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　　　　　　　　ようこそ　空想美術館へ
     Bienvunue au monde de Le Imaginaire Le musée

   Une œuvre poétique et multimédia... 
Des écrits, des photos un univers ... Tout est vrai...  

　インターネットの連載ウェブ小説の幻想世界をパリ郊外の架空の美術館
に。メディアミックスのコンセプト作品、アーティストは岬　次馬。２０２
０年４月に展覧会の予定です。先駆けまして、２０１９年６月にはNACのパ
リ日仏文化会館のグループ展に「護り神～GIMA MISAKI」のインスタレー
ション展示予定です。ありがとうございます。

　　　　　　　　　企画プロデュース　MICHIKO KONO - PECHEUR

真理の追求　ー　Concept＋ACT　造語   BY Michiko KONO-PECHEUR 

真理の追求のための行為を芸術として生のまま見せ、観客に体験してもらうこと
を目的にする、決まった形式のないアート。 
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Musée KONO-
PECHEUR Présente 

LOVE Amulette ~ 
Exposition Gima 
Misaki  

　　　　展覧会企画　　２０２０年４月５日～４月１２日 
まもりがみ 
護り神 Mamorigami 
LOVE AMULETTE                    GIMA  MISAKI 

Il est venu le temps de porter l'amulette d'amour, 
Je prie tous les jours　pour te revoir 

　～　ただ　ただ　今だけを　守り神にして　いつか　また会える 

GIMA MISAKI 
岬　次馬 
Artist  / Poet 
www.gima-misaki.com 
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Tatami/畳
Bamboo/竹
Gui en verre filé/ガラスのヤドリギ
Fils de coton/糸
Cloche en fonte/鐘
Livre/本
Dessous de plat en marbre/ヘッドフォン台
Ecouteurs Bose/ヘッドフォン
Cartes de visite/名刺
banc/ベンチ
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NACの展示～　2019年6月ーインスタ＋音源ー（内容）即興詩 

~作品サイズ Size ~ 

200cm 70cm 45cm “LOVE AMULETTE” 
91cm  25cm  “Dessous de plat en marre”   - 2 

*Si nous n'arrivons pas a fixer les pieces de verre aux bambous, 
elles seront accrochés au plafond. 
 

　　　　Tout projet  

 

  
2007 Paradis Nuit Blanche(PARIS) 

 CV  　　 Expo“Paradis” -    Michiko Kono - PECHEUR

I 
am making Paradis somewhere in the world. 
 ~ どこかで天国、作ってます

    Michiko Kono - PECHEUR
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2004 Paradis (Paris) 2005 

  
2005 Press 

  

2005 Paradis (REIMS FRANCE) 
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2005 Cherche d’Ange (Nishinomiya )Japon  

    

2004 Nostalgia Innocente 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～　ART WORKS ~  制作年 　2016~2019年 ~ 

Concept + Art Project    岬　次馬 展 ～　Love Amulette　護り神

（KONO - PECHEUR美術館）


～～～


All Media Mix Concept Project ~Artist Produce/ Projet Exposition 


「GIMA MISAKI ~ His Works」Installation


Photo/Design work/Poetry reading/Novel/Video/Sound/Reporting Documentary/Writing 
Article/

 Commarcial advitizement/HP/Analysis Strategy


～～


オール・メディアミックス・コンセプト・プロジェクト

~ アーティスト・プロデュース・展覧会キューレション

「　岬　次馬　～　彼の仕事　」インスタレーション


写真/デザイン・ワーク/即興詩/小説/ビデオ/サウンド/ドキュメンタリー記録/

記事執筆/ 広告宣伝/HP制作/分析戦略     
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憑依するのは、神か悪魔か 
貴方が今見ている現実に、俺はいますか？　　　　　　　　　 

ｰｰｰ　引き裂かれ、凍りついた愛の地に開くパラレル・ワー
ルド 
　 
悔やみきれない自身の過失で、大切な人を失った喪失感と死ぬ
まで拭うことができない罪悪感。 
PTSD・堪え難いトラウマ、体外離脱。当てなき魂が彷徨う場
所。人生をリセット、過去を克服したつもりで、欧州で海外生
活の主人公、岬。自宅美術館を思いつき、物件を購入した
が……。 
　 
　パラレル・ワールドの仕組みと、霊媒、降霊。神と悪魔。 
堪え難い現実が引き出す「自我崩壊」を避けるために「人の心に組み込まれた安全装置」
の発動をどう捉え、どのように客観的にその仕組みを理解するのか。作品を通して、心理
学的な考察・民俗学・フィールドワーク・宗教・オカルト・社会学・美学・芸術・哲学・
文学・異文化コミュニケーション・ジェンダー・イデオロギーなどについてご自由に議論
する機会にしていただけたら幸いです。　（※NACの展示はインスタ＋音源のみで、上記
メッセージはウェブ小説の方を読んでいる方だけに宛てております。インスタの観覧だけ
で十分楽しめることを目標にしております。） 

　 

web小説  Nowhere ~ アテナイから　               岬　次馬

  ウェブ連載小説 SYNOPSIS~  
　　Sur Internet vos histoires　‘From Nowhere’ 　岬　次馬　
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  Bienvunue au monde de Le Imaginaire Le musée 

   空想美術館へようこそ             GIMA MISAKI　岬　次馬 
　自分でさえ、全てを読み返すことができない膨大な記録。架空の美術館を作り、自分
のコンセプトとその「行為のアート」を埋もれさせず、残したい、と企画しました。自分
の行為を芸術の新しいジャンルとして、分析してくれる研究者や芸術の愛好家、芸術ファ
ンに出会うために。観客の存在で、新たな展開が生まれる。これは即興（インプロビゼー
ション）のコミュニケーションのアートなので、日々とても貴重な体験をしています。 

架空ミュージアムの情報はHP（www.michiko-paris.com) に載っています。 

　人生の真理とは何か。興味を持たれた方はぜひ、ご高覧いただければ幸いです。お気軽
にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。 
自分と関わる全ての人たち、とりわけ、作品発表チャンスをくれた日本人会アーティスト
クラブと実行委員会に感謝します。　 

２０１９年５月６日　　　　　　　　　　　　　雹が降りました。肌寒い朝の光の中で　　　　　　　　　　　 

http://www.michiko-paris.com
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