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平成31年度文化庁文化
芸術創造拠点形成事業

STEAM THINKING－未来を創るアート 京都からの挑戦
アート×サイエンス GIG

2020年 3月21日（土）・22（日） ／ 24日（火）～ 29日（日）
会場：京都市京セラ美術館 本館 南回廊 2階
観覧料  ：無料

拠点大学×技術提供企業・研究機関等：

京都工芸繊維大学  ×  株式会社槌屋ほか
京都市立芸術大学  ×  京セラ株式会社 みなとみらいリサーチセンター・京都大学総合博物館
京都造形芸術大学  ×  株式会社 SeedBank・木元克典（海洋開発研究機構）・仲村康秀（国立科学博物館）

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－の人材育成事業として、今年度、京都市内の 3 校の芸術系
大学を拠点に、企業・研究機関の技術や素材を活用したワークショップ「STEAM THINKING 
LABO」を開催しています。「スタートアップ」展と同時開催する「アート × サイエンス 
GIG」展では、そのワークショップの成果作品や「STEAM THINKING LABO」の協力企業や拠
点大学の持つ技術や研究等について紹介するほか、アーティスト、研究者など多様な人材によ
るワークショップを行います。
※会期中に開催するワークショップ等のイベントについては、詳細が決まりましたら KYOTO STEAM－世界文化交流祭－公式WEBでお知らせします。

STEAM THINKING－未来を創るアート 京都からの挑戦
国際アートコンペティション2021

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会では、2020年度に「STEAM THINKING－ 未来
を創るアート 京都からの挑戦　国際アートコンペティション 2021」を実施します。このプロ
グラムは、優れた素材や技術等を持つ企業や研究機関と次世代のアーティストがコラボレー
ション制作した作品を展覧し、表彰するアートコンペティションです。
以下の期間で、このコンペティションに参加する企業等やアーティストを公募します。

出品作家と企業・研究機関の担当者がコラボレーション作
品についてお話をします（各回約 60分）。

2020年 3月21日（土）13：00～
 3月22日（日）13：00～
 3月28日（土）10：30～

集合 : 「スタートアップ」展会場入口
 （参加費無料・申込不要）
※ 出演者については、決定次第、KYOTO STEAM－世界文化交流祭－公式WEBでお知らせします。
※ その他、関連プログラムとして、KYOTO STEAM－世界文化交流祭－サポートスタッフに
よるギャラリートーク等を予定しています。開催日時が決まりましたら KYOTO STEAM－
世界文化交流祭－公式WEBに掲載します。

kyotosteam_official@kyoto_steam公式WEB

〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町 124

TEL：075-771-4334　10：00～ 18：00　月曜日休館（祝日を除く）

電車 ・地下鉄東西線「東山駅」より徒歩約 8分
 ・京阪電鉄「三条駅」より徒歩約 16分

市バス ・「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ
 ・「東山二条・岡崎公園口」下車徒歩約 5分
 ・「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車すぐ
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本展にコラボレーターとして参加している京都大学 iPS 細
胞研究所 （CiRA）の研究者によるレクチャーをはじめとし
た、トークイベントを開催します。

2020年 3月22日（日）16：00～17：30

会場：ロームシアター京都 パークプラザ 3階 共通ロビー

内容：「iPS細胞研究の倫理的課題について考える」
出演者：八田 太一（京都大学 iPS 細胞研究所（CiRA）上廣
倫理研究部門特定助教）

申込：KYOTO STEAM─世界文化交流祭─実行委員会まで、
電話もしくはメールで、参加されるイベントの日付と併せて、
「氏名・ふりがな・電話番号・同伴者の有無（有の場合は人数）」
をお知らせください。
定員：30名
参加費：無料
協力：京都大学 iPS細胞研究所（CiRA）
※ 上記以外のトークイベントにつきましては、決定次第、
 KYOTO STEAM-世界文化交流祭 -公式WEBでお知らせします。
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KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会
Executive Committee of KYOTO STEAM -International Arts × Science Festival-

〒606-8536 京都市左京区粟田口鳥居町 2番地の 1（京都市国際交流会館内）
 京都市 文化芸術都市推進室 文化芸術企画課
TEL：075-752-2212　FAX：075-752-2233　 MAIL：info@kyoto-steam.org
平日（月曜日～金曜日）8：45～ 17：30　※祝日 /年末年始（12月 29日～ 1月 3日）を除く
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通
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「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－」は、「KYOTO CULTIVATES PROJECT」の理念
（京都は耕す、育む、磨く）を体現し、京都賞が先駆的に示してきた人類の未来への
願いとも共鳴した、アート×サイエンス・テクノロジーをテーマに開催する新しい
文化・芸術の祭典です。京都岡崎を中心に、東京オリンピック・パラリンピック競
技大会前の 2020 年 3 月に第 1 回目となるフェスティバルを開催します。
※STEAMとは…Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Arts（芸術）、Mathematics（数学）

観覧料：無料
Free admission

STEAM THINKING
－未来を創るアート 京都からの挑戦
国際アートコンペティション 
スタートアップ展

2020.3.21sat·22sun / 24tue-29sun

– Art to Create the Future–Challenge from Kyoto Art Competition Start Up Exhibition

大和美緒（美術家）
YAMATO Mio（Artist）

 ×
 株式会社島津製作所
SHIMADZU CORPORATION 

京都市京セラ美術館 本館 南回廊 2階
Main Building South Wing 2nd floor, Kyoto City KYOCERA Museum of Art

協賛：NISSHA株式会社 / 株式会社島津製作所
Sponsors: Nissha Co., Ltd. / SHIMADZU CORPORATION

助成：一般財団法人ニッシャ印刷文化振興財団
Supporter: Nissha Foundation for Printing Culture and Technology

主催：KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会
Organizer: Executive Committee of KYOTO STEAM - International Arts × Science Festival -

八木良太（メディア・アーティスト） 
YAGI Lyota （Media Artist） 

× 
 美濃商事株式会社
MINO SHOJI CO., LTD.

林勇気（映像作家）
HAYASHI Yuki （Video Artist） 

×  
京都大学iPS細胞研究所 （CiRA）
 Center for iPS Cell Research and 
Application (CiRA),  Kyoto University

市原えつこ（メディア・アーティスト）
ICHIHARA Etsuko （Media Artist） 

× 
デジタルハリウッド大学院 
Digital Hollywood University, 

Graduate School 

久保ガエタン（美術家）
KUBO Gaetan （Artist）  

×  
株式会社コトブキ・株式会社タウンアート
 KOTOBUKI CORPORATION / TOWN ART CO., Ltd.

鈴木太朗（メディア・アーティスト）
 SUZUKI Taro （Media Artist） 

×  
有限会社フクオカ機業
 Fukuoka Weaving Co., Ltd.

森太三（美術家）
MORI Taizo （Artist） 

 ×
太陽工業株式会社

TAIYO KOGYO CORPORATION

ギャラリートーク

スタートアップ・ダイアローグ

10：00－18：00
（入館は17：30まで/Admission until 17：30）

※ 休館日/Closed on 3.23mon

企業等の募集締切：2020年 4月 30日（木）
アーティストの募集：2020年 3月 2日（月）～ 5月 29日（金）

※募集の詳細については、KYOTO STEAM－世界文化交流祭－公式WEBを御覧ください。



市原えつこ ICHIHARA Etsuko
1988 年愛知県生まれ。早稲田大学文化構想学部表象メディア論系
卒業。近年の主な展示に「Open Possibilities」（2019 年、Japan 

Creative Center／シンガポール）、「第 11 回恵比寿映像祭」
（2019年、東京都写真美術館／東京） 、「Speculum Artium」（2018年、

Delavski dom Trbovlje／スロベニア）、「アルスエレクトロニカ・
フェスティバル」（2018 年、OK Center for Contemporary Art／
オーストリア）、「文化庁メディア芸術祭」（2017年、オペラシティ
アートギャラリー／東京）、「デジタル・シャーマニズム – 日本の
弔いと祝祭」（2016年、NTTインターコミュニケーション・センター
[ICC]／東京）。主な受賞に「アルス・エレクトロニカ賞」栄誉賞
（2018 年、アルス・エレクトロニカ）、EU による科学芸術賞
「STARTS PRIZE」ノミネート（2018 年、ヨーロッパ連合）、「第
20 回文化庁メディア芸術祭」エンターテインメント部門優秀賞
（2017年、文化庁）、「総務省異能 vation」採択（2016年、総務省）。

デジタルハリウッド大学院
Digital Hollywood University, 
Graduate School
日本初の株式会社立の専門職大学院として 2004 年に
開学。超高度情報化社会においてデジタルコミュニ
ケーションを駆使し、社会に変革を起こすリーダー
を輩出すべく、[SEAD（Science／ Engineering／
Art／ Design）]の 4要素をバランス良く身につけ融
合し、理論と実務を架橋する人材育成を行う。新規
事業プランニングとプロトタイピングなど、院生の
アイデアの実装およびスタートアップ支援により、
「平成 30 年度大学発ベンチャー調査」（経済産業省）
では全国大学中 11 位、私立大学中 3 位。

市原えつこ＋渡井大己《サーバー神輿》
（「仮想通貨奉納祭」より。2019年、撮影：黒羽政士）

ファブ工房「LabProto」の様子

久保ガエタン KUBO Gaetan
1988年東京都生まれ。2013年東京藝術大学大学院美術研究科
修士課程先端芸術表現専攻修了。主な個展に「僕の体が僕の実
験室です。あるいはそれを地球偶然管理局と呼ぶ。」（2017 年、
児玉画廊｜天王洲／東京）、「Research & Destroy 破壊始建設」
（2016 年、NTT インターコミュニケーション・センター [ICC] /

東京）、「記憶の遠近法」（2016年、音まち千住／東京）。主なグ
ループ展に「WRO BIENNALE」 （2019 年、WRO ART CENTER

／ポーランド）、「塑性と蘇生」（2019年、ART ZONE ／京都） 、「キ
オクのかたち／キロクのかたち」（2017年、横浜市民ギャラリー
／神奈川）。主な受賞に平成 30 年度京都市芸術文化特別奨励
者（2018年、京都市）、第 2回 CAFAA賞ファイナリスト（公益
財団法人現代芸術振興財団、2016年）。

株式会社コトブキ
KOTOBUKI CORPORATION
1916年創業。経営理念『パブリックスペースを賑やかにするこ
とで人々を幸せにする』のもと、利用者目線に立った製品やサー
ビスの開発を行い、ものづくりの先にある人々の幸せなシーン
を創造することで、全国のパブリックスペース、まちづくりに
おける付加価値を提供している。ものづくり企業としての視点
や想いを形にしながら、「滑り台のある会議室」「全国パークキャ
ラバン」など挑戦的な発想をもとに、人々が集い、つながり、
賑わうという価値を追い求め、これからのパブリックスペース
を提案していく。

株式会社タウンアート 
TOWN ART CO., Ltd.
株式会社タウンアートは、1980 年代初頭より、創造性のある
公共空間の創出を目的としてパブリックアートの実践を専門
的に取り組んできた。人の心を癒す、知的好奇心を掻き立てる、
多種多様な価値観を共有するなど、アートのさまざまな力を
パブリックスペースに織り込むことで、人々の暮らしに新しい
可能性を生み出せると私たちは信じている。この信念のもと、
アーティストや関係者と対話を重ねながら、施設・周辺環境
に限らず日々移りゆく社会状況にも応じたオリジナリティあ
ふれるアートを提案、制作設置している。

森太三MORI Taizo
1974 年大阪府生まれ。1999 年京都精華大学大学院美術研
究科立体造形専攻修了。近年の主な個展に「転用と配列」
（2018年、甲南大学ギャルリー・パンセ／兵庫）、「転用と配列」
（2017 年、PANTALOON／大阪）、「記憶と気象」（2013 年、
Gallery PARC／京都）。主なグループ展に「Exploring－共
通するものからみつける芸術のかけら」（2019 年、大阪府
立江之子島文化芸術創造センター／大阪）、「どうかしてる

日常」（2019年、Kunst Arzt／京都）、
「HOMEPARTY01」（2013 年、みずの
き美術館／京都）。主な受賞に「六甲
ミーツ・アート芸術散歩 2015」公募
大賞グランプリ（2015 年）。また、
2014 年に「STUDIO 森森」を設立し、
様々な関係性から空間を立ち上げる
プロジェクトも展開している。

太陽工業株式会社 
TAIYO KOGYO 
CORPORATION 
「膜」を創業の原点に、お客様の隠れたニー
ズをカタチにして社会に貢献できる価値創
造を追求する。軽くて丈夫な「膜」の特性を
活かし、建築の分野はもとより土木や物流分
野、さらには環境分野などで広く事業を展
開。その製品や技術は、世界各国の大型膜
構造建築物で活用されている。膜構造建築
物において世界シェアトップクラスを誇る。
さらに、「膜」によるアリーナを世界で初め
て作り、海中膜を世界でいち早く開発するな
ど、膜構造のリーディングカンパニーである。
膜構造から膜創造へ。膜の可能性に挑戦し
続けている。

八木良太 YAGI Lyota
1980 年愛媛県生まれ。2012 年京都市立芸術大学大学院美術研究科
博士（後期）課程彫刻専攻単位取得満期退学。主な個展に
「Vessels for Memory」（2019 年、香港中文大学／中国）、「Vessels 

for Memory」5Art／中国）、「MUSIC FOR LAZY SUSAN」（2018 年、
無人島プロダクション／東京）、「What is Essential is Invisible to 

the Eye: Works of Lyota Yagi」（2018年、ADM Gallery ／シンガポー
ル）。主なグループ展に 「VOICE AND SOUND WAVES」（2019 年、
LE26BY／ベルギー）、「New Japan」（2018年、Solyanka State Gallery

／ロシア）、「Soundtracks」（2017 年、サンフランシスコ近代美術館、
サンフランシスコ）、「Imaginary Guide: Japan」（2017 年、Mystetskyi 

Arsenal／ウクライナ）、「見立てと想像力」（2017 年、元淳風小学校
／京都）。現在、京都造形芸術大学芸術学部空間演出デザイン学科
准教授。

美濃商事株式会社　
MINOSHOJI CO.,LTD,
スクリーン印刷資機材販売や周辺機器販売、スクリーン印
刷製版加工を手掛けるスクリーン印刷の総合メーカーとし
て70年の歴史を持つ。従来の加飾から機能性へと新しい印
刷が要求される中で、受託加工のほかに、新たな技術開発
も行っている。その一環として、プラスチックやガラスなど
の透明素材の表面にスクリーン印刷により特殊マイクロレ
ンズを形成し、裏面には微細なドットパターン印刷を組み
合わせることによって、3D 立体画像を平面上に実現する印
刷技術「ミノハート3D」を開発した。

久保ガエタン×
株式会社コトブキ・株式会社タウンアート

個展「僕の体が僕の実験室です。
あるいはそれを地球偶然管理局と呼ぶ。」
より展覧会風景（2017年、児玉画廊 |天王洲、
Courtesy of the artist and Kodama Gallery）

プレイポートワンダー

大阪国際空港（ITAMI）
四方謙一《GLOWING GROWING GROUND》
撮影：フォワードストローク

市原えつこ×
デジタルハリウッド大学院

鈴木太朗 × 有限会社フクオカ機業

大和美緒 YAMATO Mio
1990 年滋賀県生まれ。2015 年京都造形芸術大学大学院総合造形
領域修了。主な個展に「project N 74 大和美緒　YAMATO Mio」
（2018 年、東京オペラシティアートギャラリー／東京）、「VIVID-STILL：
静か。鮮烈で＿」（2017年、Gallery PARC、COHJU contemporary 

art／京都）、「aspect of LUMINOUS RED： ルミナスレッドの容貌」
（2014 年、Gallery PARC／京都）。主なグループ展に「セイシュン
カタカタ」（2018 年、青春画廊千北／京都）、「1.2.3.4.5」（2018 年、
Rin Art Association／群馬）、「アートアワードトーキョー丸の内
2015」（2015年、丸ビル 1階マルキューブ／東京）、「第 2回CAF賞
入選作品展覧会」（2015 年、アーツ千代田 3331／東京）、
「WEEKEND: 第二期コシノヒロコ×大和美緒」（2015 年、KHギャ
ラリー芦屋／兵庫）。主な受賞に「アートアワードトーキョー丸の内
2015」小山登美夫賞（2015 年、アートアワードトーキョー丸の内
2015実行委員会）、CAF賞 2015山口裕美賞（2015年、公益財団法
人現代芸術振興財団）。

大和美緒×株式会社島津製作所

鈴木太朗《Liquidscape》
（2014年、制作：Atelier OMOYA）

工場の様子

大和美緒《REPETITION RED（dot）15》
（2016年、撮影：麥生田兵吾）

液体クロマトグラフ質量分析計

森太三 × 太陽工業株式会社

八木良太 × 美濃商事株式会社

森太三《起伏のテーブル》
（����年、撮影：麥生田兵吾）

イスラム教の聖地メディナの大型アンブレラ

八木良太《Time Resonance》（2019年）

印刷技術「ミノハート 3D」を用いた製品

林勇気《ATOM -i》（2018年、撮影：植松琢麿）

「線維芽細胞から樹立したヒト iPS 細胞のコロ
ニー（集合体）」［画像提供：京都大学　山中伸
弥教授］

林勇気 HAYASHI Yuki
1976年京都府生まれ。1997年より映像作品の制作。主な
個展に「遠くを見る方法と平行する時間の流れ」（2018年、
FLAG Studio／大阪）、「電源を切ると何もみえなくなる事」
（2016 年、京都芸術センター／京都）、「あること being／

something」（2011 年、兵庫県立美術館／兵庫）。主なグ
ループ展に「あなたが［　　］ほしい　i want you［to x］」
（2018 年、あまらぶアートラボ A-lab／兵庫）、「彼方へ 

Shizubi Project 6」 （2017 年、静岡市美術館／静岡） 、「未
来への狼火」（2017年、太田市美術館・図書館／群馬） 、「窓
の外、恋の旅　- 風景と表現」（2014 年、芦屋市立美術博
物館／兵庫） 。主な公共空間設置作品に「another world 

-windows」（2018年、大阪国際空港／大阪）。

京都大学 iPS細胞研究所（CiRA）
Center for iPS Cell Research and 
Application （CiRA）,  Kyoto University
京都大学 iPS 細胞研究所（CiRA ＝サイラ）は、2010 年
4 月に iPS 細胞の基礎研究から臨床応用を目指す研究ま
でをシームレスに推進するために設立された。所長は、
2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教
授。約 30の研究室が、iPS 細胞を創薬や再生医療に応用
することを目指した研究、関連する倫理的課題の解決に
向けた研究、そして新たな生命科学を切り開く研究に取
り組んでいる。世界の iPS 細胞研究をリードする研究拠
点として、幹細胞分野の進展に寄与するとともに、若手
研究者の育成にも努めている。

有限会社フクオカ機業
Fukuoka Weaving Co.,Ltd.
京都西陣において、時代を先駆ける織物開発を行っ
てきた西陣織製造企業。伝統的な西陣織の技術・ノ
ウハウを生かした「高性能繊維／ハイ・ファブリッ
クス」の開発・製造を手掛ける。近年はシャットル
織機を改良し、炭素繊維などによるハイテク織物の
製造を行う。また、炭素繊維に他の繊維を組み合わ
せ、意匠性の高い特殊織物を開発することにも成功
し、自動車、産業資材、鞄等のファッション分野ま
で多岐にわたる商品を製造している。

鈴木太朗 SUZUKI Taro
1973 年東京都生まれ。2005 年東京藝術大学博士後期課程修了。アトリエ
オモヤ代表。空間演出研究所所長。東京藝術大学美術学部デザイン科准教
授。美術博士。主な展覧会に「日本の表現力」（2007 年、国立新美術館／
東京）、「鈴木太朗展・そして、舞う」（2004年、スパイラル／東京）。シャルル・
ド・ゴール空港常設作品設置（2012年、フランス）。アトリエオモヤとして「動
きのカガク展」 （2015 年、21_21 DESIGN SIGHT／東京）、「TOKYO FIBER’09 

SENSEWARE」（2009 年、イタリア、イスラエル、東京他を巡回）。空間演
出研究所として「TOKYO数寄フェス」（2016年、不忍池／東京）。チーム合
作として「The Book in The Sea」（2018年、欧州文化首都／マルタ共和国）。
主な受賞に「NHKデジスタ・アウォード」グランプリ（2003年、NHK）、「第
7 回文化庁メディア芸術祭」奨励賞（2004 年、文化庁）、東京藝術大学大
学院修了作品野村賞（2005年、東京藝術大学）。

　「アート×サイエンス・テクノロジー」をテーマとし、文化芸術の新たな可能性
と価値の創出を目指す KYOTO STEAM－世界文化交流祭－のコアプログラムと
して、次世代の芸術家と企業等に向けた国際的なアートコンペティションを 2021

年 3月に実施します。本展はそのスタートアップとして開催されるもので、7組の
アーティストと企業・研究機関がコラボレーションし制作した作品を展覧します。
　STEM という言葉が脚光を浴びるようになったのは、2000 年代のことでし
た。Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Mathematics（数
学）といった理数系 4 領域の頭文字を取ったこの造語は、テクノロジーが進
展した社会の中で求められるようになった「領域横断的な思考」を示す標語
として、特に教育分野において用いられました。
　そして今日、その STEMに、A、すなわち Arts（芸術）を加えた STEAMとい
う言葉が脚光を浴びつつあります。科学的に思考し、そこで得られた知見を社
会に還元することのみならず、科学とアートが融合することで、それぞれの領
域に新たな価値を創出することが、次なる可能性として予見されているのです。
　では、アートと科学の望ましい関係性とはどのようなものなのでしょうか ?私
たちは、STEMと Artsをどう結びつけ、どのような STEAMを夢見れば良いの
でしょうか?

　本展は、これらの問いに回答を与えるために、アーティストと企業・研究機関
のコラボレーションという方法を取ります。企業や研究機関が開発研究してき
た素材や技術をアーティストが活用し、作品を制作する。こうしたコラボレーショ
ンを通して、企業や研究機関の持つ科学的な知見がアーティストを触発し、新
たな発想を生むことや、アーティストの手によって企業や研究機関の持つ科学
的な知見に新たな光が与えられることを期待しているのです。
　「アート×サイエンス・テクノロジー」の可能性を切り開くことを目指して、い
ま、ここ京都から始まる新しい挑戦に、ぜひご期待ください。

With the theme of "Art x Science Technology," KYOTO STEAM – International Arts × Sciences 
Festival – strives to create new possibilities and values   of culture and art. As its core 
program, we are staging an international art competition and exhibition in Mar., 2021. The 
current exhibition is held as its start-up show, where collaboration works made by seven 
groups of artists and enterprises/institutions are showcased.
The term STEM came into the spotlight in the 2000s. The coined word, which is an 
acronym for the four science and mathematics fields, namely Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics, has become a motto that reflects the "cross-disciplinary 
way of thinking, " which is often found in the field of education.
Nowadays, the term STEAM, with A, Arts (arts) added to the STEM, is noteworthy. It not 
only encourages one to think in a scientific way and give back to the society with what one 
learned from this, but also suggests further possibilities with the creation of new values in 
various fields through the collaboration of science and art. 
Now, what is the most ideal relationship between arts and science? What kind of STEAM 
are we expecting when we connect STEM with Arts?
To answer this question, we decided to have artists and enterprises/institutions 
collaborate: the artists would create art works using the materials or technologies 
developed by the enterprises and institutions. Through such collaboration, the scientific 
knowhow of the enterprises and institutions inspires the artists, and in turn the new-born 
ideas through the artists’ hands shed new lights on the enterprises and institutions’ 
scientific knowledge.
With the hope of further developing the possibilities of "Art x Science Technology, " please 
look forward to our new challenge from Kyoto.

株式会社島津製作所
SHIMADZU CORPORATION
計測機器、医用機器、航空機器、産業機器を製造、販
売する企業。創業 1875年、京都市に本社を置く。社是
「科学技術で社会に貢献する」のもと、「人の健康」・「安心・安全な社会」・「産業の発展」に向け、
世界中のパートナーとともに革新的な製品・サービスを創出し、より豊かな社会の構築に貢献し
ていく。

林勇気 × 
京都大学iPS細胞研究所（CiRA）

STEAM THINKING
－未来を創るアート 京都からの挑戦
国際アートコンペティション 
スタートアップ展

– Art to Create the Future–Challenge from Kyoto
Art Competition Start Up Exhibition


