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瀬戸内は古くから異国の文化芸術の交流地点でした。デジタルメディアが急速に普及している現代、 本は単
なる情報を提供するものではなくなりました。その中でもアートブックは、直接手にとり、触れ合える「アート作
品」であり、 日常生活と融合する「パートナー」ともいえます。かつての文化芸術の交感が蘇った瀬戸内国際芸

店書のりぐすり選に心中をアジア。すまし催開を」0202 RIAF KOOB TRA IHCUOTES「 でIHCUOTES TRA/祭術
や出版者が瀬戸内に集まり、作品集やzineなどを展示・販売します。

2020年10月3日 (土)－4日 (日)　10－17時　　玉藻公園 披雲閣（香川県高松市玉藻町２－１）
入   場   料　披雲閣300円　※別途、玉藻公園への入場料が必要です。
主　　 催　瀬戸内国際芸術祭実行委員会　setouchi-artfest.jp
企画・運営　SETOUCHI ART BOOK FAIR 実行委員会　setouchiartbookfair.com

装幀家・グラフィックデザイナー。1938年生
まれ。武蔵野美術学校デザイン科卒業。高
島屋宣伝部を経てフリーとなる。1964年か
ら晶文社の装幀を手がける。73年「ワンダー
ランド」創刊。78年「水牛通信」「水牛楽団」
参加。84年「講談社出版文化賞」ブックデザ
イン賞受賞。現在高松在住。

4
平野甲賀 (香川)

1
ユトレヒト (東京)

2006年設立のアートブックの出版社。写真
集と現代美術の作品集を中心にこれまで約
200冊を刊行。新人のデビュー写真集も多く
手がけ、木村伊兵衛写真賞の受賞者は7名
を数 える。

8
赤々舎 (京都)

NEUTRAL COLORS{NC}ニュー・カラーは、イン
ディペンデントな出版社。雑誌、絵本、ドキュ
メンタリー&小説、写真集を出版。年に各1冊
ずつ丁寧に、企画、編集、製作、印刷、製本、営
業までを一貫して行っている。

9
NEUTRAL COLORS
／ニュー・カラー (神奈川)

香川県高松市で写真家・石川直樹が講師を務める
写真学校。四国、中国地方の暮らしや文化を見つめ、
写真に関心がある方々の受け皿になるようなプラッ
トホームになることを目 指します。

7
フォトアーキペラゴせとうち
＋石川直樹 (香川・東京)

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 (愛称
MIMOCA/ミモカ)は、1991年、全国でも類を
見ない“駅前美術館”として、丸亀市ゆかりの
画家・猪熊弦一郎の全面的な協力のもと開
館。

5
丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館 (香川)

イラストレーター。モノクロドローイングを
軸に広告、書籍、雑誌、ファッション、壁画など
国内外で活動。デザインやディレクション、作
家活動もおこない、その活動は多岐にわた
る。イラストをもちいたノートなどのプロダ
クト制作も精力的におこなう。

2
Noritake (東京)

1977年、兵庫県淡路島生まれ。大阪在住。
2012年9月、35歳でデザイナーからフリーの
フォトグラファーに転身。2012年12月、写真集
『Haru and Mina』を台湾で出版。『KINFOLK』
（アメリカ）、『FRAME』（オランダ）や『THE BIG
 ISSUE TAIWAN』（台湾）などの海外雑誌ほか、
国内でも雑誌、広告など幅広いフィールドで
活躍中。

6
濱田英明 (大阪)

四季折々の瀬戸内が見える古い倉庫街「北
浜アリー」の中の、写真集やアートブックを
中心に取り扱いをしている小さな本屋。隣
にはギャラリーもあり、いろいろな展覧会や
トークイベントなども開催している。

3
BOOK MARUTE (香川)

BOOK FAIR   >> 披雲閣

UTRECHT(ユトレヒト)は2002年7月にオンライ
ンショップを、同年11月には代官山にショップ
をオープン。書籍の販売や流通に留まらず、
インテリア・アパレルショップ等のブックセレ
クト、シェアオフィス等各種施設におけるライ
ブラリーのディレクション、アートブックフェア『TOKYO ART BOOK FAIR』の
共同開催など、さまざまな本にまつわる活動を行っている。

TALK EVENTの 

・予約来場チケット

・当日入場チケット

が必要です 事前予約制
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TALK EVENT   >> 披雲閣・大書院

1977年東京生まれ。 2000年、Pole to Poleプロジェクトに参加して北極から南
極を人力踏破。 2001年、七大陸最高峰登頂を達成。人類学・民俗学にも関心
を持ち、行為の経験としての移動・旅などをテーマに作品を発表。写真集に
土門拳賞を受賞した『CORONA』（青土社）著書に開高健ノンフィクション賞
を受賞した『最後の冒険家』（集英社）ほか多数。 2013年からヒマラヤ写真集
シリーズ『Qomolangma』『Lhotse』『Manaslu』『Makalu』『K2』『Ama Dablam』
（SLANT）を刊行。2016年から2019年にかけて大規模な個展『この星の光の
地図を写す』を国内6カ所の美術館で開催。一般社団法人フォトアーキペラ
ゴせとうち代表理事。

10:30 - 11:30
　   石川直樹（写真家） 

姫野希美 (赤々舎／出版社) 
赤々舎代表取締役・ディレクター。1966年大分県生まれ。早稲田大学大学院
文学研究科博士課程修了。青幻舎を経て、2006年に赤々舎を設立。写真集、美
術書を中心に刊行。第33回木村伊兵衛写真賞の志賀理江子『CANARY』、岡田
敦『I am』、第34回同賞の浅田政志『浅田家』、第35回同賞の高木こずえ『MID』
『GROUND』、第38回同賞の百々新『対岸』、第40回同賞の石川竜一など、話題
の写真集を精力的に出版している。

12:00 - 13:00
　   姫野希美 (赤々舎／出版社) ×川崎祐（写真家）　

川崎祐（写真家）　
1985年 滋賀県生まれ。2009年 早稲田大学第一文学部卒業。2013年、一橋大
学大学院言語社会研究科（アメリカ文学）修了。
受賞歴：家族を被写体に日常の中に垣間見える混沌と静寂を写した作品「光
景」で第17回写真「1_WALL」グランプリを受賞。

加藤直徳（編集者）
1975年生まれ。編集者。2004年、トラベルカルチャー誌『NEUTRAL』創刊。
2008年『TRANSIT』に改名し、講談社より刊行。33号まで編集長を務める。そ
の後、BOOTLEG（元SOUP DESIGN）に参加して『ATLANTIS』を創刊。2018年10
月に自身の出版社「NEUTRAL COLORS ニュー・カラー」を設立。『ぬりえほん 
ねこ』『Middle Life Notes』『写真の中の君は何を見ている』を発行。雑誌
『NEUTRAL COLORS』創刊号を2020年5月に発行した。

）社版出／トヒレトユ（ 絵史部岡
UTRECHT（ユトレヒト）は2002年7月にオンラインショップを、同年11月には
代官山にショップをオープン。 その後、中目黒での予約制の書店を経て2008
年、表参道に移転。そして2014年に渋谷区神宮前にある現在の場所にオー
プン。 書籍の販売や流通に留まらず、インテリア・アパレルショップ等のブッ
クセレクト、シェアオフィス等各種施設におけるライブラリーのディレクショ
ン、アートブックフェア『TOKYO ART BOOK FAIR』の共同開催など、さまざまな
本にまつわる活動を行っている。渋谷のショップでは、一般書店では目にす
ることの少ない、国内外のアート、デザイン、ファッション関連書籍を中心に
取り扱う。作家・アーティストが自ら制作・発行したもの、デザインの変わった
もの、少部数のものなど、作り手の顔がみえるような書籍を販売している。

）家真写（ 明英田濱
1977年、兵庫県淡路島生まれ。2012年、35歳でデザイナーからフォトグラファー
に転身。同年12月、写真集『Haru and Mina』を台湾で出版。2019年、写真集
『DISTANT DRUMS』（私家版）を出版。雑誌や広告撮影など幅広く活動中。

大林直行（写真家）
山口県出身、九州産業大学卒業。アパレル、広告業を経て、デザイン会社専属
フォトグラファーとして活動。2018年フリーランスフォトグラファーとして独立、
上京。東京を拠点に広告・雑誌・WEBなどにおいて様々な分野の撮影を行う。
2020年、コロナ自粛明けに撮りおろし製作した初写真集「おひか」を携え、個
展「おひか」を巡回中。

13:30 - 14:30
　   濱田英明 （写真家）× 大林直行（写真家）

鈴木理策（写真家）　
和歌山県新宮市生まれ。2000年に写真集『PILES OF TIME』で第25回木村伊
兵衛写真賞受賞。おもな写真集に『知覚の感光板』（赤々舎）、『曇天記／写
真』『SAKURA』『White』『意識の流れ』（全てedition nord）、『Étude』（SUPER 
LABO）、『Water Mirror』（Case Publishing）、『Étude』（SUPER LABO）など。

15:00 - 16:00
　   鈴木理策（写真家）× 川崎祐（写真家）

10月3日[土] 10月4日[日]

岡本仁（編集者） 
北海道生まれ。マガジンハウスで『ブルータス』『リラックス』『クウネル』など
の雑誌編集に携わった後、ランドスケーププロダクツに入社。同社の「カタチ
のないもの担当」として、コンセプトメイクやブランディングなどを担当して
いる。著書に『今日の買い物・新装版』（講談社）、『ぼくの鹿児島案内』『ぼくの
香川案内』『ぼくらの岡山案内（ランドスケーププロダクツ）、『果てしのない
本の話』（本の雑誌社）、『ぼくの東京地図』、『また旅』（京阪神エルマガジン
社）などがある。

10:30 - 11:30
　   岡本仁（編集者）× 岡田陽介（半空／マスター）

1982年神奈川県生まれ。丸亀市猪熊弦一郎現代美術館学芸員。早稲田大学
大学院文学研究科芸術学（美術史）専攻修士課程修了。2017年より現職。主
な展覧会に「高知家の宝もの　村山槐多からヨーゼフ・ボイスまで」（高知県
立美術館、2014年）、「ゴー・ビトゥイーンズ展：こどもを通してみる世界」［巡
回担当］（高知県立美術館、2015年）、「荒井茂雄展　人生の詩」（丸亀市猪熊
弦一郎現代美術館、2018年）など。現在、猪熊弦一郎と現代作家の作品をあ
わせて紹介する展覧会の準備中。

12:00 - 13:00
　   竹崎瑞季 ）員芸学／館術美代現郎一弦熊猪市亀丸（ 

14:00 - 16:00
　   ZINE AWARD 受賞発表トーク
司    会  松村純也（旅ベーグル）
出演者 加藤直徳（編集者）、岡部史絵（ユトレヒト／出版社） 他

岡田陽介（半空／マスター）
1981年香川県生まれ。2001年香川県高松市の繁華街にて珈琲と本と音楽
をテーマにした店「半空」を開店。ネルドリップ珈琲教室の講師、音楽や本に
ついてのコラムニストとしても活動。2012年からは独自に「半空文学賞」を
設置。
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【 新型コロナウイルス感染防止対策のお願い 】　発熱、咳、咽頭痛などの症状がある方、体調に不安のある方は来場をお控えください。入場の際、検温・手指
の消毒・マスクの着用をお願いします。会場内は常時換気を行います。入場者多数の場合は、入場制限をさせていただく場合がありますのでご了承ください。

瀬戸内国際芸術祭2022 開催決定
春4/14-5/18   夏8/5-9/4   秋9/29-11/6

たかまつ今こそ！アート事業


