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地殻変動するアート

ものがたりの分岐点
Diverging New Tales

Diastrophism of Emerging Art

Japanese Cultural Promotion Activities 2017: Pilot Project for Creating International Cultural Hubs

平成２９年度日本文化海外発信推進事業「国際的な文化発信拠点の基盤構築に向けた試行プロジェクト」
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I wish to offer my congratulations on the opening of Art Fair Tokyo 
2018, a truly vivid, creative, and thought-provoking exhibition.
It is a great pleasure that the work of arts of a Hungarian artist, Ms. 
Ágnes Husz were selected to be displayed in this year’s special 
section of “World Art Tokyo” . I believe her works fit the concept of 
“PANGAEA TECTONICS – Diastrophism of Emerging Art ⇆ Diverg-
ing New Tales –” most perfectly. These works, which combine both 
Hungarian and Japanese ways of sensitivity, are true examples of 
interaction combining the experience of the artist who, though born 
in Hungary, has been living in Japan for decades. Please enjoy the 
uniqueness of her artworks, and also the whole exhibition!

アートフェア東京2018、この躍動的で創造的、かつ示唆に富む展
示会の開催をお祝い申し上げます。
“World Art Tokyo –パンゲア・テクトニクス–”展にハンガリーの
アーティスト、フス・アーグネスの作品が選ばれたことを大変嬉し
く思います。彼女の作品は展覧会のテーマ「パンゲア・テクトニク
ス ̶地殻変動するアート ⇆ ものがたりの分岐点̶」と共通する
概念を強く感じています。ハンガリーで生まれ育ち、日本で数十年
間生活し、創作活動を続けているフスさんの作品は、ハンガリーと
日本の感受性を両方持ち合わせており、相互作用が生まれるパー
フェクトな実例です。彼女のユニークな作品、そして展覧会全体も
お楽しみください。

His Excellency Dr. Norbert Palanovics
Ambassador of  Hungary

パラノビチ・ノルバート
駐日ハンガリー特命全権大使

It is our great pleasure to participate in Art Fair Tokyo 2018’s 
“World Art Tokyo” exhibition. We are proud to play a role as part of 
the cultural build-up to Tokyo 2020.
Israel’s renowned, diverse and energetic art scene has been 
blooming in past few decades, and has been generating much 
international attention and acclaim. With its cutting edge, innovative 
and bold characteristics, the local art world has broken many 
boundaries and played an important role in the social and general 
development of Israel.
The works of Yochai Matos presented here in the fair are just one 
example for the treatment of tectonic topics our special country is 
blessed with and the way artists address them.
We wish all the participants great success in this year’s fair.

“World Art Tokyo”への参加を非常に嬉しく思うと同時に、2020

年東京オリンピックに向けてこのような文化イベントに貢献できる
ことを大変誇りに感じます。多様性に富み、活気溢れるイスラエル
のアートシーンはここ数年盛り上がりを見せており、国際的にも高
い評価を得ています。斬新で革新的かつ大胆な特徴を持つイスラ
エル国内のアート界は、多くの既存概念を打ち破り、イスラエル全
体の社会的成長を促す重要な役割を果たしてきました。
ヨハイ・マトスの作品は、イスラエルという特別な国が授かった様々
な大きなテーマを題材にした一例に過ぎず、それらテーマに対する
アーティストたちの一表現方法であると言えます。
今年のアートフェア東京にて、全ての参加者の方々が大きな成功
を収められますことを、お祈り申し上げます。

Her Excellency Ms. Yaffa Ben-Ari
Ambassador of Israel

ヤッファ・ベンアリ
駐日イスラエル特命全権大使

It is a great honour to have the opportunity to present an insight 
into the contemporary French creation to a Japanese audience. The 
concept chosen this year by Art Fair Tokyo couldn’ t have been more 
adequate. Pangaea tectonics refers to the ancient supercontinent 
Pangaea, which broke into pieces as the result of the motion of 
tectonic plates. It embraces the research on natural environment 
developed by Olivier Sévère when he was a resident at the Villa 
Kujoyama in 2016. I am sure that such combination will seduce the 
public and reflect the relationship between the natural and the 
artificial in our nuclear societies. I hope you will enjoy Entre-temps 
and Agrégat, presented during the edition of Art Fair Tokyo.

日本の皆さまに、現代フランスのアート作品をご覧いただけますこ
とを、大変光栄に思います。「パンゲア・テクトニクス」というコン
セプトは、この度展示される作品に、まさにぴったりであると言え
るでしょう。「パンゲア」とは、地殻変動により分裂した、古代の超
大陸であり、「パンゲア・テクトニクス」というテーマと、2016年に
オリヴィエ・セヴェールがヴィラ九条山で行った、自然についての
リサーチには、通じるものがあるのです。この2つのコンビネーショ
ンは、見る者を魅了し、この社会における、自然的なものと人工的
なものの関係を映し出すことでしょう。今年のアートフェア東京で
は、Entre-temps と Agrégat - 集合 の2作品が展示されます。ど
うぞお楽しみ下さい。

His Excellency Mr. Laurent PIC 
Ambassador of France

ローラン・ピック
駐日フランス特命全権大使

Message from ambassador メッセージ



On this occasion, I wish to express my gratitude for the invitation to 
World Art Tokyo and I am delighted to recommend Ms. Teng Teng’s 
participation in the exhibition on behalf of the Chinese Embassy.
She won the 38th International Takifuji Art Award last year, and 
participated in the “The China National Exhibition of College Student 
Fine Arts”. Her works cover the elements of China’s outstanding 
traditional culture, and are full of ancient charm and modernity, 
reflecting the new generation of artists’ way of thinking about history 
and the future. I believe these outstanding works by young artists from 
other countries around the world, exhibited together, can promote the 
exchange and development of Chinese and international culture.
I wish Art Fair Tokyo 2018 to be a complete success

His Excellency Mr. Cheng Yonghua
Ambassador of the People’s Republic of China

程 永華
中華人民共和国駐日本国
特命全権大使

この度は“World Art Tokyo –パンゲア・テクトニクス –”展に
ご招待いただき心より感謝申し上げます。そして、中国大使館から
テンテンを推薦させて頂けたことを大変嬉しく思っております。
彼女の作品は昨年、第38期国際瀧富士美術賞を受賞しており、
「中国大学生美術作品展」にも出展しております。彼女の作品には
中国の素晴らしい伝統文化の多くが表現されており、古代文化の
魅力だけではなく、新しい世代の芸術家たちが考える歴史や未来
が反映された現代性もが描かれています。彼女の作品とともに
展示される世界各国の若い芸術家たちの素晴らしい作品は、中国
と世界中の文化の交流、そしてその発展を促すものになると確信
致しております。
アートフェア東京2018のご成功を心よりお祈り申し上げます。

It is really an honor for the Embassy of Italy to be present in this 
edition of Art Fair Tokyo 2018’s “World Art Tokyo – PANGAEA 
TECTONICS” . An Exhibition featuring a young artist exhibition, 
selected among all the countries in the world. 
Gianluca Malgeri will represent not only Italy, but also the Embassy 
itself, since he used the branches of the historical garden of the 
Residence of the Ambassador to create his piece of art. His 
artwork, being a real bridge between Italy and Japan, is a real proof 
that our countries are “cultural superpowers” and strongly connect-
ed through the universal language of art. Truly, through Gianluca 
Malgeri’s work I hope visitors can please experience the bridging of 
Japan and Italy from the historic past to the present day.

世界中のアーティストたちの中から選出された若いアーティストと
共に、今年のアートフェア東京の“World Art Tokyo –パンゲア・
テクトニクス–”展に参加できることを、イタリア大使館として非常
に光栄に思います。
ジャンルカ・マルジェーリは、今回の作品で、イタリア大使公邸の
歴史ある庭園に生育した木の枝を使用しており、イタリアという国
のみならず、イタリア大使館をも象徴しています。まさにイタリアと
日本の架け橋である彼の作品は、両国が「文化大国」であり、芸術
という普遍的な言語を通じて強い絆で結ばれていることの真の証
です。ぜひ、ジャンルカ・マルジェーリの作品を通じて、イタリアと
日本の歴史と今を感じてください。

His Excellency Mr. Giorgio Starace
Ambassador of Italy

ジョルジョ・スタラーチェ
駐日イタリア特命全権大使

As one of the featured countries in the World Art Tokyo exhibition at 
the Art Fair Tokyo 2018, I am pleased to introduce the artist Federico 
Uribe. His artwork turn common objects into colorful figures that 
stretch the limits of a given material’s original use and value, such 
as electrical cables, pencils and most recently, bullet shells, among 
others.
As an artist born and raised in Colombia, his latest work is relevant 
for a country entering a posconflict era, where bullet shells can now 
be turned into powerful pieces of modern art and serve to symbolize 
the end of a long-standing conflict. Likewise, it can be related to the 
transformative power of art in relation to hunting as a statement in 
defense of endangered species or the protection of the environment.

この度はアートフェア東京2018、“World Art Tokyo – パンゲア・
テクトニクス–”展の参加国のひとつとしてフェデリコ・ウリベの作
品をご紹介いたします。彼は素材として電線、鉛筆、薬きょう等を
使用し、その従来の用途や価値に縛られることなくそれらを色彩豊
かな立体作品へと変貌させます。
生まれ、育ち共にコロンビアであるこの作家は、近年主にコロンビ
アの紛争終結に関連した作品を制作・発表しています。作品の中
で使用されている弾丸は長期に及んだ紛争終結の象徴として、同
時に狩猟を連想させることから絶滅危惧種や自然環境の保護を訴
える要素として作品に強いメッセージを込めています。

His Excellency Mr. Gabriel Duque
Ambassador of Colombia

ガブリエル・ドゥケ
駐日コロンビア特命全権大使

I have chosen Henri Kalama Akulez because his work is in perfect 
adequation with the theme of this exhibition: “Pangea Tectonics”. 
Universalism of his work reflects aspirations of a world that tends to
be integrated again after Pangea.
At the crossroad of Africa, Europe and Asia, he defines himself as a 
global citizen. The central theme of his work is the vibration of the 
universe: cosmic vibrations.
In addition, being the Director of the Fine Arts Academy of Kinshasa, 
here is a fantastic opportunity for Henri Kalama to be the voice of 
Congolese artists whose approach is to interact with world. It is a great 
honor for us to promote Congolese excellence in its pictorial universe.

この度、本展示会に参加させていただくにあたり、私はヘンリー・カ
ラマ・アクレッツを選出しました。彼のコンセプトは本展示会のテー
マである「パンゲア・テクトニクス」に大変ふさわしいと考えておりま
す。彼の作品に見られる普遍主義には、将来、地殻変動によって世
界がまたひとつになることへの希望や世界観が反映されています。
アフリカ、ヨーロッパそしてアジアの中間に立ち、彼は、自身をグロー
バル市民、すなわち地球市民であると表現しています。彼の作品の
核にあるテーマは世界との共鳴（cosmic vibrations）です。
最後に、キンシャサ美術アカデミー理事として、本展示会は彼のよ
うな、世界との交流を志すコンゴの芸術家の想いを伝える素晴らし
いチャンスだと考えています。コンゴの素晴らしいアートを、世界
の皆さまへご紹介できたことは私達にとってこの上ない名誉です。

Mr.Didier Ramazani Bin Kithima  
Chargé d’Affaires a.i. of The Democratic Republic of Congo

ディディエ・ラマザニ・ビン・キティマ
駐日コンゴ民主共和国臨時代理大使

It gives me great pleasure that one of Namibia’s upcoming visual 
artists will be exhibited at Art Fair Tokyo 2018. Namibia has a 
vibrant art scene that has yet to be discovered by the world. 
Through Art Fair Tokyo, it is my wish that many people will discover 
Ms. Saara Ndinelago Nekomba, a Namibian visual artist known for 
her three-dimensional paintings. She has showcased her work at 
the National Art Gallery of Namibia and other galleries around the 
world, including the Akasaka Civic Center for Namibia’s 26th 
National Day Commemoration Week in 2016.
The art works she is exhibiting is a mixed-media made of beads, 
textiles and bits of newspapers, evoking the landscape of the 
Namibian terrain and people. I wish to express thanks to the Art Fair 
Tokyo for inviting Namibia to this prestigious event.

この度、新進のナミビア人視覚芸術家が、本展に参加することは、
大変喜ばしいことです。ナミビアには、諸外国に未だ知られていな
いが、活気に満ちた鮮やかなアートシーンが数多く存在しています。
アートフェア東京を通じて、3次元的な視覚表現に取り組んでいる
ナミビアのアーティスト、サアラ・ディネラオ・ネコンバの作品を、
大勢の皆様にご覧いただきたいと願っています。彼女はこれまで
に、2016年のナミビア独立記念日を祝した日本での展示を含め、
ナミビア国立美術館や世界中の美術館にて展示をしております。
彼女が今回展示する作品では、ビーズ、布、新聞紙という様々な
素材を使って、ナミビアの風景と人々を暖かな色彩で表現していま
す。最後に、この名誉あるイベントにナミビアを招聘してくださった
皆様に感謝し、ご盛会をお祈り申し上げます。

Her Excellency Ms. Sophia-Namupa Nangombe
Ambassador of Namibia

ソフィア＝ナムパ・ナンゴンベ
駐日ナミビア特命全権大使

Just like art is a meeting point, Switzerland lies at the heart of 
Europe. Just like art brings together people, ideas and practices, 
Switzerland is a crossroad of linguistic influences and creative 
excellence. Our art scene and art schools are nurtured by these 
cultural flows. It is therefore a great pleasure for me to introduce 
the talented Swiss artist Manon Wertenbroek, who was trained at 
the Ecole Cantonale d’ Art de Lausanne ECAL, and was awarded 
both the Swiss Design Award and the Swiss Art Award. Manon 
Wertenbroek works at the intersection of painting, sculpture and 
photography. Her playful pieces are characterized by a striking 
sense of versatility, agility and honesty. I am delighted that she is 
part of the global conversation taking place here at Art Fair Tokyo.  

アートが合流点であるように、スイスはヨーロッパの中心に位置し
ています。アートが人々、アイデア、行動を結びつけるように、ス
イスは言語的影響とクリエイティブな卓越性の交差点です。わが
国のアートシーンと芸術学校はこのような文化的交流によって育ま
れています。この度、ローザンヌ美術大学（ECAL）出身で、スイ
ス･デザイン賞とスイス・アート賞の両方を受賞した才能あふれる
スイス人アーティスト、マノン・ヴェルテンブロックをご紹介できる
ことはこの上ない喜びです。マノン・ヴェルテンブロックは絵画、
彫刻、写真の交差点で作品を制作しています。遊び心に満ちた彼
女の作品には、多様性、敏捷性、誠実さという顕著なセンスが見
られます。アートフェア東京で彼女が、国際的な対話に参加するこ
とを大変嬉しく思います。

His Excellency Mr. Jean-François Paroz,
Ambassador of Switzerland

ジャン＝フランソワ・パロ
駐日スイス特命全権大使



Born in 1991,  currently based in Tokyo. After graduating from the United World 
College Mahindra College (Pune, India), he studied at the School of Culture, 
Media and Society, Waseda University. Currently perusing his Master’s degree 
at the Graduate School of Global Arts, Tokyo University of the Arts as a first 
batch of students in a newest department of the University. Assistant curator 
of Clouds⇆ Forests, 7th Moscow International Biennale of Contemporary Art 
(The State Tretyakov Gallery, Russia), Chief Curator of Seize the Uncertain Day 
(Chinretsukan Gallery, The University Museum, Tokyo University of the Arts). 
In 2018, he received Hirayama Ikuo Culture and Art Scholarship Prize.

Seiha Kurosawa

Seiha Kurosawa

黒沢聖覇
1991年生まれ。東京在住。United World College Mahindra College

（インド、プネ）を卒業。早稲田大学文化構想学部卒業。 東京藝術
大学大学院国際芸術創造研究科に1期生として入学。第7回モス
クワビエンナーレ「Clouds⇆Forests」（トレチャコフ美術館新館、モス
クワ）、アシスタントキュレーター。「Seize the Uncertain Day ‒ ふた
しかなその日」（東京藝術大学大学美術館陳列館、東京）、チーフ
キュレーター。2018年度平山郁夫文化芸術賞受賞。

Curator:

21世紀以降、それまで１万年以上続いてきた「完新世」は1950年頃に終

わりを迎え、人類の活動そのものが地球上の地質学的変化に影響をもたら

す新たな地質時代、「人新世」に入ったという議論がなされています。それ

は、私たちが住むこの惑星に対し、文化、社会活動が直接リンクしている

ということであり、急速に変動するアートやそこから生まれる「ものがたり」

もまた、地球そのものの活動と深く結びついているのではないでしょうか。

　約2億5千万年前の地球には、「パンゲア」という超大陸があり、それら

が長い年月をかけ、地殻変動を経て現在の6大陸に分離していったという、

「プレート・テクトニクス」と呼ばれる理論により説明される地質学的仮説

があります。そして、現在の6大陸もまた遠い未来にまたひとつに統合す

ると予測されています。この地質学的作用に比例するようにして、グロー

バルという言葉が謳われる現代において、人類の活動もまた互いに衝突し

ながら、共鳴しつつ結合すると同時に、それぞれの固有性の差異もまた浮

き彫りになっています。本展は「パンゲア・テクトニクス」という造語を比喩

的に用いることによって、統合と分裂という異なるレベルの力学を同時に

兼ね備えている地球上の複雑なダイナミズムを、アートを介しながら見つ

めていくことを目指しています。

　本展が形作ろうとする「パンゲア」の中では、例えば玄武岩という自然

環境と直接的に結びつく物質性を扱う彫刻や、蛍光灯という極めて都市

的な素材を用いて現代的な聖者信仰の感覚を表すインスタレーションが展

示されています。こうした作品は、自然環境と現代の人工環境が衝突し、

ずれ込み、変形していくいまの地球環境を反映しています。

同時に、精霊が樹木にメタモルフォシス（変身）していくような神話的世界

観を体現するインスタレーションや、伝統的な技法を尊重しつつ現代的な

「新しい民話」を創造しようとする絵画など、宗教文化、民間信仰、私的体

験といった人類の記憶に通底する様々な「ものがたり」が、このパンゲアの

諸地域に分岐していきます。

　本展はまさに世界中のプレートが流動しながら、超大陸パンゲアが形成

されるように、各国から選ばれたアーティストの作品の断層が動き、それ

ぞれの独自性と共通点が衝突することで、新たなアートの地平が生み出さ

れる瞬間を体験可能にしています。地球史と人類史が織りなすマクロの観

点から、「いま」という時代を反映する各アーティストのミクロの表現を見つ

め直すことで、現代の地球という惑星と私たちの日々の活動の複雑な絡

み合いが、別の様相を持って立ち現れてくることでしょう。

Since the beginning of the 21st century, it has been posited that the geological Holo-

cene era that had continued for more than a hundred million years came to an end in 

the 1950s, and the new era in which human activity has a significant impact on the 

Earth, the Anthropocene era, had begun. It indicates that our cultural and social acts 

are directly linked to this planet as our habitat, and the rapidly drifting contemporary art 

and its emerging tales are deeply connected to the activity of the Earth itself.  

      There is a geological hypothesis that states that approximately two hundred million 

years ago, a supercontinent called Pangaea existed and separated into the current six 

continents on the Earth through diastrophism, which is explained by the theory of plate 

tectonics. Moreover, another hypothesis proposes that all the current existing conti-

nents will once again integrate as a single supercontinent in the far future. Similar to 

this geological movement, numerous human activities also impact and connect while 

resonating with each other, whereas the clear difference of each uniqueness is 

revealed in this so-called “global” contemporary world. This exhibition attempts to look 

at the complex dynamism of the Earth in a way that combines the different levels of 

vectors — integration and division — through metaphorically using the coined term, 

“Pangaea Tectonics” .

      The formation of Pangaea in this exhibition occurs, for instance, in the sculptures 

that utilize basalt with a materiality that makes a direct association with the natural 

environment, or the installation expressing modern faith in saints through the use of 

fluorescent lights, an extremely urban material. These works reflect the current envi-

ronment of the Earth where natural and artificial environments are colliding, comin-

gling, and transforming. 

      At the same time, the various tales underlying human memories of religious 

culture, folk beliefs, and private experience, diverge into several regions of Pangaea 

through the works in the exhibition, such as the installation that embodies a contempo-

rary mythical cosmology in which nymphs metamorphose into trees, or the paintings 

endeavoring to create “New Folktales” while respecting orthodox tradition.

      Like the supercontinent “Pangaea”— being formed through the flow of the plates 

on the Earth — this exhibition enables us to experience the very moment of formation 

of a new horizon of art. This formation occurs through movement of the geological 

faults of each artist’s artwork, and through the impact of each originality and common-

ality. By refocusing on the micro-expressions of each artist who reflects the “now” from 

a macro viewpoint weaved from geohistory and human history, the complex entwine-

ment of our ordinary acts and the contemporary planet Earth will be revealed to us 

from a different perspective.

PANGAEA TECTONICS
パンゲア・テクトニクス

東京藝術大学 大学院国際芸術創造研究科アートプロデュース専攻 修士課程キュレーター：黒沢聖覇

Exhibition Designer: Vincent Ruijters / Curatorial Team: Anna Kato, Atsuhiro Miyake

地殻変動するアート　  ものがたりの分岐点⇆

Diastrophism of Emerging Art      Diverging New Tales⇆

Tokyo University of the Arts, Graduate School of Global Arts, MA in Department of Arts Studies and Curatorial Practices 



Born in Anhui province in 1994. Teng works in Traditional 
Chinese painting. She finished her undergraduate courses 
under Prof. He Jiaying and prof. Zhao lihui, in Department of 
Traditional Chinese painting, Tianjin Academy of Fine Arts. 
Currently she is studying a master degree at the Department of 
Painting, Academy of Arts & Design, Tshinghua University 
taught by Prof. Liu Lin.                    
She has been exploring the new schema and unique role of 
contemporary Chinese figure painting, which is visible in her new 
work series of ‘New Folktales’ and series of ‘Lost in Luo’ (Luo is a 
goddess in traditional Chinese literature). Furthermore she has 
blended and juxtaposed traditional culture with contemporary 
elements, with the goal of changing people’s views on traditional 
art. She has won the International Takifuji Art Award’s prize of 
Excellence, joined The China National Exhibition of College 
Student Fine Arts and exhibited her works in NAMOC in 2017.

Teng Teng

CHINA DR CONGO
Federico Uribe

COLOMBIA
Henri Kalama Akulez

Series of Lost in Luo 3
2018  |  Ink and pigment on silk  |  45×45cm

Born in Bogota, Colombia in 1962, lives and works in Miami. 
His artworks resist classification. Rooted in the craft of sculpture 
and paint, they rise from intertwining everyday objects in all 
possible and surprising ways, but still with a formal reference to 
the history and tradition of classical art. 
He creates sculptures which are not sculpted but constructed 
and weaved, in curious and unpredictable, repetitive and almost 
compulsive ways. 
Uribe studied art at the University of Los Andes in Bogota and he 
spent years of studies and work in New York, Cuba, Mexico, 
Russia, England and finally Miami.
His works have been presented worldwide including Chelsea 
Art Museum, New York and Art Mueseum of the Americas, 
Waschington D.C.

Hang me out to dry 
2016  |  Pencils  |  190×69×36cm

Born in Sampwe in 1973. Akulez obtained his Bachelor of oil 
painting in 1999 from Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. 
In 2007, he got a master degree at China Academy of Art in 
Hangzhou. He also obtained a Ph.D. in fine arts there. He 
assumed as head of the oil painting department of the Académie 
des Beaux Arts de Kinshasa in 2015. The following year, he 
became the Chancellor of that academy. He has held solo 
exhibitions in cities around the world such as Shanghai (2001) 
and Linz in Austria (2006 and 2008). He also took part in many 
international group exhibitions held in Brussels, New York etc. In 
2007, he was recognized as one five best graduating artists of 
the province of Zhejiang. In 2012, he was awarded for best 
artist, at “The 5th biennial exhibition of the International College” 
of China Academy of Art.

Absence and Presence XXIII
2012  |  Oil on canvas  |  200×100cm  ×3 works

1994年安徽省生まれ。伝統的な中国絵画の技法を用いて作品
を制作している。He Jiaying氏とZhao lihui氏の指導のもと天津
美術学院にて中国伝統絵画の学士号を取得。現在清華大学芸
術・デザイン学院の修士課程に在学。アーティストでもあるHe 

Jiaying氏とLiu Lin氏に師事している。ペインティングシリーズで
ある‘New Folktales’や‘Lost in Luo’（文学の女神のこと）に見られ
るように、彼女の作品は新しい中国伝統絵画の形を模索するも
のである。それらは、中国における伝統文化と現代の要素とを
融合させ、伝統絵画のイメージを刷新しようと試みるものであ
る。国際卓越芸術賞優秀賞受賞、中国大学生美術作品展に参加、
2017年に NAMOCにて作品を展示。

1962年、コロンビア・ボコタ生まれ。マイアミ在住。 彼の作品は、
あらゆる分類に対して抵抗し、彫刻や絵画の技術をベースに、
古典芸術の伝統と歴史の形式を参照しながら、日常のオブジェ
クトで様々な方法で編み上げていく。また、彼の彫刻は、彫り出
されるのではなく、興味深く予想できない形で構成され、編み上
げ、反復され、ほとんど強迫観念に取り憑かれているようにして
生み出される。ボゴタのロスアンデス大学を卒業後、ニューヨー
ク、キューバ、メキシコ、ロシア、イングランドなど世界各国で経
験を積んだあと、マイアミにアトリエを構える。ニューヨークの
チェルシー・アート・ミュージアムや、ワシントンのアート・ミュー
ジアム・オブ・アメリカなど、世界各国で展示。

1973年コンゴ、サムプウェ生まれ。1999年Académiedes Beaux-Arts 

de Kinshasa油画専攻学士を取得。 2007年中国芸術アカデミー
杭州で修士号を取得。後に博士号も取得。2015年Académiedes 

Beaux Arts de Kinshasa油画専攻の学科長を務める。翌年、学長
に就任。 上海（2001年）、オーストリアのリンツ（2006年、2008年）
など世界各地で個展を開催。 また、ブリュッセル、ニューヨーク
などで開催された多くの国際グループ展に参加。2007年には、
浙江省における最優秀卒業生賞の5人に選出。 2012年中国美術
学院の第5回国際カレッジビエンナーレで最優秀アーティスト賞
を受賞。



FRANCE HUNGARY
Yochai Matos

ISRAEL
Olivier Sévère

Born in Paris in 1978, lives and works in Paris. Graduated in 
2002 at the ENSBA in Paris. Marble, glass or stones form the 
sense of his art works. Questions around the tangible material 
remain at the forefront of his interrogations. The savoir-faire 
linked to it, its origin, even its genesis are the domains he 
explores. In doing this, he brings a specific point of view regard-
ing the materials that surround us while questioning notions of 
natural vs artificial, as well as the constant metamorphosis of 
matter and form. He initially started personal exhibitions, group 
exhibitions and residencies in France, while now also developing 
these abroad; in 2015 residency at the MMCA in Seoul, then in 
2016 at Villa Kujoyama, Kyoto; a personal exhibition was 
presented during the summer 2017 at the Museum of Hunting 
and Nature.

Agrégat #2
2016  |  Basalt  |  Approximately 30×30cm

Born in 1977, lives and works in Tel Aviv. Graduated in 2004 at 
the Bezalel Academy of Art & Design, Jerusalem. His work deals 
with the public space as a property, taking place in both fields; 
on the streets and inside the established Art world - searching 
the cross points between the two disciplines.
Matos uses in his works basic and simple images derived from 
the Modern Culture; images which already contain layers of 
replication and recycling - an evolution which leads both to the 
depletion and the over-readability of these images. By dealing with 
pop and kitsch icons (such as sunsets; flames of fire; a heart; a 
couple of dolphins jumping over the water; or even the nostalgic 
logo of the television series Fame) Matos wishes to touch once 
again the romantic, authentic and lost emotions, suggesting 
a simple and comforting way of confronting the contemporary 
disease of emotional disability. Matos has exhibited solo shows 
and has attended in group shows in Europe, US and in Israel.

You Are a Saint
2012  |  Fluorescent lights and metal construction  |  200×120×45cm

Ágnes Husz

© Joan Broan

Born in Mohachi city, Hungary in 1961. Graduated in 1990 at 
the Hungarian National Arts and Crafts University, Budapest. She 
established a kiln at Nagano, Japan in 1993. She participates 
symposiums, residences worldwide. From 2013 she is elected 
member of the IAC International Academy of Ceramics, Geneva. 
She awarded prizes in juried exhibitions in Japan and foreign 
countries. In 2015 she won the Ferenczy Noemi Prize from the 
Ministry of Cultural Heritage, Hungary. Her solo exhibitions were 
presented in many private galleries and museums as like 
Shigaraki Ceramic Park Museum Gallery / The Universe in Helix 
Forms 2012 /, Kitazawa Museum / Enchanting Spiral Art 2008 /, 
INAX Tile Museum / New Sensation in Ceramic Art 2004 /, and 
more. Her works are in public collections in Japan and abroad.

Structures Revolution #1
2011  |  Ceramic  |  50×60×40cm

1961年、ハンガリーのモハチ市生まれ。1990年ハンガリー国立
美術工芸大学ブダペストで卒業。1993年に長野県に窯を開く。
世界中のシンポジウム、レジデンスに参加。2013年ジュネーブ
IACインターナショナル・アカデミー・オブ・セラミックスに選出。
国内外で受賞歴があり、2015年には、ハンガリー文化財省の
Ferenczy Noemi（フェレンジー・ノエミ）賞を受賞。主な展覧会と
してシガラキ・セラミック・パーク・ミュージアム・ギャラリー
The Universe in Helix Forms 2012（シガラキ・セラミック・パーク・
ミュージアム・ギャラリー）、魅惑的スパイラルアート2008（北沢
美術館）、陶芸の新感覚 2004（INAXタイルミュージアム）などが
ある。国内外にパブリックコレクションあり。

1978年、パリ生まれ。 2002年に ENSBA in Parisを卒業。大理石、
ガラスまたは石を用いた作品を制作。 近年は、有形の物質に関
する問題や、それらに対する欲求、起源をテーマに活動。作品
制作において、彼は自然と人工の概念を問うと同時に、物質と
形態の絶え間ない変化に疑問を投げかけながら、私たちを取り
巻くマテリアルに関して独自の視点を提示する。 また、ソウルの
MMCA 2015年MMCA（ソウル）、2016年 Villa Kujoyama（京都）な
ど、国内外の数々のレジデンスに参加。2017年 the Museum of 

Hunting and Nature（フランス）にて個展を開催。

1977年生まれ、テルアビブ在住。 2004年エルサレムのBezalel 

Art & Designアカデミーを卒業。 彼は、ストリート、及びアートワー
ルドにおける公共空間の価値について扱い、それらの交わるポ
イントについて考察する。彼は現代文化に由来し、複製と再利
用において、イメージの消耗と過読性を招いたような一般的で
シンプルなイメージを用いて作品を制作する。ポップでキッチュ
なアイコン（例えば、夕焼け、炎、心臓、水上を飛び回るイルカ
のカップル、テレビシリーズの“Fame”のノスタルジックなロゴな
ど）を扱うことで、彼はロマンチックで、且つ失われてしまった本
物の感情にもう一度触れ、現代の問題に向き合うためのシンプ
ルで快適な方法を示唆する。過去にヨーロッパ、アメリカ、イス
ラエルにて個展、グループ展に参加。



Gianluca Malgeri

ITALY
Saara Ndinelago Nekomba

NAMIBIA
Manon Wertenbroek

SWITZERLAND

Born in Reggio Calabria, Italy in 1974, living and working in 
Berlin and Tokyo.
Graduated in 2000 at the Italian National Academy of Fine Arts, 
Florence. He had the first solo exhibition curated by Claudio 
Marra at Gallery Graffio in Bologna in 1997.
In 1998, the first installation “Benedetton” was held in a public 
space in Florence. He started exhibiting works in the gallery 
Magazzino from 2007 in Rome. He also had exhibitions at the 
same gallery, “Insha Allah” (2011), “Homo Ludens” (2015), and 
participated in other group exhibitions in 2009 and 2012.
In 2011 and 2015, he presented his works in the group exhibi-
tion “Sphères 4” at the gallery Continua in Mulan, France. In 
2015, he also participated in the group exhibition “Edge of 
Chaos” (Italy, Venice “Casa Donati” ) related to the Venice 
Biennale.

PLANETARY GARDEN
2018  |  Branches of: Pine tree, Prunus mume, Cherry tree, Magnolia, Red maple  |  
Site specific  |  Courtesy of Magazzino gallery

Born in Ondangwa, Northern Namibia in 1986. Nekomba 
obtained her Bachelor of Visual Arts and Craft in 2011 at the 
College of Arts, Windhoek. Her works represent Namibia’s 
dynamic nature and colorful costumes by mixing beads, fabrics 
and producing collages. She also expresses the dynamism of 
the dancers in the traditional ritual of the Udonga people.
Nekomba does not only work as a professional artist but also 
holds workshops in the Namibian countryside to spread the arts. 
She has been awarded ‘best textile student’ in 2008 and 2009, 
and ‘best life drawing’ and basic drawing student in 2010 from 
the John Muafangejo Art Centre. In 2014, she held a solo 
exhibition at Franco Namibian Cultural Centre, titled “Abstract 
Intervention” . She has participated in group exhibitions not only 
in Namibia but also in the UK, Nigeria, South Africa etc.

With The Water Comes The Fish
2015  |  Beads  |  84×105cm

Born in Lausanne in 1991. The Swiss/Dutch artist Manon 
Wertenbroek obtained a Bachelor of the Arts in Photography in 
2014 from ECAL (Lausanne University of Art and Design). Since 
graduating, Wertenbroek has been showing her work in gallery 
spaces from the Netherlands to Belgium, Italy to France, with 
appearances at Art Basel, Amsterdam’s Foam Museum and 
Rome’s Swiss Institute. Her work focuses on portraiture as a 
symbol and vehicle to explore questions of identity, social 
interaction, and emotion. She often builds installations using 
engraved mirrors, reflective materials which are then combined 
with neon-colored lighting and finally fixed using photography. 
Her work has been featured in publications around the world 
including the Guardian, Mousse and British Journal of Photogra-
phy, Foam Magazine and more. In 2017, she was awarded a 
Swiss Art Award from the country’s federal of office of culture. 

Mixed Feelings Melody Print
2018  |  Lambda metallic print  |  90×120cm

© Gianluca Malgeri

1974年イタリア、レッジョ・カラーブリア生まれ。ベルリン、東京
に在住。2000年にイタリア国立美術アカデミー・フィレンツェ校
を卒業。1997年に Claudio Marra のキュレーション、ボローニャ
のギャラリーGraffioで最初の個展。翌年、フィレンツェのパブリッ
クスペースで最初のインスタレーション「Benedetton」を開催。
2007年ローマのギャラリーMagazzinoで作品展示。また同ギャラ
リーで「Insha Allah」 （2011）、「Homo Ludens」（2015）、その他、
2009年と 2012年にグループ展に参加。2011年、2015年にフラ
ンス、ムーランのギャラリーContinuaでのグループ展「Sphères 4」 
にて展示。また、2015年にはヴェネツィア・ビエンナーレと連動
したグループ展「Edge of Chaos」（イタリア、ヴェネツィア “Casa 

Donati”）に参加。 

1986年ナミビア北部オンダンワ生まれ。ナミビアの首都ウィント
フックのCollege of Artsにてビジュアルアート／工芸の学士取得。
ビーズや生地、コラージュを混ぜ合わせたカラフルで抽象的な
モチーフは、ナミビアの大自然や鮮やかな色彩の民族衣装を描
写している。また、彼女は作品によってウドンガ民族の伝統的
な儀式におけるダンサーの躍動感も表現している。アーティスト
として活躍するとともに、ナミビア国内の過疎地にてワーク
ショップを開き、積極的にアートの普及活動に取り組む。The 

John Muafangero Arts Centreから2008年、2009年、2010年に
最優秀学生賞を受賞。2014年に Franco Namibian Cultural Centre

のRestaurant Galleryにて個展“Abstract Intervention”を開催。ナ
ミビア国内だけでなくイギリス、ナイジェリア、南アフリカなどの
グループ展に多数参加。

1991年、ローザンヌ生まれ。2014年ECAL（ローザンヌ美術大学）
にて写真学の学士号を取得。卒業後、オランダ、ベルギー、イ
タリア、フランスなどのギャラリーで作品を発表。また、アート
バーゼル、アムステルダムの Foam Museum、ローマの Swiss 

Instituteにて展覧会を開催。彼女の作品は、アイデンティティ、
社会的相互作用、感情などの問題を探求するための象徴、媒体
としての肖像画に焦点を当てている。彼女は、イメージの刻印
された鏡などの反射素材を用いて、インスタレーションを構築
する。また、それらをネオンカラーの照明と組み合わせ、最終的
にそれらを撮影し、写真作品としても提示する。Guardian、
Mousse、British Journal of Photography、Foam Magazineなど世界
中の出版物にも掲載。 2017年スイスアート賞を受賞。
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※B2F TERRADAカフェラウンジにも
　一部作品が展示されています。

*Additional works from 
this exhibition can be viewed at 
the TERRADA Café Lounge on B2F

Commissioner for Cultural Affairs

アートフェア東京2018は、国際的な文化交流の場として、93カ国の大使館に御後援を賜るまでに広がり
ました。今年初開催となる本展では、9カ国の駐日大使が推薦する、若手アーティストの国際展が実現し
ました。今、さまざまな民族、立場の人々が、領域を越えて価値を共有するために、アートが担う役割は
重要になってきています。
　この国際展では、東京藝術大学の学生がキュレーションを手掛けています。テーマは “パンゲア・テ
クトニクスー地殻変動するアート ⇆ ものがたりの分岐点ー”。本展を通じて世界の今、そしてそこから見
出される共通項や、未来の新たな可能性を感じることができるでしょう。
　一般社団法人 アート東京は、国際的活躍が期待される若手アーティスト、キュレーターの発表機会
を創出すると共に、日本発で世界に発信できるアートマーケットのプラットフォームを今後も作り出して
参ります。

オリンピック・パラリンピックはスポーツの祭典であるとともに文化の祭典であり、再来年に迫った2020年
東京大会を最大限に活用し、｢文化芸術立国｣実現への歩みを着実に進めていくことが極めて重要です。
　文化庁では、全国で2020年以降へのレガシー創出に向けた文化プログラムを展開するとともに、我
が国が国際的な文化発信拠点へと発展していくために必要な基盤構築を目指し、世界各国との連携・
協働を推進しているところです。
　“World Art Tokyo”は、在京の各国大使館と連携し、世界の若手アーティストが、日本を舞台として世界
に発信できる機会を提供するとともに、文化発信において不可欠なプロデュース人材の育成も同時に
行うという、非常に意欲的な取り組みです。
　本展覧会が諸外国との相互理解を促進するとともに、我が国が国際的な文化発信拠点として認知され、
2020年以降も益々発展していく端緒となることを大いに期待しています。

The Olympic and Paralympic games are both sporting events and cultural events. Making the most out 

of the approaching 2020 Tokyo games which will be held in two more years, and making steady 

progress towards the actualization of a “Nation of Culture and Arts” are very important.

      The Agency for Cultural Affairs is promoting collaboration and cooperation with countries from all 

over the world in order to develop cultural programs across the nation that will build a legacy beyond 

2020, while at the same time constructing the necessary infrastructure aimed at developing our 

country into a base of international culture dissemination.

      “World Art Tokyo” is a very ambitious undertaking which will team up with the embassies in the 

capital, and along with providing a chance for Japan to serve as the stage for young artists to 

broadcast to the world, will develop the creative talent essential for cultural dissemination.

      I greatly expect that this exhibition will promote mutual understanding with other countries and 

that it will be recognized as Japan’s international cultural dissemination base and will become a 

starting point for further development from 2020 onwards.

Art Fair Tokyo 2018 has expanded as a venue for international cultural exchange thanks to the 

patronage and support from the Embassies of 93 countries. “World Art Tokyo” has come to fruition. 

This year marks the first ever installment of this exhibition, an international exhibit composed of 

emerging artists recommend by the resident Ambassadors from nine countries. Now, the role that art 

carries in enabling people of diverse ethnicities and backgrounds to overcome their differences in 

pursuit of sharing common value is becoming ever more important. 

      At this international exhibit, students from Tokyo University of the Arts will be working on curation. 

The theme, “PANGAEA TECTONICS – Diastrophism of Emerging Art ⇆ Diverging New Tales”. Through 

this exhibition, we can feel the world as it is now, and from there, the revealed commonalities of our 

humanity and new possibilities for the future. 

      Art Tokyo Association, along with creating an opportunity to showcase young artists and curators 

who are up and coming on the global stage, will go on to create an Art Market Platform based in 

Japan which will reach out to the world.

Representative, Art Tokyo Association一般社団法人 アート東京 代表理事

Foreword ごあいさつ

來住尚彦 Naohiko Kishi
文化庁長官
宮田亮平 Ryohei Miyata



PANGAEA TECTONICS
パンゲア・テクトニクス 地殻変動するアート　  ものがたりの分岐点⇆

Diastrophism of Emerging Art      Diverging New Tales⇆

Facts 開催概要

Dates

March 8th (Thursday) – 11th (Sunday), 2018

Organizer  Agency for Cultural Affairs / Art Tokyo Association

Supervisor  Toyomi Hoshina ( Trustee, Vice President, Tokyo University of the Arts )

Participating embassies 

Embassy of the People’s Republic of China in Japan

Embassy of the Republic of Colombia in Japan 

DR Congo Embassy in Japan 

Ambassade de France / Institut français du Japon-Villa Kujoyama 

Embassy of Hungary in Japan 

Embassy of Israel in Japan 

Embassy of Italy in Japan 

Embassy of the Republic of Namibia in Japan 

Embassy of Switzerland in Japan

Venue 

Tokyo International Forum, Lobby Gallery 
Free Admission 

WORLD ART TOKYO

【会期】

【会場】

【主催】

【監修】

【参加大使館】 中華人民共和国駐日本国大使館

在日コロンビア共和国大使館

在日コンゴ民主共和国大使館

在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本－ヴィラ九条山
在日ハンガリー大使館

在日イスラエル大使館

在日イタリア大使館

在日ナミビア大使館

在日スイス大使館

文化庁／一般社団法人アート東京

保科豊巳（東京藝術大学 理事・副学長）

Japanese Cultural Promotion Activities 2017: Pilot Project for Creating International Cultural Hubs

平成２９年度日本文化海外発信推進事業「国際的な文化発信拠点の基盤構築に向けた試行プロジェクト」

produced by   Hiroaki Sumiya, Mika Lee, Nobuyuki Sawada ［Art Tokyo Association］

制作   墨屋宏明、李美香、澤田伸之（一般社団法人 アート東京）

2018年 3月8日（木） – 11日（日）
東京国際フォーラム アートフェア東京2018

会場内ロビーギャラリー  入場無料


