナビ岡山
VISUAL THINKING STRATEGIESVISUAL THINKING STRATEGIES

今も岡山の人々の暮らしに根付く

3つの文化圏「備前・備中・美作（旧国名）」

それぞれのおすすめカルチャー

シーンを発信しています。

位置等詳細情報はこちら

IAPK 2022 in Okayama

拡張現実（AR）で見るショートムービー制作ワークショップ

期　間 10/8［土］–10/10［月・祝］  ※要参加費

アートプロジェクトを「伝える」ラボin岡山

トークとZINE制作ワークショップ

日　程 10/16［日］  ※要参加費

哲学トークライブ&芝居上演会「私たちは表町でどんな夢を

みているのだろうか？」~表町キュレーションズの場合~

日　程 10/21［金］  トークライブ  

 11/13［日］  芝居上演会   ※共に参加費無料

駅前「地球儀」プロジェクト

～岡山芸術交流のメインテーマを駅前噴水への

プロジェクションマッピングで視覚化する～

日　程 11/12［土］  ※参加費無料

「ともに生きる」を考える:アピチャッポン・ウィーラセタクンと

リジア・クラークを巡るワークショップ

日　程 11/19［土］  ※参加費無料（ワンドリンク制）

After 6 exhibition map 

展覧会後に立ち寄れる、

リクリットや地元ソムリエお勧めグルメマップ

一般公募企画

内　容 好奇心を深堀りする様々な企画が、

 岡山芸術交流2022を一緒に盛り上げます。
※詳細については各イベントのWebサイト、SNS等で随時発表予定。

会場 1 旧内山下小学校 2 岡山県天神山文化プラザ

 3 岡山市立オリエント美術館 4 岡山城   ほか会期 2022年9月30日（金）–11月27日（日）※月曜休館   主催岡山芸術交流実行委員会（岡山市、公益財団法人石川文化振興財団、岡山県）

岡山市で3年ごとに開催される国際現代美術展。岡山城・岡山後楽園エリアの様々な歴史文化施設を会場に、世界的な現代アーティスト

の作品が展示されます。徒歩で回遊できるコンパクトな会場配置が特色のひとつで、芸術鑑賞と街歩きをともに楽しむことができます。

岡山芸術

交流とは

申込方法

APPLICATIONAPPLICATION 各イベントのお申込フォームからお申込みいただくか、

岡山芸術交流実行委員会事務局までお電話にて

お申込みください。

10/9［日］ 10/10［月・祝］

「みる×対話」鑑賞ツアー

内　容 参加者全員で対話による

 鑑賞を楽しむプログラムです。

会　場 旧内山下小学校

定　員 各回15人程度（事前予約不要、先着順） ※参加費無料
 ※別途、岡山芸術交流2022の鑑賞券が必要です。

午前の部 11 : 00 – 12 : 00  受付10 : 45 – 

午後の部 14 : 00 – 15 : 00  受付13 : 45 – 

午前の部 10 : 30 – 12 : 00  受付10: 15 – 
午後の部 14 : 00 – 15 : 30  受付13 : 45 – 

アーティストインタビュー

MOVIEMOVIE

岡山芸術交流や現代アートの魅力を

分かりやすく紹介！小学生用動画ですが、

大人も楽しめる内容です。

動画

https://www.okayamaartsummit.jp/

2022/public-program/74/

参加アーティストたちが、作品への思いや

岡山の印象などを語ります。ダイレクトな

メッセージをお楽しみください。

https://www.okayamaartsummit.jp/

2022/public-program/81/

https://www.okayamaartsummit.jp/2022/public-program/171/

ALTERNATIVE MAPALTERNATIVE MAP
オルタナティブマップ

岡山芸術交流2016で大好評！独自の視点で岡山

の魅力を発見・発信するオルタナティブマップが

冊子となって復刻!! Web版では、皆様からの投

稿もお待ちしています!!

岡山芸術交流紹介動画

11/6［日］

17 : 30 – 19 : 30  開場 17 : 0011/27［日］

クロージングイベント

14 : 00 – 15 : 30  開場 13 : 309/30［金］

アーティストトーク

会　場 岡山県立美術館ホール2F
登壇者 リクリット・ティラヴァーニャ（岡山芸術交流2022 

 アーティスティックディレクター・アーティスト）

 アート・レーバーとジャライ族の

 アーティストたち / ダニエル・ボイド / 

 ミー・リン・ル / アジフ・ミアン / プレシャス・

 オコヨモン / バルバラ・サンチェス・カネ / 

 島袋道浩 / 曽根裕 / 梁慧圭（ヤン・へギュ）

司　会 木ノ下智恵子（岡山芸術交流2022パブリック

 プログラム・ディレクター）

定　員 100名（事前申込優先） ※参加費無料  

 ※日・英同時通訳あり。参加者は予告なく

 　 変更となる場合があります。

お申込フォーム

https://forms.gle/f6NjbEtJf35q18Xb6

会　場 蔭凉寺（岡山市北区中央町10-28）

登壇者 浅田彰（批評家/京都芸術大学教授）

 小崎哲哉（アートプロデューサー/ジャーナリスト）

 片岡真実（国際芸術祭あいち2022芸術監督/

 森美術館館長）

 那須太郎（岡山芸術交流2022総合ディレクター）

司　会 木ノ下智恵子（岡山芸術交流2022パブリック

 プログラム・ディレクター）

定　員 50名（事前申込優先） ※参加費無料

お申込フォーム

forms.gle/6PHZChDSZFjaEcxv7

子どもナビと楽しむアートツアー04

【ツアー参加者募集】

内　容 小学生がナビゲーター役となり、

 対話による鑑賞を楽しむプログラムです。

集　合 岡山市民会館会議棟103室

会　場 旧内山下小学校

定　員 各回20名（要事前申込） ※参加費無料

お申込フォーム

https://forms.gle/NM7phHDd8EBofJodA

シンボルイベント

SYMBOL EVENTSYMBOL EVENT

お申込みにあたっては、岡山芸術交流2022公式サイト「パブリックプログラム」ページに記載の

参加にあたっての留意事項をご一読ください。各プログラムの詳細は予告なく変更となる場合があります。

最新情報は岡山芸術交流2022公式Webサイトでご確認ください。

公式サイト 　https://www.okayamaartsummit.jp/2022/　

公式サイト

https://oasamap.jp/ 

ダウンロード

はこちら

公益財団法人

吉野石膏

美術振興財団

令和4年度文化資源活用推進事業
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岡山芸術交流実行委員会事務局

TEL 086-221-0033


