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令和３年６月 28 日 

2021 年（第 31 回）福岡アジア文化賞 
   FUKUOKA PRIZE 2021 

受 賞 者 発 表 
アジアの学術研究や芸術･文化の分野で顕著な業績をあげた方を顕彰する 

福岡アジア文化賞。 
第 31 回目となる今年の受賞者は、この３名の方々に決定しました。 

授賞式は９月 29 日(水) に開催し、初のオンライン配信を行う予定です（次頁参照）。 
海外の受賞者の方は、各国からオンライン出席いただきます。 

インド／ジャーナリスト
インドの「農民の物語」を伝え続ける気骨のジャーナリスト
・ 急激な変動を続けるインドで貧しい農村を調査
・ People’s Archive of Rural India（デジタル・ジャーナリズムのプラット

フォーム）を立ち上げ、農村社会の現実を他言語で発信
・ アジアのノーベル賞と言われるラモン・マグサイサイ賞を受賞
・ 輝かしい経歴にもかかわらず、丹念に農村を歩き、人々の話を聞いて

情報を集め、カメラのシャッターを切り、貧困や災害の真相を描き出す
・ 昨今もパンデミックと貧窮の二重苦にあえぐ農村を取材し、世界に向け

て助け合いを訴えている

   大賞 パラグミ・サイナート（64歳） PALAGUMMI Sainath 

  日本／歴史学者 
日本の歴史学界に大きな影響を与えてきた「灯台」的存在 
・ 中国明清社会経済史を専門とする歴史学者
・ 中国社会への内在的な視線とグローバルな視野を兼ね備え、常に斬新かつ

問題提起的な研究を行う
・ 研究テーマは清代の物価史、明清期の社会的階層・社会思想と多岐に渡り、

社会で如何にして秩序が形成されるかを一貫して問いかけている
・ 教科書の編集・執筆なども行い、次世代への歴史教育に貢献

学術研究賞 岸本 美緒(ｷｼﾓﾄ ﾐｵ)（69歳） KISHIMOTO Mio 

タイ／作家、映画作家、アーティスト
タイで「プラープダー現象」とも呼べるブームとなったアーティスト
・ タイを代表する作家の一人で、タイ文学・思想の発展に寄与
・ 評論家、脚本家、エッセイスト、翻訳家、グラフィックデザイナー、イラ

ストレーター等の顔も持つマルチクリエイター
・ 日本滞在経験があり、雑誌への寄稿を通して等身大の日本を紹介する

など、タイの日本観に新たな視座を与える
・ 作品は日本語はもとより多くの言語に翻訳され、世界の関心も高い
・ 近年ではアジアの一作家として哲学的思索を深めている

芸術・文化賞 プラープダー・ユン（47歳） Prabda YOON

AS IAN PARTY とは…9 月から 10 月にかけて集中的に開催されるアジアとクリエイティブ関連事業の総称です。 

｢アジアと創る｣をコンセプトに、アジアのヒト、モノ、情報が集う社交場をイメージし、「アジアを知る」アジアマンスからリニューアルして９回目を

迎えます。「福岡アジア文化賞」、「The Creators」のほか、民間企業・団体等と連携し様々なイベントを開催します。 



2021 年（第 31 回）福岡アジア文化賞 
公式行事日程（予定） 

令和３年６月 28 日時点 

行  事 日  程 場  所 内  容 

授賞式 
９月29日(水) 

※18：30～19：15
(予定)

ホテルオークラ 
福岡（平安の間） 

授賞式典 

※海外受賞者はオンライン
出席

※会場参加は関係者のみ
※ライブ配信あり（視聴は

事前申込制、国内外に
配信）

市民フォー
ラム 

（受賞者ごと 
に実施） 

９月30日(木) 
～ 

10月16日(土) 

※日程、時間等
調整中

福岡市内の会場 

受賞者による市民を対象と
した講演会等 

※海外受賞者はオンライン
出演

※ライブ配信あり（視聴は
事前申込制、国内外に
配信）

学校訪問 

（受賞者ごと 
に実施） 

福岡市内の 
中学校・高校・大学 

受 賞者が 学校を訪 問し、  
生徒・学生と交流 

※海外受賞者はオンライン
出演

※各行事の詳細や視聴方法は７月下旬頃にお知らせします。

【問い合わせ先】  総務企画局国際部アジア連携課（福岡アジア文化賞委員会事務局） 
担当：中野、山田     Tel：092-711-4930  Fax：092-735-4130 
福岡アジア文化賞 URL https://fukuoka-prize.org/ 

AS IAN PARTY とは…9 月から 10 月にかけて集中的に開催されるアジアとクリエイティブ関連事業の総称です。 

｢アジアと創る｣をコンセプトに、アジアのヒト、モノ、情報が集う社交場をイメージし、「アジアを知る」アジアマンスからリニューアルして９回目を

迎えます。「福岡アジア文化賞」、「The Creators」のほか、民間企業・団体等と連携し様々なイベントを開催します。 



大賞 パラグミ・サイナート 
（インド／ジャーナリスト） 

 
【贈賞理由】 

パラグミ・サイナート氏は、グローバリゼーションの中で急激な変動を続けるインドで貧しい農村を

調査し、「農民の物語」を伝え続ける、気骨のジャーナリストである。2014 年よりデジタル・ジャーナ

リズムのプラットフォームとして「People's Archive of Rural India（農村インド民衆文書館）」を立

ち上げ、多様な文化を持つ農村社会の情報を収集し、多言語で発信する独自の取り組みを行ってきた。 

 チェンナイ（旧マドラス）に生まれたが、一族の故郷はアーンドラ・プラデーシュ州で、第４代大統

領 V・V・ギリ氏を祖父に持つ。ジャワーハルラール・ネルー大学院大学で、古代史の大家であり第８回

福岡アジア文化賞学術研究賞を受賞したロミラ・ターパル教授に師事し、歴史学を修めた。 

ジャーナリズムの道に進み、UNI 通信社の後、政治雑誌『ブリッツ』で副編集長まで務めた。インド

型社会主義と呼ばれた独自の混合経済から新自由主義的な市場経済への「改革」を進めた 1990年代、フ

リーランスのジャーナリストとして『タイムズ・オブ・インディア』紙に「インドの貧困の顔」を連載

した。84もの記事を束ねた主著 Everybody loves a good drought（みんな干ばつが好き）（1996 年）

は、世界中から絶賛された。1995 年の欧州委員会ロレンツォ・ナタリ・メディア賞、2000年のアムネス

ティ・インターナショナルのグローバル人権ジャーナリズム賞と 2001 年の国連食糧農業機関のベルマ

賞などを受賞し、2007 年にはアジアの傑出したジャーナリストなどに贈られるラモン・マグサイサイ賞

を受賞した。 

輝かしい経歴にもかかわらず、サイナート氏の地道な「知」の技法は変らない。丹念に農村を歩き、

人々の話を聞いて情報を集め、カメラのシャッターを切り、貧困や災害の真相を描き出す。2004-2014年

には『ザ・ヒンドゥー』紙の農村問題担当編集者として活躍した。氏の仕事ぶりを撮影したドキュメン

タリー映画 A Tribe of His Own（彼の一族）（2002年）や Nero's Guests（ネロの賓客）（2009 年）が制

作され、国際的に注目された。また、農村改革への熱意ゆえに、連邦政府や州政府のアドバイザーも務

めた。 

知日派でもあり、2003年に国際交流基金・国際文化会館共催のアジア・リーダーシップ・フェロー・

プログラムのフェローとして来日し、多くの人々と交流し、京都・大阪・広島などに足を伸ばし、代表

作の写真展を開催して話題となった。2019 年に再訪した際には東日本大震災後の被災地を取材し、講演

会では今日の農村問題を熱く語った。 

若い世代に格差社会と農村の現実を伝えるため、国内外の大学で教鞭を執っている。昨年来、新型コ

ロナウイルス感染症のパンデミックと貧窮の二重苦にあえぐ農村を取材し、民衆の助け合いを訴えて多

忙な日々を送っている。激動に揺れるアジアの中で、「知」と市民的連帯を追求するパラグミ・サイナー

ト氏は、まさに「福岡アジア文化賞 大賞」にふさわしい。 
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第 31回福岡アジア文化賞 

大賞

パラグミ・サイナート

インド

ジャーナリスト

People's Archive of Rural India 創立編集者  

1957 年5 月13 日生（64 歳）   

経歴

1957 インド、チェンナイ（旧マドラス）生まれ

1977 マドラス、ロヨラ・カレッジ卒業（歴史学）

1979 ニューデリー、ジャワハルラール・ネルー大学修士（歴史学）

1980‐82    United News of India副エディター 

1982‐93    Blitz group of Publications副編集長・海外担当エディター 

1982‐86    ムンバイ、The Dailyの海外担当エディター（1986年まで、Blitz groupの一部） 

2000‐  チェンナイ、Asian College of Journalismにて非常勤で教鞭をとる 

2004‐14    The Hindu地方問題担当エディター 

2011 カナダ、アルバータ大学名誉博士（文学）

2012    アメリカ、プリンストン大学客員教授 （McGraw Professor of Writing） 

2014    People’s Archive of Rural India設立 

2014‐  People’s Archive of Rural India設立編集者 

2015  プリンストン大学南アジア研究プログラム客員教授

2017 カナダ、ノバスコシア州聖フランシスコ・ザビエル大学名誉博士（文学）

その他、アメリカのカリフォルニア大学バークレー校とアイオワ大学、オーストラリアのカーティン大

学、カナダのウェスタンオンタリオ大学等で教鞭をとったことがあり、現在もインドのムンバイにある

ソフィア・ポリテクニック大学とチェンナイにあるアジアン・カレッジ・オブ・ジャーナリズムでは毎

年講師を務めている。

主な受賞歴

1993    The Sri Raja‐Lakshmi Award for Journalism   

1994    The Statesman Prize for Rural Reporting 

1995 欧州委員会 ロレンツォ・ナタリ賞（ジャーナリズム）

1995    People’s Union of Civil Liberties（  PUCL ）Human Rights ジャーナリズム賞 

2000 アムネスティ・インターナショナル世界人権ジャーナリズム賞

2000    BD Goenka Prize for Excellence in Journalism 

2001    国連食糧農業機関  Boerma Prize 

2002    Global Visions Inspiration Award 

2004    Prem Bhatia Memorial Prize 

2006    ハリー・チェイピン メディア賞The Harry Chapin Media Award 

2007 ラモン・マグサイサイ賞
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2009              Ramnath Goenka Prize for Excellence in Journalism, ジャーナリスト・オブ・ザ・イヤー   

2014     世界メディアサミットグローバルアワードフォーエクセレンス賞 

 

主な著作   

 

・Everybody loves a good drought: stories from Indiaʹs poorest districts, Penguin India, 1996. 

・The Indian Media: Illusion, Delusion, Reality. Essays in Honour of Prem Bhatia（共著）, Rupa, 2006. 

・Writing of a Nation. An Anthology of Indian Journalism（分担執筆）, Rupa, 2007. 

・Contradictions of Globalization: Democracy, Culture and Public Sphere（共著）, I‐House Press, 2008. 

・Mumbai Post 26/11 An alternate perspective（共著）, SAGE, 2010. 

・Bridging the gap（共著）, SAGE, 2011. 

・Notes from the Hinterland: Stories and Essays（共著）, Rupa, 2019. 

・Ten Days that Shook the World（共著）, LeftWord Books, 2020. 

 

氏を題材にしたドキュメンタリー映画 

 

・A Tribe of His Own: The Journalism of P. Sainath（2002年）、Joe Moulins 脚本・監督 

 ・Nero’s Guest（2009年）、Deepa Bhatia 監督 

 



学術研究賞 岸本 美緒 
（日本／歴史学者） 

 
【贈賞理由】 

岸本美緒氏は、明清社会経済史を専門とする中国史家である。豊富な研究蓄積を誇る日本の東洋史学

の正統な継承者として、緻密で実証的な学風を受け継ぎつつ、中国社会への内在的な視線とグローバル

な視野を兼ね備えることによって、常に斬新かつ問題提起的な研究を行ってきた。日本内外の歴史学界

において、その誠実な人柄と啓発的な研究業績によって、いわば「灯台」のような役割を果たしてきた

研究者である。 

岸本氏は、1952年に東京都に生まれた。1975年に東京大学文学部を卒業し、同大学大学院人文科学研

究科（東洋史学専門課程）の修士課程および博士課程に進学。その後、東京大学やお茶の水女子大学に

おいて、研究および教育に従事した。 

岸本氏の研究経歴は、清代・中国の物価史の研究から始まった。当初から特徴的なのは、人々がなぜ

そのような行動をとったのかを問う社会への内在的な理解に加えて、外国貿易に着目しつつ貨幣として

の銀の流入がもたらす物価への影響を重視するグローバルな視野も有していたことである。この物価史

研究は、『清代中国の物価と経済変動』（1997年）という大著となって結実したが、氏の問題関心は経済

史の領域にとどまらない。二冊目の本格的な単著『明清交替と江南社会』（1999 年）では、アメリカ大

陸と日本からの銀の流入による交易ブームが社会変動をもたらし従来の秩序が崩れていった「明末清初」

期（16世紀後半～17 世紀前半）を取り上げた。同書では、社会的階層・民衆暴動・社会思想などの社会

史的事象に光が当てられ、不安と混乱の時代に人々は如何に生きたのかが明らかにされている。 

岸本氏の歴史研究が一貫して問いかけてきたのは、そもそも完全ではない人間から成り立つ社会にお

いて、如何にして「秩序」が形成されるのかという問題であり、中国史にとどまらず、「東アジアの近世」

論という、より拡がりのある歴史像を提起した点も斬新であった。中国では紆余曲折を経つつ 17 世紀

前半に誕生した満洲人王朝である清朝の支配のもとで一定の社会的安定がもたらされ、日本では 16 世

紀（戦国・織豊期）の混沌の時代から 17 世紀前半（徳川期）の安定の時代へと移り変わった。このよう

に中国のみならず日本や朝鮮を含めた東アジアの規模で、半ば同種の歴史のリズムが経験されたという

のである。 

岸本氏の研究業績は、中国史を専門とする海外の研究者にも高く評価されてきた。また、数多くの編

著および共著における編集と執筆を通して、日本の歴史学界全体に大きな影響を与えてきた。近年にお

いても、氏はこれまでの論攷を集成した三冊の明清史論集、そして「明末清初」期に関するこれまでの

考察をまとめた単著『明末清初中国と東アジア近世』（2021 年）を刊行し、旺盛に研究活動を続けてい

る。さらに、教科書の編集・執筆、そして次世代への歴史教育への貢献なども高く評価される。東アジ

アの国際関係が困難な局面を迎える今日において、長期的な視野から、中国社会に生きる人々の姿を、

＜内＞と＜外＞との両方の視点から見つめてきた岸本美緒氏は、まさに「福岡アジア文化賞 学術研究

賞」にふさわしい。 
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第 31回福岡アジア文化賞 

学術研究賞 

 

岸本 美緒 
日本 
歴史学者 
お茶の水女子大学名誉教授、東洋文庫研究員 
1952年4月13日生（69歳）  

 
経歴 

1952   東京都生まれ 
1975  東京大学卒業（文学部東洋史学専修課程） 
1977  東京大学大学院修士号（人文科学研究科東洋史学専門課程） 
1977-79  東京大学大学院人文科学研究科東洋史学専門課程博士課程 
1979-81  東京大学東洋文化研究所助手 
1981-85  お茶の水女子大学文教育学部専任講師 
1985-89  お茶の水女子大学文教育学部助教授 
1989-96  東京大学文学部助教授 
1996-97  東京大学文学部教授 
1997-2007  東京大学大学院人文社会系研究科教授 
1998-   公益財団法人 東洋文庫研究員 
2007-15  お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授 
2015-18  お茶の水女子大学基幹研究院教授 
2018-   お茶の水女子大学名誉教授 
2019-   日本学術振興会学術システム研究センター副所長 
その他、京都大学や大阪大学をはじめ多くの国内大学において、また海外では国立清華大学（台湾）に

おいて、非常勤講師・客員教授を担当。 
 
主な著作  
 
・『歴史学事典』全16 巻（共編）弘文堂, 1994-2009.（第 6 巻『歴史家とその作品』（編）1997. 第 11 巻

『宗教と学問』（編）2004.） 
・『清代中国の物価と経済変動』研文出版, 1997.（中国語版『清代中国的物価与経済変動』（劉迪瑞氏訳・

胡連成氏審校）国家清史編纂委員会・編訳叢刊, 社会科学文献出版社, 2010.） 
・『東アジアの「近世」』山川出版社（世界史リブレット）, 1998. 
・『世界の歴史 12 明清と李朝の時代』（共著）中央公論社, 1998.（中公文庫版, 2008.）（ハングル版『朝

鮮と中国 近世五百年をゆく 一国史を超えた東アジア読解』（金炫栄・文純実氏訳） ソウル・歴史

批評社, 2003.） 
・『岩波講座世界歴史13 東アジア・東南アジア伝統社会の形成』（編著）岩波書店, 1998. 
・『新版世界各国史３ 中国史』（共編著）山川出版社, 1998.（ハンディ版『中国史（上）』『中国史（下）』

山川出版社, 2019.） 
・『明清時期的民事審判与民間契約』（共著）法律出版社, 1998. 
・『明清交替と江南社会――17世紀中国の秩序問題』東京大学出版会, 1999. 
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・『市場の地域史』（共編）山川出版社（地域の世界史）, 1999. 
・『東アジアの中の中国史』（共著）放送大学教育振興会, 2003. 
・『比較史のアジア 所有・契約・市場・公正』（共編）東京大学出版会, 2004. 
・『中国歴史研究入門』（共編）名古屋大学出版会, 2006. 
・『岩波講座「帝国」日本の学知 3 東洋学の磁場』（編著）岩波書店, 2006. 
・『中国社会の歴史的展開』放送大学教育振興会, 2007.（増補改訂版『中国の歴史』ちくま学芸文庫, 筑
摩書房, 2015.） 

・『風俗と時代観 明清史論集1』研文出版, 2012. 
・『地域社会論再考 明清史論集2』研文出版, 2012. 
・『詳説世界史：世界史B』（共著）山川出版社, 2017. ※改訂版 
・『新世界史：世界史B』（共著）山川出版社, 2018. ※改訂版 
・『歴史の転換期 全11巻』（共監修）山川出版社, 2018- 刊行中.（第6巻『1571年：銀の大流通と国

家統合』（編）山川出版社, 2019.） 
・『小学館版学習まんが 世界の歴史4 古代中国1』『小学館版学習まんが 世界の歴史5 古代中国2』 
『小学館版学習まんが 世界の歴史14 ゆれる中国』（監修）小学館, 2018.  
・『英文 詳説世界史 WORLD HISTORY for High School』（共監修）山川出版社, 2019. 
・『山川詳説世界史図録』（共監修）山川出版社, 2020. ※第3版 
・『礼教・契約・生存 明清史論集3』研文出版, 2020. 
・『明末清初中国と東アジア近世』岩波書店, 2021.  
 



芸術・文化賞 プラープダー・ユン 
（タイ／作家、映画作家、アーティスト） 

 
【贈賞理由】 

プラープダー・ユン氏は、タイを代表する作家の一人である。氏は 1998年以降、精力的に小説を発表

し続けているほか、評論家、脚本家、エッセイスト、翻訳家、グラフィックデザイナー、イラストレー

ター、写真家、ミュージシャンとしても活躍するマルチクリエイターであり、日本文化に造詣が深いタ

イ知識人でもある。 

プラープダー氏は 1973 年にバンコクに生まれた。父は英字新聞社のオーナー、母は女性誌の編集長

であった。中学を卒業後に渡米、ニューヨークのクーパー・ユニオン大学で芸術の学士号を修得し、兵

役に就くため 1998年にタイに帰国した。氏はその後、新聞や雑誌コラム、短編の執筆などを経て、大都

会に蠢く風変わりな群像を描いた初の短編集『直角の都市』（2000 年）を刊行した。同時に発売された

短編集『可能性』（2000 年）が、新奇な文体と表現技法、社会から孤立した都会人を描いた内容、実験

的な装丁などで世間の注目を浴び、2002年の東南アジア文学賞を受賞した。当時のタイは経済発展に伴

って都市中産階級が伸張し、映画、芸術、食文化等の分野で海外に「タイのアイデンティティ」を盛ん

に喧伝した時代であり、著名人を両親に持つセレブリティと、米国帰りの都会センス溢れるクリエイタ

ーであった氏を新世代の旗手であると見なす「プラープダー現象」とも呼べるブームが起きた。その後

の氏は、多くの小説、エッセイ、外国文学翻訳を発表し、良質の作品を持続的に生み出せる本格作家で

あることを証明した。氏が脚本を担当し、日本の俳優が主演した『地球で最後のふたり』（2003 年）な

ど２本の映画は、日本を含む各国の国際映画祭で上映され注目を集めた。 

都会派作家としてのプラープダー氏の思想的遍歴は、『新しい目の旅立ち』（2015 年）で一つの到達点

に至った。この作品は、氏が日本財団の助成金を得て訪れた、「黒魔術の島」と呼ばれる、地元の祈祷師

や元教師の日本人が暮らすフィリピンのシキホール島での人間・自然観察と内観によって獲得した世界

認識、オランダの哲学者スピノザの思想との対話、米国のナチュラリストであるソローが実践した森の

生活への考察によって構成され、哲学的思索と文芸的技法の融合から、現代の都市人としてのアイデン

ティティを興味深く描き出した。 

プラープダー氏は、日本の雑誌『EYESCREAM』に 2004 年から３年間寄稿したエッセイで等身大の日本

人、日本文化を紹介し、思い込みや誤解があったタイの日本観に新たな視座を与えた。「日本は私の恋人

である」と公言する氏の日本滞在は多数回に及び、大学の夏期講習で禅思想や『方丈記』など古典文学

を学んだり、茶道に親しんだりしている。氏は、出版社と書店を経営したり、アジア太平洋出版者協会

会長やタイ出版社・書籍販売業者協会副会長を務めたこともある。 

プラープダー氏はアジア作家の中では邦訳数が多い作家の一人である。英、仏、伊、中国語訳もあり、

氏に対する世界の関心は高い。氏の創作活動は、タイ文学・思想の発展に寄与するだけでなく、日本理

解の更新にも貢献している。人類が人間と自然の調和を図る持続可能な生存様式を模索する中、アジア

の一作家として今後の人類のあり方への哲学的考察を深めるプラープダー・ユン氏の功績はまさに「福

岡アジア文化賞 芸術・文化賞」にふさわしい。 
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第 31回福岡アジア文化賞 

芸術・文化賞 

 

プラープダー・ユン 

タイ 

作家、映画作家、アーティスト 

1973年8月2日生（47歳）   

 

経歴 

 

1973     タイ、バンコク生まれ 

1988     中学を卒業後渡米 

1997     米国、クーパー・ユニオン大学学士号（美術） 

1997‐   ニューヨークにてグラフィックデザイナーとして活動 

1998     兵役のためにタイに帰国 

2000     短編小説集『直角の都市』、『可能性』を出版し、ともにベストセラ ー 

2002     初の長編小説  Chit‐tak! を発表 

2002‐17  現代英語文学のタイ語への翻訳活動（『ロリータ』、『時計仕掛けのオレンジ』、『ライ麦畑で

つかまえて』） 

2003‐05   タイで最も影響力のある雑誌Open Magazine 共同編集者兼アートディレクター 

2004‐06     日本の雑誌『EYESCREAM』や『STUDIO VOICE』、『Esquire Japan』などにて日本の文化

に関する物語やエッセイを連載 

2005     出版社Typhoon Books設立 

2009     日本財団フェロー（プロジェクトテーマ：日本とフィリピンの現代美術と文化に見られる自

     然汎神論の新たな兆候） 

2012‐15   バンコク・クリエイティブ・ライティング・ワークショップ ディレクター 

2013‐17   タイ出版書店協会（PUBAT）副会長 

2014   有限会社Bookmoby TVプロデューサー 

2015‐17   アジア太平洋出版協会（APPA）会長 

2015‐   映画作家（監督）として活動 

 

主な受賞歴     

 

2002     東南アジア文学賞 最優秀短編集賞（『可能性』） 

2017     タイ、シラパートーン賞（文芸部門） 

 

主な著作 （小説、エッセイ） 

 

小説 

・『直角の都市』LIPS, 2000. 

・『可能性』Soodsubda,2000. [邦訳：所収『鏡の中を数える』] 

・『地球で最後のふたり』ソニーマガジンズ, 2004. 

・『鏡の中を数える』タイフーン・ブックス・ジャパン, 2007.  
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・『パンダ』東京外国語大学出版会, 2011. 

・『色 Colors』（共著）, 芸術新聞社, 2013. 

・The Sad Part Was , Tilted Axis Press, 2017.  

・『ベースメント・ムーン』, Typhoon, 2018. 

・FESTE IN LACRIME [Parties in Tears] , Add Editore, 2018. 

・Moving Parts , Tilted Axis Press, 2018. 

エッセイ 

・『座右の日本』タイフーン・ブックス・ジャパン, 2008.  

・『新しい目の旅立ち』Typhoon Books, 2015. [邦訳：株式会社ゲンロン, 2020.] 

 

主な映像作品 

 

・『地球で最後のふたり』2003.（脚本） 

・『インビジブル・ウェーブ』2006.（脚本） 

・Motel Mist, 2016.（監督、脚本） 

・『現れた男』2017.（監督、脚本）  

・Bangkok Breaking, 2021.（共同脚本、製作総指揮） 

 

主な展覧会 

 

・『Have We Met?─見知らぬ君へ』東京, 2004‐05.（共同キュレーター） 

・Thought on a Leo Tolstoy Story, 東京, 2010. 

・Spiritutainment, バンコク, 2011.（キュレーター） 

・Bangkok Book Festival, バンコク, 2015‐16.（キュレーター） 
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