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2.6

金

「ウェルカムサイア

00 ウェルカムサイアフ！

のお天気、現在のス

00 アートメディエーション

00 アートメディエーション

13

お話を聞くコーナー

30

など放送します！ お

マユンさんとイタカンロ
０１
アイヌ語講座編

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

30 本日の振り返り/明日の
予告

00 アーティストトーク 07
「コラボレーションミー
ティング」
SIAF2020では、国や
ジャンルを超えて、
コラ
ボレーション作 品が 準
備されていました。完成
までは至りませんでした
が、試行錯誤が続くオン
ラインミーティングの様
子 を 大 公 開 ▼ 出 演：
OKI／朴炫貞／パヴェ
ル・ヤニツキ／田村かの
こD

30 本日の振り返り/明日の
予告

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 アーティストトーク 12

「制作スタジオ拝見し

00 アーティストトーク 08

00 アーティストトーク 09

ディア環境を繋ぐ」

制作の秘密に迫ります！
▼出演：ライナー・プロ
ハスカ／ニコラス・ロイ＋
カティ・ヒッパ／マグダ
レナ・クレイスC ／アグ
ニエシュカD

▼出演：ターヴィ・スイサ
ル／マキシム・ティミン
コ＋アレクサンダー・コマ
ロフ／クリスタ・ソムラー
＋ロラン・ミニョノー／ア
グニエシュカD

30

マユンさんとイタカンロ
ムックル編
０4

00 ディレクターの食卓

「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

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

30 本日の振り返り/明日の

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 アーティストトーク 11

実は料理が大の得意の
ディレクター３名。東京・
横浜・ポーランドからそ
れぞれの食卓を紹介

with 日比野課長
あなたの知らないSIAF事務局

「メディア/インター
ネット」
テクノロジーが媒介しう
る感情や社会性、政治
性について、
それぞれの
アーティストの作品やア
プローチを通じて考察し
ます▼出演：ジョアナ・
モール／キャロリン・リー
ブル＋ニコラス・シュミッ
トプフェーラー／シャルロ
ッテ・アイフラー／アグニ
エシュカD

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。
どんな質問にも、天
野Dが答えます!得意料
理も披露?! ▼出演：天
野太郎D 他

30 本日の振り返り/明日の

前半戦の振り返り

予告

本日の振り返り/明日の
予告

マユンさんとイタカンロ
０８
アイヌ語講座編

マユンさんとイタカンロ
ゲストトーク編
０6

SIAF TV
ダイジェスト！

本日の振り返り/明日の
予告

予告

本日最 終日。1 0日間の
SIAF TVを振り返ります

▼出演：ゆきだるマン

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）

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 「対決！Senster vs
むかわ竜」
▼出演：櫻井和彦／中
村 聖司C ／アグニエシ
ュカD／田村かのこD

00 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

30 本日の振り返り/明日の
予告

オンラインSP
SIAFやアートのことにつ
いて語り合う登 録 制の
オンラインサロン。第5回
はオンライン配信。ディ
レクターの素顔に迫りま
す！▼出演：アグニエシ
ュカD／田村かのこD

D=ディレクター
CA=キュレトリアルアドバイザー
C=キュレーター
A=アーキテクト
M=マネージャー

=収録配信

ツイート！

毎日、ゲストが出演！各コーナーの詳細は公式ウェブサイトから！

00

録

「#SIAF２０２０特別編」で

2021.2.10 ver.7

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。

00 第５回 SIAFラウンジ

感想やコメントはハッシュタグ

番組内で紹介します。

00 SIAFインデックスって？

50 はじめての展覧会

▼出演：ウォッピー

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-Gʼアナウンサー）

「アートメディエーション」

「Play」

モエレ沼公園 中継

「自然 現 象と新しいメ

ます！」

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 SIAF２０２０会場

日／英

「炭鉱とルーツ」

00 ウェルカムサイアフ！

あなたの知らないSIAF事務局

録

00 アーティストトーク 06

夕方からもSIAF TV！現
在の札幌や会場の様
子をお届け。▼ゲスト：
小町谷圭(SIAFラボプ
ロジェクトディレクター）

録

20

世界各地で起きたパン
デミックがアーティスト
に何をもたらしたか、制
作する上で何を考えて
いるのか。北アイルラン
ドやイギリス、ポーランド
を繋いで話します▼出
演：増山士郎／アナ・ド
ミトリウ＋アレックス・メイ
／ディアナ・レロネク／
アグニエシュカD

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）

あなたの知らないSIAF事務局

札幌市資料館 中継

50 はじめての展覧会

日／英

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。
どんな質問にも天野Dが答
えます。

本日の振り返り/明日の
予告

「パンデミックとアート」

00 ウェルカムサイアフ！

生配信編

30 SIAF２０２０会場

札幌芸術の森 紹介

00 アーティストトーク 10

▼出演：テレビ父さん

録

天野さん！
アートってなんやねん？

兄弟デュオのコッド・アク
ト。アグニエシュカDとの
出会いからSIAFで予定
していた作 品まで▼出
演：コッド・アクト／細川
麻沙美M

天野さん！アートって
なんやねん？
▼出演：天野太郎D 他

00 アーティストトーク 04
英

日／仏

19

「ミート・ザ・デコステー
ル・ブラザーズ」

30

30 SIAF２０２０会場

30

マユンさんとイタカンロ
ゲストトーク！
０7

SIAFスタッフインタビュー 02

録

00 アーティストトーク 02
録

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
収録
ています。

「ここが私の制作スタ
ジオ!」
▼出演：プシェミスワ
フ・ヤシャルスキ 他

うんとね

00

マユンさんとイタカンロ
アイヌ語講座編
０5

00 無編集

英

マユンさんとイタカンロ

30 Artist Talk 01

50 はじめての展覧会

マユンさんとイタカンロ
０3 ふむふむアイヌ料 理

英

18

日／英

ついに実現。東京・ポーランド・札
幌・むかわ町を繋いでアーカイブ
を巡るアートと科学の共通点を探
収録
ります。

はじめての展覧会
▼出演：テレビ父さん

アーティストトークの見
どころをお届け！

信します。番組表で気になるプログラムをチェック！

30

SIAFスタッフインタビュー 01

日／英

対決！
Senster vs むかわ竜

スト等を交えた盛りだくさんのプログラムを連日配

最終日。本日も必見のト
ークが盛り沢山。ゲスト
も登場?!

コーナー

英

17

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。

から、
ディレクター、参加アーティスト、スペシャルゲ

00 アートメディエーション

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）

日

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 無編集

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

30

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）

は、会場内の特設配信ブース
「SIAF TV STUDIO」

「変容する場」

マユンさんとイタカンロ
アイヌ語講座編
０2

00 ウェルカムサイアフ！

オープニング

まなコンテンツを配信しているプログラムです。
「SIAF2020ドキュメント」の開催中（2/5‒2/14）

2.14

土

00 ウェルカムサイアフ！

会場をめぐるオンライン
ツアー

（12/19‒2/14）の企画の一つ。
YouTubeでさまざ

00 アーティストトーク 05

あなたの知らないSIAF事務局

2.13

金

30 SIAF部企画

録

00 SIAF TV スタジオ

法で公開している
「札幌国際芸術祭2020特別編」

録

50

録

SIAF2020に参加を予定してい
たアーティストが、
インタビューで
は伝え切れなかった企画や思い
を語ります。

録

SIAF2020
アーティストトーク

16

30

開催中止になった芸術祭の内容をできる限りの方

あなたの知らないSIAF事務局

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

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

注目
ム
プログラ

00

英

15

SIAF TVってなに？

00 SIAFIKIPEDIA 02

「札幌で制作すること」

2.12

木・祝

祝日もSIAF TV!▼ゲス
ト：吉 川のりお（ S T Vラ
ジオパーソナリティ）

録

録

00 アーティストトーク 03

2.11

水

00 ウェルカムサイアフ！

SIAF部企画
展覧会をもっと楽しめる
鑑賞サポートを紹介！

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

14

2.10

火

コーナー

あなたの知らないSIAF事務局

00 SIAFIKIPEDIA 01

プログラムは生配信でお届け!!

2.9

録

録

楽しみに。

配信プログラム番組表

公式YouTube
チャンネルは
こちら！

コーナー
録

子、ゲストを呼んで

月

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）

プニングとして札幌

2.8

日

今日も始まるSIAF TV！
▼ ゲ スト：鈴 木 彩 可（
AIR-Gʼパーソナリティ）

フ！」では、毎日オー

タジオや 会 場 の 様

2.7

土

札幌国際芸術祭

https://siaf.jp

siaf 2014 info
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