
 

 

 

                                                           2016 年 9 月 24 日 

アンスティチュ・フランセ関西 

 

 

 

 

ニュイ･ブランシュ KYOTO 2016 

パリ白夜祭への架け橋 － 現代アートと過ごす夜 

10 月 1 日（土） 

 

プレスリリース 

 

 

「ニュイ・ブランシュ（白夜祭）」は、パリ市が毎秋行う一夜限りの現代アー

トの祭典です。パリの姉妹都市・京都では、今年も日仏の現代アートを楽

しめる「ニュイ・ブランシュ KYOTO 」を市内各所で開催。 

パフォーマンスや展示、プロジェクション・マッピングなど、多彩なプログラ

ムを夜間、無料でご覧いただけます。「現代アート×伝統工芸」を DNA とし

て継承しつつ、今年のニュイ・ブランシュがテーマとするのは「デザイン」。

さらに、パリのニュイ・ブランシュと初めて連携したプログラムを、二条城を

中心にお届けします。ニュイ・ブランシュ KYOTO でしか体験できない、夜

のアート散策をお楽しみに！ 

 

日時 ： 2016 年 10 月 1 日（土） 夕刻～翌朝（会場による） 

料金 ： 無料 

主催 ： 京都市、アンスティチュ・フランセ関西（旧 関西日仏学館） 

内容 ： パフォーマンス、音楽ライブ、プロジェクション・マッピング、展示、ダンス、映像上映、等 

会場 ： 京都国際マンガミュージアム、アンスティチュ・フランセ関西等、京都市内全 28 会場 

公式サイト： www.nuitblanche.jp  

オープニング・セレモニー ： 10 月 1 日（土） 18:30 会場：京都国際マンガミュージアム 

門川大作/ 京都市長、ジャン=マチュー・ボネル/ 在京都フランス総領事 アンスティチュ・フランセ関西館長によるご挨拶 

 

◆ 2016 年の特色 ◆ 

テーマ 「デザイン」： コンテンポラリーアート、ビデオゲーム、パフォーマンス、工芸や伝統芸術などの境界を超越する

「デザイン」をテーマとした企画。日仏のコラボレーションを通して、さまざまな世界の見方、聞き方、アプローチの仕方を

提案します。 

パリと初連携： 今年のパリのニュイ･ブランシュに招聘されたアーティスト、ニコラ・ビュフが京都にも登場。パリのニュイ･

ブランシュと初の連携が実現します。 

･････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・････････････・・・・・・・・・・・・・・・・･･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ご連絡先： アンスティチュ・フランセ関西 広報担当： 長谷川 

 京都市左京区吉田泉殿町 8     Tel . 075-761-2105 (2168 直)    satoko.hasegawa@institutfrancais.jp 

 

お詫びと訂正 : マテリアル京都にて 10 月 1 日（土）開催予定のプログラムは、都合により中止となりました。 

           ニュイ･ブランシュ当日、マテリアル京都は通常オープン（11:00-19:00）のみとなります。 

           変更をお詫び申し上げますとともに、ご理解ご了承のほどお願い申し上げます。 



 
- Highlights -  

 

  
ニコラ･ビュフの世界  

      ～ パリのニュイ･ブランシュと初連携 

 

パリのニュイ・ブランシュに招聘されているニコラ・ビュ

フは、東京を拠点に活躍するフランス人アーティスト。

彼が創作にあたり着想を得たルネサンス期の古典文

学『ポリフィルス狂恋夢』は、少年ポリフィーロが恋す

る少女ポーリアを求めて冒険する不思議な物語。 

今年のパリのニュイ・ブランシュのテーマとして取り上

げられています。 

 

◆二条城 17:30-23:00 「ニコラ・ビュフ展」 

ヨーロッパの古典美術と、日本や米国のサブカルチャーの混合で知られるこの気鋭

のクリエーターの作品を、世界遺産・二条城の中でも通常は非公開の「台所」にてご

鑑賞いただける特別な機会です。 

 

◆京都国際マンガミュージアム 19:00-19:20  

「ニコラ・ビュフ（映像）、ＭＯＮＯ（演奏）による映像上映とライブ演奏」 

ニコラ・ビュフは『ポリフィルス狂恋夢』に着想を得てコンピュータ・ゲームを製作。その BGM を作曲した日本のバンド  

MONO によるライブ演奏と共に、パリのニュイ･ブランシュと同じ映像が上映されます。 

 

◆アンスティチュ・フランセ関西 19:30–深夜 00:00 「ニコラ・ビュフ展」 

館内の壁面に作家の新作が飾られます。ルノー・ジャポン株式会社協力のもと、ニュイ・ブランシュ KYOTO のために特別

に制作した作品（車）も登場！  

 

◆京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 11:00-22:00 

「2016 / Arita Porcelain」 

デザイナー 柳原照弘とオランダのデザイナー Scholten & Baijings がディレクタ

ーをつとめる「2016/ 」プロジェクトの展示・インスタレーション。 

「New Lifestyle」 

ヴィラ九条山レジデントとコラボレーター達による、新しいライフスタイルを紹介。 

日常生活の中での、アートの新しい活用法を提案します。 

 

◆京都芸術センター 

 

 

12:00 「Kyoto Contemporary × Les Ateliers de Paris 展覧会」 

京都の熟練の職人の技と心、パリの最先端のデザイナー集団とのコラボレーショ

ンにより実現した、革新的なプロダクトの展示。レセプション+ 職人によるデモンス

トレーション（9/30（金）／対談「職人と海外デザイナーとの協働」10/2（日） 

16:00 「KAC Performing Arts Program2016 / Music」 

風水のこえをきく♯ 1 ヤニック・パジェ音楽公演 『Vent et Eau 』（風と水） 

「声」をフィーチャーしたアンサンブル・コンサート。「 

風水」をテーマに時間と空間をデザイン。 

19:30 「A.lter S.essio『LOSS (solo) 』&『ENSEMBLE -version Kyoto - 』」 

 



 
 

◆アンスティチュ・フランセ関西 

20:00 「空間現代 ライブ」 

編集・複製・反復・エラー的な発想で制作された楽曲を、スリーピースバンドの形態で

演奏する「空間現代」。革新的なライブをご堪能下さい。 

 

21:00 「Dance in Building 2016」 

ダンスカンパニーMonochrome Circus がワークショップ参加者と共に創作する、館

内を舞台としたサイトスペシフィックなダンス作品。 

 

◆京都国際マンガミュージアム 

19:25 「プロジェクション・マッピング - 街を映像でデコレートするプロジェクト」 

江藤ごなお（プロジェクションマッピングコンペ「岡崎ときあかりアワード 2015」最優秀

賞受賞作家）による新作映像をミュージアム壁面に投影。 

 

◆スフェラ 11:00-22:00 

「フランソワ・アザンブール個展」 

インテリア、環境デザインの分野で幅広く活躍するフランス人デザイナー、フランソ

ワ・アザンブールによる個展。 

 

 

◆清課堂 10：00–22:00 「オブジェ ド ランコントル」 

ヴィラ九条山（京都）滞在後、フランスで作品を制作したミリン・グエン。京都に到

着後すぐ、清課堂の職人と共に共同制作を始めたカルル・マズロ。二つの異なる

アプローチで作られた作品を展示。 

 

◆安楽寺 11:00-23:00 

「ある日の安楽寺のために  

by 山角洋平｜ Yohei Yamakado」 

ある日の安楽寺の音の空間を、作曲あ

るいはデザインする、サウンド･インスタレーション。 

 

◆有斐斎 弘道館 17:00-22:00 

「Reylia Slaby x KYOTO VR x Ally Mobbs」 

フォトグラファー Reylia Slaby の展覧会と、ヴァーチャル・リアリティ（VR）のインスタレーション。VR ヘッドセットを着けて

庭を見ると、瑞峯院や安楽寺の風景が入り混じる、夢のような光景が広がります。 

 

◆千總ギャラリー 9:30-21:00  

「Nous tournons toujours le dos au couchant」 

ヴァンサン・ロマニーをキュレーターとして迎え、京友禅の千總が現代アーティスト

とのコラボレーションに挑みます。４名のアーティストが、伝統的な着物の美しさや

技術にインスピレーションを得て、新しい作品を生み出しました。 

 

◆FORUM 14:00- 深夜 01:00 

「オープニング･イベント」 

ニュイ･ブランシュ当日にオープンする、現代アート、デザイン、パフォーマンスを中心とした、新しいタイプのコンセプト・ス

ペース。フランソワ･アザンブール、珠寳など、国際的に活躍するアーティストによるパフォーマンスや展示。 

 

 



 
 

◆京都伝統工芸館 12:00-22:00 

京都で活躍するオーストラリア出身のローレン・ハドラーがキュレーションを担当した、京都

伝統工芸大学校（TASK）と京都美術工芸大学（KYOBI）の展覧会。デザイナー小西啓睦

（miso）による空間構成により、伝統工芸の新たな見方が提案されます。 

 

◆〈 詩宝箱〉〈Boîte - Poême〉〈Poem – Box〉 17:00–18:00 

「町家改修オープンハウス」＋京都伝統工芸大学生の作品展覧会 

建築デザイナー金子文子の改修デザインのオープンハウス。伝統的素材を使いながら、そ

れと対極なコンテンポラリーな空間に家を変身させるプロジェクト。畳職人のブラック畳も。 

 

◆京都造形芸術大学 ARTZONE 12:30-22:00 

「サバイバル・ブランケット」 

緊急時や過酷なアウトドアで用いられるアルミでコーティングされたシート、サバイバル・ブ

ランケットをテーマとした、デザイナーでありアーティストでもあるカーク・コナーの初個展。 

 

◆京都 ddd ギャラリー 11:00-18:00 

「物質性－非物質性 デザイン＆イノベーション」 

14:00-16:00 サウンドパフォーマンス by Softpad &  

ギャラリーツアー by フランソワ・アザンブール  

1985 年、パリ・ポンピドゥー・センターで開催された展覧会「非物質的なもの」。それから 30 

年、「物質的」世界と「非物質的」世界との対峙から生まれる、新たな創造とデザインの多様

な形を探る展覧会。 

 

◆白沙村荘 橋本関雪記念館 存古楼 クラウディ・スルバン写真展 

◆現代美術 艸居 展覧会：現代美術が終わっても 

◆UrBANGUILD ニュイ・ブランシュ KYOTO 2016 at UrBANGUILD 

◆京都メトロ Nuit Blanche After Party 2016 

◆萌文庵＋見晴亭・空中茶室 「町家改修オープンハウス」＋朗読パフォーマンス 

◆エスモード ジャポン京都校 ESMOD KYOTO SPECIAL EXHIBITION 

◆地下鉄山科駅前 音の広場 サブウェイ・パフォーマー リレーライブ 

◆サテライト会場： eN arts／ギャラリーギャラリー／ギャラリー16／KUNST ARZT／  

  MORI YU GALLERY 

 

･････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・････････････・・・・・・・・・・・・・・・・･･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

主催：京都市、アンスティチュ・フランセ関西 共催：京都国際マンガミュージアム、京都芸術センター、京都市立芸術大学、

京都市交通局、ヴィラ九条山 特別後援：在日フランス大使館 後援：外務省、在京都フランス総領事館  

助成：アンスティチュ・フランセパリ本部／パリ市  

協賛：ヴランケン ポメリー ジャパン株式会社、ルノー・ジャポン株式会社、東洋アルミニウム株式会社、ボロレ・ロジステ

ィクス・ジャパン株式会社、アニエスベージャパン株式会社  

協力：KYOTO CMEX 実行委員会、エムケイ株式会社、株式会社ハースト婦人画報社／きょうとあす、ゲーテ・インスティ

トゥート・ヴィラ鴨川、sonihouse、株式会社 indigo、Vivre le Japon  

アドバイザー：柳原照弘（プロダクト/ 空間デザイナー）、眞城成男（ Sfera クリエイティブ・ディレクター） 

 

 

 

 


