
<クイズルームへようこそ>
「クイズルーム」では9人のアーティストのセルフポートレイト（作品）を見ることができます。でもこのポートレイトは
作者の姿を表してはいません。アーティストとしてのアイデンティティを表すものです。部屋の壁には9人の写真と
手がかりが掲示されています。手がかりからどの作品(ポートレイト）がどのアーティストのものか、作品と対話し
て考えてください。

<クイズルームの楽しみ方>

1. まず、すべてのアートワークを見てください。
2. 次に、各アーティストが書いたアーティストプロフィール/手がかりを読みます。
3. 次に、アートワークをもう一度見て、どれが誰のものかを推測してみてください。
4. 推測したら、answer bookを見るか、QRコードをスキャンして、答えを確認してください。

+ QRコードをスキャンするとQuizroomの答えが表示されます。アーティストのプロフィールとアートワークをみる
ことができます。

アートワークやQuizroomの写真を撮ってインスタグラムに投稿してください！
＃quizroom＃CAPにタグをつけてください。よかったらrepostさせてね。

<Welcome to the Quiz Room>

The "Quiz room" is where you can see artists' self-portraits; however, these portraits do not show the artist's
appearance; instead, they represent their identity as artists and people.
You will interact with the art through a quiz where you try to find out which artwork belongs to which artist by
matching the work with the artist's profile. When you leave, you will find out if you guessed correctly.

<How to Enjoy the Quiz Room>

1. First, look at all the artwork.
2. Next, read the artist profile/clue that each artist wrote.
3. Then, look at the artwork again and try to guess which one belongs to whom.
4. When you have made your guesses, grab an answer book or scan the QR code to find out if you

were right.

+Use the answer book or QR code to access a PDF of the answers where profiles and artwork are
matched.



Answer

どの作品がどのアーティストのものか、正しく推測できたでしょうか。

(Did you guess correctly which art belongs to which artist?)

1."Untitled 01 (無題 01)" 2."Untitled 02 (無題 02)

Size: F4,  Oil Painting Size: F4, Oil Painting

Artist: 八木 淳一 / YAGI Junichi (C.A.P.)

● 私は68歳です。人間の心の内を描きたいと思って50年描いてきましたが、まだ至りません。

「人生短し、技芸は長し」・・・ヒポクラテスの言葉ですね。

● 色彩の必然性ということについてずっと考えて来ましたが、未だ答えは出ていません。

● 正規の美術教育は受けていません。師匠にも付かず、すべて独学です。

● I am 68 years old. I have been trying to paint the inside of the human heart for 50 years, but I have
yet to achieve this goal.

● "Life is short, but art is long.

● I have been thinking about the inevitability of color for a long time, but I have yet to find an answer.

● I have no formal art education, no master’s, and am entirely self-taught.



Answer

どの作品がどのアーティストのものか、正しく推測できたでしょうか。

(Did you guess correctly which art belongs to which artist?)

Not so like to be visible 1 und 2

Fotografie, 2 Arbeiten, 2021

1. Size: 21cm x 21cm

2. Size: 27.6cm x 21cm

Artist: ウルリケ・ブロックマン / Ulrike Brockmann (Galerie Herold)

● 私は色の現象、すなわち光の質、物理的・空間的な次元、さらには物質性、質感、表現力の探求を活動

の根本にしています。

●

● 私の作品では、関係、出会い、差別化、混ざり合い、混沌と構造、そして明快さと崩壊など色の性質から

生じるテーマが、繰り返し登場しています。

● このように私はペインティング、ドローイング、プラスチック、デジタルアートなど、様々なメディアを用いた

多様なプロジェクトで、色の現象を探求し続けています。

● The basis of my artistic work is the exploration of the phenomena of color - its quality of light: its
physical and spatial dimension as well as its materiality, texture, and expressiveness.

● Relationships, encounters, differentiation, blending, chaos, and structure as well as clarity and
disintegration play a central role as recurring themes arising from the qualities of color in various
series of works.

● For my exploration in various projects, I work with different media such as painting, drawing, plastic,
and digital art.

Website: www.ulrike-brockmann-art.de



Answer

どの作品がどのアーティストのものか、正しく推測できたでしょうか。

(Did you guess correctly which art belongs to which artist?)

ParadiesEndeNeu
(Original: Drawing on fabric,
154 x 200cm, 2017)
Size: 60cm x 80cm

Artist: スザンネ・カタリナ・ヴィラント / Susanne Katharina Willand (Galerie Herold)

● 私はオーストリアのアルプスで生まれましたが、私はずっと北ドイツに住んでいます。

● ブレーメンに住むフリーランスのアーティストです。

● 週に一度、ブレーメンのウィークリーマーケットで屋台を出して、母国のチーズを販売しているのですが、
このおかげで、私はスタジオでゆっくり作業することができ、安定的に作家活動ができています。

● 私のスタジオは芸術センター：ギューターバンホフ内にあります。そこでは、他の様々なアーティストと一
緒に「Galerie Herold」という小さなギャラリーを運営しています。そのご縁で、今回のC.A.P.とのプロジェ
クトが実現しました。

● 私は自分の仕事が好き、ガーデニングが好き、旅行が好きで、友達と食べたり飲んだりするのが大好き
です。

● I was born in the Austrian Alps, but I've been living in northern Germany for a long time now.

● I live in Bremen and work as a freelance artist.

● On the side, I run a market stall once a week at the weekly market in Bremen and sell cheese from
my home country there - this gives me a lot of time and peace to work in my studio.

● My studio is in the Künstlerhaus Güterbahnhof. There we also run a small gallery with various other
artists, the Galerie Herold. This connection gave rise to this project with the C.A.P. House.

● I love my work, I love going to the garden, I love traveling and I love eating and drinking with friends!



Answer

どの作品がどのアーティストのものか、正しく推測できたでしょうか。

(Did you guess correctly which art belongs to which artist?)

  

There you are /2021 Mixed ( 混合 ) /2021 Coexistence (共存) / 2021

Acrylic, Carving on Wood.    Acrylic, Carving on Wood.         Acrylic, Oil pastel Carving on Wood.

Size: 18cm x 25cm Size:21cm x 29cm Size: 18cm x 25cm

Artist: ユラ キム / Yura Kim (C.A.P.)

● 私は、自分の周りの世界、特に「自然」にインスピレーションを受け、常に人間と人間が住む世界との関

係について考えています。

● 私の現在の主なアートのテーマは "共生 "です。

● そしてそのメッセージや意味を明確に伝えるために、絵画やオブジェやさまざまな表現方法とスタイルを

駆使しています。

● I am inspired by the world around me, especially nature. I constantly think about the intersection
between humans and the world they inhabit.

● My current main subject of art is “symbiosis”

● I use various art mediums and styles in the hopes of conveying a clear message and meaning.

Website: www.yrk-studio.com Instagram: @yrk_studio

http://www.yrk-studio.com


Answer

どの作品がどのアーティストのものか、正しく推測できたでしょうか。

(Did you guess correctly which art belongs to which artist?)

Pieces (かけら)                   Scene (情景)

Installation 2021 Mixed media 2021

fabric, thread, pieces Japanese paper, paper, Japanese ink, paint, wood

Size: 19cm,13cm,9cm

Artist: 浅山 美由紀 / Asayama Miyuki (C.A.P.)

● 私は「愛おしいものたち」を創っています。

● 私は各人の「愛おしいものたち」が共存する未来は、 　希望のある未来だと考えてい

ます。

● 私は「赤色」が好きかと聞かれます。でも、他の色も好きです。

● 私はいろんな素材を使ってアートワークを制作しています。

● 私はインスタレーション、ミクストメディアで表現しています。  それ以外のジャンルにも興味が

あります。

● I’m creating “The Adorable”.

● I believe that the future where each person's "adorable things" coexist is a future with hope.

● People ask me if I like "red". But I like other colors, too.

● I use a variety of materials to create my artwork.

● I express myself in installation and mixed media, yet I am also interested in other
genres.

website : http://blc-art.com / instagram : ＠miyuki_asayama

http://blc-art.com


Answer

どの作品がどのアーティストのものか、正しく推測できたでしょうか。

(Did you guess correctly which art belongs to which artist?)

Statement flag

Size:500x600㎜
Blue seat, Silverink

The cup of humanity

Size:230x103x75㎜
Paper cup, Blue sheet, Gold

duct tape, Cardboard

Artist: 山下和也 / YAMASHITA Kazuya (C.A.P.) / ちやのある (Le Cha noir)

山下和也 YAMASHITA Kazuya(日本画家・東洋絵画修理技術者)
1978年大阪生まれ。神戸市塩屋在住。現在、C.A.P.メンバー。KOBE STUDIO Y3スタジ オアーティスト。京都嵯峨
芸術大学二次元表現コース日本画・古画研究室修了後、書画の 文化財修復に携わる。模写や修復で培った技術や
経験をもとに、日本の文化、思想、歴史 を顧みながら古典と現代をとらえなおす作品を制作している。近年は日本に
おける水墨画 の研究から「罔両画(もうりょうが)」の制作のほか、異分野の人材と共同する「破墨プロ ジェクト」の活
動や、黒板を使った参加型作品「Muko Blackboard」(六甲芸術散歩2020)、岡倉天心「茶の本」を起点にはじめた活
動「ちやのある」など、様々な方法で活動を展開 している。Rokko Chang Pongでは「Hope」の企画担当をしている。

Born in Osaka in 1978 and based in Kobe. Yamashita Kazuya is a C.A.P. member and KOBE STUDIO Y3
studio artist. After studying contemporary and classical Japanese painting at Kyoto Saga University of Arts, he
became involved in the restoration of cultural properties such as oriental calligraphy and paintings. Recent
activities include: "Ghost style painting" based on the study of ink painting.  "Haboku project" (a collaboration
with people from different fields, study of Haboku.). "Muko blackboard" (Rokko meets Art 2020), a participatory
work, study of calligraphy and graffiti.

ちやのある（ Le Cha noir ）
2021年から日本画家の山下和也がはじめた活動のひとつ。岡倉覚三が著した「THE BOOK  OF TEA」の第一章「
THE CUP OF HUMANITY」の一節「Beautiful foolishness of thing」(美しくて 愚かしいこと)を理念に掲げている。

"Le Chat Noir" is one of the activities that Kazuya Yamashita started in 2021. The activity is based
on the philosophy of "Beautiful foolishness of things", a sentence in the first chapter  "THE CUP
OF HUMANITY" of "THE BOOK OF TEA" written by Kakuzo Okakura.

＃ちやのあ



Answer

どの作品がどのアーティストのものか、正しく推測できたでしょうか。

(Did you guess correctly which art belongs to which artist?)

Self-portrait (2021)

Marker pen on paper.

Artist: イエンヌ・マイルド／Jenny Mild (Videokaffe)

● 機械の学習は、私のアート活動の一部です。

● 人間と機械が芸術作品を共同制作することを目指しているのです。

● 機械はどのように人間をアーティストとして見るか？

● 人間であるアーティストとして、この問題から何を学ぶことができるのか？こうしたことが私の課題です。

● 私はフィンランドに住んでおり、実験的な音を作品に使用してサウンドアートを探求し、パートナーとトゥル

クのパスキボリで仕事をしています。「Videokaffe」と「Trivial Zero」というアートグループのメンバーです。

● My artistic work includes machine learning.

● I work towards collaborating artworks between humans and machines.

● I explore questions like: How does the machine see humankind as an artist? What can we

learn from it as a human artist?

● I live in Finland and I work with my partner in Pääskyvuori, Turku.

● I use experimental sounds in my artworks and explore sonic art.

● I am a member of the art collective Videokaffe and the art group Trivial  Zero.

Website: balanceandmild.com / videokaffe.com Instagram:@jennysuvituulia



Answer

どの作品がどのアーティストのものか、正しく推測できたでしょうか。

(Did you guess correctly which art belongs to which artist?)

“まだ作品は届いていません!”

Artist: ホリー・ホルムス / Holly Holmes (Videokaffe)

● 私は多層的であり、物事を多面的に理解しようと試みています。

● 形状を繰り返すことは重要ですが、完全な重複は望ましくありません。

● コントラストを取りながらの色や単純な色調変更は、日常生活の回想やメタファーのようなもの。

● ルーチンや繰り返しの出来事は、しばしば遅れたり、詰まったり、行き過ぎて流れたり、つまずいたりする

のです。

● I am a person who is layered and tries to see things from multiple views.

● Repeating forms are important but exact duplication is not desired.

● Color and easy shifts in tone, up against contrast are kinds of recollection or metaphors of daily life.

● Loops and looping events that are routine oftentimes are delayed and get a snag and run

over, flow into the next and stumbles can happen.

Website: www.terrainexhibitions.org /  Instagram:@holly_hholmes

http://www.terrainexhibitions.org/


Answer

どの作品がどのアーティストのものか、正しく推測できたでしょうか。

(Did you guess correctly which art belongs to which artist?)

View Ports
Axi Draw plotting machine on 11 x

17 inch Bristol paper

Artist: トム・バートンウッド / Tom Burtonwood (Videokaffe)

● 「見る」という現象、そしてテクノロジーがイメージや物や場所と私たちとの関係をどのように変えていくか

ということが私の作品テーマです。

● 私が毎日、イメージや物に惹かれるのは、それらを認識できるからです。

● ドローイングを制作するとき、もともと見えているもの、認識できるものから始めて、しばしばそれを曇らせ

たり隠したりします。

● それらはすべて、認識できるものが認識できなくなるその間で揺れ動いていて、私はいつも、あるものと

別のものとの間の限られた空間にいるのです。

● The subject of my work is the phenomena of seeing and the ways in which technology changes our
relationship to images, objects, and places.

● I am drawn to everyday images and objects because they are recognizable.
● My drawings often cloud or hide the thing they represent, so it is good to work from something that

is understandable
● Back and forth is something present in everything I do. I am always in this liminal space between

one thing to another.

Website: www.tomburtonwood.com / Instagram:@tomburtonwood

http://www.tomburtonwood.com



