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カムバック！SIAF2020アイヌ文
化コーディネーターのマユンキキ
さんと田村Dとお話しましょう！
アイヌ語講座やゲストをお呼びし
てアイヌ料理の披露なども予定し
ています。

マユンさんとイタカンロ

アートってなんなん？そんなモヤっ
と、気になる疑問を投げかけちゃ
いましょう。SNSで質問大募集し
ます。少しお酒も飲みながら、天
野Dが答えます。

天野さん！
アートってなんやねん？

Speakers discuss the common 
ground between art and 
science over archives, 
connecting Tokyo, Poland, and 
Sapporo.

Senster vs. Mukawa 
Dinosaur!

The artists who were 
scheduled to participate in 
the event will talk about their 
plans and thoughts that they 
were not able to convey in 
the interviews.

SIAF2020
Artist Talk 01 -13

https://siaf.jp siaf_infosiaf_info

Pick up

Program

siaf 2014 info

Official YouTube 
channel here！
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Sapporo International Art Festival

「ウェルカムサイア
フ！」では、毎日オー
プニングとして札幌
のお天気、現在のス
タジオや会場の様
子、ゲストを呼んで
お話を聞くコーナー
など放送します！ お
楽しみに。

What is SIAF TV?
　SIAF TV is one of the programs of 
“Sapporo International Art Festival 
2020 Plans and Ideas” (December 
19‒February 14), which brings you the 
cancelled exhibition by any means 
possible. 
SIAF TV is streaming unique video 
programs on SIAF YouTube channel.　　
During the showcase “SIAF Document” 
(February 5‒14), we open “SIAF TV 
STUDIO” on-site for streaming a wide 
range of programs featuring directors, 
participating artists, and special guests. 

Share your comments on
Twitter with hashtag 
#SIAF2020plansideas

=Pre-recorded

ウェルカムサイアフ！
今日も始まるSIAF TV！
▼ゲスト：鈴木彩可（
AIR-G’パーソナリティ）

SIAFIKIPEDIA 01
SIAFオリジナルの百科
事典を編集!
▼出演：田村かのこD／
天野太郎D　他

00 ウェルカムサイアフ！
札幌の気になるお天気
は？▼ゲスト：日比野克
彦（美術家）

00 ウェルカムサイアフ！
祝日もSIAF TV!▼ゲス
ト：吉川のりお（STVラ
ジオパーソナリティ）

00 ウェルカムサイアフ！
展示で集まったコメント
も紹介！SIAF TVクイズ
に答えられるかな？

00 ウェルカムサイアフ！
最終日。本日も必見のト
ークが盛り沢山。ゲスト
も登場?!

00

00

30

00 SIAFIKIPEDIA 02
SIAFオリジナルの百科
事典を編集!
▼出演：田村かのこD／
アグニエシュカD　他

00 SIAFスタッフ
インタビュー 01

00

30

00

アートメディエーション
コーナー

マユンさんとイタカンロ 
０１

00 アートメディエーション
コーナー

SIAF部企画 
展覧会をもっと楽しめる
鑑賞サポートを紹介！

00

30

アートメディエーションコ
ーナー▼ゲスト：箕輪直
人（フリーパーソナリティ）

SIAF部企画
会場をめぐるオンライン
ツアー

アーティストトーク 03
「札幌で制作すること」
本郷新の作品を背景に
井越さんの柔らかでち
ょっと不思議な作品の
魅力に迫る?!
▼出演：井越有紀／岩
崎直人C／田村かのこD

00 アーティストトーク 05
「変容する場」
移住を生活する村上さ
んと空間の質を変容さ
せる持田さんが、それぞ
れのテーマについて話
します▼出演：村上慧
／持田敦子／丸田知
明A／宮井和美C

00

00SIAF TV スタジオ
オープニング
スタートしました!展示「
SIAF2020ドキュメント」

「さっぽろウインターチェ
ンジ2021」気になるス
ポットや体験ブースなど
会場の様子をお届け。

00

00 Artist Talk 06
「炭鉱とルーツ」
アドバイスをもらいなが
ら炭鉱のリサーチを進
め、制作していました。リ
サーチの様子や生活し
ながら制作することの
難しさなどお聞きします
▼出演：大槌秀樹/後
藤拓朗/上遠野敏CA/
天野太郎D

00

本日の振り返り/明日の
予告

30 本日の振り返り/明日の
予告

30 本日の振り返り/明日の
予告

30 本日の振り返り/明日の
予告

30 本日の振り返り/明日の
予告

30 本日の振り返り/明日の
予告
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00 00 Artist Talk 08
「Play」
冬のモエレ沼公園を「
あそび」つくすプランが
出ていました。どのよう
な作品が出来上がる予
定だったのか、お話をお
聞きします▼出演：中﨑
透／ヒスロム／小田井
真美／宮井和美C

00 Artist Talk 09
「アートメディエーション」
「現代アートは難しい！」
にアーティストはどう答
える？作品と観客の出会
いをどう作ればよいのか
、SIAF2020の要であ
る「アートメディエーショ
ン」をキーワードに皆で
考えます▼出演：青山
悟／原良介／会田大也
／田村かのこD

00 00 アーティストトーク 13
「いま、かんがえている
こと」
制作を続ける中で、アー
ティストが考えているこ
となど、天野Dが投げか
けながら話します▼出
演：池田宏／諏訪敦／
吉田真也／小金沢健
人／上村洋一／天野
太郎D

00

0000 Directors’ Table
See what the SIAF2020 
team of directors 
cooking at home! 
Live-stream from 
Tokyo, Yokohama, and 
Poland.

00 00 00 SIAFインデックスって？
絶賛制作中の記録集「
SIAFインデックス」。制
作の苦労や見どころペ
ージを紹介。

30 マユンさんとイタカンロ 
０2

50

30 マユンさんとイタカンロ 
０3

50 はじめての展覧会
▼出演：テレビ父さん

30 マユンさんとイタカンロ 
０4

50 はじめての展覧会
▼出演：ウォッピー

30 マユンさんとイタカンロ 
０6

50 はじめての展覧会
▼出演：ゆきだるマン

ウェルカムサイアフ！
SIAF2020特別編との
スペシャルコラボレーシ
ョンとは？▼ゲスト：和田
彩花（アイドル）

00 ウェルカムサイアフ！
SIAFとのつながりも深
い札幌在住の美術家が
登場▼ゲスト：上遠野
敏（美術家）

00 ウェルカムサイアフ！
夕方からもSIAF TV！現
在の札幌や会場の様
子をお届け。今日もゲス
ト登場か？

00 ウェルカムサイアフ！
SIAF2017ゲストディレ
クターがSIAF2020特
別編に登場！▼ゲスト：
大友良英（音楽家）

00 ウェルカムサイアフ！
過去2回のSIAF参加ア
ーティストは「特別編」を
どうみる？▼ゲスト：毛利
悠子（美術家）

00 ウェルカムサイアフ！
アツい「ラジオ魂」を持
つ森本さんがSIAF TV
に！▼ゲスト：森本優（
AIR-G’アナウンサー）

00 ウェルカムサイアフ！
札幌で活躍する人のイ
ンタビューを発信▼ゲス
ト：福津京子（札幌人図
鑑主宰）

00 ウェルカムサイアフ！
文筆業やラジオパーソ
ナリティなどマルチに活
躍する藤岡さんとお話。
▼ゲスト：藤岡みなみ（
タレント）

SIAFスタッフ
インタビュー 02

00

SIAF２０２０会場
札幌市資料館 中継 

30

SIAF２０２０会場
モエレ沼公園 中継

00

00

30
天野さん！アートって
なんやねん？
▼出演：天野太郎D 他

30 天野さん！アートって
なんやねん？
アートってなんなん？そ
んなモヤっと、気になる
疑問を投げかけつつ、
SNSで質問大募集しま
す。少しお酒も飲みなが
ら、天野Dが答えます!
得意料理も披露?!▼出
演：天野太郎D　他

30

アーティストトークの見
どころをお届け！

Artist Talk 01
Studio Visit with 
Przemyslaw Jasielski　
He'll introduce the 
program.▼Artist：
Przemysław Jasielski 

本日の振り返り/明日の
予告

はじめての展覧会
▼出演：テレビ父さん

SIAF２０２０会場
札幌芸術の森 紹介

00

30

アートメディエーション
コーナー

マユンさんとイタカンロ 
０5

マユンさんとイタカンロ 
０８

SIAF TV 
ダイジェスト！
本日最終日。10日間の
SIAF TVを振り返ります

00

00

30

アートメディエーション
コーナー

マユンさんとイタカンロ 
０7

あなたの知らないSIAF事務局

うんとね
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あなたの知らないSIAF事務局

あなたの知らないSIAF事務局
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あなたの知らないSIAF事務局

あなたの知らないSIAF事務局 あなたの知らないSIAF事務局

アイヌ語講座編

アイヌ語講座編

アイヌ語講座編ふむふむアイヌ料理
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Artist Talk 02
Meet the Décosterd 
Brothers　
The artist duo talks how 
they met Agnieszka, 
SIAF2020 Curatorial 
Director, and their original 
plan for SIAF2020.

▼Artist：Cod.act

Artist Talk 04
Pandemic and Art　
How has the pandemic 
affected artists around the 
world, and what are on 
their minds when creating 
works? The artists talk 
connecting Northern 
Ireland, the U.K. and 
Poland.

▼Artist：
Anna Dumitriu+Alex May
Shiro Masuyama
Diana Lelonek

Artist Talk 07
Collaboration 
Meeting　
Collaborative works were 
prepared across countries 
and genres within 
SIAF2020.
Although the works were 
not completed, we’ll share 
the online meeting where 
the artists discuss their 
experiments.

▼Artist：
OKI
Hyunjung Park
Pawel Janicki

Artist Talk 10
Welcome to Our 
Studios!　
Artists show you their 
behind the scenes of 
artistic production. 

▼Artist：
Niklas Roy+Kati Hyyppä
Rainer Prohaska

Artist Talk 11
Media/Internet　
Through the works and 
approaches of each artist, 
we will examine the 
emotions, sociality, and 
politics that technology 
can mediate.

▼Artist：
Joana Moll
Carolin Liebl
+Nikolas Schmid-Pfähler
Charlotte Eifler

Artist Talk 12
Linking the Natural 
Phenomena and New 
Media Environments 

▼Artist：
Taavi Suisalu
Aleksander Komarov
+Maxim Tyminko
Christa Sommerer
+Laurent Mignonneau

Senster vs. Mukawa 
Dinosaur!

▼Gest：
Kazuhiko Sakurai
Seiji Nakamura
Agnieszka Kubicka-
Dzieduszycka
Kanoko Tamura
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SIAF lounge Online

A registration-based online 
salon to talk about SIAF
and art is open to everyone
tonight as SIAF TV
special edition.

▼Gest：
Agnieszka Kubicka-
Dzieduszycka
Kanoko Tamura

P

SIAF2020特別編
クロージングトーク
開 催 中 止 となっ た
SIAF2020を今できる
限りの方法で公開して
きた、SIAF2020特別
編も本日が最終日。あら
ためて振り返りながら、
これからのSIAFを考え
ます▼ディレクターチー
ム：天野太郎／アグニ
エシュカ／田村かのこ
SIAFコミッティー：飯田
志保子／木ノ下智恵子
／久保田晃弘／吉崎
元章／吉本光宏


