
金沢21世紀美術館学芸課 事業報告2013–2015年度
Curatorial Section, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Annual Report for the Year 2013–2015



目次 ｜ contents

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

 展覧会 ｜ Exhibitions

内臓感覚̶遠クテ近イ生ノ声

島袋道浩：能登

フィオナ・タン｜エリプシス

イザベル＆アルフレド・アキリザン「住む：プロジェクト̶もうひとつの国」

柿沼康二 書の道　“ぱーっ”

ボーダーライン　コレクション展 I

ボーダーライン　コレクション展 II

フィロソフィカル・ファッション 

レアンドロ・エルリッヒーありきたりの？

ジャパン・アーキテクツ　ジャパン・アーキテクツ 1945–2010

3.11以後の建築

コレクション展 I 　透過と反射

コレクション展 II　感光と定着

粟津潔、マクリヒロゲル1　美術が野を走る：粟津潔とパフォーマンス

中村好文 小屋においでよ！

好奇心のあじわい　好奇心のミュージアム　フードクリエイション＋東京大学総合研究博物館

橋本雅也　 間（あわい）なるもの

アペルト01　金光男　White light White heat

鈴木康広「見立て」の実験室

ARCHITECTURE FOR DOGS　犬のための建築

ザ・コンテンポラリー 1　われらの時代：ポスト工業化社会の美術

ザ・コンテンポラリー 2　誰が世界を翻訳するのか

ザ・コンテンポラリー 3　Ghost in the Cell：細胞の中の幽霊

生誕百年記念　井上有一

コレクション展1　あなたが物語と出会う場所

コレクション展2　歴史、再生、そして未来

コレクション展2　粟津潔、マクリヒロゲル2　グラフィックからヴィジュアルへ：粟津潔の視覚伝達論

アペルト02　樫尾聡美 生命の内側にひそむもの

廣村正彰「金沢でJunglin’」おぼろげ

アペルト03　坂野充学 可視化する呼吸

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

教育普及 ｜ Educational Programs

教育普及事業　概要

ミュージアム・クルーズ

中学生まるびぃアートスクール

キッズスタジオ・プログラム

アートライブラリー・プログラム

まるびぃ みらいカフェ

その他

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

収集保存・アーカイブ ｜ Conservation, Registration, Archives

収集保存・アーカイブ　概要

新規収蔵品

修復

貸出

アーカイブ

サスティンメンバー

奥付

4

6

8

10

12

14

16

18

22

24

26

28 

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

67

69

71

75

83

85

87

88

93

95

97

98

99

金沢21世紀美術館学芸課  事業報告2013–2015年度
Curatorial Section, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Annual Report for the Year 2013–2015



展覧会
Exhibitions

金沢21世紀美術館学芸課  事業報告2013–2015年度
Curatorial Section, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Annual Report for the Year 2013–2015



4

金沢21世紀美術館学芸課 事業報告2013–2015年度

Curatorial Section, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa | Annual Report for the Year 2013–2015

内臓感覚―遠クテ近イ生ノ声
Visceral Sensation̶Voices So Far, So Near

2013.4.27–9.1

本展は、解剖学者の三木成夫（1925–87）の
視点に学びつつ、人間の諸感覚の中でもより根
源的な「内臓感覚」を手がかりに現代の表現を
巡る試みであった。絵画、彫刻、写真、映像、絵
本、建築、インスタレーション、パフォーマンスな
ど、ジャンルや国籍、年代が異なる国内海外の
13組の表現者が一堂に会し、我々の生命観、価
値観を揺さぶる作品世界を展観した。展示にお
いては、身体の知られざる感覚への気付きと連
動するよう、作家ごとに展示を完全に独立させ
ず、緩やかに開かれ互いに響きあうような構成
をとりつつ、様々な時間軸と関係性の成立に留
意した。オル太は会期中、週3日、終日パフォー
マンスを行うという介入を展示に組み込んだ。
長新太の絵本は来場者が自由に手に取って読
むという行為が必須と考え、建築家の渡辺菊眞
がそのための空間を作品として会場に創出し
た。国内の現代美術展でよく取り上げられる
草間彌生やビル・ヴィオラ、ピピロッティ・リスト
らに加え、上記のような多彩な顔ぶれや、日本
初紹介の作家（ナタリー・ユールベリ&ハンス・ベリ）
などが大きな反響を呼んだ。

（吉岡恵美子）

Drawing on the views of anatomist MIIKI 

Shigeo (1925–1987), this exhibition sought 

to use “visceral sensation”̶the most primeval 

of the human senses̶as an aid in appreciating 

contemporary artworks. Works by 13 artists 

and artist collaboratives representing different 

generations and countries and working in 

different genres, including painting, sculp-

ture, photography, video, picture books, 

architecture, installation and performance, 

were gathered together in the same location, 

encouraging us to question our view of life 

and our values. To ensure they triggered our 

awareness of obscure bodily sensations, the 

works were not completely separated by 

artist but arranged in such away that they 

resonated with each other, while care was 

also taken to give rise to various temporal 

and other relationships. There were also 

interventions by OLTA in the form of perfor-

mances throughout the day for three days 

a week over the course of the exhibition. 

1

2

3

展示室11：展示風景

ナタリー・ユールベリ＆ハンス・ベリ

左：《ひとり残されて》 2008年、右：《捕殺》 2008年

ピピロッティ・リスト《肺葉（金沢のまわりを飛び交って）》

2009/2013年

オル太《オルガネラ》 2013年

Gallery 11: Installation view

Nathalie DJURBERG & Hans BERG 

left: I Found Myself Alone, 2008,

right: Putting down the prey, 2008

Pipilotti RIST, Lobe Of The Lung 

(Flies Around Kanazawa), 2009/2013

OLTA, ORGANELLA, 2013

1–3. photo: TOYONAGA Seiji

1.

2.

3.

1.

2.

3.

As it was considered essential that visitors 

were able to pick up and read CHO Shinta’s 

picture  books  at  any  t ime,  architect 

WATANABE Kikuma created a space for 

this as an artwork. Featuring in addition 

to work by artists such as KUSAMA Yayoi, 

Bill VIOLA and Pipilotti RIST, often the focus 

of contemporary art exhibitions in Japan 

initiatives such as those outlined above 

and work by artists exhibiting in Japan for 

the first time (Nathalie DJURBERG & Hans 

BERG), this exhibition proved incredibly 

popular.

(YOSHIOKA Emiko)
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2013年4月27–9月1日

会場：展示室7–12、14、光庭

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／

小中高生＝400円／ 65歳以上の方＝800円

入場者数：109,908人　

主催：金沢21世紀美術館 ［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

共催：読売新聞社、美術館連絡協議会

協賛：在大阪・神戸オランダ王国総領事館、

ライオン、清水建設、大日本印刷、損保ジャパン

協力：NECディスプレイソリューションズ、日本航空、

株式会社クニ・ケミカル、金沢湯涌創作の森

出品作家：ルイーズ・ブルジョワ、長新太、

ナタリー・ユールベリ&ハンス・ベリ、加藤泉、
草間彌生、アナ・メンディエータ、中川幸夫、

サスキア・オルドウォーバース、オル太、

ピピロッティ・リスト、志賀理江子、ビル・ヴィオラ、

渡辺菊眞

カタログ：『内臓感覚̶遠クテ近イ生ノ声』

赤々舎、2013年

24.2×24.3 cm、117p.、2,800円＋税

ISBN: 978-4-90345-98-1

巡回なし

企画・構成：吉岡恵美子

内臓感覚̶遠クテ近イ生ノ声
Visceral Sensation̶Voices So Far, So Near

関連企画

◇オル太によるパフォーマンス

（期間中の金土日祝、展覧会会場、光庭）

◇アーティスト・トーク：サスキア・オルドウォーバース、

渡辺菊眞、加藤泉（2013年4月27日、レクチャーホール）、

オル太（2013年4月28日）、

志賀理江子（2013年6月29日、レクチャーホール）

◇講演会：今福龍太

「内臓感覚の歴史̶肝苦り（ちむぐり）と汝狂さ（なぐるさ）

のはざまで」（2013年6月29日、レクチャーホール）

◇ワークショップ：「声の海をつくる」

講師：たむらひろし

（2013年7月14日、展示室9、キッズスタジオ）

◇ベビーカーツアー（2013年5月23日、6月25日、7月11日）

◇キュレーターによるギャラリー・トーク

（2013年5月25日、6月22日、7月21日、8月24日）

◇絵本を読もう

（2013年5月25日、6月22日、7月21日、8月24日）

◇こどもと感じるギャラリーツアー（2013年6月23日）

◇2日間連続 オル太「オルガネラワークショップ」

（2013年8月8–9日、会議室1、光庭）

◇小学生「内臓感覚」ワークショップ

（2013年8月22日、キッズスタジオ）

◇クロージング・イベント ：

ハンス・ベリ×ナタリー・ユールベリ

「エレクトロニック・ライブ・コンサート」

（2013年9月1日、シアター 21）

2013.4.27–9.1

Venue: Gallery 7–12, 14, Courtyard

Ticket Price: Adult = ¥1,000, University = ¥800, 

Elem/JH/HS = ¥400, 65 and over = ¥800

Number of visitors: 109,908

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Co-organized by: The Yomiuri Shimbun, 

The Japan Association of Art Museums

Supported by: Consulate General of the Kingdom 

of the Netherlands, Osaka-Kobe, Lion Corporation, 

SHIMIZU CORPORATION, Dai Nippon Printing Co., 

Ltd., Sompo Japan Insurance Inc.

In Cooperation with: NEC Display Solutions, 

Ltd., JAPAN AIRLINES, Kuni Chemical Co., Ltd., 

Kanazawa Yuwaku Sosaku no Mori - Center for 

Crafts and Culture

Calalogue: 

Visceral Sensation—Voices So Far, So Near

AKAAKA Art Publishing, Inc., 2013

24.2 × 24.3 cm, 117p., ¥2,800 + tax

ISBN: 978-4-90345-98-1

Artists: Louise BOURGEOIS, CHO Shinta, 

Nathalie DJURBERG & Hans BERG, KATO Izumi, 

KUSAMA Yayoi, Ana MENDIETA,

NAKAGAWA Yukio, Saskia OLDE WOLBERS,

OLTA, Pipilotti RIST, SHIGA Lieko, Bill VIOLA, 

WATANABE Kikuma

Curator: YOSHIOKA Emiko
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島袋道浩：能登
Shimabuku: Noto

2013.4.27–2014.3.2

「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム」
の7回目として実施した1年間にわたる長期プ
ログラム。「能登」をテーマに島袋道浩が能登
の各所を旅し、出会った風習や産物などをもと
に映像や写真、立体などの作品を制作して、金
沢21世紀美術館で展示した。同時に、当プログ
ラム全体は若者向けの教育普及プログラムで
あり、18歳から39歳までの方を対象に作家と
ともに活動するメンバーを公募したところ28人
が参加した。メンバーは能登への調査に同行し
たり、能登の人の指導のもと作家と一緒に展示
室内の作品である「間垣」などを制作したり、自
らの能登での発見や体験を伝えるメンバー通信
『能登へ』を発行し、展示室で配布したりした。
また、能登で出会った特殊な技術を持った人た
ちを美術館に招いてのレクチャーなど一般向け
の関連プログラムも実施した。

（鷲田めるろ）

This was a long-term project undertaken 

over a year as the seventh instalment of 

the Kanazawa Youth Dream Challenge Art 

Programme. Taking as his theme “Noto,” 
Shimabuku travelled around Noto creating 

video and photographic works as well as 

objects based on the practices and products 

he encountered, which were then exhibited 

at the museum. The program is one of the 

museum’s educational programs aimed at 

helping youth, and 28 people aged from 

18 to 39 recruited through public appeals 

participated in the project alongside the artist. 

These volunteers assisted the artist with field 

studies in Noto, created the Magaki bamboo 

wall and other works displayed at the mu-

seum together with the artist and under the 

guidance of local people, and published and 

distributed the To Noto members newsletter 

in which they related their own discoveries 

and experiences in Noto. A range of related 

programs open to the public were also held, 

with local people with special skills that 

Shimabuku met in Noto invited to the muse-

um to give lectures.

(WASHIDA Meruro)

1

2 3

展示室13：展示風景

左：島袋道浩《くちこ：地球との戦い》 2013年

右：島袋道浩《鉄をつくる》 2013年

すべて作家蔵

長期インスタレーションルーム：展示風景

左：島袋道浩《海の中の町》 2013年

中：島袋道浩《海と花》 2013年

右：島袋道浩《海で遊ぶ子供たち》 2013年

すべて作家蔵

間垣制作ワークショップ（2013年4月21日、展示室13） 

Gallery 13: Installation view

left: Shimabuku, Kuchiko Dried Sea Cucumber Ovaries: 

A Battle with the Earth’s Forces, 2013

right: Shimabuku, Making Iron, 2013

collection of the artist

Long-Term Project Room: Installation view

left: Shimabuku, City below the Sea, 2013

center: Shimabuku, Sea and Flowers, 2013

right: Shimabuku, Children Playing at the Sea, 2013

collection of the artist

Magaki Making Workshop (Apr.21, 2013, Gallery 13)

1, 2. photo: SAIKI Taku

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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2013年4月27日–2014年3月2日

会場：展示室13、長期インスタレーションルーム

観覧料：無料

※展示室13のみ2013年9月28日より有料

（コレクション展IIと共通券）

　　　

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

助成：財団法人地域創造

後援：北國新聞社

協賛：宗玄酒造株式会社

出品作家：島袋道浩

ドキュメント：『島袋道浩：能登』金沢21世紀美術館、

2014年

28×21 cm、184p.、2,800円＋税

ISBN: 978-4-903205-42-7

巡回なし

企画・構成：鷲田めるろ

教育普及：木村健、吉備久美子

関連企画

◇レクチャー：渋谷利雄「能登の知られざる奇祭」

（2013年4月7日、レクチャーホール）

◇トーク：森川仁久郎×島袋道浩

「地球との戦い：能登の干しくちこづくり」

（2013年4月27日、展示室13）

◇上映会とトーク：日下部一司×島袋道浩×「能登」

メンバー「新しい視点～能登で撮った写真の上映会

とトーク」（2013年8月13日、レクチャーホール）

◇アーティスト・トーク：島袋道浩

（2013年9月28日、展覧会場）

◇絵本を読もう（2014年1月18日、授乳室前、展示室13）

◇クロージング・トーク：島袋道浩×「能登」メンバー

（2014年3月2日、レクチャーホール）

島袋道浩：能登
Shimabuku: Noto

2013.4.27–2014.3.2

Venue: Gallery 13, Long-Term Project Room

Ticket Price: Free

(To see Gallery 13 the admission ticket sold on the 

collection exhibition reqruired from Sep.28, 2013 )

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Grants from: 

Japan Foundation for Regional Art - Activities

Patronized by: THE HOKKOKU SHIMBUN

Supported by: Sogen Sake Brewing Co., Ltd.

Artist: Shimabuku

Document: Shimabuku: Noto, 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa, 2014

28 × 21 cm, 184p., ¥2,800 + tax

ISBN: 978-4-903205-42-7

Curator: WASHIDA Meruro

Educators: KIMURA Takeshi, KIBI Kumiko
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フィオナ・タン《ライズ・アンド・フォールズ》

2009年、HDインスタレーション、21分　

フィオナ・タン《記憶のうつろい》

2007年、HDインスタレーション、24分35秒

展示室3：展示風景

フィオナ・タン《リンネの花時計》

1998年、ビデオ、17分

金沢21世紀美術館蔵

Fiona Tan, Rise and Fall, 2009, HD installation, 21 min.

Fiona Tan, A Lapse of Memory, 2007, HD installation, 

24  min. 35 sec.

Gallery 3: Installation view

Fiona Tan, Linnaeus’ Flower Clock, 1998, video, 

17 min.

collection: 21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa

1, 2. images courtesy of the Artist and Wako Works of 

Art, Tokyo

3. photo: KIOKU Keizo

1.

2.

3.

1.

2.

3.

フィオナ・タン｜エリプシス
Fiona Tan̶Ellipsis
2013.8.3–11.10

フィオナ・タン（1966年、インドネシア・ブカンバル

（スマトラ島）生まれ、現在アムステルダム在住）は
中国系の父とオーストラリア人の母を持ち、少
女時代をオーストラリアで過ごした後にヨー
ロッパに移り住んだ。この経歴から、異なる文
化圏を往来しながら文化の多様性と多層性を
自らの内に認める作家である。「エリプシス」は
省略の意であり、時間と空間を自由に往来する
映像作品において、映し出されなかったイメー
ジを観者がつなぎ合わせる創造の行為を指す。
流れる映像にもどかしさや曖昧さを感じながら
映し出されるイメージに、事実とフィクションの
間を往来する物語を紡ぐことができる。代表作
《Linnaeus’ Flower Clock》（リンネの花時計） 
1998年、《Rise and Fall》（ライズ・アンド・フォール）
2009年、《Seven》（セブン）2011年など5点の
映像インスタレーションを紹介。不連続な時間
軸上を行き交う視線や声が共鳴する詩的で静
謐な表現を展観した。

（黒澤浩美）

Fiona Tan (born in 1966 in Pekan Baru on 

the island of Sumatra in Indonesia) now lives 

and works in Amsterdam. The daughter of 

a Chinese father and an Australian mother, 

she was raised in Australia before moving to 

Europe, and as a result of this background 

she recognizes within herself a multilayered 

complexity while moving among different 

cultural spheres. “Ellipses” included a range 

of filmic works that freely traversed space 

and time and called on viewers to act 

creatively in piecing together missing 

images. Even while experiencing irritation 

and confusion at the footage, viewers were 

able to weave stories out of the images that 

crossed the boundary between fact and 

fiction. Included were five video installations 

including Linnaeus’ Flower Clock (1998), 

Rise and Fall (2009) and Seven (2011). 

In these poetic and tranquil works, gazes 

and voices intersecting in discontinuous 

time resonated with each other.  

(KUROSAWA Hiromi)

1 3

2
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2013年8月3日–11月10日 

会場：展示室1–5

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／

小中高生＝400円／ 65歳以上の方=800円

※「イザベル＆アルフレド・アキリザン」との共通観覧券

入場者数：125,389人　

※「イザベル&アルフレド・アキリザン」と共通
　　　

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

助成：モンドリアン財団

協賛：在大阪・神戸オランダ王国総領事館

協力：NECディスプレイソリューションズ、

ワコウ・ワークス・オブ・アート

出品作家：フィオナ・タン

カタログ：『フィオナ・タン｜エリプシス』

日東書院、2013年

23×15.7 cm、143p.、2,300円＋税

ISBN: 978-4-528-0054-3

巡回なし

企画・構成：黒澤浩美

関連企画

◇金沢21世紀美術館友の会企画1

展覧会「フィオナ・タン｜エリプシス」とともに

湯川潮音 SPECIAL LIVE

（2013年10月26日、カフェレストラン Fusion21）

フィオナ・タン｜エリプシス
Fiona Tan̶Ellipsis

2013.8.3–11.10

Venue: Gallery 1–5

Ticket Price: Adult = ¥1,000, University = ¥800,

Elem/JH/HS = ¥400, 65 and over = ¥800

*includes admission to the 

“Isabel and Alfredo A guilizan” exhibition

Number of visitors: 125,389

*including visitors to the 

“Isabel and Alfredo A guilizan” exhibition

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Grants from: Mondriaan Fonds

Supported by: Consulate General of the Kingdom 

of the Netherlands, Osaka-Kobe

In Cooperation with: NEC Display Solutions, Ltd., 

Wako Works Of Art

Calalogue: Fiona Tan—Ellipsis

Nitto Shoin Honsha Co., Ltd, 2013

23 × 15.7 cm, 143p., ¥2,300 + tax

ISBN: 978-4-528-0054-3 

Artist: Fiona TAN

Curator: KUROSAWA Hiromi
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イザベル&アルフレド・アキリザン

「住む：プロジェクト̶もうひとつの国」
Isabel and Alfredo Aquilizan “In-Habit: Project Another Country”

2013.8.3–11.10

《住む》（In-Habit）は、イザベル&アルフレド・
アキリザンが漂海民バジャウ族をリサーチした
ことから始まったプロジェクトである。バジャウ
族は、ボルネオ島サバ州海岸部一帯を拠点に、
船上または海の浅瀬に高床式住居を構え、一
生を海の上で暮らし、近代化によって定められ
た見えない海上の国境も自由に往来してきた。
しかし、近年は家を持ち陸にあがる人 も々増え、
漂海民というバジャウ族のアイデンティティに
関わる変化もみられるという。ここから、アキリ
ザンはグローバル化によって示される急速な世
界情勢の変化を写すように、生産―消費の流れ
を示すダンボールで3000近くの「家」を作り、
それらを組み上げたインスタレーションを発表。
個々人が現代社会における「家」とは何かを考
え、アイデンティティに関わる問題の共有を提
案した。高さ10メートルに及ぶ壮大なインスタ
レーションには、会期中に美術館を訪れる人々
がダンボールで作った家も加えられていった。

（黒澤浩美）

In-Habit is a project that grew out of Isabel 

and Alfredo Aquilizan’s research into the 

Badjoa people, seaborn nomads who live on 

boats or houses built on high platforms in 

coastal shallows on the coast of Sabah on 

the island of Borneo. Traditionally, the Badjoa 

have moved freely across the invisible 

maritime borders that have been established 

as a result of modernization. In recent years, 

however, changes have been observed in 

their identity as seaborn nomads as more 

and more of them have taken to living on 

land. Here, as if to give expression to the rapid 

changes in world affairs implicit in globalization, 

Isabel and Alfredo Aquilizan presented an 

installation comprising some 3000 “houses” 
made of cardboard representing the flow 

of production-consumption. They thought 

about what “home” means to individuals in 

contemporary society and encouraged us 

to consider together the various problems 

surrounding identity. During the exhibition, 

“houses” made from cardboard by visitors to 

the museum were added to the spectacular 

ten-meter tall installation.

(KUROSAWA Hiromi)

1

2

3

展示室6：展示風景

イザベル&アルフレド・アキリザン
「住む：プロジェクト̶もうひとつの国」

Gallery 6: Installation view

Isabel and Alfredo Aquilizan

In-Habit: Project Another Country

1–3. photo: KIOKU Keizo

1–3.

1–3.
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2013年8月3日–11月10日

会場：展示室6

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／

小中高生＝400円／ 65歳以上の方＝800円

※「フィオナ・タン｜エリプシス」との共通観覧券

入場者数：125,389人　

※「フィオナ・タン｜エリプシス」と共通

　　　

主催：金沢21世紀美術館［（財）金沢芸術創造財団］

協力：シャーマン現代美術財団

出品作家：

マリア・イザベル・ガウディネス＝アキリザン、

アルフレド・ファン・アキリザン

カタログ：『住む：プロジェクト̶もうひとつの国』

マイブックサービス、2013年

21×15.3 cm、96p.、1,800円（税込）

ISBN: 978-4-907490-01-0

巡回なし

企画・構成：黒澤浩美

関連企画

◇アーティスト・トーク：

イザベル＆アルフレド・アキリザン　

（2013年8月3日、レクチャーホール）

◇ワークショップ：「ダンボールで家を作ろう」

（2013年6月23日–7月28日の土日、キッズスタジオ）

◇ワークショップ：

「バジャウの人々の暮らしを想像して、アキリザンたち

が建てた村に家をプレゼントしよう！」

（2013年8月4日–11月10日の日曜日、展示室6）

イザベル＆アルフレド・アキリザン「住む：プロジェクト̶もうひとつの国」
Isabel and Alfredo Aquilizan “In-Habit: Project Another Country”

2013.8.3–11.10

Venue: Galley 6

Ticket Price: Adult = ¥1,000, University = ¥800,

Elem/JH/HS = ¥400, 65 and over = ¥800

Number of visitors: 125,389

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

In cooporation with: 

Sherman Contenporary Art Foundation

Artist: Maria Isabel GAUDINEZ-AQUILIZAN,

Alfredo Juan AQUILIZAN

Catalog: Isabel and Alfredo Aquilizan 

In-Habit: Project Another Country

My book service Inc., 2013

21 × 15.3 cm, 96p., ¥1,800 (tax included)

ISBN: 978-4-907490-01-0

Curator: KUROSAWA Hiromi
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柿沼康二　書の道　“ぱーっ”
Koji Kakinuma̶Exploring Calligraphy

2013.11.23–2014.3.2

1970年生まれの柿沼康二は、5歳から筆を
持ち、父である柿沼翠流、手島右卿、上松一條
に師事し、「書はアートたるか、己はアーティスト
たるか」との命題を立て、書、現代アート、サブ
カルチャーなどと自由に関連させ、既存の書に
収まらない新たな書の地平に挑み続けてきた。
本展では約700点を展示。古人や能筆家との
対話の場である臨書、臨書から形式発展させ、
他者の言葉を柿沼流に作品化する「エンカウン
ター（出会うこと）」、書の原理である墨を使って
絵画的に展開する超大型の作品群、あるいは、
大型の作品での例が多い制作プロセスを観客
と共有するパフォーマンス、また、ひとつの言
葉にこだわり、それを執拗に繰り返す「トランス
ワーク」、書を時間的、空間的に発展させて、巨
大なスケールで展開したインスタレーションな
ど多様な表現世界を展覧会に凝縮させ、自由
で未来に向かって開かれた、可能性としての書
を提示することとなった。

（秋元雄史）

Born in 1970, KAKINUMA Koji took up the 

brush at the age of five, studying first under 

his father, KAKINUMA Suiryu, and then 

under TESHIMA Yukei and UEMATSU Ichijo. 

Asking “Is Shodo art? Am I an artist?” Kakinuma 

has continually pushed the boundaries of 

Shodo, the Japanese art of calligraphy, 

drawing freely from calligraphy, contemporary 

art and sub-culture. This exhibition presented 

some 700 works representing a variety of 

expressive styles. Rinsho (calligraphy based 

on a model) is a platform for dialogue with 

master calligraphers and people of the ancient 

past. “Encounters” ̶ an offshoot of Rinsho̶ 

are his interpretations of others’ words in the 

Kakinuma style. His super-large-scale works 

are pictorial investigations using sumi ink. 

In addition there is performance, where he 

shares the creative process with an audi-

ence, “trancework”   ̶ countless repetitions of 

simple, powerful phrases, and installations 

that give temporal and spatial development 

to calligraphy on a grand scale. Together 

they presented a vision of a calligraphy of 

possibility, free and open to the future.

(AKIMOTO Yuji)

1

2

3

展示室6：展示風景

《不死鳥》 2013年

H750×W1100 cm

展示室14：展示風景

《649の月》 2013年

H34.5×W45 cm

展示室4：展示風景

左から：《命》 2002年、H360×W480 cm、

《一》 2003年、H360×W480 cm、

《喰》 2011年、H360×W720 cm

Gallery 6: Installation view

Phoenix, 2013

H750 × W1100 cm

Gallery 14: Installation view

649 Moon, 2013

H34.5 × W45 cm

Gallery 4: Installation view

from left: LIFE, 2002, H360 × W480 cm

One, 2003, H360 × W480 cm

B-beat, 2011, H360 × W720 cm

1–3. photo: NOSE Shoichi

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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2013年11月23日–2014年3月2日 

会場：展示室1–6、14

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／

小中高生＝400円／ 65歳以上の方＝800円

入場者数：64,404人　

主催：金沢21世紀美術館 ［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

後援：北國新聞社

協力：株式会社湯山春峰堂、

一般財団法人 世界紙文化遺産支援財団 紙守、

株式会社桐葉堂、岡本太郎記念館、

栃木県矢板市

出品作家：柿沼康二

カタログ：『柿沼康二「書の道　ぱーっ」』

マイブックサービス、2014年

30×30 cm、108p.、3,000円＋税

ISBN: 978-4-907490-03-4

巡回なし

キュレーター：秋元雄史

関連企画

◇講演会：笹原宏之「文化史から見る新しいことば

と漢字」（2014年2月15日、レクチャーホール）

◇アーティスト・トーク：柿沼康二、

中田英寿（ゲスト）、秋元雄史（金沢21世紀美術館館長）

（2013年11月23日、レクチャーホール）

◇金沢21世紀美術館友の会 会員限定イベント　

夕暮れおしゃべりツアー

（2014年1月18日、ツアー担当：秋元雄史）

柿沼康二　書の道　“ぱーっ”
Koji Kakinuma̶Exploring Calligraphy

2013.11.23–2014.3.2 

Venue: Gallery1–6,14

Ticket Price: Adult = ¥1,000, University = ¥800,

Elem/JH/HS = ¥400, 65 and over = ¥800

Number of Visitors: 64,404

Organized by:

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Patronized by: THE HOKKOKU SHIMBUN

In Cooperation with: Yuyama Shunpodo,

General Incorporated Foundations World Paper 

Heritage Support Foundation KAMIMORI, 

Toyodo, Taro Okamoto Memorial Museum and 

Yaita City, Tochigi Prefecture

Artist: KAKINUMA Koji

Calalogue: 

KOJI KAKINUMA: Exploring Calligraphy

My book service Inc, 2014

30 × 30 cm, 108p., ¥3,000 ＋ tax

ISBN: 978-4-907490-03-4

Curator: AKIMOTO Yuji
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ボーダーライン　コレクション展Ⅰ
Borderline　Collection Exhibition I

2013.4.13–7.15

私たちは、様 な々場面で自らが属する「内部」
とそれ以外の「外部」を区別している。その境
界上ではしばしば軋轢が生じるが、それは内部
と外部が交渉しながら新しいルールを見つけ出
し、境界を更新する契機ともなりうる。言い換え
るならば、境界は内部を拡張する可能性を秘め
た領域でもあるのだ。このような視点から、境
界を「分断するもの」から「繋がり、広げるもの」
として捉え直し、「ボーダーライン　コレクション展」
では、1年を通じて「境界」をキーワードに私た
ちの周囲に存在する様 な々境界に気づき、体感
し、内と外の関係性を考察することを試みた。
コレクション展Ⅰでは、私たちにとって一番身近
な身体を基本に据え、レベッカ・ホルン、アン・
ウィルソン、木村太陽、北川宏人、横溝静、中島
晴美、小谷元彦らの作品を通して、身体を介し
た他者との距離や関係性、人間の存在性、世界
の捉え方を考察した。

（米田晴子）

In many situations, we make a distinction 

between the “inside” to which we belong 

and the “outside” beyond this. Friction often 

arises on the border between these two, but 

this also provides the opportunity for the 

discovery of new rules and the drawing up 

of new borders as inside and outside 

negotiate with each other. To put it another 

way, borders have the potential to expand 

our inner realm. Based on this perspective, 

the “Borderline Collection exhibition” series 

devoted an entire year to reconsidering 

borders not as a cause of “division” but as 

means of “connection and expansion,” 
encouraging visitors to notice and physically 

experience the various borders around them 

and examining the relationship between 

inside and outside in line with the key word 

“borderline.” In “Borderline Collection Ex-

hibition I,” we focused on the human body 

as the border most familiar to us all, examin-

ing through works by Rebecca HORN, Anne 

WILSON, KIMURA Taiyo, KITAGAWA Hiroto, 

YOKOMIZO Shizuka, NAKASHIMA Harumi 

and ODANI Motohiko how we distance our-

selves from and maintain relationships with 

others through our bodies and how we view 

human existence and the world.

(YONEDA Seiko)

1

2

3

展示室4：展示風景

手前左から：北川宏人

《ニュータイプ 2005̶ワンピース》

《ニュータイプ 2005̶ホワイト》

《ニュータイプ 2005̶ブルー》

《ニュータイプ 2005̶グリーン》

2005年

テラコッタ、アクリル彩色

奥：横溝静「ストレンジャー」シリーズ、1999–2000年

Cプリント

展示室6：展示風景

木村太陽《We know you know we know your pleasure 

you never know》 2006–2007年

ミクスト・メディア

サイズ可変

展示室2：展示風景

アン・ウィルソン《逸脱の行動》 2004年

ヴィデオ・サウンド・インスタレーション

Gallery 4: Installation view

front (from left): KITAGAWA Hiroto, 

New Type 2005—dress, New Type 2005—white, 

New Type 2005—blue, New Type 2005—green,

2005

terracotta, acrylic paint

back: YOKOMIZO Shizuka, “Stranger” series, 

1999–2000

C-print

Gallery 6: Installation view

KIMURA Taiyo, We know you know we know your 

pleasure you never know

2006–2007

mixed media

dimensions variable

Gallery 2: Installation view

Anne WILSON, Errant Behaviors, 2004

video and sound installation

Composer: Shawn Decker

Animator: Cat Solen

Post-production Animator and Mastering:

Daniel Torrente

1-3. photo: WATANABE Osamu

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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2013年4月13日–7月15日 

会場：展示室1–6、通路

観覧料：一般＝350円／大学生＝280円／

小中高生＝無料／ 65歳以上の方＝280円

入場者数：36,078人　

主催：金沢21世紀美術館［（財）金沢芸術創造財団］

　

出品作家：レベッカ・ホルン、木村太陽、北川宏人、

中島晴美、小谷元彦、アン・ウィルソン、横溝静

カタログなし

巡回なし

企画・構成：米田晴子、北出智恵子

関連企画

◇学芸員によるギャラリートーク

（2013年5月26日、6月8日、6月23日、7月14日）

◇金沢21世紀美術館友の会 会員限定イベント　

夕暮れおしゃべりツアー

（2013年5月18日、ツアー担当：米田晴子）

ボーダーライン　コレクション展 Ⅰ
Borderline　Collection Exhibition I

2013.4.13–2013.7.15

Venue: Gallery 1–6, Corridor

Ticket Price: Adult = ¥350, University = ¥280,

Elem/JH/HS = Free, 65 and over = ¥280

Number of Visitors: 36,078

Organized by:

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

 

Artists: Rebecca HORN, KIMURA Taiyo, 

KITAGAWA Hiroto, NAKASHIMA Harumi, 

ODANI Motohiko, Anne WILSON, 

YOKOMIZO Shizuka

Curators: YONEDA Seiko, KITADE Chieko
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ボーダーライン　コレクション展 Ⅱ
Borderline　Collection Exhibition II

2013.9.2–2014.3.16

境界を「分断するもの」から「繋がり、広げる
もの」と捉え直す試みの第一歩として、「ボー
ダーライン　コレクション展 Ⅰ  」では、一番身近
な身体を基本に据えて内と外の関係性を考察
した。続く「ボーダーライン　コレクション展 Ⅱ 」
では、それを社会的な境界へと広げることとし
た。進化の過程で巨大な大脳を持つようになっ
た人類は、意識という内部を獲得した。私たち
の社会に存在する、自己と他者、公と私、国境、
民族、ジェンダーなどといった様々な境界の多
くは、人間が意識の中で引いた線が制度化さ
れたものである。本展では、シスレイ・ジャファ、
シリン・ネシャット、モナ・ハトゥム、グレイソン・
ペリー、ジュン・グエン＝ハツシバ、さわひらき、
宮﨑豊治、木村太陽の8作家22点の表現を通
して、人間の意識が作り出した境界に立ち向か
い、横断しながら、外部と接することで自己とい
う内部の領域を拡張していこうとする人間の可
能性を探った。

（米田晴子）

As the first step in an attempt to change our 

view of borders from things that “divide” 
to things that “connect and expand,” 
“Borderline Collection Exhibition I” took 

as its basis that which is familiar to us̶ 

the body̶and pondered the relationship 

between inside and outside. With “Borderline 

Collection Exhibition II” we sought to expand 

this to include social borders. Having come 

to possess through the evolutionary process 

a massive cerebrum, humans also acquired 

the inner realm of consciousness. Many of 

the boundaries that exist in our societies̶
between the self and others, public and 

private, and between countries, ethnicities 

and genders̶are the result of lines that 

were drawn by people in their conscious-

ness becoming institutionalized. Through 

22 works by eight artists (Mona HATOUM, 

KIMURA Taiyo, MIYAZAKI Toyoharu, Shirin 

NESHAT, Jun NGUYEN-HATSUSHIBA, 

Grayson PERRY, SAWA Hiraki and Sislej 

XHAFA), at times confronting borderlines 

created by human consciousness, at times 

traversing them, this exhibition explored 

the potential for people to expand the inner 

realm of the self through contact with the 

outside.

(YONEDA Seiko)

1 2

3

展示室8：展示風景

手前：モナ・ハトゥム《地図》 1998年、ガラス玉、

展示空間に合わせる

奥壁面：シリン・ネシャット《無題（歓喜シリーズ）》 1999年

ゼラチン・シルバープリント

展示室12：展示風景

手前：さわひらき《airliner》 2003年、DVD、3分

奥：宮﨑豊治《眼下の庭》 1993年、鉄、漆

展示室7：展示風景

シリン・ネシャット《荒れ狂う》 1998年

2チャンネル・ヴィデオ／オーディオ・インスタレーション、

16 mm白黒フィルムをヴィデオに変換

10分

Gallery 8: Installation view

front: Mona HATOUM, Map, 1998, glass marbles,

Dimensions determined by the space

back wall: Shirin NESHAT, Untitled (Rapture series),

1999

gelatin silver print

Gallery 12: Installation view

front: SAWA Hiraki, airliner, 2003, DVD, 3 min.

back: MIYAZAKI Toyoharu, The Garden Below, 1993,

iron, Japanese lacquer,

Gallery 7: Installation view

Shirin NESHAT, Turbulent, 1998,

Two-channel video/audio installation, 

16 mm black-andwhite

film transferred to video

10 min.

courtesy of the artist and Gladstone Gallery, 

New York and Brussels

1, 2. photo: SAIKI Taku

3. photo: KIOKU Keizo

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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2013年9月28日–2014年3月16日

会場：展示室7–12、通路

観覧料：一般＝350円／大学生＝280円／

小中高生＝無料／ 65歳以上の方＝280円

入場者数：33,324人　

主催：金沢21世紀美術館［（財）金沢芸術創造財団］

　

出品作家：モナ・ハトゥム、木村太陽、宮﨑豊治、

シリン・ネシャット、ジュン・グエン＝ハツシバ、

グレイソン・ペリー、さわひらき、シスレイ・ジャファ

カタログなし

巡回なし

企画・構成：米田晴子、北出智恵子

関連企画

◇学芸員によるギャラリートーク

（2013年10月19日、11月9日、12月14日、2014年1月11日、

2月8日*、3月8日）

*特別ゲスト：宮﨑豊治

◇絵本を読もう

（2013年11月30日、2014年2月15日、3月15日）

◇金沢21世紀美術館友の会　会員限定イベント 

夕暮れおしゃべりツアー

（2014年2月8日、ゲスト：宮﨑豊治、ツアー担当：米田晴子）

◇「ボーダーライン　コレクション展 Ⅱ 」

クロージング・パフォーマンス：

ジュン・グエン＝ハツシバ×contact Gonzo 

「エンター・ザ・ゲンバ」（2014年3月16日、展示室11）

ボーダーライン　コレクション展 Ⅱ
Borderline　Collection Exhibition II

2013.9.28–2014.3.16

Venue: Gallery 7–12, Corridor

Ticket Price: Adult = ¥350, University = ¥280,

Elem/JH/HS = Free, 65 and over = ¥280

Number of Visitors: 33,324

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

 

Artists: Mona HATOUM, KIMURA Taiyo, 

MIYAZAKI Toyoharu, Shirin NESHAT, 

Jun NGUYEN-HATSUSHIBA, Grayson PERRY, 

SAWA Hiraki, Sislej XHAFA

Curators: YONEDA Seiko, KITADE Chieko
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フィロソフィカル・ファッション第1弾では、津
村耕佑によるプロジェクト「FINAL HOME」を
取り上げた。「家をなくしてしまったとき、人を最
後にプロテクトするのは服になる」をコンセプト
に、「究極の家」を意味する「FINAL HOME」は
生まれた。多数のポケットに新聞紙を詰めれば
防寒着に、非常用グッズを入れれば避難着に
なるナイロン製のコートだ。1994年の「FINAL 

HOME」誕生から現在までに、日本は、阪神・淡
路大震災、東日本大震災という未曽有の災害に
見舞われ、津村はファッションデザイナーとして
の使命を軸に、ファッションと社会や環境との
関係性を考察し続けてきた。本展において津村
は、人間と衣服、都市と自然について考察し、美
術館を都市と見立てたインスタレーション作品
を発表した。モニターや照明、展示台など、補
助的な存在である備品を本来の役割から切り
離して展示し、「FINAL HOME」のコートやパズ
ルと共存させることで、曖昧な境界線で仕切ら
れる内と外の関係性を浮き彫りにした。

（平林 恵）

デザインギャラリー：展示風景

FINAL HOME「フラワーパズル ワークショップ part 2」

FINAL HOME （HOME 1）

Design Gallery: Installation view

FINAL HOME “Flower Puzzle Workshop part 2”

FINAL HOME (HOME 1)

In the first exhibition in the series we ex-

amined TSUMURA Kosuke’s project FINAL 

HOME. FINAL HOME was born out of the 

concept, “When people lose their home, 

their final protection is their clothing.” When 

their many pockets are stuffed with news-

print, these nylon coats provide protection 

against the cold. And when filled with 

emergency goods, they become evacuation 

jackets. Since 1994 when Tsumura created 

FINAL HOME, Japan has suffered disas-

ters of unprecedented scale including the 

Hanshin-Awaji earthquake and the Tohoku 

earthquake and tsunami. Compelled by his 

mission as a fashion designer, Tsumura 

has continually pondered the relationships 

between fashion, society and the natural 

environment. For this exhibition, Tsumura 

thought about humans and clothing, and 

about cities and nature, and put together an 

installation in which the art museum was 

likened to a city. By presenting monitors, 

lighting devices, display stands and other 

pieces of equipment that normally play aux-

iliary roles divorced from their original func-

tions and letting them co-exist alongside the 

FINAL HOME coats and puzzles, he drew 

attention to the relationship between inside 

and outside and the indistinct boundary line 

that separates them.

(HIRABAYASHI Megumi)     

1. 

2. 

3.

1. 

2. 

3.

1 32

フィロソフィカル・ファッション 1

FINAL HOME 
Philosophical Fashion 1: FINAL HOME

2013.1.12– 6.30

Clothing is at once fundamental to human existence and a major factor shaping culture that reflects regional characteristics and the spirit of the times. As well, 

one could also say that “fashion,” which nowadays changes at a dizzying speed, symbolizes consumer society. Featured in this series were creators who, 

against the backdrop of these trends, think deeply about clothes as things, about clothing people as an activity and about the phenomenon of fashion, and who 

continue to produce new products based on original values. In the series, we introduced three designers who propose new fashions based on an enduring 

concept while reflecting the “now.”

　衣服は人間の生活の基盤であると同時に、地域性や時代性を映して文化を形成する大きな要素である。そして、昨今のめまぐるしく移り変わる「ファッション」は、消費

社会を象徴する現象であるといえるだろう。こうした動向を背景に、衣服というモノ、装うという行為、ファッションという現象を深く考察し、独自の価値観でモノづくりを続

けているクリエイターが注目されている。本シリーズでは、「いま」という時代を映しながら、一貫したコンセプトでファッションを提案する3組のデザイナーを紹介した。

フィロソフィカル・ファッション｜ Philosophical Fashion
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フィロソフィカル・ファッション 2

ANREALAGE “A COLOR UN COLOR” 
Philosophical Fashion 2: ANREALAGE “A COLOR UN COLOR”

2013.7.12–11.24

第2弾では、日常（A REAL）、非日常（UN-REAL）、
時代（AGE）をコンセプトとするファッション・ブ
ランド「ANREALAGE（アンリアレイジ）」を紹介。
身体や衣服への考察から生まれるコンセプチュ
アルなデザインと、細部まで徹底的にこだわっ
たものづくりが特徴のブランドである。デザイ
ナーの森永邦彦は、私たちが普段気に留める
ことのない「日常」を解析し、「非日常」を抽出、
フォーカスする手法で衣服をつくり出す。5000

個ものボタンを縫い付けたスーツや数百枚の
布地から成るパッチワークで見せた驚異的な手
仕事と膨大な時間。球体や三角錐、立方体に合
わせて衣服をつくるという、極めてコンセプチュ
アルな「かたち」へのアプローチ。異分野の最
先端技術をファッションに取り入れる実験精神。
時代を捉えつつファッションの本質を問う森永
のものづくりは、常に驚きをもって迎えられてき
た。本展では、太陽光で色が変化する衣服を
5000着もの白い古着とともに展示し、ファッショ
ンのなかで移ろう「色」への問いを表現した。

（平林 恵）

デザインギャラリー：展示風景

ANREALAGE オープニング・ショー

デザインギャラリー：展示風景

Design Gallery: Installation view

ANREALAGE: Opening show

Design Gallery: Installation view

1,  3. photo: SUEMASA Mareo

2. photo: IKEDA Hiraku

The second exhibition in the series looked at 

the fashion brand ANREALAGE, which takes 

as its concept “real,” “unreal” and “age.” The 

brand is characterized by conceptual designs 

that reflect a unique vision of the body and 

clothing as well as scrupulous attention to 

detail in the making. Designer MORINAGA 

Kunihiko creates clothing by analyzing the 

“real” of everyday life that we normally pay 

little attention to and extracting and focusing 

on the “unreal” that lies within it. As seen 

in the suit sewn with 5000 buttons and the 

patchwork jacket made of several hundred 

pieces of fabric, Morinaga’s methods often 

require an incredible amount of handwork 

and can be time-consuming. His approach is 

distinguished by conceptual “forms”̶clothing 

fitted to spheres, triangular pyramids and 

squares̶and a spirit of experimentation in 

which cutting-edge technologies from dif-

ferent fields are incorporated into fashion. 

Always greeted with surprise, Morinaga’s 

creations explore the essence of fashion 

while capturing the spirit of the times. For 

this exhibition, Morinaga explored the ques-

tion of the role of ever-changing “color” in 

fashion, presenting clothing whose colors 

changed in sunlight together with 5000 

white secondhand garments.

(HIRABAYASHI Megumi)

1. 

2.

3.

1. 

2.

3.

1

2

3
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フィロソフィカル・ファッション 3

ミントデザインズ “happy people” 
Philosophical Fashion 3: mintdesigns “happy people”

2013.12.7–2014.5.18

第3弾で取り上げたのは、勝井北斗と八木奈
央による「mintdesigns（ミントデザインズ）」である。
オリジナルのテキスタイルを生かした衣服の
デザインが注目される一方で、食器や家具、和
菓子など、異業種とのコラボレーションにも積
極的に取り組み、そのデザイン領域を拡大し
続けているブランドだ。衣服のみならず、日常
生活を豊かにするためのプロダクトデザイン
を目指す彼らの活動は、「流行」と同義ではない
「ファッション」の可能性を提案する。本展にお
いて勝井と八木は、「happy people」をテーマ
に、ミントデザインズの衣服を日常へ浸透させ
る実験を試みた。東京と金沢で暮らす31名の
人々が、それぞれの日常空間でミントデザイン
ズをまとう、その瞬間を写真に収め、主のいな
い風景とあわせて展示した。デザインが着る人
の表情やたたずまいに変化をもたらし、さらに
は空間に作用する様子を、インスタレーションと
して提示した。

（平林 恵）

デザインギャラリー：展示風景

デザインギャラリー：展示風景　

「フィロソフィカル・ファッション」クロージング・トーク

（左より八木奈央氏、勝井北斗氏、森永邦彦氏、津村耕佑氏）

Design Gallery: Installation view

Design Gallery: Installation view

Philosophical Fashion, Closing Talk 

from left: YAGI Nao, KATSUI Hokuto, 

MORINAGA Kunihiko, TSUMURA Kosuke

1, 2. photo: OSHIO Kentaro

The third exhibition in the series examined 

mintdesigns, a fashion brand created by 

KATSUI Hokuto and YAGI Nao. Known for 

clothing designs that give play to original 

textiles, the brand is continually expanding 

its design territory by actively pursuing col-

laborations in other fields such as dinner-

ware, furniture and Japanese confectionary. 

Not stopping at clothing, Katsui and Yagi 

seek to impart richness to our everyday lives 

through product design as they explore the 

possibilities of “fashion” far beyond what is 

“fashionable.” In this exhibition, Katsui and 

Yagi took “happy people” as their theme in 

an experimental endeavor to deploy mintde-

signs clothing actively in everyday life. Thir-

ty-one people living in Tokyo and Kanazawa 

were styled using mintdesigns clothing and 

photographed in everyday spaces familiar 

to and expressive of them individually, and 

the photographs displayed together with 

photographs of the same scenes without the 

people. The designs brought about changes 

in the expressions and appearance of the 

people who wore them, and their interac-

tions with the space were also captured and 

presented as part of the installation.  

(HIRABAYASHI Megumi)

1. 

2.

3.

1. 

2.

3.

1

2

3
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2013年1月12日– 6月30日

会場：デザインギャラリー

観覧料：無料

入場者：72,916人

主催： 金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

協力：A-net.Inc FINAL HOME、川上産業株式会社、

プチプチ文化研究所、株式会社竹尾

出品作家：FINAL HOME

巡回なし

2013.1.12–6.30

Venue: Design Gallery

Ticket Price: Free

Number of visitors: 72,916

Organized by: 21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa (Kanazawa Art 

Promotion and Development Foundation)

In Cooperation with: A-net Inc., FINAL HOME, 

Kawakami Sangyo Co., Ltd., Takeo Co., Ltd.

Artist: FINAL HOME

関連企画

◇アーティスト・トーク：津村耕佑

（2013年3月10日、レクチャーホール）

◇ワークショップ：

「フラワーパズル ワークショップ」

（2013年3月10日、会議室1、情報ラウンジ周辺）

◇ワークショップ：

「フラワーパズル ワークショップ part2」

講師：津村耕佑

（2013年5月25日、広場、情報ラウンジ周辺）

フィロソフィカル・ファッション1：FINAL HOME

Philosophical Fashion 1: FINAL HOME

企画・構成：平林恵

Curator: HIRABAYASHI Megumi

2013年7月12日–11月24日

会場：デザインギャラリー

観覧料：無料

入場者数：139,411人

主催：金沢21世紀美術館 ［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

協力：小杉染色株式会社、セリック株式会社

出品作家：ANREALAGE

巡回なし

2013.7.12–11.24

Venue: Design Gallery

Ticket Price: Free

Number of visitors: 139,411

Organized by: 21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa (Kanazawa Art 

Promotion and Development Foundation)

In Cooperation with: KOSUGI DYEING CO., Ltd.,

Seric Ltd.

Artist: ANREALAGE

関連企画

◇アーティスト・トーク：森永邦彦

（2013年7月13日、レクチャーホール）

◇オープニング・ショー

（2013年7月13日、交流ゾーンほか）

◇講演会：平川武治

（2013年11月16日、レクチャーホール）

フィロソフィカル・ファッション2：ANREALAGE “A COLOR UN COLOR”
Philosophical Fashion 2: ANREALAGE “A COLOR UN COLOR”

2013年12月7日–2014年5月18日

会場：デザインギャラリー

観覧料：無料

入場者数：73,586人

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

協力：押尾健太郎、成旺印刷株式会社

出品作家：ミントデザインズ

巡回なし

2013.12.7–2014.5.18

Venue: Design Gallery

Ticket Price: Free

Number of visitors: 73,586

Organized by: 21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa (Kanazawa Art Pro-

motion and Development Foundation)

In Cooperation with: OSHIO Kentaro, 

Seio Printing Co., Ltd.

Artist: mintdesigns

関連企画

◇アーティスト・トーク：勝井北斗、八木奈央

（2013年12月7日、レクチャーホール）

◇「フィロソフィカル・ファッション」クロージング・トーク

FINAL HOME×ANREALAGE×mintdesigns：

津村耕佑、森永邦彦、勝井北斗、八木奈央

（2014年5月18日、シアター 21）

フィロソフィカル・ファッション3：ミントデザインズ “happy people” 
Philosophical Fashion 3: mintdesigns “happy people”

ドキュメント：『「フィロソフィカル・ファッション」

展覧会記録』（pdf版）

金沢21世紀美術館、2014年、90p.

ISBN: 978-4-903205-28-1

※当館ウェブサイトにて公開

document: 

Philosophical Fashion exhibition document (pdf)

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa, 2014, 90p.

ISBN: 978-4-903205-28-1

*published on the website. (https://www.

kanazawa21.jp/data_list.php?g=52&d=6)
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レアンドロ・エルリッヒ（1973年ブエノスアイレ

ス/アルゼンチン生まれ、モンテビデオ/ウルグアイ在

住）は、金沢21世紀美術館の常設設置された作
品《スイミング・プール》（通称「レアンドロのプー
ル」）によって、金沢においてひときわ大きな役
割を果たしてきた作家である。開館10周年の
機会に、本展では最新作を含む17点を紹介。
日本で初めての個展として、国内外に大きな反
響をもたらした。建築的／空間的な現実の認識
にゆらぎを与える作風は、現代美術の中におい
ても、重要な視点をもたらすものである。階段、
ドア、窓、プールといった，誰もが知る空間を
テーマに取り上げ、当たり前と思っている感覚
に大胆に介入して、常識的な見方で反応してし
まう私たちの姿を見事に映し出した。親しみや
すさや気軽さによって、観客は自然にエルリッ
ヒの作品に向き合い、全感覚を働かせて作品
の理解に取り組んでいた様子があった。現代
美術が以前にも増して人々に愛されていること
に大きく寄与した展覧会となり、文字通り「開か
れた」美術館としての金沢21世紀美術館のコン
セプトを体現した。

（黒澤浩美）

Leandro Erlich (born in Buenos Aires in Le-

andro Erlich (born in Buenos Aires in 1973; 

based in Montevideo, Uruguay) has played 

a particularly large role in Kanazawa as the 

creator of The Swimming Pool (a.k.a. “Le-

andro’s Pool”), a permanent installation at 

the 21st Century Museum of Contemporary 

Art, Kanazawa. Hosting Erlich’s first solo 

exhibition in Japan on the occasion of our 

tenth anniversary year, we presented 17 

works including new pieces, eliciting a huge 

response both in Japan and abroad. Erlich’s 

style, which alters our perception of archi-

tectural/spatial reality, brings an important 

new perspective even to contemporary art. 

Dealing with spatial themes familiar to us all, 

such as stairs, doors, windows and pools, he 

intervenes boldly in the senses we take for 

granted, brilliantly reflecting our states in re-

sponse to the existence of those things. Due 

to the approachability and casualness of his 

works, viewers were naturally drawn to them 

and employed all their senses in seeking to 

understand them. This was, without a doubt, 

an exhibition that contributed greatly to peo-

ple’s growing love for contemporary art. It 

also embodied the concept of the 21st Cen-

tury Museum of Contemporary Art, Kanaza-

wa, as a museum that is literally “open.”

(KUROSAWA Hiromi)

《見えない庭》

2014年

ミクスト・メディア

φ510×346 cm

金沢21世紀美術館蔵

《エレベーターの迷路》

2011年

ミクスト・メディア

H260.4×W496.5×D292.7 cm

《階段》

2005 / 2014 年

ミクスト・メディア

H1656×W475×D337 cm

Invisible Garden

2014

mixed media

φ510 × 346H

collection: 21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa

Elevator Maze

2011

mixed media

H260.4 × W496.5 × D292.7 cm

Staircase

2005 / 2014

mixed media

H1656 × W475 × D337 cm

1–3. photo: KIOKU Keizo

1. 

2.

3.

1. 

2.

3.

開館10周年記念

レアンドロ・エルリッヒーありきたりの？
Leandro ERLICH̶The Ordinary?

2014.5.3–8.31

1

2

3
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2014年5月3日–8月31日

会場：展示室7–12、14、光庭

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／

小中高生＝400円／ 65歳以上の方＝800円

入場者数：135,197人

主催：金沢21世紀美術館［（財）金沢芸術創造財団］

助成：プロア財団

後援：在日アルゼンチン共和国大使館

出品作家: レアンドロ・エルリッヒ

カタログ：『レアンドロ・エルリッヒ ーありきたりの？』

マイブックサービス、2014年

35×23 cm、199p.、5,500円＋税

ISBN: 978-4-907490-04-1 C0071

巡回なし

企画・構成：黒澤浩美

関連企画

◇ アーティスト・トーク：レアンドロ・エルリッヒ

（2014年5月3日、レクチャーホール）

◇ ギャラリーツアー for キッズ 「ここは、どこ？」

（2014年6月21日、展示室7–12、14）

◇ ギャラリーツアー for ファミリー

（2014年6月17日、7月1日 、展示室7–12、14）

◇ 作ろう！ ワークショップ 「右？ 左？  ふえた？ 

きえた？」（2014年8月21日 会場：キッズスタジオ）

2014.5.3–8.31

Venue: Gallery7–12, Courtyard

Ticket Price: Adult = ¥1,000, University = ¥800, 

Elem/JH/HS = ¥400, 65 and over = ¥800

Number of visitors: 135,197

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation ) 

Grands from: Fundación Proa

Supported by: Embassy of the Argentina Republic 

in Japan

Artist: Leandro ERLICH

Catalogue: Leandro ERLICH—The Ordinary?

My Book Service Inc., 2014

35 × 23 cm, 199p., ¥5,500 + tax

ISBN: 978-4-907490-04-1

Curator: KUROSAWA Hiromi

開館10周年記念  レアンドロ・エルリッヒーありきたりの？
Leandro ERLICH̶The Ordinary?
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ジャパン・アーキテクツ

ジャパン・アーキテクツ 1945–2010
Japan Architects　Japan Architects 1945–2010

2014.11.1–2015.3.15

ポンピドゥー・センター パリ国立近代美術館
副館長のフレデリック・ミゲルー氏を監修・キュ
レーターに迎え、戦後日本において大きな役割
を果たしてきた日本の建築家たちによる150を
超えるプロジェクトを紹介し、戦後日本建築史
を再考する展覧会。戦後に焦土化した国土を
復興し始めた1945年から2010年までの65年
間を、ミゲルー氏は6つのセクションに分け、各
セクションのコンセプトに対応するカラー・コー
ドを用いて、戦後日本建築を独自の視点で刺
激的に読み解いた。本展は、日本建築の資料を
多数所蔵するパリ・ポンピドゥー・センターから
の出品を含め、建築家たちの思考の過程を示
す貴重なオリジナル作品約300点によって、日
本における建築家たちの業績を展観した。

（中田耕市）

With Frédéric MIGAYROU, Deputy Director 

of the Centre Pompidou, as Guest Commis-

sioner, this exhibition surveyed the history 

of post-war Japanese architecture by exam-

ining over 150 projects undertaken by Japa-

nese architects who played important roles 

in post-war Japan. Mr. Migayrou divided the 

65-year period from 1945 when the country 

began to rebuild from the ashes of war to 

2010 into six sections, applying a different 

color to each section as part of a unique and 

stimulating take on post-war Japanese archi-

tecture. The exhibition offered fresh insights 

into the achievements of these architects in 

Japan by presenting some 300 valuable and 

original items including many from the Cen-

tre Pompidou, whose collection includes a 

large number of works and materials relating 

to Japanese architecture.

(NAKATA Koichi)

1

2

3

展示室11：展示風景

第5セクション： ノン・カラー̶消滅の建築

展示室8：展示風景

第4セクション： カラー̶メタボリズム、万博、

新たなヴィジョン

展示室13：展示風景

第6セクション： 白̶還元から物語へ

Gallery 11: Installation view

Section 5: Non color̶Architecture of disappearance

Gallery 8: Installation view

Section 4: Color̶Metabolism and new vision

Gallery 13: Installation view

Section 6: White̶From reduction to a narrative

1–3. photo: KIOKU Keizo

1.

2.

3.

1.

2.
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2014年11月1日–2015年3月15日
会場：展示室7–14

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／
小中高生＝400円／ 65歳以上の方＝800円
入場者数：82,940人

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術
創造財団］、ポンピドゥー・センター
後援：国土交通省、
在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本、
公益社団法人日本建築士会連合会、
一般社団法人日本建築学会、
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、
公益社団法人日本建築家協会、
一般社団法人日本建設業連合会、
特定非営利活動法人日本都市計画家協会、
公益財団法人都市計画協会、
公益社団法人日本都市計画学会、北國新聞社
協賛：公益財団法人大林財団、
パリ・ポンピドゥー・センター日本友の会、
鹿島建設株式会社、大成建設株式会社、
株式会社竹中工務店、YKK AP株式会社
協力：日本航空、株式会社新建築社、金沢工業大学

出品作家：相田武文、青木淳、東孝光、アトリエ・ワン、
安藤忠雄、アントニン・レーモンド、伊坂芳太良、
石上純也、石山修武、磯崎新、
市川創太／ダブルネガティヴスアーキテクチャー、
伊東豊雄、乾久美子、内田祥哉、海老原一郎、
遠藤秀平、大江宏、大髙正人、大谷幸夫、菊竹清訓、
北川原温、隈研吾、倉本龍彦、黒川紀章、
坂倉準三、坂本一成、佐藤光彦、
妹島和世＋西沢立衛／ SANAA、重田良一、
篠原一男、白井晟一、鈴木恂、鈴木了二、
高橋靗一／第一工房、髙﨑正治、高月昭子、高松伸、
谷口吉生、谷口吉郎、丹下健三、
武井誠＋鍋島千恵／ TNA、手塚貴晴／手塚由比、
内藤廣、中村拓志、永山祐子、西沢立衛、日建設計、
長谷川逸子、早川邦彦、林雅子、坂茂、平田晃久、
藤井博巳、藤本壮介、藤森照信、前川國男、槇文彦、
増沢洵、みかんぐみ、水谷頴介、村田豊、村野藤吾、
毛綱毅曠、山下和正、山下保博／アトリエ・天工人、
山本理顕、横尾忠則、吉阪隆正、吉村順三、六角鬼丈、
渡辺誠、渡邊洋治
 

カタログ：『ジャパン・アーキテクツ1945–2010』
株式会社新建築社・金沢21世紀美術館
22.1×29.8 cm、224p.、2,315円＋税
ISBN: 978-4-7869-0258-1

巡回なし

監修・企画・構成：フレデリック・ミゲルー
コーディネーター：黒澤浩美、中田耕市、内呂博之、
立松由美子

ジャパン・アーキテクツ　ジャパン・アーキテクツ 1945–2010
Japan Architects　Japan Architects 1945–2010

関連企画
◇講演会：フレデリック・ミゲルー
「ジャパン・アーキテクツ1945–2010」
（2014年11月1日、シアター21）
◇講演会：安藤忠雄「地方都市の可能性をつくる」
（2014年11月22日、金沢市文化ホール）
◇ワークショップ：「けんちく体操」
（2015年1月18日、シアター21）
◇夕暮れおしゃべりツアー（2015年1月31日　

ゲスト：吉村寿博　ツアー担当：中田耕市）
◇講演会：磯崎新「『わ』空間の建築家」
（2015年2月20日、シアター 21）
◇シンポジウム
「ヒストリー・オブ・ジャパン・アーキテクツ」
パネラー：青井哲人、中谷礼仁、長谷川堯
モデレーター：日埜直彦
（2015年2月21日、レクチャーホール）
◇絵本を読もう（2015年1月25日）

2014.11.1–2015.3.15

Venue: Gallery 7–14

Ticket Price: Adult = ¥1,000, University = ¥800, 

Elem/JH/HS = ¥400, 65 and over = ¥800

Number of visitors: 82,940

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation), Pompidou Centre, 

National Museum of Modern Art

Under the auspices of: the Embassy of France / 

Institut français du Japon, Japan Federation of 

Architects & Building Engineers Associations, 

Architectural Institute of Japan, 

Japan Association of Architectural Firms, 

The Japan Institute of Architects, 

Japan Federation of Construction Contractors, 

Japan Society of Urban and Regional Planners, 

City Planning Association of Japan, 

The City Planning Institute of Japan, 

THE HOKKOKU SHIMBUN

Supported by: The Obayashi Foundation, 

Japanese Friends of Centre Pompidou, 

Kajima Corporation, Taisei Corporation, 

Takenaka Corporation, YKK AP Inc.

In Cooperation with: JAPAN AIRLINES, 

Shinkenchiku-sha Co., Ltd.

Architects and Artists: AIDA Takefumi, 

ANDO Tadao, AOKI Jun, Atelier Bow-Wow, 

AZUMA Takamitsu, BAN Shigeru, EBIHARA Ichiro, 

ENDO Shuhei, FUJII Hiromi, FUJIMORI Terunobu, 

FUJIMOTO Sou, HASEGAWA Itsuko, 

HAYAKAWA Kunihiko, HAYASHI Masako, 

HIRATA Akihisa, 

ICHIKAWA Sota / doubleNegatives Architecture, 

IMAI Kenji, INUI Kumiko, ISAKA Yoshitaro, 

ISHIGAMI Junya, ISHIYAMA Osamu,

ISOZAKI Arata, ITO Toyo, KIKUTAKE Kiyonori, 

KITAGAWARA Atsushi, KUMA Kengo, 

KURAMOTO Tatsuhiko, KUROKAWA Kisho, 

MAYEKAWA Kunio, MAKI Fumihiko, 

MASUZAWA Makoto, MIKAN, MIZUTANI Eisuke, 

MOZUNA Kiko, MURANO Togo, MURATA Yutaka, 

NAGAYAMA Yuko, NAITO Hiroshi, 

NAKAMURA Hiroshi, NIKKEN SEKKEI LTD, 

NISHIZAWA Ryue, OHE Hiroshi, OTAKA Masato, 

OTANI Sachio, Antonin RAYMOND, 

ROKKAKU Kijo, SAKAKURA Junzo, 

SAKAMOTO Kazunari, 

Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA, 

SATO Mitsuhiko, SHIGETA Ryoichi, 

SHINOHARA Kazuo, SHIRAI Seiichi, 

SUZUKI Makoto, SUZUKI Ryoji, 

TAKAHASHI Teiichi / Daiichikobo, 

TAKAMATSU Shin, TAKASAKI Masaharu, 

TAKATSUKI Akiko, TANGE Kenzo, 

TANIGUCHI Yoshio, TANIGUCHI Yoshiro, 

TEZUKA Architects, 

TAKEI Makoto + NABESHIMA Chie / TNA, 

UTIDA Yositika, WATANABE Makoto, 

WATANABE Yoji, YAMAMOTO Riken, 

YAMASHITA Kazumasa, 

YAMASHITA Yasuhiro / Atelier Tekuto, 

YOKOO Tadanori, YOSHIMURA Junzo, 

YOSIZAKA Takamasa

Catalogue:

JAPAN ARCHITECTS 1945–2010,

Shinkenchiku-sha Co.,ltd., 21st Century Museum 

of Contemporary Art, Kanazawa

22.1 × 29.8 cm, 224p., ¥2,315 + tax

ISBN: 978-4-7869-0258-1

General Commissioner: Frédéric MIGAYROU 

Coordinators: 

KUROSAWA Hiromi, NAKATA Koichi,

UCHIRO Hiroyuki,TATEMATSU Yumiko
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3.11以後の建築
Architecture since 3.11

2014.11.1–2015.5.10

「ジャパン・アーキテクツ1945–2010」の開催
に合わせて実施した、2011年以後の最新の日
本の建築の状況を紹介する展覧会。東日本大
震災を経て、疲弊する地方やエネルギーの問
題、建築家と社会との関係がクローズアップさ
れた。こうしたテーマに詳しい専門家として、建
築史家の五十嵐太郎とコミュニティデザイナー
の山崎亮にゲスト・キュレーターを依頼した。25

組の各建築家の試みを7つのセクションに分
け、模型や写真、図面等で紹介した。さらに本
展の開催に合わせて3つのプロジェクトを実施
した。金沢市の海に近い大野地区で、日建設
計ボランティア部が津波時の避難のシミュレー
ションを住民とワークショップ形式で行う「逃げ
地図」。公募した「調査隊」とともにビルマニア
カフェが市内の高度経済成長期のビルの魅力
を再発見する「まちビル調査」。3組の建築家が
市民ギャラリー利用団体とともに展示計画を考
える「市民ギャラリートライアル」である。

（鷲田めるろ）

Held to coincide with “Japan Architects 

1945–2010,” this exhibition looked at the 

latest trends in Japanese architecture since 

2011. It focused on developments in impov-

erished regions, issues surrounding energy, 

and the relationship between architects 

and society in the wake of the 2011 Tohoku 

earthquake and tsunami. As experts well 

acquainted with these themes, architectural 

historian IGARASHI Taro and community 

designer YAMAZAKI Ryo were invited to act 

as guest curators. Exhibits in the form of 

models, photographs and drawings relating 

to initiatives by 25 architectural offices were 

presented divided into seven sections. In 

addition, three new projects were launched 

in Kanazawa in conjunction with this exhibi-

tion. In the Ono district of coastal Kanazawa, 

members of the Nikken Sekkei Volunteer 

Group held a workshop where they helped 

local residents create a “nigechizu” (evac-

1

2 3

展示室2

左：東日本大震災における建築家による復興支援ネット

ワーク［アーキエイド］

右：坂茂

展示室5、光庭

はりゅうウッドスタジオ「縦ログ工法」

三分一博志「直島町民会館」風洞実験模型

Gallery 2

left: ArchiAid̶Relief and Recovery by Architects for 

Tohoku Earthquake and Tsunami

right: BAN Shigeru

Gallery 5, Courtyard

Haryu Wood Studio, vertical log construction method

SAMBUICHI Hiroshi, wind tunnel test model for 

Naoshima Hall

1–3. photo: KIOKU Keizo

1.

2.

3.

1.

2.

3.

uation map) for use during a tsunami. The 

Kanazawa Town Building Survey saw a “sur-

vey team” of volunteers led by BMC (bldg 

mania cafe) conduct a survey aimed at redis-

covering the beauty and appeal of buildings 

constructed during Japan’s period of high 

economic growth. And at Experiments in the 

People’s Gallery, representatives from three 

architectural offices worked together with 

users of the People’s Gallery at 21st Century 

Museum of Contemporary Art, Kanazawa, to 

design the exhibition space.

(WASHIDA Meruro)
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2014年11月1日–2015年5月10日

会場：展示室1–6、光庭

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／

小中高生＝400円／ 65歳以上の方＝800円

入場者数：195,143人

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］　

後援：公益社団法人日本建築士会連合会、

一般社団法人日本建築学会、

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、

公益社団法人日本建築家協会、

一般社団法人日本建設業連合会、

特定非営利活動法人日本都市計画家協会、

公益財団法人都市計画協会、

公益社団法人日本都市計画学会、北國新聞社

協力：金沢市教育委員会、

金沢市中学校教育研究会美術部会、

金沢市中学校文化連盟美術部会、

モダンアート協会金沢支部、金沢アート工房

出品作家：403architecture［dajiba］、

青木淳建築計画事務所＋エンデザイン、新居千秋、

伊東豊雄＋乾久美子＋藤本壮介＋平田晃久＋

畠山直哉、乾久美子、岡啓輔、垣内光司、

工藤和美＋藤村龍至＋

東洋大学ソーシャルデザインスタジオ、

光嶋裕介、小津誠一＋宮下智裕＋松田達、

三分一博志、竹内昌義＋馬場正尊＋

東北芸術工科大学、東京R不動産、

ドットアーキテクツ、トラフ建築設計事務所＋

石巻工房、成瀬・猪熊建築設計事務所、西村浩＋

ワークヴィジョンズ、日建設計ボランティア部、

BUS、はりゅうウッドスタジオ、坂茂、

東日本大震災における建築家による復興支援ネット

ワーク［アーキエイド］、BMC（ビルマニアカフェ）、

ブルースタジオ、山梨知彦＋羽鳥達也＋原嘉人＋

川島範久（日建設計）

関連書籍：五十嵐太郎、山崎亮編著

『3.11以後の建築　社会と建築家の新しい関係』

学芸出版社、2014年

21×15 cm、240p.、2,200円＋税

ISBN: 978-4-7615-2580-4

3.11以後の建築
Architecture since 3.11

巡回：水戸芸術館

ゲスト・キュレーター：五十嵐太郎、山崎亮

コーディネーター：鷲田めるろ

関連企画

◇鼎談：五十嵐太郎×山崎亮×小野田泰明

「3.11以後の建築」（2014年11月2日、シアター 21）

◇ワークショップ：岡啓輔

「RC作製しよう！：コンクリートで形をつくる」

（2014年11月30日、プロジェクト工房）

◇レクチャー＆ワークショップ：西村浩

「展示室を芝生でリノベーション」

（2015年1月17日、レクチャーホール、展示室6）

◇トークセッション：

「市民×建築家×美術館：市民ギャラリートライアルを

振り返る」（2015年3月15日、レクチャーホール）

◇絵本を読もう（2015年3月27日、授乳室前、展示室6）

2014.11.1–2015.5.10

Venue: Gallery 1–6, Courtyard

Ticket Price: Adult = ¥1,000, University = ¥800,

Elem/JH/HS = ¥400, 65 and over = ¥800

Number of visitors:195,143

 

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation )

Cosponsorship: Ministry of Land, Infrastructure, 

Transport and Tourism, Embassy of France, 

Institut français du Japon, 

Japan Federation of Architects & Building 

Engineers Associations, 

Architectural Institute of Japan, 

Japan Association of Architectural Firms, 

The Japan Institute of Architects, 

Japan Federation of Construction Contractors, 

Japan Society of Urban and Regional Planners,

City Planning Association of Japan, 

The City Planning Institute of Japan, 

THE HOKKOKU SHIMBUN

Architects: 403architecture [dajiba], ARAI Chiaki, 

ArchiAid－Relief and Recovery by Architects for 

Tohoku Earthquake and Tsunami, 

BAN Shigeru, blue studio, BMC, BUS, 

dot architects, Haryu Wood Studio, INUI Kumiko, 

ITO Toyo + INUI Kumiko + FUJIMOTO 

Sou + HIRATA Akihisa + HATAKEYAMA Naoya, 

Jun Aoki & Associates + En+Design, 

KAKIUCHI Koji, KOSHIMA Yusuke, 

KOZU Seiich + MIYASHITA　

Tomohiro + MATSUDA Tatsu, 

KUDO Kazumi + FUJIMURA Ryuji + 

Toyo University Social Design Studio, 

Naruse Inokuma Architects, 

Nikken Sekkei Volunteer Group, 

NISHIMURA Hiroshi + WORKVISIONS, 

OKA Keisuke, Realtokyoestate, 

SAMBUICHI Hiroshi, 

TAKEUCHI Masayoshi + BABA Masataka + 

Tohoku University of Art & Design, 

TORAFU ARCHITECTS + 

 ISHINOMAKI LABORATORY, 

YAMANASHI Tomohiko + HATORI Tatsuya + 

ISHIHARA Yoshito + KAWASHIMA Norihisa 

(Nikken Sekkei)

Catalogue: Architecture since 3.11, 

Gakugei Shuppansha, 2014

21 × 15 cm, 240p., ¥2,200 + tax

ISBN: 978-4-7615-2580-4

Travering to: Art Tower Mito

Guest Curators: IGARASHI Taro, YAMAZAKI Ryo

Coordinator: WASHIDA Meruro
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コレクション展 I

透過と反射
Collection Exhibition I　TRANSPARENCY | REFLECTION

2014.4.12–9.21

本展は、光を透過し、あるいは反射する素材
が用いられた立体作品をはじめ、自己の反射と
しての自画像やレンズを通すことで像を得る写
真など、さまざまな表現から浮かび上がってくる
「透過と反射」をテーマとしている。古来より人
間は、透明な物質や磨き上げられた表面に強
い関心を示してきたが、美術でもまた作品が窓
や鏡に例えられてきたように「透過と反射」は繰
り返し登場してきた概念である。透明性の高い
素材や鏡面の技法が生み出す効果は、私たち
に大きな驚きと直感的な愉しみを与え、さらに
それぞれの作品に眼を凝らすことで透けて見え
てくるもの、映し出されるものは私たちの視覚
のチャンネルを変え、新しい思考を誘発する。
本展を見終わってもう一度美術館を散策したと
き、美術館を覆う円形のガラス壁や、そこここに
ある大きな透明の扉にどのような姿が映し出さ
れ、その向こうにはどんな光景が広がったのだ
ろうか。

（中田耕市）

This exhibition looked at the properties of 

“transparency and reflection” in the context 

of their use in artworks, such as sculptural 

works employing materials that are transpar-

ent to light or light-reflecting, self-portraits in 

the form of the artist’s reflection, or photo-

graphic images acquired through a lens.

Transparent materials and highly polished 

surfaces have fascinated people since 

ancient t imes,  and as concepts,  too, 

“transparency and reflection” repeatedly 

come up in art, such as when artworks are 

likened to windows or mirrors. The physi-

cal effects produced by highly transparent 

materials and mirror techniques can greatly 

surprise us or be a source of fun and en-

joyment, and what we see when peering 

through these artworks or gazing into their 

reflections can change our visual channel 

and induce new thinking. When visitors 

walked through the museum once again 

after viewing this exhibition, what kind of 

images did they see reflected in the muse-

um’s circular glass wall or large transparent 

doors? What scenes spread out beyond 

them?

(NAKATA Koichi)

1

2 3

グラフィックデザイン：菊地敦己

展示室2：展示風景

（田中信行、塚田美登里、楢原寛子、

ヴラディミール・ズビニオヴスキー、照屋勇賢、

ヤン・フィシャル）

展示室3：展示風景

宮永愛子《waiting for awakening̶chair》 2012年

ナフタリン、樹脂、ミクストメディア

Graphic design for the exhibition: KIKUCHI Atsuki

Gallery 2: Installation view

(TANAKA Nobuyuki,TSUKADA Midori,

NARAHARA Hiroko, Vladimir ZBYNOVSKY,

 TERUYA Yuken, Jan FIŠAR)

Gallery 3: Installation view

MIYANAGA Aiko,

waiting for awakening—chair, 2012

naphthalene、resin、mixed media

1–3. 

金沢21世紀美術館蔵

collection: 21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa 

photo: KIOKU Keizo

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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2014年4月12日–9月21日

会場：展示室1–6、交流ゾーン、広場

観覧料：一般＝360円／大学生＝280円／

小中高生＝無料／ 65歳以上＝280円

入場者数：89,103人

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

出品作家：フランチェスコ・クレメンテ、

オラファー・エリアソン、ヤン・フィシャル、

アニッシュ・カプーア、小島久弥、ルイザ・ランブリ、

楢原寛子、宮永愛子、嵯峨篤、

妹島和世＋西沢立衛／SANAA、田中信行、

照屋勇賢、塚田美登里、

ヤノベケンジ、ヴラディミール・ズビニオヴスキー

 

カタログなし

巡回なし

企画・構成：中田耕市

関連企画

◇ギャラリートーク：中田耕市

（2014年5月10日、6月14日、7月12日、9月13日）

◇絵本を読もう（2014年7月12日）

◇金沢21世紀美術館友の会 会員限定イベント 

夕暮れおしゃべりツアー

（2014年7月12日、ツアー担当：中田耕市）

◇タンキング・マシーン体験

（2014年8月9日、計6回、展覧会場）

◇アーティスト・トーク：ヤノベケンジ

（2014年8月9日、レクチャーホール）

◇アーティスト・トーク：宮永愛子「儚い、ということ。」

（2014年9月19日、レクチャーホール）

コレクション展I　透過と反射
Collection Exhibition I TRANSPARENCY | REFLECTION

2014.4.12–9.21

Venue: Gallery 1–6, Public Zone, Open Space

Ticket Price: Adult = ¥360, University = ¥280, 

Elem/JH/HS = Free, 65 and older = ¥280 

Number of visitors: 89,103

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Artists: Francesco CLEMENTE, Olafur ELIASSON, 

Jan FIŠAR, Anish KAPOOR, KOJIMA Hisaya, 

Luisa LAMBRI, NARAHARA Hiroko, 

MIYANAGA Aiko, SAGA Atsushi, 

Kazuyo SEJIMA + Ryue NISHIZAWA / SANAA, 

TANAKA Nobuyuki, TERUYA Yuken, 

TSUKADA Midori, 

YANOBE Kenji, Vladimir ZBYNOVSKY

Curator: NAKATA Koichi 
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コレクション展 II

感光と定着
Collection Exhibition II　EXPOSURE | FIXING

2014.9.13–10.13

1826年にニエプスが最初の写真画像をつく
りだすことに成功し、続く30年代にはダゲール
とタルボットがそれぞれ別の方法で、写真の実
用化に道を開いて以来、現在まで約180年にわ
たって絶え間ない進化を遂げてきた写真。化学
や工業といった技術的な発展と、あるいは社会
情勢や美術の動向と深く結びつき、独特の歴史
をつくってきた。なかでも1980年以降、特に写
真にとって極めて大きな変化が訪れた時代とい
える。デジタル技術の進化は暗室作業に代わ
る新たな画像加工の方法を容易にし、フィルム
からデジタルへの移行はカメラそのもののメカ
ニズムに大幅な変更を加えた。こうした過渡期
に、はたして写真家やアーティストは、光をどの
ように扱い、そして定着させてきたのだろうか、
あるいは写真をどう捉え、写真を用いてどのよ
うな表現をつくりだしてきたのだろうか。こうし
た観点から彼らの取り組みにあらためて注目
し、当館のコレクションから選んだ写真作品を
展観した。

（中田耕市）

Throughout the roughly 180 years from the 

moment in 1826 when NIÉPCE produced 

the first photographic image and the follow-

ing decade when DAGUERRE and TALBOT 

paved the way to the practical implemen-

tation of photography through different 

methods to the present, photography has 

constantly evolved. Its growth has been 

closely linked both with technological 

advances in chemistry and industry and 

with social circumstances and art trends, 

as a result of which it has created a history 

of its own. In particular, it could be said that 

the period since 1980 has been one in which 

significant changes have overtaken photog-

raphy. The development of digital technology 

has paved the way for the introduction of 

new image processing methods to replace 

darkroom work, and the shift from film to 

digital has brought about dramatic changes 

in the mechanism of the camera itself. In this 

period of transition, how have photographers 

and artists handled and fixed light, how have 

they dealt with photography, and how have 

they expressed themselves using photogra-

phy? Drawing on photographic works from 

the museum’s collection, this exhibition 

shone a fresh light on the work of these 

artists and photographers in an attempt to 

answer these and other questions.

(NAKATA Koichi)

1 2

グラフィックデザイン：菊地敦己

展示室7：展示風景

野口里佳「フジヤマ」シリーズ

Graphic design for the exhibition: KIKUCHI Atsuki

Gallery 7: Installation view

NOGUCHI Rika, “A Prime” series 

1, 2. 

金沢21世紀美術館蔵

collection: 21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa 

photo: KIOKU Keizo

1.

2.

1.

2.
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2014年9月13日–10月13日

会場：展示室7–12

観覧料：一般＝360円／大学生＝280円／

小中高生＝無料／ 65歳以上＝280円

入場者数：33,219人

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

出品作家：ホンマタカシ、カールステン・ニコライ、

野口里佳、ゲルハルト・リヒター、

トーマス・シュトゥルート、杉本博司

 

カタログなし

巡回なし

企画・構成：中田耕市

関連企画

◇金沢21世紀美術館友の会 会員限定イベント 

夕暮れおしゃべりツアー

（2014年10月4日、ツアー担当：中田耕市）

◇ギャラリートーク：中田耕市

（2014年10月11日）

◇絵本を読もう（2014年10月11日）

コレクション展Ⅱ　感光と定着
Collection Exhibition II　EXPOSURE | FIXING

2014.9.13–10.13

Venue: Gallery 7–12

Ticket Price: Adult = ¥360, University = ¥280, 

Elem/JH/HS = Free, 65 and over = ¥280

Number of visitors: 33,219

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Artists: HOMMA Takashi, Carsten NICOLAI, 

NOGUCHI Rika, Gerhard RICHTER, 

Thomas STRUTH, SUGIMOTO Hiroshi,

Curator: NAKATA Koichi
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粟津潔、マクリヒロゲル 1

美術が野を走る：粟津潔とパフォーマンス
Awazu Kiyoshi, Makurihirogeru (EXPOSE)1  Art Running Wild: Awazu Kiyoshi and Performance

2014.9.13–10.13

粟津潔作品資料の継続調査と成果公開を目
的としたシリーズの初回展。資料1件に含まれ
るエフェメラ約970点の目録化と調査を並行し、
中でも多数ある記録写真を活かし企画、275

点を展示。円形空間の一壁面では、デヴュー
作《海を返せ》を中央に据え、人権運動、非核
運動、メタボリズム運動、大阪万博基本構想や
テーマ館デザイン等の社会活動事例を右側に、
演劇や映画の美術、オペラ、映像制作等文化活
動を左側に、縦橫へ広がるようにポスターや記
録等を配し（図2）、垣根のない粟津の活動の軌
跡を提示した。反対の壁面には1977年から80

年頃に浜田剛爾の企画にて粟津が実践した4

種のパフォーマンスの調査成果を主に紹介。グ
ラフィック・スコア、ポスター、記録写真等所蔵品
の他、浜田のコンセプト・ノート、77年の共演者
の中より小杉武久、島田璃里、鈴木昭男、吉村
弘の録音とレコード、79年の粟津によるパフォー
マンス記録映像も借用展示できた。会期中、鷲
尾友公、環ROY、スガ・ダイロー、鈴木ヒラク、
三田晴夫、石川県文化財保存修復協会、高橋悠
治、秩父前衛派、島田璃里、武田雄介、梅田哲也
を迎え、10種のプログラムを実施した。 

（北出智恵子）

The first in a series of exhibitions aimed at 

presenting  our ongoing research of AWAZU 

Kiyoshi works and materials in the collection. 

The planning of this exhibition was undertak-

en in parallel with research and cataloging 

of the 970 items of emphemera forming this 

single set of works/materials. The exhibition 

made use of the many photographs docu-

menting Awazu’s activities and presented 

275 items. The exhibits took up one entire 

wall within the circular gallery space, with 

his debut work, Give Our Sea Back (original 

work), in the center, items relating to social 

movements such as the human rights move-

ment, the anti-nuclear movement, the Me-

tabolism movement, and his concept plan 

and theme-based pavilion design for Osaka 

Expo ’70 to the right, items relating to cultur-

al activities such as his art direction for the-

atre and film and opera and film productions 

to the left, and posters and photographs 

extending in all directions from the center, 

giving an indication of the genre-transcend-

ing nature of Awazu’s artistic practice. (Fig.2) 

Most of the facing wall was devoted to the 

four original performances Awazu created 

between 1977 and the 1980s in conjunc-

tion with the series produced by the artist 

HAMADA Goji. It included not only the items 

1

2

3

展示室14：展示風景

島田璃里×梅田哲也パフォーマンス

「ヴェクサシオン：サティと粟津と回遊する」

（2014年10月13日）

Gallery 14: Installation view

Shimada Riri × Umeda Tetsuya Performance 

“Vexations: Whirling with Satie and Awazu”

（Oct.13, 2014）

1, 2. © AWAZU Yaeko

1–3. photo: Nacása & Partners

1, 2.

3.

1, 2.

3.

from collection such as graphic scores, 

posters, and documentary photographs, but 

also loaned items such as Hamada’s con-

cept notes, 1977 audio and vinyl recordings 

of sounds played by KOSUGI Takehisa, 

SHIMADA Riri, SUZUKI Akio and YOSHIMURA 

Hiroshi, and film footage documenting a 

1979 performance by Awazu. In addition, ten 

programs were implemented with guests 

including WASHIO Tomoyuki, TAMAKI Roy, 

SUGA Dairo, SUZUKI Hiraku, SANDA Haruo, 

Ishikawa Prefectural Association for Preser-

vation and Restoration of Cultural Properties, 

TAKAHASHI Yuji, Chichibu Avant-garde, 

Shimada Riri, TAKEDA Yusuke and UMEDA 

Tetsuya. 

   (KITADE Chieko)
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2014年9月13日–10月13日

会場：展示室14、通路

観覧料：一般＝360円／大学生＝280円／

小中高生＝無料／ 65歳以上の方＝800円

※「コレクション展Ⅱ 感光と定着」との共通観覧券

入場者数：33,219人　

※「コレクション展Ⅱ 感光と定着」と共通

 

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］　

協力：粟津デザイン室、HIGURE17-15cas、

株式会社オトムラ、

一般財団法人石川県文化財保存修復協会、

ナカサ＆パートナーズ

出品作家：粟津潔

ドキュメント：

『美術が野を走る：粟津潔とパフォーマンス／

グラフィックからヴィジュアルへ：

粟津潔の視覚伝達論』

金沢21世紀美術館、2016年

25×21.8 cm、96p.＋2DVDs、2,700円（税込） 

ISBN: 978-4-903205-56-4

巡回なし

企画・構成：北出智恵子

粟津潔、マクリヒロゲル1　美術が野を走る：粟津潔とパフォーマンス
Awazu Kiyoshi, Makurihirogeru (EXPOSE)1　Art Running Wild: Awazu Kiyoshi and Performance

関連企画

◇壁画制作：鷲尾友公《seven years one day》

（制作期間：2014年9月4日–12日、展示室14外壁）

◇パフォーマンス：環ROYパフォーマンス

「いくつもの一緒」（2014年9月13日、展示室14）

◇パフォーマンス：

「スガダイロー×鈴木ヒラク ライヴ」

（2014年9月13日、シアター 21）

◇講演会：三田晴夫「パフォーマンスについて」

（2014年9月14日、レクチャーホール）

◇講演会：「粟津潔《海を返せ》と

《パフォーマンス・スコア》調査と修復」

（2014年9月15日、レクチャーホール）

出演：中越一成（石川県文化財保存修復協会理事）、

梶青華（石川県文化財保存修復協会協会員）、

モデレーター：北出智恵子、内呂博之

◇鷲尾友公 公開制作

（2014年9月26日、27日、28日、展示室14）

◇絵本を読もう

（2014年9月27日、展示室14とその周辺）

◇金沢21世紀美術館友の会 会員限定イベント

夕暮れおしゃべりツアー

（2014年9月27日、ゲスト：鷲尾友公、ツアー担当：北出智恵子）

◇パフォーマンス：高橋悠治×笹久保伸、青木大輔、

Irma OSNO／秩父前衛派

（2014年10月12日、展示室14）

出演：高橋悠治、笹久保伸／

秩父前衛派（ギターほか）、青木大輔／

秩父前衛派（サンポーニャほか）、Irma OSNO／

秩父前衛派（歌ほか）、鷲尾友公（アクション）、

武田雄介（アクション）、中川陽介（映像記録）、

ナカサ＆パートナーズ（中道淳、高島慶、見学宇宙／

写真記録）、北出智恵子（企画）

◇パフォーマンス：島田璃里×梅田哲也

「ヴェクサシオン：サティと粟津と回遊する」

（2014年10月13日、展示室14）

Venue: Gallery 14 and Corrider 

Ticket Price: Adult = ¥360, University = ¥280,

Elem/JH/HS = Free, 65 and over = ¥280

*includes admission to the “Collection exhibitionⅡ”

Number of visitors: 33,219

*including visitors to the “Collection exhibitionⅡ”

Organized by: 

21st Century Museum of

Contemporary Art, Kanazawa (Kanazawa Art 

Promcticn and Development Foundation)

In Cooperation with: Awazu Design Office, 

HIGURE 17-15cas, Otomura Company Limited, 

Ishikawa Prefectural Association for Preservation 

and Restoration of Cultural Properties,

Nacása & Partners

Artist: AWAZU Kiyoshi

Document:

Art Running Wild: Awazu Kiyoshi

and Performance / From Graphic to Visual:

Awazu Kiyoshi’s Theory on Visual Communication

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa, 2016

25 × 21.8 cm, 96p. + 2DVDs, 

¥2,700 (tax included)

ISBN: 978-4-903205-56-4

Curator: KITADE Chieko
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中村好文　小屋においでよ！
NAKAMURA Yoshifumi “Come on-a my Hut!”

2014.4.26 – 8.31

東京のTOTOギャラリー・間で行われた展覧
会の巡回。光庭に4×3メートルの小屋「Hanem 

Hut」を実物大で設置した。内部には可動式の
ベッドやテーブルなどの家具から、食器等のこ
まごまとした雑貨まで、中村自身がデザインした
り、自らの目で厳選したものを配置した。小屋
は、薪ストーブや太陽光・風力発電などを使い、
地球環境についての関心を喚起するものとなっ
た。会期中の毎週末、人数限定で小屋の内部
を公開するプログラムを実施し、ボランティアス
タッフのチームがその運営と鑑賞のサポートに
当たった。長期インスタレーションルームには、
この小屋の図面や、映像による制作ドキュメン
タリーを展示するとともに、中村が影響を受け
た古今東西の小屋の資料を展示した。さらに、
一般向けの関連プログラムとして、リュートのコ
ンサートや関わった職人によるトーク、中村のク
ライアントであるファッションデザイナーの皆川
明との対談などを実施した。

（鷲田めるろ）

This travelling exhibition was first held at 

TOTO Gallery MA in Tokyo. A full-scale ver-

sion of NAKAMURA’s 4×3 m Hanem Hut 

was installed in the courtyard. Inside were 

arranged a variety of items either designed 

by Nakamura or carefully selected by him, 

including a movable bed, table and other fur-

niture as well as tableware and other house-

hold items. Using a wood-burning stove and 

solar- and wind-power generation, the hut 

was designed to arouse interest in the global 

environment. On Saturdays and Sundays, 

the hut was open to a limited number of vis-

itors as part of a program run by a team of 

volunteers. In the Long-Term Project Room, 

drawings and plans relating to Hanem Hut 

were presented along with a video docu-

menting its construction. Also on display 

were materials relating to seven huts from 

different times and places. Related events in-

cluded a lute concert, a talk by artisans, and 

a conversation between Nakamura and one 

of his clients, fashion designer MINAGAWA 

Akira.

(WASHIDA Meruro)

1 2 3

「Hanem Hut」外観

「Hanem Hut」トイレ

長期インスタレーションルーム：展示風景

Hanem Hut, exterior

Hanem Hut, toilet

Long-Term Project Room: Installation view 

1–3. 

courtesy of NAKAMURA Yoshifumi

photo: AMEMIYA Hideya

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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2014年4月26日– 8月31日

会場：長期インスタレーションルーム、光庭

観覧料：無料

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］　

後援：公益社団法人日本建築家協会北陸支部、

一般社団法人石川県建築士会、

石川県インテリアデザイン協会

協賛：有限会社羽根建築工房、有限会社藤巻工業、

株式会社クリエイトエイ、株式会社コラム、

阿部建設株式会社、株式会社クレバ建築工房、

有限会社憩暖、株式会社桜製作所、

有限会社自然と住まい研究所、株式会社柴木材店、

森の工房、高岡銅器団地協同組合、

株式会社ツキデ工務店、有限会社フジミ工務店、

株式会社ベガハウス、株式会社ミナ、

協同組合もくよう連、株式会社福光屋、

ナカダ株式会社、

生活工芸プロジェクト shop labo モノトヒト

協力：TOTOギャラリー・間、image＋物語制作所

出品作家: 中村好文

カタログなし

TOTOギャラリー・間からの巡回

企画・構成：鷲田めるろ

関連企画

◇「Hanem Hut」内部公開（会期中毎週土日、光庭2）

◇講演会：中村好文「小屋への道のり」

（2014年4月26日、シアター 21）

◇演奏会：つのだたかし「小屋に捧げるリュートの夕べ」

（2014年5月31日、光庭2）

◇トーク：「職人衆、Hanem Hutを語る」

（2014年6月14日、シアター 21）

◇対談：中村好文×皆川明「小屋から学ぶこと」

（2014年8月2日、シアター 21）

中村好文: 小屋においでよ！
NAKAMURA Yoshifumi “Come on-a my Hut!”

2014.4.26 – 2014.8.31

Venue: Long-Term Project Room, Courtyard

Ticket Price: Free

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Supported by: Hanekenchiku Kobo, 

Fujimaki Kogyo, Create A, Column, Abe Kensetsu, 

Kureba Kenchiku Kobo, Keidan, Sakura Seisakusho, 

Natural & Architecture Labo Ltd., Shiba Mokuzai, 

Mori no Koubou, 

Takaoka Industrial Copperware Complex, 

Tsukide Komuten, Fujimi Komuten, Vega House, 

Mina, Mokuyoren, Fujimitsuya, Nakada, 

Seikatsu Kogei Project shop labo Mono to Hito

In Cooperation with: TOTO Gallery MA, 

image + monogatari seisakujo

Architect: NAKAMURA Yoshifumi

traveled from TOTO Gallery MA

Curator: WASHIDA Meruro
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好奇心のあじわい　好奇心のミュージアム
フードクリエイション＋東京大学総合研究博物館
Taste of Curiosity̶Museum of Curiosity　food creation + The University Museum, The University of Tokyo

2014.4.26 – 2015.3.31

本プログラムは、「好奇心をあじわう小部屋」、
7つの展示室を使用し当館の開館10周年を祝
う10日間の「好奇心の祝宴」、そして街へと広が
る「あじわいのプログラム」という３ステージで
構成された。1年間にわたるプログラムのほと
んどをフードクリエイションの諏訪綾子が、「好
奇心の祝宴」の展示空間を東京大学総合研究
博物館がディレクションした。プログラムメン
バーとなった「テイストハンター」らと自然から
新たなテイストを探し出す「テイストハンティン
グ」を継続的に実施し、集めた食材を「好奇心
をあじわう小部屋」にアーカイブしていった。ま
たハンターたちは「あじわいの体験」の案内役
としても活躍した。「好奇心の祝宴」では、来場
者は「感情のテイスト」を手づかみであじわうこ
ととなり、どこまでが展示か曖昧となる面白み
があった。北陸新幹線開業日に実施された近
江町市場内での「ゲリラレストラン」、テイストハ
ンターの熱意で実現した京都造形芸術大学で
のプログラムなどの展開も見られた。

（高橋律子）

This program comprised three stages: 

Chamber to Taste Curiosity; Banquet of 

Curiosity, which was held over ten days 

using seven galleries to mark the museum’s 

10th anniversary; and Programs of Taste, 

which took place inside and outside the mu-

seum. Most of the programs held over the 

course of the year were directed by SUWA 

Ayako / food creation, while the Banquet of 

Curiosity exhibition space was designed by 

The University Museum, The University of 

Tokyo. “Taste hunting” expeditions to seek 

out new tastes from nature were conducted 

with the help of volunteer “Taste Hunters” 
(program members) and the foodstuffs they 

collected were archived at the Chamber to 

Taste Curiosity. The Taste Hunters also acted 

as guides during the Experiences of Taste. 

At the Banquet of Curiosity, visitors sampled 

emotional tastes with their fingers, blurring 

boundary between a banquet and an exhi-

bition. Other initiatives included a Guerrilla 

Restaurant at Ohmicho-ichiba, Kanazawa 

on the day the Hokuriku Shinkasen began 

operating, and a program at Kyoto University 

of Art and Design staged with great enthusi-

asm by the Taste Hunters.

(TAKAHASHI Ritsuko)

1

2

3

展示室13：「好奇心をあじわう小部屋」展示風景

展示室13：アーカイブされた「好奇心の食材」

展示室6：「好奇心の祝宴」で行われた「ゲリラレストラン」

Gallery 13: 

Installation view of Chamber to Taste Curiosity

Gallery 13: Archives of Taste of Curiosity

Gallery 6: Guerrilla Restaurant in Banquet of Curiosity

1. photo: KIOKU Keizo

2. photo: FURUI Shinya

3. photo: IKEDA Hiraku

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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2014年4月26日–2015年3月31日

会場：「好奇心をあじわう小部屋」：展示室13

（2014年4月26日–10月13日）、

「好奇心の祝宴」：展示室1・2・4・5・6

（2014年10月4日–10月13日）、近江町市場他館外

観覧料：無料

出品作家：フードクリエイション、

東京大学総合研究博物館

主催：金沢21世紀美術館 [公益財団法人金沢芸術

創造財団]

助成：財団法人自治総合センター

協賛：MAD SCIENTISTS PTE LTD.

協力：石川県立自然史資料館、

ウシオライティング株式会社、株式会社ウーレン、

小田朋美、株式会社雪花、SOMARTA、

株式会社大洋工芸、株式会社灯工舎、

ドローイングアンドマニュアル株式会社、

ニッコー株式会社、株式会社畑中、

株式会社 福光屋、北陸製菓株式会社、

北陸コカ・コーラボトリング株式会社、

株式会社ポイントオブビュー

ドキュメント：

『好奇心のあじわい　好奇心のミュージアム　フード

クリエイション＋東京大学総合研究博物館』

金沢21世紀美術館、2015年

25.8×36.3 cm、30p.、2,200円（税込）

ISBN: 978-4-903205-49-6

巡回なし

企画・構成：高橋律子

好奇心のあじわい　好奇心のミュージアム　フードクリエイション＋東京大学総合研究博物館
Taste of Curiosity―Museum of Curiosity　

food creation + The University Museum, The University of Tokyo

関連企画

◇メンバー向け　あじわいの体験とワークショップ

（2014年4月29日、30日、

レクチャーホール・本多の森周辺／石川県金沢市）

◇ハンティングツアー in 羽咋

（2014年6月21日、柴垣海岸・神子原／石川県羽咋市）

※メンバー対象

◇テイストハンター研修「あじわいの体験」Season2

について（2014年7月19日、展示室13）

◇ハンティングツアー in 手取川（2014年7月26日、

綿ヶ滝・五十谷の大杉・柳原湧水／石川県白山市）

協力：とりごえ蕎麦 相滝

◇「好奇心をあじわう小部屋」で絵本を読もう

（2014年8月23日、展示室13）

◇祝宴にむけて　メンバー研修会

（2014年8月30日、レクチャーホール）

◇アーティスト・トーク：

諏訪綾子（フードクリエイション）、

西野嘉章（東京大学総合研究博物館館長）

（2014年10月4日、レクチャーホール）

◇好奇心のテイスティング

（2014年10月7日–10日、展覧会場）

◇ゲリラレストラン（2014年10月11日–13日、展示室６）

◇ゲリラレストランin ナイトミュージアム

（2014年10月12日、本多通り口ホワイエ）

主催：公益財団法人金沢芸術創造財団、

公益財団法人金沢文化振興財団

共催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

※「金沢ナイトミュージアム2014」のプログラムとし

て実施。

◇メンバー向けワークショップ

（2015年2月21日、会議室3）

◇テイストハンティング in 京都造形芸術大学

（2015年2月22日、京都造形大学）

協力：京都造形芸術大学通信部空間デザインコース

研究室

◇ゲリラレストラン at 近江町市場

（2015年3月14日、近江町いちば館広場）

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］、近江町市場商店街振興組合

2014.4.26 – 2015.3.31

Venue: Gallery 13 (April 26–October 13),

Galleries 1.2.4.5.6 (October 4–13)

and sites inside & outside the museum

Ticket Price: Free

(Note: Some events were charged)

Directors: SUWA Ayako (food creation), 

NISHINO Yoshiaki 

(The University Museum, The University of Tokyo) 

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Grants from: Japan Lottery Association

Supported by: MAD SCIENTISTS PTE Ltd.

In Cooperation with: USHIO LIGHTING, 

INC., woolen, secca inc., SOMARTA, 

TAIYOKOGEI Co., LTD., Light Meister Co., Ltd., 

Drawing and Manual Inc., NIKKO COMPANY, 

Fake Food HATANAKA,

FUKUMITSUYA SAKE BREWERY, 

HOKURIKU COCA COLA BOTLING Co., Ltd, 

Hokuriku Confectionery,Ltd, point of view co., ltd, 

molfic, MASAYA KUSHINO

Document: 

Taste of Curiosity̶Museum of Curiosity　

food creation + The University Museum, 

The University of Tokyo, 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa, 2015

25.8 × 36.3 cm, 30p., ¥2,200 (tax included)

ISBN: 978-4-903205-49-6

Curator: TAKAHASHI Ritsuko
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橋本雅也　間（あわい）なるもの
HASHIMOTO Masaya “Awai naru mono”

2014.5.24 – 8.31

骨を削り、命を紡ぐ―。橋本雅也は、猟師に
同行し、一頭の鹿の死に立ち会うことをきっか
けに、生と死、そしてそれらの痕跡ともいえる材
料―骨や角など―から生命の温もりをたたえ
た白い花を彫りだした。橋本は生と死に向かい
合い、そしてそれを通じてもたらされる材料をも
とに新たな命を紡ぎだすアーティストである。
本展では橋本の代表的な2つのシリーズを紹介
した。1つは上述の花のシリーズである。狩りに
よって生け捕られた鹿は猟師の手によって骨、
肉、皮となり、作家は骨を用いることによってス
イセン、さくらなどの作品とした。その代表作5

点を展覧した。もう1つは橋本自身が断髪した
髪をモチーフにして制作した髪飾りのシリーズ
である。出品された髪飾り10点はいずれも15、
6センチほどの小振りな作品であるが、水牛の
角と漆による黒くつややかな作品には、自身の
存在意義を問う彼の潜在意識が強く現出してい
るようだ。

（内呂博之）

Carving bone, sculpting life. After accompa-

nying a hunter and witnessing the death of a 

single deer, HASHIMOTO Masaya, drawing 

on life and death and materials̶bones 

and antlers̶that could be said to their rem-

nants, carved a white flower infused with the 

warmth of life. Hashimoto is an artist who 

confronts the cycle of life and death, and 

fashions new life using materials derived 

from this cycle. This exhibition presented 

two important series of his works. The first 

was the aforementioned flower series. Deer 

are turned into bone, meat and skin by 

hunters, and in the hands of the artist the 

bone is turned into daffodils, cherry blossoms 

and other artworks. Five important works 

were displayed. The second was the hair 

ornament series that takes as its motif hair 

that Hashimoto himself has cut. All of the 

ten hair ornaments displayed were small 

pieces between 15 and 16 cm long, with the 

shiny black pieces made from water buffalo 

horn and lacquer strongly revealing the 

artist’s unconscious yearning to understand 

the meaning of his own existence.

(UCHIRO Hiroyuki)

1

2

3

橋本雅也

《セイヨウバラ、カタバミ、イワガネゼンマイ、ヒメヤブラン、

イワタバコ、ムクゲ、ヒルガオ、ツキミソウ、アイビー ヘデラ》

2010年

鹿角、鹿の骨

H50×W44×D31 cm

金沢21世紀美術館蔵

デザインギャラリー：展示風景

HASHIMOTO Masaya

Rosa hybrida Hort, Oxalis corniculata, 

Coniogramme intermedia Heron, Liriope minor,

Conandron ramondioides, Hybisecus Syriacus, 

Calystegia japonica, Oenothera tetraptera, 

Hedera helix deer antler, deer bone

H50 × W44 × D31 cm

collection: 21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa

Design Gallery: Installation view

1. photo: SAIKI Taku

1.

2, 3.

1.

2, 3.
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2014年5月24日– 8月31日

会場：デザインギャラリー

観覧料：無料

入場者数：76,982人

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

協力：ロンドンギャラリー

出品作家：橋本雅也 

巡回なし

企画・構成：秋元雄史

コーディネーター：内呂博之

関連企画

◇アーティスト・トーク：橋本雅也

（2014年5月24日、レクチャーホール）

橋本雅也　間（あわい）なるもの
HASHIMOTO Masaya “Awai naru mono”

2014.5.24–8.31

Venue: Design Gallery

Ticket Price: Free

Number of visitors: 76,982

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation )

In Cooporation with: London Gallery

Artist: HASHIMOTO Masaya

Curator: AKIMOTO Yuji

Coodinator: UCHIRO Hiroyuki
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アペルト 01

金光男  White light White heat 
APERTO 01  KIM Mitsuo: White light White heat

2014.9.13 –11.24

本展は、新進気鋭の作家を個展形式で紹介
する新しいシリーズ「アペルト」の第1回目。作
家とキュレーターが作品発表の機会を共に創出
し、未来の創造への橋渡しをすることを目指す。
金光男はシルクスクリーン技法でイメージの反
復と、反復に手繰り寄せられたイメージ間の関
係性を探求し、板にパラフィン・ワックスを薄く
敷き、その上にシルクスクリーンで画像を転写
し、その表面に熱を加え、パラフィン・ワックスが
溶融してイメージが崩壊する寸前で固められた
作品群を展開する。ワックスの盛り上がりによっ
てかき乱された表面は、作家自身の身体行為の
痕跡でもある。崩れてはっきりとしないフェンス
の曖昧な境界線の向こう側に、もうひとつの光
の世界が感じられる。作品は相対する現象が同
じ世界にあることを暗示させ、本来のあるべき
姿から本質を失っている状態を可視化しようと
している。翌年、本展が評価され、金は京都市
芸術新人賞を受賞した。                 （立松由美子）

This was the first in the new exhibition series 

“Aperto,” which introduces up-and-coming 

young artists in a solo exhibition format. 

Artists and curators collaborate in creating 

opportunities for exhibiting works and seek 

to lay the groundwork for future creative 

endeavors. KIM Mitsuo employs silk-screen 

techniques to explore the relationship be-

tween serial images and the image they pro-

duce as a total effect. Spreading a thin layer 

of paraffin wax on a board, he transfers an 

ink image to the wax using a silk screen. He 

then exposes the surface to heat and melts 

the wax, halting the process to let it harden 

just before the image disappears entirely. 

The surface is disturbed by projections of 

the wax and shows traces of the artist’s own 

physical actions. Beyond the ambiguous 

boundary of the indistinct, broken lines of a 

fence we sense another world of light. Kim’s 

works suggest that opposing phenomena 

exist in the same world and seek to give 

visual embodiment to a situation in which 

the essential spirit of what we expect to see 

is missing. This exhibition was recognized 

the following year when Kim won the Best 

Young Artist Award by City of Kyoto. 

(TATEMATSU Yumiko)

《row-kanaami #23》 2014年  

パラフィンワックス、シルクスクリーン／パネル、バーナー

H227.3×W162.3 cm

《row̶tile #2》（部分） 2014年

壁面左から：

《row̶umi  #14 》 2014年

パラフィンワックス、シルクスクリーン／パネル、バーナー

H80.3×W116 cm

《row-kanaami #22》 2014年  

パラフィンワックス、シルクスクリーン／パネル、バーナー

H227.3×W162.3 cm

《row-kanaami #23》 2014年

パラフィンワックス、シルクスクリーン／パネル、バーナー

H227.3×W162.3 cm

床：《row̶tile #2》 2014年

シルクスクリーン／パラフィンワックス、電球

H177×W357 cm

row-kanaami (row—wire netting) #23, 2014  

paraffin wax and screen printing on panel, burner

row—tile #2 (detail), 2014

from left:

row—umi (row-seascape) #14, 2014

paraffin wax and screen printing on panel, burner

row-kanaami (row—wire netting) #22, 2014

paraffin wax and screen printing on panel, burner

row-kanaami (row—wire netting) #23, 2014  

paraffin wax and screen printing on panel, burner

row—tile #2, 2014 

floor: screen printing on paraffin wax, lightbulb

1–3.

collection of the artist

photo: KIOKU Keizo

1. 

2.

3.

1.

2.

3.

1

2

3
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2014年9月13日–11月24日

会場：長期インスタレーションルーム

観覧料：無料

入場者数：76,584人

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

協力：MA2Gallery、日本精蝋株式会社、

ホルベイン工業株式会社、マルオカ工業株式会社、

かゆう堂

出品作家：金光男

リーフレット：『金光男 White light White heat 

（アペルト01）』

21×15 cm、6p.（ポストカード付き）、

370円＋税

巡回なし

企画・構成：立松由美子

関連企画

◇金沢21世紀美術館友の会 会員限定イベント

 夕暮れおしゃべりツアー

（2014年9月27日、ツアー担当：立松由美子）

◇レクチャー：木幡和枝「後成的風景」

対談：木幡和枝 ＋ 金光男、

モデレーター：立松由美子

（2014年11月23日、レクチャーホール）

2014.9.13–11.24 

Venue: Long-Term Project Room

Ticket Price: Free

Number of visitors: 76,584

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

In Cooperation with: MA2 Gallery,  

Nippon Seiro Co., Ltd., Holbein Works, Ltd.,  

Maruoka Kogyo Inc., Kayudo Co.,Ltd

Artist: KIM Mitsuo

Leaflet: KIM Mitsuo: White light 

White heat (APERTO 01)

21 × 15 cm, 6p. with a postcard, ¥370 + tax

Curator: TATEMATSU Yumiko

アペルト01  金光男  White light White heat 

APERTO 01　KIM Mitsuo: White light White heat



42

金沢21世紀美術館学芸課 事業報告2013–2015年度

Curatorial Section, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa | Annual Report for the Year 2013–2015

鈴木康広「見立て」の実験室 
SUZUKI Yasuhiro’s Mitate Laboratory

2014.9.13–11.24

「見立て」とは「これは何かと似ている」など、
あるものを別のものとして認識し、表現する技
法である。鈴木康広は船の航跡をファスナー
に、剣玉の赤い玉をリンゴに見立てるなど、見
慣れたものや現象を独自の視点で捉え、世界
の見方を広げる作品を発表している。展覧会準
備中に鈴木が構想をまとめた絵には、円形の美
術館の建物が同心円状に層を重ねて描かれて
おり、ドイツ語で「木の菓子」の意味を持つバウ
ムクーヘンに見立てられている。いくつもの層
は開館以来の年月、開館10周年という節目、訪
れた人それぞれの経験や思い出にも見えてく
る。「実験室」と名付けた展覧会では、作家の鈴
木を「室長」、そして作家とともに実験室を立ち
上げ、運営するプロジェクト・メンバーを「研究
員」と呼び、見立てをテーマとするさまざまな活
動を実施した。本展は鈴木の創作視点をきっか
けに、研究員や来場者といった「みんな」の「も
のの見方や捉え方」が交わる場となった。

（吉備久美子）

Mitate is the technique of recognizing and 

representing one object as another, such as 

when we think, “This reminds me of something.” 
Suzuki Yasuhiro likens a boat’s wake to a 

zipper or the ball of a kendama cup-and-ball 

to an apple, reinterpreting familiar objects 

and phenomena from his own perspective 

and helping expand our perceptions of the 

world. In the drawings that Suzuki produced 

during the planning of this exhibition and 

that summarized his ideas for it, the circular 

museum building was shown with multiple 

layers forming concentric rings, likening it 

to a Baumkuchen, which in German means 

“tree cake.” The multiple layers could also be 

interpreted as representing the time passed 

since the museum’s opening, the museum’s 

10th anniversary, or the experiences and 

memories of the people who have visited it. 

In line with the title “Mitate Laboratory,” the 

exhibition included a range of activities on 

the theme of “mitate,” with Suzuki assuming 

the title of “lab leader” and the project mem-

bers who started up and ran the laboratory 

together with the artist assuming the title 

of “lab members.” Following the exhibition, 

the laboratory became a place where lab 

members, visitors, and “everyone” actively 

exchanged thoughts and ideas, guided by 

Suzuki’s creative vision.

(KIBI Kumiko)
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鈴木康広《バウムクーヘンの美術館》 2014年

オープニング・プログラム《大きな空気の人》あらわる！

デザインギャラリー：展示風景

SUZUKI Yasuhiro,  Museum of Baumkuchen, 2014

Opening Program: Appearance of Large-sized Aerial 

Being

Design Gallery: Installation view

2, 3. photo: KIOKU Keizo
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2014年9月13日–11月24日   

会場：デザインギャラリー

観覧料：無料

入場者数：13,261人

（ただし週末プログラムの参加人数として）

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］　

協賛：株式会社資生堂　

出品作家：鈴木康広

ドキュメント：『鈴木康広「見立て」の実験室』

金沢21世紀美術館、2015年

14.5×10.5 cm、120p.

見立て4コマ新聞付き（縮刷版）、950円（税込）

ISBN: 978-4-903205-47-2

巡回なし

企画・構成：吉備久美子

関連企画

◇オープニング・プログラム《大きな空気の人》

あらわる！（2014年9月13日、広場）

◇週末プログラム「研究員と見立ての実験をしよう」

（2014年9月13日–11月24日の金、土、日、祝日の各日

14:00–17:00、デザインギャラリー）

◇「鈴木隊長と行く！まるびぃ見立て隊」

（2014年10月25日、デザインギャラリー、交流ゾーン、広場）

◇金沢21世紀美術館友の会 会員限定

「おしゃべり『見立て』ツアー」

（2014年10月25日、プロジェクト工房、デザインギャラリー）

◇オープンラボ  「見立て」の文化祭

（2014年11月3日、プロジェクト工房）

◇クロージング・プログラム　金沢「見立て」学会

（2014年11月24日、レクチャーホール、デザインギャラリー）

2014.9.13–11.24  

Venue: Design Gallery

Ticket Price: Free

Number of visitors: 13,261 (as the number of 

participants for weekend program)

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

In Cooperation with: SHISEIDO　

Artist: SUZUKI Yasuhiro

Document: SUZUKI Yasuhiro’s Mitate Laboratory, 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa, 2015

14.5 × 10.5 cm, 120p. with reduced edition of 

Mitate Journal by Four-Frame Cartoon, 

¥ 950 (tax included)

ISBN: 978-4-903205-47-2

Curator: KIBI Kumiko

鈴木康広「見立て」の実験室
SUZUKI Yasuhiro’s Mitate Laboratory
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ARCHITECTURE FOR DOGS 犬のための建築 
Architecture for Dogs

2014.12.6–2015.5.10

本展は、原研哉ディレクションのもと、犬の尺
度で建築を捉え直すことで新たな建築の可能
性を模索する、犬と人間の幸福のための真摯
な建築プロジェクトである。2012年に公式サイ
トがオープンし、世界をリードする建築家・デザ
イナー 13組がデザインした「犬のための建築」
13作品が、フリーダウンロードできる設計図と
共に公開された。公式サイトでは、設計図をも
とに自作した「犬のための建築」の写真を投稿
することができ、インタラクティブな交流の場に
もなっている。2012年にマイアミで最初の展覧
会が開催された後、ロサンゼルス、東京、四川
省への巡回後、本展では、「犬のための建築」
28件31点が、長期インスタレーションルーム、
デザインギャラリーと交流ゾーンにかけて一堂
に展示された。また、東京展で投稿された一般
から選ばれたアイデアを具現化した《すきま椅
子》が日本初公開となったことも大きな話題と
なった。

（立松由美子）

Directed by HARA Kenya, “Architecture for 

Dogs” is an earnest architectural project for 

the happiness of dogs and people alike in 

which new possibilities for architecture are 

explored by looking at it afresh from a ca-

nine scale. At the official website launched 

in 2012, 13 works of “Architecture for Dogs” 
by some of the world’s leading architects 

and designers were made available along 

with downloadable blueprints. People are 

encouraged to take photos of “Architecture 

for Dogs” they have made based on the 

blueprints and upload them to the website, 

which also serves as a space for interactive 

exchanges. After first staging in Miami in 

2012, the exhibition travelled to Los Angeles, 

Tokyo and Sichuan before coming to Kanaz-

awa, where 31 items related to 28 “Architec-

ture for Dogs” projects were displayed in the 

Long-term Project Room, the Design Gallery 

and throughout the Public Zone. In addition, 

Open Chair, which was realized based on 

ideas chosen from among contributions 

from the public at the Tokyo exhibition, was 

presented in Japan for the first time, arous-

ing considerable interest. 

(TATEMATSU Yumiko)

3
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犬のための建築

デザインギャラリー：展示風景

妹島和世《ARCHITECTURE FOR THE BICHON FRISE》

2012年

MDF合板、毛糸 

Φ92.5×38.2 cm

 

ARCHITECTURE FOR DOG

Design Gallery: Installation View

SEJIMA Kazuyo, ARCHITECTURE FOR THE BICHON 

FRISE by KAZUYO SEJIMA for BICHON FRISE, 2012

MDF plywood, wool

collection: HARA DESIGN INSTITUTE, 

NIPPON DESIGN CENTER, INC

courtesy: HARA DESIGN INSTITUTE, 

NIPPON DESIGN CENTER, INC

1, 3. photo: YODA Hiroshi

2. photo: KIOKU Keizo
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2014年12月6日–2015年5月10日

会場：デザインギャラリー、長期インスタレーション

ルーム、交流ゾーン

観覧料：無料

入場者数：271,433人

主催：金沢21世紀美術館 ［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

協力：株式会社日本デザインセンター

企画・ディレクション：原研哉

共同企画：Imprint Venture Lab

出品作家：アトリエ・ワン、伊東豊雄、MVRDV、

隈研吾、コンスタンチン・グルチッチ、妹島和世、

トラフ建築設計事務所、内藤廣、坂茂、藤本壮介、

ライザー＋ウメモト、原デザイン研究所、原研哉

カタログ：『犬のための建築』

TOTO出版、2013年

16.8×21 cm、240p.、3,000円＋税

ISBN: 978-4-88706-336-5

巡回：デザイン・マイアミ

（2012 年12月5日–9日、アメリカ・マイアミ）、

ロングビーチ・ミュージアム

（2013年6月20日–9月1日、アメリカ・ロサンゼルス）、

TOTOギャラリー・間（2013年10月25日–12月21日、東京）、

ZHIアート・ミュージアム

（2014年7月21日–9月20日、中国・四川省）、

上海ヒマラヤ美術館3F

（2015年8月8日–10月11日、中国・上海）

コーディネーター：立松由美子

関連企画

◇オープニングトークイベント：Architecture for ［ ］

「何か」のための建築

出演：石上純也×原研哉

（2014年12月6日、レクチャーホール）

◇絵本を読もう（2015年2月7日、4月26日）

◇金沢ナイトミュージアム2015 北陸新幹線開業

記念ワークショップ「犬のための建築」をつくろう：

講師：三澤遥、原デザイン研究所スタッフ

（2015年3月14日、会議室1）

◇金沢21世紀美術館友の会 会員限定イベント 

夕暮れおしゃべりツアー

（2015年3月20日、ツアー担当：黒澤浩美）

2014.12.28 –2015.5.10

Venue: Design Gallery, Long-Term Project Room,

Pubric Zone

Ticket Price: Free

Number of visitors: 271,433

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

In Cooperation with: Nippon Design Center, Inc.

Planning & direction: HARA Kenya

Co-Foundes by: Imprint Venture Lab

Artists: Atelier Bow-Wow, ITO Toyo, MVRDV, 

KUMA Kengo, Konstantin GRCIC, 

SEJIMA Kazuyo, Torafu Architects, 

NAITO Hiroshi, BAN Shigeru, FUJIMOTO Sou, 

Reiser + Umemoto, Hara Design Institute, 

HARA Kenya

Catalogue: ARCHITECTURE FOR DOGS

16.8 × 21 cm, 240p., ¥3,000 + tax

ISBN: 978-4-88706-336-5

Traveling to:

Design Miami (2012.12.5–12.9),

Long Beach Museum of Art (2013.6.20–9.1), 

TOTO GALLERY・MA (2013.10.25 –12.21), 

ZHI ART MUSEUM (2014.7.21–9.20), 

Shanghai Himalayas Museum 3F 

(2015.8.8–10.11)

Coordinator: TATEMATSU Yumiko

ARCHITECTURE FOR DOGS 犬のための建築
Architecture for Dogs 
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同時代の美術を対象とする金沢21世紀美術
館も開館してから10年が経ち、これを機に「ザ・
コンテンポラリー」と題して改めて美術の今を
問い直す3つの展覧会を開催することとなった。
その第一弾として本展では日本に焦点をあて、
主に2000年以降に活躍する作家10人（組）を
紹介した。キーワードは「関係性」「日常」「メ
ディア」「ヴァナキュラー」。日本はいま、自動車
産業や建設業といった工業を中心とする社会
からサービス業や情報産業へ軸足を移した社
会へと変化してきている。また、少子高齢化や
地方の疲弊の進行、孤独死の増加といった新た
な社会問題が生まれる中で、その緩和や解消の
方法のひとつとして「つながり」をつくろうとす
る試みや、「地域」の魅力を再評価しようとする
動きも強まっている。一方、SNSやスマートフォ
ンによる常時接続の普及など個人メディアが
刻 と々発達と進化を遂げる時代でもある。本展
ではこのような今の日本の姿を「ポスト工業化
社会」という言葉で表し、こうした時代に生きる
10人（組）の作品を通じて、今の美術を探った。

（鷲田めるろ）

With ten years having passed since 21st 

Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa opened with a mission to present 

contemporary art, we took the opportunity 

to take a fresh look at the current state of art 

by holding three exhibitions under the title 

“The Contemporary.” This exhibition, the first 

in this series, focused on Japan and featured 

10 artists and artist groups principally active 

since 2000. The exhibition’s key words were 

“relationship,” “everyday,” “media,” and 

“vernacular.” Today, Japan has achieved a 

transition from an industrial society produc-

ing cars and buildings to a post-industrial 

society providing services and information. 

New problems have also emerged̶an ag-

ing population and declining birthrate, the 

hollowing out of rural regions, and growing 

numbers of solitary deaths. To alleviate or 

resolve such problems, attempts are being 

made to build “relationships” among people 

and to rediscover the attractive features of 

rural “vernacular.” Meanwhile, it has become 

an age of proliferating personal media, char-

acterized by smart-phones and “always-on 

connection” to online social networking. Us-

ing the term “post-industrial” to describe the 

Japan of today, we explored the art of now 

through works by 10 artists/artist groups 

who live and work in these times. 

(WASHIDA Meruro)
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展示室8：展示風景

金氏徹平

展示室12：展示風景

三瀬夏之介

展示室14：展示風景

スプツニ子！《ムーンウォーク☆マシン、セレナの一歩》 2013年

Gallery 8: Installation view

KANEUJI Teppei

Gallery 12: Installation view

MISE Natsunosuke

Gallery 14: Installation view

Sputniko!, The Moonwalk Machine—Selena’s Step, 2013 

2, 3. 

金沢21世紀美術館蔵

collection: 21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa

1–3. photo: KIOKU Keizo
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ザ・コンテンポラリー 1　The Contemporary 1

われらの時代：ポスト工業化社会の美術
In Our Time: Art in Post-industrial Japan

2015.4.25 –8.30
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2015年4月25日–8月30日　

会場：展示室7–14、プロジェクト工房、

長期インスタレーションルーム（展示期間5/26–9/6）、

デザインギャラリー（展示期間5/26 –11/15）

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／

小中高生＝400円／65歳以上＝800円

入場者数：133,960人

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

協力：アンビック株式会社

出品作家：大久保あり、金氏徹平、宇川直宏、

小金沢健人、泉太郎、三瀬夏之介、束芋、

スプツニ子！、八木良太、

アルマ望遠鏡プロジェクト

（国立天文台＋PARTY＋Qosmo＋Epiphany Works）

カタログ：

『われらの時代：ポスト工業化社会の美術』

金沢21世紀美術館、2015年

21×14.8 cm、148p.、1,600円＋税

ISBN: 078-4-903205-50-2

巡回なし

企画統括：中田耕市、鷲田めるろ

キュレーター：黒澤浩美、立松由美子、高橋律子、

内呂博之、中田耕市、鷲田めるろ、北出智恵子、

米田晴子

関連企画

◇泉太郎《無題候補（虹の影が見えない）》制作

（一般公募の出演者300名との撮影）

（2015年4月19日、展示室11）

◇プレイベント：スプツニ子！×宇川直宏

「DOMMUNE: THE 100 JAPANESE

CONTEMPORARY ARTISTS」、七尾旅人

「DOMMUNE：ALTERNATIVE ZTREAMING」LIVE

（2015年4月24日、レクチャーホール）

◇出品作家によるギャラリー・トーク：

大久保あり、金氏徹平、小金沢健人、泉太郎

（2015年4月25日、展覧会場）

◇アーティスト・トーク：

三瀬夏之介「『日本の絵』、

そして 『東北画は可能か?』について」

（2015年6月13日、レクチャーホール）

◇金沢21世紀美術館友の会 会員限定イベント 

夕暮れおしゃべりツアー

（2014年6月13日、ゲスト：三瀬夏之介、ツアー担当：内呂博之）

◇絵本を読もう（2015年6月20日、8月8日）

◇大久保あり「争点の再現」 公開制作、そして目撃者

（2015年6月27日、広場）

出演：大久保あり、ほか

◇レクチャー：平松正顕（国立天文台）

《ALMAMUSIC BOX：死にゆく星の旋律》

（2015年8月25日、レクチャーホール）

◇小学生ワークショップ：

《ALMA MUSIC BOX：死にゆく星の旋律》

（2015年8月25日、キゴ山天体観測センター）

2015.4.25– 8.30 

Venue: Gallery 7–14, Long-Term Project Room, 

Design Gallery, Project Room

Ticket Price: Adult = ¥1,000, University = ¥800, 

Elem/JH/HS = ¥400, 65 years old = ¥800

Number of visitors: 133,960

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

In Cooperation with: AMBIC Co.,Ltd

Artists: OOKUBO Ari, KANEUJI Teppei, 

UKAWA Naohiro, KOGANEZAWA Takehiko, 

IZUMI Taro, MISE Natsunosuke, Tabaimo, 

SUPTNIKO!, YAGI Lyota, 

ALMA Telescope Project

Catalogue: 

In Our Time: Art in Post Industrial Japan,

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa, 2015

21 × 14.8 cm, 148p., ¥1,600 + tax

ISBN: 078-4-903205-50-2

Coordinators: NAKATA Koichi, WASHIDA Meruro

Curators: KUROSAWA Hiromi, 

TATEMATSU Yumiko, TAKAHASHI Ritsuko, 

UCHIRO Hiroyuki, NAKATA Koichi, 

WASHIDA Meruro, KITADE Chieko, 

YONEDA Seiko

ザ・コンテンポラリー1   われらの時代：ポスト工業化社会の美術　
The Contemporary 1  In Our Time: Art in Post-industrial Japan
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「誰が世界を翻訳するのか」※は、異なる文化
に立脚した現代美術作家たちが、自らが属する
共同体を取り巻く世界の有り様をどのように捉
え、伝えていこうとしているのかについて、「翻
訳」をキーワードに読み解こうという試みであっ
た。美術の領域に現れる作品は、「ABC」や「あ
いうえお」といった決まった記号（コード）による
表現とは異なり、さまざまな素材や方法を自由
に組み合わせることで曖昧でユニークな表現を
可能にしている。また、グローバル化によって異
文化間を「移動」「横断」していくことが常態化
している人々にとって、国家民族、あるいは個人
間の関係性が流動的であることにも着目して、
本展ではこれまでに描かれた歴史や価値観の
見直しを文化人類学の視点も交えて考察し、文
化（作品）が世界を翻訳することを見届ける試み
としたものである。

※「誰が世界を翻訳するのか」は、同名の書籍『だれが世界を
翻訳するのか』（真島一郎（編著）、人文書院、2005年） に借りた。

（黒澤浩美）

“Who interprets the world?”* was an attempt 

to discern using the key word “interpret” how 

contemporary artists rooted in different cul-

tures see and convey the state of the larger 

world beyond their community. Works of art 

are created by freely combining a wide range 

of materials and methods. They are unique 

and ambiguous and cannot be reduced to 

signs interpretable using simple A-B-C or 

other codes. As well, noting how in a glo-

balized world, “moving” and “crossing over” 
between cultures is normal and relationships 

among nations, peoples and individuals are 

increasingly fluid, this exhibition was also an 

attempt to consider afresh including cultural 

anthropological perspectives the re-exami-

nation of existing historical perspectives and 

social values, and to assure ourselves that 

culture (artworks) interprets the world.

 
*The exhibition title “Who interprets the world?” is a trans-

lation of the title of the book Qui traduit le monde? (Jimbun 

Shoin, 2005) edited by MAJIMA Ichiro 

(KUROSAWA Hiromi)

21 3

ザ・コンテンポラリー 2　The Contemporary 2

誰が世界を翻訳するのか
Who interprets the world? 

2015.9.19–12.13

手前：エル・アナツイ《空っぽの器》 2015年

スチール、銅線

H104.5×W388×D139 cm

奥：エル・アナツイ《パースペクティブス》 2015年

瓶のキャップ（アルミニウム）、銅線

H1185×W1140×D53 cm

ペドロ・レイエス《人々の国際連合 武装解除時計》 2013年

溶接された金属のスクラップ、機械部品

H243.8×W243.8×D271.3 cm

照屋勇賢《遥か遠くからの未来より》 2015年

麻、着色顔料

H168×D140 cm

foreground: El Anatsui, Empty Vessel, 2015

steel, copper wire

back: El Anatsui, Perspectives, 2015

bottle caps (aluminum), copper wire

Pedro Reyes, pUN—Disarm Clock, 2013

welded scrap metal, mechanical parts

TERUYA Yuken, Parade from far far away, 2015

linen, color pigment

1–3.

金沢21世紀美術館蔵

collection: 21st Century Museum of Contemporary   

Art, Kanazawa

photo: KIOKU Keizo

1. 

2.

3.

1. 

2.

3.
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2015年9月19日–12月13日

会場：展示室7–12、14

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／

小中高生＝400円／65歳以上の方＝800円

入場者数：190,158人　

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

助成：公益財団法人 野村財団

協賛：株式会社ユニオン、株式会社メープルハウス

協力：シンガポール航空カーゴ、アエロメヒコ航空、

株式会社ライブアートブックス、

ライトアンドリヒト株式会社

後援：外務省、在日メキシコ大使館、

ポーランド広報文化センター

出品作家：アルトゥル・ジミェフスキ、

ジャナーン・アル＝アーニ、エル・アナツイ、 

イザベル&アルフレド・アキリザン、シルパ・グプタ、
邱志杰（チウ・ジージエ）、リクリット・ティラヴァニ、

スサンタ・マンダル、照屋勇賢、ザイ・クーニン、

ペドロ・レイエス

カタログ：

『ザ・コンテンポラリー 2　誰が世界を翻訳するのか』

マイブックサービス、2014年

23.7×32 cm、135p.、3,780円（税込）

ISBN: 978-4-903205-28-1

巡回なし

企画・構成：黒澤浩美

関連企画

◇アーティスト・トーク：スサンタ・マンダル

（2015年9月19日、レクチャーホール）

◇ワークショップ

「アキリザンとワークショップここからあそこへ」

（2015年9月19日–21日、プロジェクト工房）

◇レクチャーシリーズ Session 1：真島一郎 

「いのちの壁 いのちの通路ーふたたび翻訳を問う」

（2015年10月16日、レクチャーホール） 

◇レクチャーシリーズ Session 2：川口幸也

「エル・アナツイ、足もとの歴史をかたる」

（2015年10月17日、レクチャーホール）

◇レクチャーシリーズ Session 3：鈴木裕之

「結婚を通してアフリカとつながる̶家族、音楽、

そして人類のこと」（2015年10月18日、レクチャーホール）

◇絵本を読もう（2015年11月21日）

◇金沢21世紀美術館友の会 会員限定イベント

夕暮れおしゃべりツアー

（2015年11月27日、ツアー担当：黒澤浩美）

◇人々の国連総会［公開ワークショップ］

（2014年12月5日、12月6日、展示室11）

◇アーティスト・トーク：ペドロ・レイエス

（2014年12月6日、展示室11）

2015.9.19 –12.13

Venue: Gallery 7–12, 14

Ticket Price: Adult = ¥1,000, University = ¥800, 

Elem/JH/HS = ¥400, 65 and over = ¥800

Number of visitors: 190,158

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Grants from: Nomura Foundation

Sponsored by: UNION CORPORATION, 

MAPLE HOUSE

Supported by: Singapore Airlines Cargo, 

Aeromexico, Live Art Books, Light and Licht Ltd.

In Cooperation with: Ministry of Foreign 

Affairs of Japan, Embassy of Mexico in Japan,

Instytut Polski Tokio

Organized by: 21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa (Kanazawa Art 

Promotion and Development Foundation)

Artists: El Anatsui, Qui Zhijie, Pedro Reyes, 

Isabel and Alfred Aquilizan, Shilpa Gupta, 

Susanta Mandal, Artur Zmijewski, 

Jananne Ai-Ani, Teruya Yuken, Zai Kuning,

Rirkrit Tiravanija 

Catalogue: The Contemporary 2

Who interprets the world?

My Book Service Ine., 2014

23.7 × 32 cm, 135p., ¥3,780 (tax included)

ISBN: 978-4-903205-28-1

Curator: KUROSAWA Hiromi

ザ・コンテンポラリー 2　誰が世界を翻訳するのか
The Contemporary 2   Who interprets the world?
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「ザ・コンテンポラリー」第3弾となる本展の
アーティスト、BCLは、いま急速に成長するバ
イオテクノロジーや人工知能産業によって不死
やキメラが不気味な現実感を帯びてきた感覚
や、「生と死」「性差」といった旧来の美術史の
主題が根底から覆えされつつあるという認識
を、インターネットやゲノム編集、人工知能を媒
介に多くの協働者とともにつくりあげ問い直す
「Ghost in the Cell：細胞の中の幽霊」という一
連のプロジェクトを提案した。プロジェクトは4

月末からのDNAの共同編集と、7月末のハッカ
ソン、9月中旬 か ら の 展覧会という3部から構
成された。約1年にわたる会期中、人工知能が
プロ棋士の世界王者を打ち負かしたり、iPS細
胞の角膜移植の臨床試験が進展したりするな
ど情報工学と生命工学の日々の技術革新をめ
ぐる現在の社会状況や、SNS上での5万以上の
情報共有が、プロジェクトに刻々と重層的な意
味と現実味を与え、参加者や来場者の身体感
覚や価値観を未来への不安を伴って揺さぶった。

（髙橋洋介）

For this exhibition, the third in the series 

entitled “The Contemporary,” artist collective 

BCL proposed a series of projects under the 

title “Ghost in the Cell” in which̶working 

with numerous collaborators via the Internet, 

genome editing and artificial intelligence

̶they would explore and question anew the 

sense that immortality and chimeras have 

taken on an ominous sense of reality due 

to the rapid growth of the biotechnology 

and artificial intelligence industries and the 

perception that such time-honored themes 

of art history as “life and death” and “sexual 

difference” are being turned upside down. 

Consisting of three parts, the projects in-

volved the co-editing of DNA starting in 

late April, a “hackathon” in late July, and an 

exhibition in mid September. Regular tech-

nological innovations in information science 

and biotechnology over the roughly one-year 

course of the projects, during which an AI 

beat a world champion professional go play-

er and progress was made in clinical studies 

of retinal iPS transplants, as well as the 

sharing of information by over 50,000 SNS 

users gave the projects a sense of reality 

and meaning on multiple levels, shaking the 

physical senses and values of participants 

and visitors and making them anxious about 

the future. 

(TAKAHASHI Yohsuke)

31
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ザ・コンテンポラリー 3　The Contemporary 3 

Ghost in the Cell：細胞の中の幽霊
BCL: Ghost in the Cell

2015.4.26 –2016.3.21

BCL＋セミトランスペアレント・デザインによる

「Ghost in the Cel」のグラフィック・デザイン

展示室13：展示風景

BCL《Ghost in the Cell》 2015年

ヒトiPS細胞由来心筋細胞、インキュベーター、カメラ、

光学顕微鏡、4Kモニター、無指向性スピーカー、

プロジェクター、蓄光糸など 

サイズ可変

BCL《Ghost in the Cell》 2015年

ヒトiPS細胞由来心筋細胞の顕微鏡写真

ψ  20–25  μm

BCL + Semitransparent Design, Ghost in the Cell, 2015

© Crypton Future Media, INC. 

Gallery13: Installation view 

BCL, Ghost in the Cell, 2015

human iPS-cell-derived cardiac muscles, incuvator, 

camera, microscope, 4k-monitor, omni-directional 

speaker, projector, luminescence strings etc. 

dimensions variable

BCL, Ghost in the Cell, 2015

Human iPS-Cell-Derived Cardiac Muscles

ψ  20–25  μm

1. 

2.

3.

1. 

2.

3.
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2015 年4月26日–2016年3月21日

プロジェクト構成：

1. DNA共同編集イベント「hmDNA Project」

（2015年4月26日–7月26日、APIアプリケーション、

http://hmdna.bcl.io/view/）

2. 開発イベント「Bio Art Hackathon」

（2015年7月24日–26日、プロジェクト工房、レクチャーホール）

3. 展覧会「Ghost in the Cell：細胞の中の幽霊」

（2015年9月19日–2016年3月21日、展示室13）

4. 展覧会「Behind Ghost in the Cell」

（2016年1月22日–1月24日、市民ギャラリー A）　

※「Bio Art Hackathon」のプレゼンテーションを含む。

主催：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社、

共催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

協力：metaPhorest／早稲田大学岩崎秀雄研究室、

GEUDA一般社団法人、secca inc

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／

小中高生＝400円／ 65歳以上の方＝800円

※展覧会「Ghost in the Cell：細胞の中の幽霊」

（2015年9月19日–2016年3月21日、展示室13）

※「ザ・コンテンポラリー2 誰が世界を翻訳するのか」

「生誕百年記念 井上有一」との共通観覧券

入場者数：327,705人　

※「ザ・コンテンポラリー２ 誰が世界を翻訳

するのか」「生誕百年記念 井上有一」との共通

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

特別協力：

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社3. のみ

協賛：イワン・プピレフ

協力：metaPhorest／早稲田大学岩崎秀雄研究室、

sonihouse、株式会社Qosmo、 

Semitransparent Design

出品作家：BCL

企画・構成：髙橋洋介

関連企画

◇絵本を読もう（2015年12月5日）

2015.4.26–2016.3.21 

(Exhibition: 2015.9.18 –2016.3.21)

Venue: Gallery 13, Project Room, ARI Application

Ticket Price: Adult = ¥1,000, University = ¥800

Elem/JH/HS = ¥400, 65 and over = ¥800

*including admission to the “Who interprets the 

world” and “A centennial Exhibition INOUE Yuichi”

Number of visitors: 327,705

*including visitors to the “Who interprets the world?” 

and “A centennial Exhibition INOUE Yuichi”

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Special Supported by Crypton Future Media, INC.

Bio Art Hackathon: Supported by metaPhorest / 

Hideo Iwasaki Lab, Waseda University, 

GEUDA General Incorporated Association, 

secca inc

Exhibition: Supported by metaPhorest / 

Hideo Iwasaki Lab, Waseda University, 

sonihouse, Qosmo, Inc., Semitransparent Design 

Sponsored by Ivan Poupyrev

Aritist: BCL

Curator: TAKAHASHI Yohsuke

ザ・コンテンポラリー 3   Ghost in the Cell：細胞の中の幽霊
The Contemporary 3   BCL: Ghost in the Cell
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生誕百年記念  井上有一 
A Centennial Exhibition  INOUE Yuichi

2016.1.2– 3.21

戦後の日本現代美術を代表する井上有一
（1916 –1985年）の生誕百年を記念する大回顧
展として、初期から晩年まで200点を超える代
表作によって井上有一芸術の核心に迫った。出
品作品は、抽象書「作品」シリーズ（1955年）、
初期の代表作《愚徹》（1956年）、ボンドや凍ら
せた墨など、素材と描法に工夫を凝らした《好》
《母》《風》などの60年代、思想と生き様の一
致した《貧》などの70年代、また70年代末から
80年代へと晩年に向かい豊かな世界を形成し
た 《鳥》 《月》 《刎》 《鷹》 など一字書の代表作
が並んだ。さらに戦争の悲惨さを自らの体験に
よって作品化した《東京大空襲》 《噫横川國民
學校》などの多文字書、語りながら書いた 「言
葉書」シリーズの《草野心平詩 蛙誕生祭》 《宮
沢賢治童話 よだかの星》などのコンテや鉛筆、
木炭による書、死に向き合って制作された《宮
沢賢治童話 なめとこ山の熊》、臨書《顔氏家廟
碑》 《上》、また絶筆ともいえる《心》も展示され、
有一が生涯こだわった型破りで自由な書の世
界を展覧することができた。

（秋元雄史）

A Centennial Exhibition: INOUE Yuichi 

was a large-scale retrospective marking 

the birth 100 years before of Inoue Yuichi 

(1916 –1985), one of Japan’s most important 

postwar artists. Going to the core of Inoue’s 

art through more than 200 of his most nota-

ble works from his early to late periods, the 

exhibition featured the abstract calligraphy 

series “Work” (1955) as well as his foremost 

early-period work Gutetsu (1956), and works 

of the 1960s such as Kō (Fond), Haha (Mother), 

and Kaze (Wind) created using innovative 

materials and methods of his own invention 

including, glue and frozen ink. The exhibition 

then moved to Inoue works of the 1970s 

that reflect the mind in accord with lifestyle, 

such as Hin (Poverty), and final period works 

of the late 1970s and ’80s, such as Tori (Bird), 

Tsuki (Moon), Fun (Behead), and Taka (Hawk). 

The exhibition highlighted the varying styles 

for which Inoue is known, his single-charac-

ter calligraphy, but also his multi-character 

pieces recalling his experience of the horror 

of war, Tokyo-daikūshū (Tokyo Bombing) and 

Ah Yokokawa Kokumin-gakkō (Ah, Yokoka-

wa National School!) His kotobagaki (word 

works) in which he spoke the word as part of 

the creative action was also featured: works 

such as Kaeru Tanjō-sai and Yodaka-no-hoshi 

rendered in conté pencil, pencil, or carbon. 

Nametokoyama no Kuma (The Bears of Na-

metoko Mountain) and his rinsho (free-hand 

copies) of the classics Yan Qingli Stele and 

Jō,as well as his final piece, Kokoro (Mind) 

were also shown. Through works represent-

ing every stage his career, the exhibition will 

explored the world of free, unconventional 

calligraphy to which Inoue Yuichi remained 

committed throughout his life. 

(AKIMOTO Yuji)

1

32

展示室7：展示風景

展示室11：展示風景

展示室7前：展示風景

Gallery 7: Installation View

Gallery 11: Installation View

The Corridor in front of Gallery 7: Installation View

1–3. photo: WATANABE Osamu

1. 

2.

3.

1. 

2.
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2016年1月2日–3月21日

会場：展示室7–12、14

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／

小中高生＝400円／ 65歳以上の方＝800円

入場者数：137,547人　

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

助成：一般財団法人 世界紙文化遺産支援財団 紙守

協力：京都国立近代美術館、

株式会社ウナック トウキョウ

出品作家：井上有一 

カタログ：『井上有一 1955–1985』

一般財団法人 世界紙文化遺産支援財団 紙守、

2016年

29.8×23.5 cm、395p.、3,000円＋税

ISBN: 978-4-9908732-0-2 

巡回なし

企画・構成：秋元雄史

関連企画

◇連続オープニング・レクチャー：

Session1 海上雅臣

「井上有一を語る：書は万人の芸術である」、

Session2 栗本高行

「井上有一作品の魅力を読み解く―オブジェ、

キャラクター、オノマトペ―」

（2016年1月9日、レクチャーホール）

◇金沢21世紀美術館友の会 会員限定イベント 

夕暮れおしゃべりツアー 

（2016年1月29日、ツアー担当：秋元雄史）

◇芳賀徹×海上雅臣 井上有一生誕百年記念対談

（2016年2月13日、レクチャーホール）

◇井上有一生誕百年茶会：席主：海上雅臣、

楽只会海上宗楽（2016年2月14日、松涛庵）

◇ワークショップ

「大きな筆・大きな文字 井上有一に挑戦！」：

講師：北見音丸（2016年2月28日、プロジェクト工房）

◇レクチャー：今福龍太

「〈筆〉と〈踏み手〉─井上有一と宮沢賢治」

（2016年3月13日、レクチャーホール）

2016.1.2–3.21

Venue: Gallery 7–12, 14

Ticket Price: Adult = ¥1,000, University = ¥800, 

Elem/JH/HS=¥400, 65 and over=¥800

Number of visitors: 137,547

Organized by: 

21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa (Kanazawa Art

Promotion and Development Foundation)

Grant from: General Incorporated Foundations 

World Paper Heritage Support Foundation 

KAMIMORI

In cooperation with: The National Museum of 

Modern Art, Kyoto, UNAC TOKYO

Calalogue: 

A Yu-ichi Inoue Retrospective 1955–1985

General Incorporated Foundations World Paper 

Heritage Support Foundation KAMIMORI, 2016

29.8 × 23.5 cm, 395p., ¥3,000 ＋ tax

ISBN: 978-4-9908732-0-2 

Artist: INOUE Yuichi 

Curator: AKIMOTO Yuji

生誕百年記念   井上有一
A Centennial Exhibition   INOUE Yuichi
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本展は「あなたが物語と出会う場所」をテー
マとし、金沢21世紀美術館のコレクションを中
心に13点の作品を紹介した。人は古くから様々
な物語を作り出してきた。自然界の物や身の周
りの道具といった暮らしに身近な存在、また宗
教、宇宙や歴史といった、私たちを創り出した
大きな時間や空間からもたくさんの物語が生ま
れている。美術もそれに寄り添い、いくつかの
物語を作品として表現してきた。何かの物語が
込められている作品が展示されている一方で、
見る側が展示された作品やその置かれた空間
から自分だけの物語を紡ぎ出す場合もある。
島々のように点在する7つの展示室（恒久展示の
アニッシュ・カプーア《L’Origine du monde》を含む）
を巡りながら、作品と出会うことによって、自分
のこころの中にどんな物語が生まれるのだろう
か。私たちにとっての現在（いま）を問いかける
機会として、自分の作る物語はそこにある作品
に向き合うことで変化し、これまで自分ですら気
づかなかった新たな思考へと繋がっていくこと
を狙いとした。

（立松由美子）

This exhibition, which took as its theme 

“Where you meet with narratives,” featured 

13 works, mostly from the 21st Century 

Museum of Contemporary Art, Kanazawa’s 

collection. Since ancient times, people have 

created various narratives. Numerous narra-

tives have emerged both from things familiar 

to us as part of our everyday lives, such as 

natural and manmade objects, and from the 

vast space and time that have created us, 

such as religion, the universe and history. 

Alongside these, art has also presented a 

range of narratives as artworks. Some of the 

artworks on display had narratives woven 

into them, while others required viewers to 

weave their own narratives based on the 

work and the space in which it was installed. 

As we wandered through the seven galler-

ies (including Anish Kapoor’s permanent 

exhibit L’Origine du monde) set out like the 

islands of an archipelago and encountered 

the artworks, what kinds of narratives arose 

in our minds? The aim of this exhibition was 

to provide an opportunity for us to ques-

tion our own present (now), resulting in the 

narratives we create ourselves changing 

through our encounters with the artworks 

and prompting new ways of thinking that we 

had not imagined possible. 

(TATEMATSU Yumiko)

3

2

1

大巻伸嗣

《Echoes-Crystallization》 2015年

水晶、修正液／アクリル板

H360×W360 cm

藤浩志

《Happy Paradies（ハッピー・パラダイズ）》 2015年

ミクスト・メディア

サイズ可変

小沢剛

《金沢七不思議》 2008年

和紙、木、電球、蝋、墨、FRP、羊毛、綿、セラミック

サイズ可変

OHMAKI Shinji

Echoes-Crystallization, 2015

crystal powder, white-out, acrylic plate

H360 ×  W360 cm

FUJI Hiroshi

Happy Paradies, 2015

mixed media 

dimensions variable

OZAWA Tsuyoshi

The Seven Wonders of Kanazawa, 2008

Japanese paper, wood, light bulb, wax, Chinese ink, 

FRP, wool, cotton, ceramic

dimensions variable 

1–3. 

金沢21世紀美術館蔵

collection: 21st Century Museum of Contemporary

Art, Kanazawa 

photo: KIOKU Keizo

1. 

2.

3.

1. 

2.

3.

 

コレクション展 1

あなたが物語と出会う場所
Collection 1  Where you meet with narratives

2015.5.26 –11.15
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2015年5月26日–11月15日

会場：展示室 1– 6

観覧料：一般＝360円／大学生＝280円／

小中高生＝無料／65歳以上の方＝280円　

入場者数：133,960人

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

協賛：あめの俵屋、尾山神社、金沢神社、

グリル オーツカ、西福寺、佛子園、蓮昌寺

出品作家：できやよい、藤浩志、大巻伸嗣、小沢剛、

中村錦平、イ・ブル

 

カタログなし

巡回なし

企画・構成：立松由美子

関連企画

◇ギャラリートーク：

立松由美子（2015年6月13日、7月11日）

野中祐美子（2015年8月8日、9月12日、10月10日）

◇絵本を読もう（2015年7月11日）

◇金沢21世紀美術館友の会 会員限定イベント

夕暮れおしゃべりツアー

（2015年8月29日、朗読：西本浩明、ツアー担当：立松由美子）

◇アーティスト・トーク：小沢剛「金沢での不思議」

（2015年10月30日、レクチャーホール）

◇アーティスト・トーク：中村錦平「わが〈現代陶芸〉

の半世紀金沢／カリフォルニア／東京焼／

日本趣味解題／メタセラミックス」

（2015年10月24日、レクチャーホール）

◇かえっこバザール in まるびぃ

（2015年10月3日、10月10日、10月17日、10月24日、授乳室前）

2015.5.26–11.15

Venue: Gallery 1 –6 

Ticket Price: Adult = ¥360, University = ¥280, 

Elem/JH/HS = Free, 65 and over = ¥280

Number of visitors: 133,960

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Supported by: BUSSI-EN GROUP, Grill Otsuka, 

Kanazawa-Jinja Shrine, Oyama-Jinja Shrine, 

Renshoji Temple, Saifukuji Temple, 

Tawaraya Malt Sugar Candy Shop

Artists: DEKI Yayoi, FUJI Hiroshi, LEE Bul, 

NAKAMURA Kimpei, OHMAKI Shinji, 

OZAWA Tsuyoshi

Curator: TATEMATSU Yumiko

コレクション展1  あなたが物語と出会う場所　
Collection 1   Where you meet with narratives
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本展では、当館が開館10周年を迎えるまで
に収集してきたコレクションの中から、初公開
や久々の展示となる作品を中心に、6作家6作
品を厳選して展観した。いつの時代において
も、私たちの周りにある物質や思想は変化ある
いは崩壊し、それらが再生もしくは再構築される
ことによって新たな価値が生み出される。その
繰り返しによって私たちは成長し、また物質的も
しくは精神的な豊かさを求めて未来へと歩んで
ゆけるのかもしれない。美術においては、過去
や現在の既成の芸術概念や形式を否定し、破
壊することによって、それまでに存在し得なかっ
た新しい価値を創造してきた歴史がある。例え
ば破壊された物質を作家独自の視点から再構
築した美術作品は、その生成のプロセスを想像
し、それをじっくりと観察することによって、作家
の意図や作品自体の物理的な特質をより深く
理解できるのかもしれない。本展では、「歴史」や
「再生」をテーマに、美術作品の成り立ちに焦
点をあて、それらに込められた作家自身が次代
に託したメッセージを探る機会とした。

（内呂博之）

At this exhibition we presented six carefully 

selected works by six artists acquired by the 

museum in the lead up to our 10th anniver-

sary, with a particular emphasis on works 

never previously or only rarely displayed. 

Irrespective of the times, the things and 

ideologies around us change or decay, and 

as a result of their regrowth or reconstruc-

tion new values emerge. Perhaps it is the 

repetition of this cycle that enables us to 

grow and to march into the future in search 

of material or spiritual richness. In the world 

of art, there is a history of people rejecting 

or destroying existing artistic concepts and 

formats, whether of the past or the present, 

and creating new values that could not have 

previously existed. In the case of an artwork 

consisting of broken material reconstructed 

from the artist’s original point of view, for 

example, by imaging its regenerative process 

and carefully observing it, perhaps we can 

gain a deeper understanding of the artist’s 

intentions and of the physical material of the 

artwork itself. By focusing on the origins of 

the artworks concerned, this exhibition with 

its themes of “history” and “regrowth” pro-

vided an opportunity to consider the mes-

sages incorporated into the works by the 

artists for the benefit of future generations. 

(UCHIRO Hiroyuki)

1 2 3

コレクション展 2

歴史、再生、そして未来
Collection 2　History, Regrowth, and Future

2015.11.28 –2016.5.8

展示室6： 展示風景

三瀬夏之介

上：《日本の絵 ～執拗低音～》 2015年

雲肌麻紙、白麻紙、青墨、胡粉、金箔、アクリル、ハトメ、印

刷物

H346×W940 cm

下：《日本の絵 ～執拗低音～》 2015年

和紙、青墨、胡粉、銀箔、アルミ箔、ハトメ

H347×W924 cm

青野文昭《なおす・代用・合体・連置「震災後亘理町荒浜で

収拾した部屋―壁画の復元」》 2013年

ミクスト・メディア、H220×W134×D89 cm

ヤノベケンジ《ビバ・リバ・プロジェクト ―スタンダ―》

2001年

真鍮、アルミ、ガイガーカウンター、モーター、ライト

ボックス、写真、他

H300×W200×D200 cm

Gallery 6: Installation view

MISE Natsunosuke

upper: Painting of Japan ̶basso ostinato̶ , 2015

kumohadawashi, shiromasi (Japanese paper), 

seiboku (grey ink), whiting gold, acrylic, grommet, 

printed material

H346 × W940 cm

lower: Painting of Japan ̶basso ostinato̶ , 2015

Japanse paper, seiboku (grey ink), whiting, silver leaf, 

aluminium foil, grommet

H347 × W924 cm

AONO Fumiaki, Restoraition/Substitution/Coalescence/

Connection(the room which was collected from 

Arahama Watari, after the Great East Japan Earthquake-

Restoration of the wall surface), 2013

mixed media

YANOBE Kenji, VIVA, REVIVAL PROJECT: STAND-UP, 

2001

brass, aluminum, geiger counter, motor, lightbox, 

photograph, etc.

1–3. 

金沢21世紀美術館蔵

collection: 21st Century Museum of Contemporary Art,

Kanazawa 

photo: KIOKU Keizo

1. 

2.

3.

1. 

2.

3.
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2015年11月28日–2016年5月8日

会場：展示室 1–6

観覧料：一般＝360円／大学生＝280円／

小中高生＝無料／ 65歳以上の方＝280円　

入場者数：96,580人

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

出品作家：角永和夫、藤井一範、青野文昭、

ミカ・ターニラ、ヤノベケンジ、三瀬夏之介

カタログなし

巡回なし

企画・構成：内呂博之

関連企画

◇ギャラリートーク：内呂博之

（2016年1月9日、2月13日、3月12日、4月9日）

◇ワークショップ：「和紙と墨とナツノスケに挑戦！」

（2016年1月24日、プロジェクト工房）

◇ワークショップ&トークセッション：青野文昭
「未来への彫刻」（2016年1月31日、キッズスタジオ）

2015.11.28– 2016.5.8

Venue: Gallery 1–6 

Ticket Price: Adult = ¥360, University = ¥280, 

Elem/JH/HS = Free, 65 and over = ¥280

Number of visitors: 96,580

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Artists: KADONAGA Kazuo, FUJII Kazunori, 

AONO Fumiaki, Mika TAANILA, YANOBE Kenji, 

MISE Natsunosuke

Curator: UCHIRO Hiroyuki

コレクション展 2  「歴史、再生、そして未来」　
Collection 2   History, Regrowth, and Future
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1960年代の粟津の活動、64年の序論発表
後、68年に結実した粟津の理論「視覚伝達論」
を軸に、「1. デザイン会議と関連展、日本宣伝
美術協会（日宣美）展（1955–1969年）」、「2. 「ペ
ルソナ」展（1965年）」「3. 「エンバイラメント」と
いう思想と実践」の3つの柱で構成、95点展示。
1では、修復との並行調査から1963年制作のレ
リーフ作品がポスター原画《視点の移動》で同
年日宣美出品作と同定できた事例を始め、粟津
の日宣美出品作品を追跡調査、網羅した。2で
は、粟津の基本モチーフや言葉から成る33点
の印刷作品の他、手書きの展示計画書や77枚
のダイアグラムを初公開した。3では、63年出
雲大社鉄扉のデザインスケッチや記録写真、
66年「ジャパンアートフェスティバル」の巨大壁
画の原画と記録写真、68年日本初の試みである
スライドによるマルチプロジェクション実践（草月
アートセンター）の記録写真も紹介。広告や書籍
等印刷メディアから、壁面や庭等建築の一部、
空間表現、文章へと展開していった粟津のグラ
フィズムを具体例とともに明示した初の展覧会
だった。

（北出智恵子）

Focusing on Awazu’s activities in the 1960s 

and centered on his “Shikaku dentatsu ron” 
(Theory on visual communication), which 

came to fruition in ’68 following the publica-

tion of an introduction in ’64, this exhibition 

consisted of three parts: “1. The World De-

sign Conference and related exhibition and 

the Japan Advertising Artists Club (Nissenbi) 

exhibitions (1955–1969),” “2. The ‘Persona’ 
exhibition (1965)” and “3. Awazu’s ‘envi-

ronments’ concept and practices.” 95 items 

were exhibited. In Part 1, Awazu’s contribu-

tions to the Nissenbi exhibitions were pre-

sented almost in their entirety, including a 

1963 relief on board newly identified through 

research conducted in conjunction with res-

toration work as the original art for the post-

er Shift in Perception shown at that year’s 

Nissenbi exhibition. In Part 2, along with 33 

print works consisting of Awazu’s prototyp-

ical motifs and words, hand-drawn exhibi-

tion plans and 77 diagrams were exhibited 

for the first time. Part 3 included design 

sketches and photographs of his 1963 steel 

gate for the Izumo Shrine, original drawings 

and photographs of the giant mural for the 

Japan Art Festival, and photographs of his 

multiple slide projection, a first for Japan, at 

the Sogetsu Art Center in 1968. This was the 

first exhibition to survey Awazu’s “graphism,” 
which ranged from advertisements, publica-

tions and other print media to walls, gardens 

and other architectural works, spatial expres-

sion and writing, together with examples of 

his work. Later the same year, the document 

of the exhibition was published. 

(KITADE Chieko)

1

2

3

コレクション展 2

粟津潔、マクリヒロゲル2

グラフィックからヴィジュアルへ：粟津潔の視覚伝達論
Collection 2　Awazu Kiyoshi: Makurihirogeru (EXPOSE) 2 “From Graphic to Visual: Awazu Kiyoshi’s Theory on Visual Communication”

2015.11.28 – 2016.5.8

展示室1：展示風景

Gallery 1: Installation view

© AWAZU Yaeko

photo: KIOKU Keizo

1–3. 

1–3.
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2015年11月28日– 2016年5月8日

会場：展示室1 

観覧料：一般＝360円／大学生＝280円／

小中高生＝無料／ 65歳以上の方＝800円

入場者数：96,580人　

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］　

出品作家：粟津潔

ドキュメント：

『美術が野を走る：粟津潔とパフォーマンス／グラ

フィックからヴィジュアルへ：粟津潔の視覚伝達論』

金沢21世紀美術館、2016年

25×21.8 cm、96p.＋2DVDs、2,700円（税込） 

ISBN: 978-4-903205-56-4

巡回なし

企画・構成：北出智恵子

関連企画

◇講演会：原広司「粟津潔と日本の伝統」

（2016年3月5日、レクチャーホール）

モデレーター：林道郎

◇絵本を読もう（2016年4月17日）

2015.11.28–2016.5.8

Venue: Gallery 1

Ticket Price: Adult = ¥360, University = ¥280,

Elem/JH/HS = Free, 65 and over = ¥280

Number of visitors: 96,580

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Are Promotion and 

Development Foundation)

Artist: AWAZU Kiyoshi

Document:

Art Running Wild: Awazu Kiyoshi and 

Performance / From Graphic to Visual: 

Awazu Kiyoshi’s Theory on Visual Communication, 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa, 2016, 

25 × 21.8 cm, 96p. + 2 DVDs,

¥2,700 (tax included)

ISBN: 978-4-903205-56-4

Curator: KITADE Chieko

コレクション展2　粟津潔、マクリヒロゲル2　グラフィックからヴィジュアルへ：粟津潔の視覚伝達論　
Collection 2　Awazu Kiyoshi, Makurihirogeru (EXPOSE)2 From Graphic to Visual: Awazu Kiyoshi’s Theory on Visual Communication
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樫尾聡美は、友禅の伝統を踏まえながら、刷
毛による色挿しやシルクスクリーン等の技法を
駆使して繊細で精密な表現を行う染色作家で
ある。飛行機や電車など日常的なモチーフを取
り入れた、幾何学的な装飾を特徴とする作品の
イメージは、生命の細胞をも連想させ、布を多
層に重ね合わせた立体的なフォルムは、有機的
で生命力あふれる姿で表れる。樫尾は2014年
に展示空間に合わせた天井吊りの作品《あた
ふる》を発表。膨張した細胞がとめどもなく流
れ落ちる「生命の滝」を思わせる、壮大かつ神
秘的な空間を現出させた。その傾向をさらに発
展させるべく、本展のために制作した大作《揺
れる境界》では、身の回りに見られる人工的な
モチーフを配することに加え、目にすることはで
きないが周囲を縦横無尽に飛び回る様々なデ
ジタル情報を可視化することによって、現代の
社会と対峙する個、あるいはその境界において
揺れ動く樫尾自身の繊細な心状を作品全体で
表現した。

（内呂博之）

KASHIO Satomi draws on the Japanese 

yuzen dyeing tradition in creating intricately 

detailed textile artworks using techniques 

such as silkscreen and brushing. Incorpo-

rating such everyday motifs as planes and 

trains, the images in her works are charac-

terized by geometric decorativeness and are 

reminiscent of living cells. The three-dimen-

sional forms created by layering and com-

bining sheets of fabric are organic and full 

of vitality. In 2014 Kashio unveiled Atafuru, a 

ceiling hanging designed specifically for the 

exhibition space in which it was presented. 

The result was a majestic, mystical space 

that called to mind a “waterfall of life” in 

which swollen cells streamed down cease-

lessly. Building on the success of that piece, 

in the work she created for this exhibition, 

Wavering Border, she both arranged exam-

ples of the artificial motifs that are visible 

around us and visualized the array of digital 

information that is invisible yet flies freely 

through our environment. In doing so she 

gave expression to the delicate mental state 

of the individual confronting contemporary 

society, and of Kashio herself as she wavers 

on the boundary between the two. 

(UCHIRO Hiroyuki)

3

2

1

樫尾聡美《揺れる境界》 2015年

綿、ポリエステル、反応染料、樹脂

KASHIO Satomi, Wavering Boader, 2015

cotton, polyester, reactive dyes, resin

1–3. photo: KIOKU Keizo

1–3. 

1–3. 

アペルト 02

樫尾聡美  生命の内側にひそむもの
APERTO 02　KASHIO Satomi: Something That Dwells Inside Life

2015.9.19–2016.1.17 
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2015年9月19日–2016年1月17日

会場：長期インスタレーションルーム

観覧料：無料

入場者数：141,893人

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

出品作家：樫尾聡美

リーフレット：

『樫尾聡美　生命の内側にひそむもの（アペルト 02）』

21×15 cm、6p.（ポストカード付き）、

370円＋税

巡回なし

企画・構成：内呂博之

関連企画：

◇絵本を読もう（2015年10月31日）

◇アーティスト・トーク：

樫尾聡美「間（あわい）を染める」

（2016年1月17日、レクチャーホール）

2015.9.19–2016.1.17 

Venue: Long-Term Project Room

Ticket Price: Free

Number of visitors: 141,893

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Artist: KASHIO Satomi

Leaflet: KASHIO Satomi: Something That Dwells 

Inside Life (APERTO 02)

21 × 15 cm, 6p. with a postcard, ¥370 + tax

Curator: UCHIRO Hiroyuki

アペルト02  樫尾聡美  生命の内側にひそむもの　
APERTO 02　KASHIO Satomi: Something That Dwells Inside Life
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32

1

村正彰「金沢でJunglin’」おぼろげ 
HIROMURA Masaaki: Junglin’ in Kanazawa Indistinct Landscapes

2015.11.21–2016.5.8

2010年より始まった、デザイナー 村正彰
による映像インスタレーションのプロジェクト
「Junglin’ジュングリン」を、金沢の代表的な3

つの風景をモチーフとして、新しい視点で「気
づき」を問いかけることを企図したものである。
新作「おぼろげ」は、私たちが普段どのよう
風景を見ているのか、見落としているものは何
か、「知っている」と思っていた風景は、視点の
少しの変化で簡単におぼろげなイメージになっ
ていることを気づかせ、そのおぼろげな風景
は、絵葉書の写真のような記号的なイメージか
らは遠く離れ、その場所の原始的な姿を見せて
くれる。周辺から本質を見ると未来が見えてく
るというデザイナーの思考プロセスにより、金
沢の風景を読み解いた。

（立松由美子）

For this exhibition, designer HIROMURA 

Masaaki brought his video installation pro-

ject “Junglin’,” which he began in 2010, to 

Kanazawa, questioning “perception” by look-

ing at three representative local landscapes 

from a fresh perspective. 

How do we usually perceive landscapes 

and what is overlooked? In the new work 

O-bo-ro-ge, Hiromura reminded us that 

scenes we think we “know” can easily be 

turned into indistinct images by a slight shift 

of perspective. These indistinct landscapes, 

which are far removed from symbolic 

images l ike those seen in postcards, 

reveal to us the primitive form of the three 

locations. Applying the thought process of 

a designer, in which the future becomes 

visible by looking at the essence of things 

from the periphery, Hiromura interpreted the 

landscape of Kanazawa. 

(TATEMATSU Yumiko) 

デザインギャラリー：展示風景

兼六園

7時の開園と同時に何台ものツアーバスが到着し、大勢の

人が園内に流れ込む。広い園内とはいえ、休日は人が途

切れることはなく、庭園と観光客は一体となってひとつの

風景になる。何層にも重なる表情豊かな緑と、その手前を

ゆっくり移動する観光客との対比を意識的に観察すると、

兼六園のまた違う表情を見ることができる。

金沢21世紀美術館

美術館のまわりを人々が外壁にそってゆったりと歩いてい

る。外にあるアート作品とふれあい、芝に腰掛けて話をす

る。それらは、現代美術というコンテンツや特徴的な円形

の建築から生まれた金沢の新しい人の流れのようである。

この世界的な美術館がどのように金沢の風景になってきて

いるか、その一面を垣間見る。

Design Gallery: Installation view

Kenroku-en

At 7am when the park opens, many tour buses arrive 

and great numbers of people stream into the park. 

Although quite large, the park becomes filled with 

tourists on holidays, and the park and the tourists merge 

to create a single landscape. When we consciously 

observe the contrast between the rich beauty of the 

lush, many-layered greenery and the tourists moving 

slowly before it, a different face of Kenroku-en appears.

21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

People walk in a leisurely way around the museum 

along its outer wall. Enjoying contact with the artworks 

outside, they sit on the grass and talk. We can think 

of this as a new flow of people appearing in Kanazawa 

due to the museum’s contemporary art theme and 

its building’s distinctive round design. From this 

perspective, we glimpse how this world-renowned art 

museum has become a Kanazawa landscape.

1–3. collection: Hiromura Design Office

2, 3. courtesy of Hiromura Design Office

1–3. photo: KIOKU Keizo

1. 

2.

3.

1. 

2.

3.
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2015年11月21日–2016年5月8日

会場：デザインギャラリー

観覧料：無料

入場者数：164,102人

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］、 村デザイン事務所

協賛：株式会社そごう・西武、株式会社ロフト

協力：アットアロマ株式会社、株式会社アマナ、

スーパーファクトリー、特種東海製紙株式会社、

株式会社中川ケミカル、株式会社山田写真製版所

企画・構成：立松由美子

関連企画

◇アーティスト・トーク： 村正彰

（2016年4月16日、レクチャーホール）

2015.11.21–2016.5.8

Venue: Design Gallery 

Ticket Price: Free

Number of visitors: 164,102

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation), Hiromura Design Office

Sponsored by: Sogo & Seibu Co., Ltd., 

THE LOFT Co., Ltd.

Supported by: AT-AROMA Co., Ltd, 

amana Co., Ltd., SuperFactory, 

Tokushu Tokai Paper Co., Ltd., 

Nakagawa Chemical Co., Ltd.,

YAMADA PHOTO PROCESS Co.,Ltd.

Curator: TATEMATSU Yumiko

村正彰「金沢でJunglin’」おぼろげ　
HIROMURA Masaaki Junglin’ in Kanazawa Indistinct Landscapes
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坂野充学が2012年に制作した5面のスク
リーンによる映像インスタレーション《Visible 

Breath》1点を展示した。坂野は石川県鶴来町
（現白山市）出身の作家で、本作品は、祭りの歌
など地域の伝承の調査に基づき、鉄の生産を通
じた古代の出雲や大陸との交流を描いている。
金沢での展示によって、地域出身の作家を紹介
するとともに、現在の国境を越えた日本海側の
歴史的交流に改めて気づかせ、文化交流が必
ずしも平和的なものとは限らないことを示した。
展覧会の関連企画として、アートライブラリー

にて「鶴来現代美術祭アーカイブ展」を実施し
た。鶴来現代美術祭は、1990年代に鶴来で開
催された芸術祭である。これに関する調査を
坂野とともに行い、紙資料や記録写真・映像、
関係者へのインタビュー映像などを展示公開し
た。それにより、資料の散逸を防ぎ、地域のアー
トプロジェクトの先駆けとして鶴来現代美術祭
を美術史に位置づけた。

（鷲田めるろ）

At this exhibition, SAKANO Mitsunori pre-

sented the five-screen video installation 

Visible Breath (2012). Sakano is from Tsurugi 

in Hakusan city, Ishikawa prefecture, and the 

work, a culmination of his investigations into 

the festivals and other traditions of Tsurugi, 

explores the region’s iron production and 

its related links with ancient Izumo and the 

Korean peninsula. Presenting this work in 

Kanazawa not only introduced visitors to a 

locally born artist, but also reminded them 

that there were historical exchanges among 

people in areas around the Japan Sea coast 

that are now divided by national borders 

and that cultural exchanges are not always 

peaceful.

In conjunction with this exhibition, the 

Art Festival in Tsurugi Archive Exhibition 

was held in the Art Library. Art Festival in 

Tsurugi was an art festival staged in Tsurugi 

in the 1990s. Research into the festival 

was conducted together with Sakano and 

documents, documentary photos and video, 

including interviews with those involved, 

were presented. As a result, we were able 

to prevent material from getting scattered 

and lost and to shed light on the historical 

significance of the Art Festival in Tsurugi as 

a forerunner of today’s regional art projects 

in Japan.

 (WASHIDA Meruro)

1

坂野充学《Visible Breath》 2012年

5チャンネル・ビデオ・インスタレーション

14分20秒

作家蔵

SAKANO Mitsunori, Visible Breath, 2012

5 channel video installation

14 min. 20 sec.

collection of the artist

1. photo: KIOKU Keizo

1. 

1. 

アペルト 03

坂野充学  可視化する呼吸 
APERTO 03　SAKANO Mitsunori: Visible Breath

2016.1.30–5.8
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2016年1月30日–5月8日　

会場：長期インスタレーションルーム

観覧料：無料

入場者数：76,326人

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

後援：白山市、鶴来商工会

出品作家：坂野充学 

リーフレット：

『坂野充学  可視化する呼吸（アペルト03）』

金沢21世紀美術館、2016年

21×15 cm、6p.、370円＋税

巡回なし

企画・構成：鷲田めるろ

関連企画

◇鶴来現代美術祭アーカイブ展

（2016年1月30日–5月8日、アートライブラリー）

◇アーティスト・トーク：坂野充学

（2016年1月30日、レクチャーホール）

◇絵本を読もう（2016年2月20日）

◇アーティストと巡る鶴来バスツアー

（2016年4月23日、旧鶴来町）

2016.1.30–5.8

Venue: Long-Term Project Room

Ticket Price: Free

Number of visitor: 76,326

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation )

Sponsored by: Hakusan City, 

Tsurugi Society of Commerce and Industry

Artist: SAKANO Mitsunori

Leaflet: Sakamoto Mitsunori: Visible Breath 

(APERTO 03)

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa, 2016

21 × 15 cm, 6p., ¥370 +  tax

Curator: WASHIDA Meruro

アペルト03　坂野充学  可視化する呼吸
APERTO 03　SAKANO Mitsunori: Visible Breath
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Educational Programs
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教育普及事業
Educational Programs

「市民とともに成長する美術館」という当館の
ミッションに基づき、それぞれの教育普及事業
で美術館の場と来館者が相互に刺激し合える
活動を目指した。特に2014年度の開館10年目
は、これまでの成果を活かして次の展開に向け
た活動をスタートさせる契機ともなった。ボラン
ティア活動では、市民が美術館の未来像を描く
ことそのものを核とする活動として、新たに「ま
るびぃ みらいカフェ」がスタートしている。アー
トライブラリーでも、過去の展覧会チラシの展
示や地域の芸術祭アーカイブの展示など、キュ
レーターとも連携して美術館の図書室らしさを
出す事業を行った。展覧会事業においても、
2014年度には「鈴木康広『見立て』の実験室」
展において、作家の創作視点をきっかけに、ボ
ランティアや来場者が「ものの見方や捉え方」
を表現し合う場が生まれた。このように日々の
来場者や継続的に活動するメンバー、そして館
のスタッフなどのさまざまな特性を組み合わせ
互いが活きる事業展開を今後も行いたい。

（木村健／エデュケーター）

Based on the museum’s mission, we have 

aimed to provide educational programs that 

facilitate interaction between visitors and 

the museum as a place that will “grow in 

spirit along with the citizens” and encourage 

growth on both sides. In particular, being our 

10th anniversary year, fiscal 2014 presented 

an opportunity for us to build on our achieve-

ments and launch activities aimed at the 

next stage in our development. In the area 

of volunteer activities, we launched “Marubi 

Mirai Café” as an activity centered on citizens 

themselves coming up with visions for the 

future of the museum. The Art Library sought 

to give expression to its unique qualities as 

an art museum library by working with cura-

tors to stage an exhibition of leaflets for past 

shows as well as a local art festival archive 

exhibition. As for our exhibition programs, 

to coincide with “SUZUKI Yasuhiro’s Mitate 

Laboratory,” we created a space where vol-

unteers and visitors inspired by the artist’s 

approach could share their “ways of seeing 

and perceiving things.” In the future, we 

intend to continue to promote activities that 

combine the qualities of day-to-day visitors, 

existing members and museum staffers and 

enable them to mutually thrive.

(KIMURA Takeshi / Educator) 
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子どもたちが現代アートの多様な表現に触れ
合いながら“感じる心”を養い、地元の美術館に
慣れ親しむことを目的として、金沢市内で学ぶ
小学4年生を学校単位で招待する作品鑑賞プ
ログラム。子どもたちはボランティアと少人数
のグループに分かれてコレクション展を見てま
わりながら話し合い、その後は子どもたちだけ
で美術館を散策する。2015年度に10年目を迎
え、地元の小学校と美術館における大切な継続
連携事業となっている。

（吉備久美子／エデュケーター）

金沢市内小学4年生全児童招待プログラム

「ミュージアム・クルーズ」
“Museum Cruise” Program-Inviting Fourth Graders from Kanazawa Schools to the Museum

This is an art appreciation program in which 

fourth-grade pupils are invited in turn from 

elementary schools in Kanazawa City. It 

aims to familiarize children with their local 

art museum and develop sensitive hearts 

and minds  as they engage with a variety of 

contemporary art. The children are divided 

into small groups and discuss collection ex-

hibition while viewing them with volunteers, 

after which they are free to look around the 

museum on their own. Held for the tenth 

year running in 2015, it is an important on-

going cooperative program for both the local 

elementary schools and the museum. 

(KIBI Kumiko / Educator)

1

4

52 3

子どもたちとクルーズ・クルーがグループでご挨拶

2013年度「ボーダーライン　コレクション展Ⅰ」鑑賞風景

（木村太陽 《We know you know we know your 

pleasure you never know》）

2014年度「コレクション展Ⅰ　透過と反射」鑑賞風景

（ヴラディミール・ズビニオヴスキー 《石の精神》）

2015年度「コレクション展1　あなたが物語と出会う場所」

鑑賞風景（できやよい 《てんてんぽう》）

子どもたちからの手紙より

1.

2.

3.

4.

5.
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［2013年度］

期間：2013年6月4日–2014年1月17日延べ56日間

参加：62校、4,416名

（内訳：児童4,188名、引率228名）  

ボランティア（クルーズ・クルー）：112名 

 

金沢市内小学4年生全児童招待プログラム

 「ミュージアム・クルーズ」2013–2015年度

「まるびぃグルグル探険」2013–2015年度
夏休み中に来館する金沢市内の小学校や小学生の団体を対象に、ミュージアム・クルーズのボランティア有志が館内散策や作品鑑賞を実施した。

［2014年度］

期間：2014年5月20日–9月19日延べ38日間

参加：61校、4,267名

（内訳：児童4,047名、引率220名） 

ボランティア（クルーズ・クルー）：65名

［2015年度］

期間：2015年6月9日–10月30日延べ49日間

参加：61校、4,078名

（内訳：児童3,866名、引率212名）  

ボランティア（クルーズ・クルー）：63名

［2013年度］   

 

期間：2013年7月24日–8月9日延べ9日間

参加：9団体、278名（内訳：児童250名、引率28名）

ボランティア（グルグル・クルー）：26名  

 

［2014年度］   

 

期間：2014年7月23日–8月8日延べ11日間

参加：13団体、335名（内訳：児童296名、引率39名） 

ボランティア（グルグル・クルー）：26名

［2015年度］   

 

期間：2015年7月22日–8月7日延べ11日間

参加：13団体、339名（内訳：児童306名、引率33名） 

ボランティア（グルグル・クルー）：16名 



70

金沢21世紀美術館学芸課 事業報告2013–2015年度

Curatorial Section, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa | Annual Report for the Year 2013–2015

美術館の教室化、地域の学校と美術館の連携
強化を目指し、2011年度より継続して行う。アー
ティスト・中学校・美術館が協力して中学生の
芸術表現と発表の場を創出する。アーティスに
椿昇とシロくま先生を招き、市内の3つの中学
校の美術部の生徒たち約40名と「考え方を考
える」をテーマとする5回連続のワークショップ
を行うとともに、その成果に基づいた展覧会と
座談会を開催し、それらをまとめた記録集を発
刊している。毎年取り上げるモチーフを変え、
2013年度は「魔法のhome」、2014年度は「魔
法のヒカリ」、2015年度は「魔法のジカン」とし
て行った。

（木村 健／エデュケーター）

中学生まるびぃアートスクール

「考え方を考える」
Marubi Art School for Junior High School Students

Aimed at turning the museum into a class-

room and strengthening ties between the 

museum and local schools, this program 

has been ongoing since fiscal 2011. Artists, 

junior high schools and the museum cooper-

ate in creating a space for junior high school 

students to create and present art. As well 

as holding a series of five workshops on the 

theme of “Changing the way you think” with 

invited artists TSUBAKI Noboru and Shiro-

kuma Sensei and around 40 students from 

the art circles at three junior high schools in 

Kanazawa, we also held exhibitions and talks 

based on the results of these workshops, 

which were also published as a document. 

The program dealt with a different motif 

each year. In 2013 it was “Magical Home,” in 

2014 it was “Magical Light,” and in 2015 it 

was “Magical Time.”  

(KIMURA Takeshi / Educator)

2013年度中学生まるびぃアートスクール「魔法のhome」

ワークショップ活動風景

2014年度中学生まるびぃアートスクール「魔法のヒカリ」

ワークショップ活動風景

2014年度中学生まるびぃアートスクール「魔法のヒカリ」

こたつ座談会風景

2015年度中学生まるびぃアートスクール「魔法のジカン」

ワークショップ活動風景

2015年度中学生まるびぃアートスクール「魔法のジカン」

ワークショップ活動風景

1.

2.

3.

4.

5.

1

4

52 3
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事業名等 実施日時 内容 参加者数

ワークショップ　 

展覧会

 

スペシャル対談「こたつで てつがく」

～中学生と考える、生きるってなんだ？

2013年9月21日、

22日、10月6日、

19日、11月17日

2014年1月4–13日

（1月6日休）

2014年1月13日

3校（金沢市立鳴和中学校、金沢市立高尾台中学校、金沢市立清泉中学校）の

美術部員49名との5回連続のワークショップを展開した。

講師：椿昇（現代美術家）、シロくま先生（デザイナー）

ワークショップでの成果と記録に基づいた展覧会。

会場：キッズスタジオ

料金：無料

現代思想家・廣瀬純氏を招き、三者でこたつに入って哲学とアートの両面

から「家」や「壁」「窓」といった「境界」について考え、アートや人生とは何

かを語り合った。

出演：椿昇（現代美術家）、シロくま先生（デザイナー）、

廣瀬純（哲学者）

会場：シアター 21

料金：無料

181

1,579  

60

中学生まるびぃアートスクール「考え方を考える」

2013年度「魔法のhome」

事業名等 実施日時 内容 参加者数

ワークショップ　 

展覧会

 

スペシャル座談会

「こたつで量子光学」

～ヒカリってなんだ？

科学と美術で中学生と考える 

2014年9月23日、

10月18日、26日、

11月15日、16日

2015年1月4–12日

（1月5日休）

　

2015年1月12日

3校（金沢市立緑中学校、金沢市立西南部中学校、金沢大学附属中学校）の

美術部員44名との5回連続のワークショップを展開した。

講師：椿昇（現代美術家）、シロくま先生（デザイナー）

ワークショップでの成果と記録に基づいた展覧会。

会場：キッズスタジオ

料金：無料

光の専門家・江馬一弘氏を招き、サイエンスとアートの両面から

「ヒカリとは何か」を語り合った。

出演： 椿昇（現代美術家）、シロくま先生（デザイナー）

ゲスト：江馬一弘（物理学者）

会場：シアター 21

料金：無料

165 

1,087 

60 

2014年度「魔法のヒカリ」

事業名等 実施日時 内容 参加者数

ワークショップ　 

展覧会

 

スペシャルこたつ座談会

「最適な答え（マイ・ベストアンサー）」を

どう探す？

～科学と美術で中学生と考える 

2015年9月26日、

27日、10月24日、

11月1日、8日

2016年1月5–17日

（1月12日休）

　

2016年1月11日

3校（金沢市立長田中学校、金沢市立大徳中学校、金沢市立清泉中学校）の

美術部員40名との5回連続のワークショップを展開した。

講師：椿昇（現代美術家）、シロくま先生（デザイナー）

ワークショップでの成果と記録に基づいた展覧会。

会場：キッズスタジオ

料金：無料

理論物理学者・大関真之氏を招き、サイエンスとアートの両面から

「解の求め方と時間の関係」について語り合った。

出演： 椿昇 （現代美術家）、シロくま先生（デザイナー）

ゲスト：大関真之（物理学者）

会場：シアター 21

料金：無料

141 

1,882 

60 

2015年度「魔法のジカン」
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「子どもたちとともに、成長する美術館」を目指
し、子どもたち自身が主体的に感じたり表現す
る活動を行う。継続的に展開するプログラムと
して、週末には「ハンズオン・まるびぃ！」を行っ
ている。展覧会の作品・作家や美術館などに
関連してテーマを設定し、観賞や作品作りの場
を開いている。2013–2014年は石や葉やダン
ボールなどの素材や線を引くといったシンプル
な行為を多く取り上げ、2015年は「不思議」と
いう作家の着眼点やコラージュなどの技法の
も着目した。平日火・木曜は乳幼児連れ向けの
休憩・情報交換の場として「まるびぃ すくすくス
テーション」を開いた。

（木村 健／エデュケーター）

キッズスタジオ・プログラム
Kids Studio Programs 

Activities are undertaken in which children 

themselves feel and create art as part of an 

effort to make the museum a place that will 

“grow in spirit along with the children.” On-

going programs include “Hands On MARU-

BI,” held primarily on Saturdays and Sun-

days. A theme related to artworks, artists or 

exhibitions at the museum is decided on and 

space set aside for viewing and creating art. 

In 2013 and 2014, the emphasis was on sim-

ple activities using materials such as stones, 

leaves and cardboard and actions such as 

drawing lines, while in 2015 there was also 

a focus on the “mysterious” point of view 

of artists and the technique of collage. On 

Tuesdays and Thursdays during school terms 

we held “MARUBI SUKUSUKU Station” as 

a family information and free space for pre-

school children and their guardians.  

(KIMURA Takeshi / Educator) 

1

4 5

2

3

2013年度「ハンズオン・まるびぃ！」活動風景

「木と遊ぶ 丸太を削って家の守り神を作ろう」

2013年度「ハンズオン・まるびぃ！」活動風景

プレイルーム「木くずで変身！ みのむしの服」

2014年度「ハンズオン・まるびぃ！」活動風景

ワークショップ「まるびぃを撮ろう ～登れ！ノボロボ」

2014年度「ハンズオン・まるびぃ！」活動風景

プレイルーム「まるびぃダイビング」

2015年度「ハンズオン・まるびぃ！」活動風景

ワークショップ「井上有一に挑戦！」

1.

2.

3.

4.

5.
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事業名等 実施日時 内容 参加者数

内臓感覚̶遠クテ近イ生ノ声　

小学生「内蔵感覚」ワークショップ

「きもちのかたまり」を作ろう　 

素材と遊ぶシリーズ2013

「林一平／木と遊ぼう」

「木の帽子を作ろう！」

 

素材と遊ぶシリーズ2013

「林一平／木と遊ぼう」

「丸太で家の守り神を作ろう！」

「素材と遊ぶ」シリーズ Vol.2　

戸出雅彦「土と遊ぶ」

「楽焼茶碗＝土×釉×炎！」

「素材と遊ぶ」シリーズ Vol.2　

戸出雅彦「土と遊ぶ」

「赤絵をかこう～変身！マイカップ」

プレイルーム

2013年8月22日

（2回開催）

2013年9月14日

2013年

9月7日、8日

2013年10月26日、

27日、11月16日

2013年12月7日

ワークショップおよ

びアートスクール

実施日以外の休日

（延べ102日間）

展覧会担当キュレーターとともに鑑賞ツアーを行った後、造形活動として

「きもちのかたまり」を制作した。

対象：小学生

料金：無料

様 な々種類の木の薄い板を曲げたり切ったりして組み合わせ、

オリジナルの帽子を制作し、館内を散策した。

講師：林一平

対象：小学3年生–6年生

料金：500円

木の丸太を素材に、切る、削る、彫るなどして自由な姿の

「自分の家の守り神」を制作した。

講師：林一平

対象：中学生以上

料金：1000円

楽焼による茶碗の制作を行った。手びねりで成形し、

耐火レンガによる簡易窯で焼成した。

講師：戸出雅彦

対象：中学生以上

料金：2000円

自宅で使い古したマグカップ等を持ち寄り、赤絵を施して焼成し、

生まれ変わらせた。

講師：戸出雅彦

対象：小学3年生–6年生

料金：500円

子供が主体的に造形表現を楽しむスペース。ブロックや日用品の形を組み

合わせて遊ぶ「かたちで遊ぼう！」のほか、下記のように展覧会や季節にち

なみ様 な々素材や技法に親しむコーナーを展開した。

4月「石で作ろう！新生物誕生」素材で遊ぶシリーズ。小石を組み合わせた

り模様を描いて新しい生きものを作り、その名前や特徴を考えた。　5月

「滝を描こう」壁面の大きな紙に、長い柄の筆と絵の具で水の落ちる様子を

描いた。　6–8月「ダンボールで家を作ろう」アキリザン作品と関連し、ダン

ボールで家を多数作り密集させて展示した。　9–10月「木くずでみのむし

を作ろう」素材と遊ぶシリーズ。様 な々木の鉋くずを丸めた紙タオルの表面

に貼り、ミノムシの姿の立体作品を作って吊り下げた。　11–12月「つくろ

う かぶろう 大変身」紙袋や梱包紙を身に着けて変身した。　3月「いろい

ろ、コロコロ。」ホースや漏斗、缶などの日用品をメッシュパネルに組み合わ

せてビー玉を転がすコースを作り、動きを楽しんだ。

対象：子供から大人まで（幼児は保護者同伴）

時間：13:00–16:00（自由入場）

料金：無料

18

7

12

8

7

6,656

キッズスタジオ・プログラム

「ハンズオン・まるびぃ！」 2013年度
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事業名等 実施日時 内容 参加者数

「レアンドロ・エルリッヒ－

ありきたりの？」

ギャラリーツアー forファミリー　 

「レアンドロ・エルリッヒ－

ありきたりの？」

ギャラリーツアー forファミリー

 

レアンドロ・エルリッヒ－ありきたりの？

ギャラリーツアー forキッズ

「ここは、どこ？」

レアンドロ・エルリッヒ－ありきたりの？

作ろう！ワークショップ

「右？左？  ふえた？きえた？」

「素材と遊ぶ」シリーズ2014

中学生～高校生向けワークショップ

「天然木で腰掛を作ろう

みんなで木のごちそうを山分け！」

造形・映像制作ワークショップ

まるびぃを撮ろう～登れ！ノボロボ

プレイルーム

2014年6月17日

2014年7月1日

2014年6月21日

2014年8月21日

2014年12月6日、

13日、14日

2015年3月22日

ワークショップおよ

びアートスクール

実施日以外の休日

（延べ99日間）

絵本を読んだ後、展覧会を鑑賞した。

◎読んだ絵本など

・わらべうた「うえからしたから」

・絵本『じゃぐちをあけると』さく：しんぐうすすむ（福音館書店、2009年）

読み手：大西洋子

展覧会案内：黒澤浩美

絵本を読んだ後、展覧会を鑑賞した。

◎読んだ絵本など

・わらべうた「にぎりぱっちり」

・絵本『みずたまり』作・絵：なかのひろたか（福音館書店、2002年）

読み手：大西洋子

展覧会案内：黒澤浩美

《見えない庭》などの作品を体験し、「ここは、どこ？カード」を制作した。

対象：小学生（親子での参加可）

進行：木村健、黒澤浩美

料金：300円（材料費）、当日の本展観覧券

鏡の作品を体験した後、自分のふしぎな世界を鏡の箱の中に作った。

対象： 小学3年生–6年生

進行：木村健、黒澤浩美

料金：500円（材料費）、当日の本展観覧券

樹木を伐採して丸太から板材にするまでを富山県井波の製材所等の見学で

体験した後、大きな板材を切り分けて自分自身の腰掛けづくりに挑戦した。

対象：中学生–高校生

講師：林一平（木彫作家）

会場：プロジェクト工房ほか

料金：1,000円

今まで見たことのない視点から美術館を見る、映像制作のワークショップ。

初めに2本のロープを伝って昇降する紙箱製のロボット「ノボロボ」を各自

で制作し、そのロボに小型ビデオカメラを取り付けて美術館の広場の樹木

や光庭の壁面などを登らせて、そこから見える風景を撮影した。

対象：小学3年生–中学3年生

進行：木村健

料金：500円

子供が主体的に造形表現を楽しむスペース。ブロックや日用品の形を組み

合わせて遊ぶ「かたちで遊ぼう！」のほか、下記のように展覧会や季節にち

なみ様 な々素材や技法に親しむコーナーを展開した。

4月「桜になろう」壁面に立ち姿を型どって、桜の幹に見立て、花や葉を描

いた。　5月「飛んでけmyヒコーキ」様々な紙飛行機を工夫して作り飛ば

した。　6月「しずくがポトリ」大きな和紙を丸い枠に張り、鮮やかな色水

の雫を垂らして滲み模様を描いた。　7–8月「まるびぃダイビング」コレク

ション展1のテーマ「透過と反射」にちなみ、天井から吊った透明フィルムに

水中の生きものを作って貼り、スタジオ全体を水の中の風景に変えた。　

9–10月「かたちのコレクション」鈴木康広展にちなみ、文字や図形を様 な々

ものに見立てて絵を描いた。　11–3月「作ろう！未来のまるびぃタウン」ジャ

パン・アーキテクツ展にちなみ、美術館を中心とした新しい都市を想像して

紙工作で建物や道路などを作った。

対象：子供から大人まで（幼児は保護者同伴）

時間：13:00–16:00（自由入場）

料金：無料

8

7

21 

8 

4 

7

7,319 

キッズスタジオ・プログラム 

「ハンズオン・まるびぃ！」 2014年度
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事業名等 実施日時 内容 参加者数

イフブランク ファクトリー GO！GO！

「みんなの世界」　 

われらの時代：ポスト工業化社会の

美術《ALMA MUSIC BOX：

死にゆく星の旋律》小学生ワーク

ショップ「アルマ望遠鏡って何？」 

コレクション展2

歴史、再生、そして未来

ワークショップ

「和紙と墨とナツノスケに挑戦！」

コレクション展2

歴史、再生、そして未来

青野文昭 ワークショップ＆

トークセッション「未来への彫刻」

生誕百年記念　井上有一

ワークショップ「大きな筆・大きな文字 

井上有一に挑戦！」

プレイルーム

2015年

5月4日–6日

（6日は展示のみ）

2015年8月25日

2016年1月24日

2016年1月31日

2016年2月28日

ワークショップおよ

びアートスクール

実施日以外の休日

（述べ98日間）

くじ引きに書かれたミッションに従ってスタジオ内に橋や花や星などの

立体物を作り、共同で大きな一つの世界を作り上げた。

料金：300円

企画協力：イフブランク

展示室での作品鑑賞の後、キゴ山天体観察センターでアルマ望遠鏡の

レクチャーや天体望遠鏡見学などを行った。

講師：平松正顕（国立天文台チリ観測所）　

対象：小学3年生–6年生

料金：300円

三瀬夏之助の作品を鑑賞し、和紙と墨で作品作りを行った。

企画：米田貴雅（インターンシップ研修生、金沢美術工芸大学院大学絵画専攻修士1年）

対象：子どもから大人まで（幼児は保護者同伴）

料金：500円（材料費）

アーティストと一緒に参加者の持ち寄った「いらなくなったもの」を使い

全員で一つの作品の制作を行った。

企画：田澤菜摘（インターンシップ研修生、金沢美術工芸大学院大学絵画専攻修士1年）

講師：青野文昭（出品作家）

対象：中学生以上（トークセッションは誰でも参加可）

料金：無料

大きな和紙の上で大きな筆を全身で動かし、墨で大きな文字を書いた。

講師：北見音丸（一般財団法人 世界紙文化遺産支援財団 紙守 参事）

対象：小学生

料金：300円

子供が主体的に造形表現を楽しむスペース。ブロックや日用品の形を組

み合わせて遊ぶ「かたちで遊ぼう！」のほか、下記のように展覧会や季節に

ちなみ様 な々素材や技法に親しむコーナーを展開した。

4–8月「まるびぃ七百不思議」小沢剛《金沢七不思議》にちなみ、美術館の

不思議な作品や場所をカードに描いたり、館の立体模型の中に工作で再

現した。　9–10月「葉っぱ 発見」技法シリーズ。広場の落ち葉をトレーシ

ングペーパーにフロッタージュで型取りってから葉の形にちぎり、壁面に貼

り付けて飾った。　11–12月「だんだんコラージュ」技法シリーズ。アキリ

ザン作品にちなみ、ダンボール片を貼り重ねてコラージュし、レリーフ作品

を作った。　1–3月「いろいろ 手のひら絵本」二つ折りの紙に手のひらを

型取って切り抜き、開いた中に物語を描いてちいさな絵本を作った。

対象：子供から大人まで（幼児は保護者同伴）

時間：13:00–16:00（自由入場）

料金：無料

428

15 

11

7 

22 

6,735

キッズスタジオ・プログラム

「ハンズオン・まるびぃ！」 2015年度

「まるびぃ すくすくステーション」 2013–2015年度

平日の乳幼児連れの保護者のため、美術館の情報

コーナー及び休憩スペースとして運営した。2014年

度は、「レアンドロ・エルリッヒ－ありきたりの？」関連プ

ログラムとして「すくすくステーション」と連動した絵

本の読み聞かせと作品鑑賞を行った。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

対象：未就学児と保護者

実施日時：学校長期休業期間以外の火・木

時間：10:00–12:30

入場料：無料

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

各年度の実施日数および参加者の延べ人数：

［2013年度］ 73日、1,582名

［2014年度］ 73日、1,561名

［2015年度］ 67日、1,718名
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2007年度から継続するプログラム「絵本を読も
う」は、ライブラリアンによる読み聞かせで絵本
の世界を共有しながら、キュレーターやエデュ
ケーターと作品鑑賞や造形活動を行い、参加者
をより深い体験へと誘っている。また、2014年
度に開館10周年企画として10年分の展覧会チ
ラシと図録を展示した「チラシコレクション ぼ
くらのキセキ2004–2014」を行い、2015年度に
は「坂野充学 可視化する呼吸」展関連企画「鶴
来現代美術祭アーカイブ展」の会場となるなど、
美術館併設図書室としての可能性を見いだし
ている。

（大西洋子／ライブラリアン）

Ongoing since fiscal 2007, the “Story Time” 
program seeks to involve participants more 

deeply in exhibitions through viewing art-

works or making art with curators or educa-

tors while sharing the world of picture books 

read to them by librarians. In addition, in fis-

cal 2014, as an event to mark the museum’s 

10th anniversary, we held “Leaflet Collection: 

Our Miraculous Path 2004–2014” at which 

we exhibited 10 years’ worth of exhibition 

leaflets and catalogs, while in fiscal 2015 

we were the venue for the “Art Festival in 

Tsurugi Archive Exhibition” held in conjunc-

tion with the exhibition “Sakano Mitsunori: 

Visible Breath” as the facility found potential 

as a library connected to an art museum. 

(ONISHI Yoko / Librarian) 

アートライブラリー・プログラム
Art Library Programs

1

4

52 3

絵本を読もう「粟津潔、マクリヒロゲル1 美術が野を走る：

粟津潔とパフォーマンス」とともに

プログラム風景

撮影：中道淳／ナカサアンドパートナーズ

絵本を読もう「Ghost in the Cell：細胞の中の幽霊」

とともに

プログラム風景

絵本を読もう「コレクション展1 あなたが物語と

出会う場所」とともに

プログラム風景

「アートライブラリー 開館10周年企画チラシコレクション

ぼくらのキセキ2004–2014」展示風景

「アペルト03　坂野充学 可視化する呼吸 鶴来現代美術祭

アーカイブ展」展示風景

撮影：木奥惠三

1.

2.

3.

4.

5.
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副題等 実施日時 内容 参加者数

「内臓感覚̶遠クテ近イ生ノ声」

関連プログラム　 

「内臓感覚̶遠クテ近イ生ノ声」

関連プログラム

 

「内臓感覚̶遠クテ近イ生ノ声」

関連プログラム

「内臓感覚̶遠クテ近イ生ノ声」

関連プログラム

キッズスタジオ・プログラムとともに

2013年

5月25日［土］

11:00–11:30

2013年

6月22日［土］

11:00–11:30

2013年

7月21日［土］

11:00–11:30

2013年

8月24日［日］

11:00–11:30

2013年

10月26日［土］

14:00–14:40

◎読んだ絵本など

・『みみずのオッサン』さく：長新太（童心社、2003年）

・『ドオン！』文：山下洋介／絵：長新太（福音館書店、1995年）

・『もこ もこもこ』作：谷川俊太郎／絵：元永定正（文研出版、1977年）

読み手：林和美

◎作品鑑賞：ピピロッティ・リスト《肺葉（金沢のまわりを飛び交って）》、

オル太《オルガネラ》

案内：吉岡恵美子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

『みみずのオッサン』さく：長新太（童心社、2003年）

『カボチャありがとう』作：木葉井悦子（架空社、1994年）

『やさいのおなか』さく・え：きうちかつ（福音館書店、1997年）

読み手：林和美

◎作品鑑賞：中川幸夫《花神へ》、オル太《オルガネラ》、

ピピロッティ・リスト《肺葉（金沢のまわりを飛び交って）》、

渡辺菊眞《双隧の間》、長新太《無題》

案内：吉岡恵美子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・『むかしむかし』詩：谷川俊太郎／絵：片山健（イースト・プレス、2010年）

・『いわしくん』作：菅原たくや（文化出版局、1993年）

・『どろにんげん』さく：長新太（福音館書店、1997年）

読み手：林和美

◎作品鑑賞：長新太《無題》、渡辺菊眞《双隧の間》、ピピロッティ・リスト

《肺葉（金沢のまわりを飛び交って）》、オル太《オルガネラ》

案内：吉岡恵美子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・『どろにんげん』さく：長新太（福音館書店、1997年）

・『アリのさんぽ』作：こしだミカ（架空社、2005年）

読み手：林和美

◎作品鑑賞：長新太《無題》、渡辺菊眞《双隧の間》、ピピロッティ・リスト

《肺葉（金沢のまわりを飛び交って）》 、加藤泉《無題》、オル太《オルガネラ》、

中川幸夫《花神へ》

案内：吉岡恵美子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「いもにめがでて」

・絵本『さつまのおいも』文：中川ひろたか／絵：村上 康成（童心社、1995年）

・絵本『ばけばけはっぱ』写真・文：藤本ともひこ（ハッピーオウル社、 2012年）

・わらべうた「おてぶしてぶし」

・絵本『まいごのどんぐり』作：松成真理子（童心社、2002年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎ワークショップ：はっぱや木の実を使った見立て遊び

案内：吉備久美子（エデュケーター）

22 

15 

13

12 

23 

アートライブラリー・プログラム 

「絵本を読もう」 2013年度



78

金沢21世紀美術館学芸課 事業報告2013–2015年度

Curatorial Section, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa | Annual Report for the Year 2013–2015

副題等 実施日時 内容 参加者数

「ボーダーライン コレクション展II」

とともに

 

キッズスタジオ・プログラムとともに

「島袋道浩：能登」とともに

「ボーダーライン コレクション展Ⅱ」

とともに

「ボーダーライン コレクション展Ⅱ」

とともに

2013年

11月30日［土］

14:00–14:40

2013年

12月21日［土］

14:00–14:40

2014年

1月18［土］

14:00–14:40

2014年

2月15日［土］

13:00–13:40

2014年

3月15日［土］

14:00–14:40

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ここはとうちゃんにんどころ」

・絵本『わたし』作：谷川俊太郎／絵：長新太（福音館書店、1981年）

・絵本『うみのむこうは』作・絵：五味太郎（絵本館、1979年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：宮﨑豊治《眼下の庭》、さわひらき《elsewhere》《airliner》、

ジュン・グエン＝ハツシバ《ナ・トラン、ヴェトナム》、

グレイソン・ペリー《全ての戦いの母としてのクレア》《Ｘ92を持つクレア》

《テート・ギャラリーの前に立つクレア》

案内：米田晴子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ととけっこう」

・絵本『もうおきるかな？』作：まつのまさこ／

絵：薮内正幸（福音館書、1998年）

・絵本『エイモスさんがかぜをひくと』作：フィリップ・C・ステッド 

絵：エリン・E・ステッド ／訳：青山南（光村教育図書 、2010年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎館内案内：まるびぃきょろきょろ探検ツアー

案内：吉備久美子（エデュケーター）

◎読んだ絵本など

・手遊び「かぜひききつね」

・絵本『おにぎり』作：平山 英三／絵：平山和子（福音館書店、1992年）

・手遊び「おべんとうばこのうた」

・絵本『なにをたべてきたの？』文：岸田衿子／

絵：長野博一（佼成出版社、1978年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：島袋道浩《イイダコ壷》《間垣》

案内：木村健（エデュケーター）、プログラムメンバー

◎読んだ絵本など

・わらべうた「うめとさくら」

・絵本『わたし』作：谷川俊太郎／絵：長新太（福音館書店、1981年）

・絵本『アンガスとあひる』作：マージョリー・フラック／

訳：瀬田貞二（福音館書店、1974年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：さわひらき《elsewhere》《airliner》、宮﨑豊治《眼下の庭》、
モナ・ハトゥム《地図》

案内：米田晴子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「うめとさくら」

・絵本『わたし』作：谷川俊太郎／絵：長新太（福音館書店、1981年）

・絵本『アンガスとねこ』作：マージョリー・フラック／

訳：瀬田貞二（福音館書店、1974年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：木村太陽《Life’s An Ocean / Dead Finks Don’t Talk》、

モナ・ハトゥム《地図》

案内：米田晴子（キュレーター）

21

24 

29

10 

17  

アートライブラリー・プログラム 

「絵本を読もう」 2013年度［つづき］



79

金沢21世紀美術館学芸課 事業報告2013–2015年度

Curatorial Section, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa | Annual Report for the Year 2013–2015

副題等 実施日時 内容 参加者数

キッズスタジオ・プログラムとともに

「コレクション展Ⅰ 透過と反射」

とともに

 

絵本を読もう＋

「好奇心のあじわい 好奇心の

ミュージアム」あじわいの体験

「美術が野を走る：

粟津潔とパフォーマンス」とともに

「コレクション展 II 感光と定着」

とともに

2014年

6月1日［日］

14:00–14:40

2014年

7月12日［土］

15:00–15:40

2014年

8月23日［土］

①11:00–11:40

②13:00–13:40

2014年

9月27日［土］

14:00–14:40

2014年

10月11日［土］

15:00–15:40

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ぽっつんぽつぽつ」

・絵本『あめかな！』さく・え：U.G.サトー（福音館書店、2003年）

・絵本『みずたまレンズ』さく：今森光彦（福音館書店、2000年）

・絵本『あめのひってすてきだな』文・絵：カーラ＝カスキン／

訳：与田準一（偕成社、1969年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎ワークショップ：色水で絵をかこう

案内：木村健（エデュケーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「にゅうめんそうめんひやそうめん」

・絵本『こんにちはわたし』

ぶん：小長谷清実／え：堀川理万子（福音館書店、2005年）

・絵本『まほうのコップ』構成：藤田千枝／写真：川島敏生／

文：長谷川摂子（福音館書店、2008年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：妹島和世＋西沢立衛／SANAA《無重力性と透明性》、

オラファー・エリアソン《La situazione antispettiva（反視的状況）》、

アニッシュ・カプーア《物体としての空間》

案内：木村健（エデュケーター）、中田耕市（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・手遊び「ぱんぱんぱん屋さん」

・絵本『ないた』作：中川ひろたか／絵：長新太（金の星社、2004年）

・絵本『これはなみだ？』写真：栗林慧／文：長新太（福音館書店、1984年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：「好奇心をあじわう小部屋」にて「あじわいの体験」

案内：米田晴子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「どんぐりころちゃん」

・絵本『まるのおうさま』作：谷川俊太郎／絵：粟津潔（福音館書店、1971年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：粟津潔作品、鷲尾友公《Seven years one day》

案内：北出智恵子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ここはとうちゃんにんどころ」

・絵本『もこ もこもこ』作：谷川俊太郎／絵：元永定正（文研出版、1977年）

・絵本『あかちゃんのはなし』作：与田準一／

絵：吉井忠（福音館書店、1967年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：妹島和世＋西沢立衛／SANAA《無重力性と透明性》、

カールステン・ニコライ《ミルク》、ホンマタカシ《Tokyo and My Daughter》

案内：木村健（エデュケーター）中田耕市（キュレーター）

34  

12  

①10

②9

50 

24 

アートライブラリー・プログラム 

「絵本を読もう」 2014年度
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副題等 実施日時 内容 参加者数

「美術が野を走る：

粟津潔とパフォーマンス」とともに

キッズスタジオ・プログラムとともに

 

「ジャパン・アーキテクツ 1945–2010」

とともに

「犬のための建築」展とともに

「3.11以後の建築」とともに

2014年

10月12日［日］

14:00–14:40

2014年

12月23日［火・祝］

14:00–14:40

2015年

1月25日［日］

14:00–14:40

2015年

2月7日［土］

14:00–14:40

2015年

3月27日［土］

14:00–14:40

◎読んだ絵本など

・わらべうた「おてぶしてぶし」

・絵本『まるのおうさま』作：谷川俊太郎／絵：粟津潔（福音館書店、1971年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：粟津潔作品、鷲尾友公《Seven years one day》

案内：北出智恵子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「だいこんつけ」

・絵本『リコちゃんのおうち』作・絵：さかいこまこ（偕成社、1998年）

・絵本『ふしぎなおみせ』作：井上洋介（福音館書店、2000年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎ワークショップ：作ろう！未来の「まるびぃタウン」

～ぼくらはアーキテクツ

案内：木村健（エデュケーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ここはてっくび」

・絵本『すてきにへんな家』作：タイガー立石（福音館書店、1992年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：「ジャパン・アーキテクツ 1945–2010」展

案内：吉備久美子（エデュケーター）、中田耕一（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ひとつとひとつで」

・絵本『ベンジーのいぬごや』作：マーガレット・ブロイ・グレアム／

訳：わたなべてつた（アリス館、2006年）

・絵本『ゆうたはともだち』きたやまようこ：作（あかね書房、1988年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：隈研吾×パグ、アトリエ・ワン×ダックスフンド、

伊東豊雄×柴犬

案内：立松由美子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「うまはとしとし」「おてぶしてぶし」

・絵本『三びきのこぶた』訳：瀬田定二／画：山田三郎（福音館書店、1967年）

・絵本『ドワーフじいさんのいえづくり』作・絵：青山邦彦（フレーベル館、2003年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：坂茂《避難所用 紙の簡易間仕切りシステム4》、

岡啓輔《RC in 蟻鱒鳶ル》

案内：吉備久美子（エデュケーター）、鷲田めるろ（キュレーター）

21  

24 

21 

24 

23 

アートライブラリー・プログラム 

「絵本を読もう」 2014年度［つづき］
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副題等 実施日時 内容 参加者数

「犬のための建築」展とともに　 

キッズスタジオ・プログラムとともに 

「われらの時代：

ポスト工業化社会の美術」とともに

「コレクション展1

あなたが物語と出会う場所」とともに

「われらの時代：

ポスト工業化社会の美術」とともに

キッズスタジオ・プログラムとともに

2015年

4月26日［日］

14:00–14:40

2015年

5月23日［土］

14:00–14:40

2015年

6月20日［土］

14:00–14:40

2015年

7月11日［土］

13:00–13:40

2015年

8月8日［土］

14:00–14:40

2015年

9月6日［日］

14:00–14:40

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ちゃちゃつぼ」

・絵本『なにに なろうかな？』原案・絵：ヴェーラ・フレーブニコワ／

文：松谷さやか（福音館書店、2009年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：「犬のための建築」展鑑賞

案内：野中祐美子（アシスタント・キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「うちのうらの」

・絵本『へんてこ へんてこ』さく：長新太（佼成出版社、1988年）

・絵本『かようびのよる』作・絵：デヴィット・ウィーズナー／

訳：当麻ゆか（徳間書店、2000年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎館内案内：「まるびぃ七百不思議」を探そう

案内：木村健（エデュケーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「おつきさまえらいの」

・絵本『お月さまってどんなあじ？』絵と文：マイケル・グレイニエツ／

訳：いずみちほこ（らんか社、1995年）

・わらべうた「おやまがね あったとさ」

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：スプツニ子！《ムーンウォーク☆マシン、セレナの一歩》

案内：米田晴子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「おさらにおはし」

・絵本『ドアがあいて…』作：エルンスト・ヤンドゥル／

絵：ノルマン・ユンゲ／訳：斉藤洋（ほるぷ出版、1999年）

・絵本『いちにちおもちゃ』さく：ふくべあきひろ／

え：かわしまななえ（PHP研究所、2009年）

・絵本『くずかごおばけ』作：せなけいこ（童心社、1975年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：藤浩志《ハッピーパラダイズ》

案内：立松由美子（キュレーター）、野中祐美子（アシスタント・キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「かれっこやいて」

・絵本『あけるな』作：谷川俊太郎／絵 : 安野光雅（銀河社、1976年）

・絵本『ガオ』作：田島征三（福音館書店、2005年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：束芋《TOZEN》

案内：高橋律子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「こどものけんか」

・絵本『さんぽのしるし』作：五味太郎（福音館書店、1989年）

・絵本『いつもとちがうさんぽみち』作：間所ひさこ／

絵：なかのひろたか（国土社、1994年）

わらべうた「さよならあんころもち」

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎館内案内：まるびぃをおさんぽしよう　　

案内：吉備久美子（エデュケーター）

20 

26 

15 

11

29 

33 

アートライブラリー・プログラム 

「絵本を読もう」 2015年度
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副題等 実施日時 内容 参加者数

「アペルト02 樫尾聡美

生命の内側にひそむもの」とともに

「誰が世界を翻訳するのか」とともに

 

「Ghost in the Cell：細胞の中の幽霊」

とともに

「魔法のジカン」とともに

「アペルト03 坂野充学

可視化する呼吸」とともに

「コレクション展2 

歴史、再生、そして未来」とともに

2015年

10月31日［土］

14:00–14:40

2015年

11月21日［土］

14:00–14:40

2015年

12月5日［土］

14:00–14:40

2016年

1月9日［土］

11:00–11:40

2016年

2月20日［土］

11:00–11:40

2016年

3月19日［土］

11:00–11:40

◎読んだ絵本など

・わらべうた「いち に さんまのしっぽ」

・絵本『中をそうぞうしてみよ』

作：佐藤雅彦＋ユーフラテス（福音館書店、2012年）

・絵本『ペツェッティーノ じぶんをみつけたぶぶんひんのはなし』

作：レオ・レオニ／訳：谷川俊太郎（好学社、1978年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：樫尾聡美《あたふる》

案内：内呂博之（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ちゃちゃつぼ」

・絵本『まんまる まんまる』さく：田村ゆう子（福音館書店、2012年）

・絵本『まるをつくる』さく：辻恵子（福音館書店、2009年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：リクリット・ティラヴァニ、エル・アナツイ《パースペクティブ》、

ペドロ・レイエス《人々の国際連合（pUN）》

案内：黒澤浩美（チーフ・キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「おさらにたまご」

・絵本『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』

作：長谷川義史（BL出版、2000年）

・絵本『みんなうまれる』作者:きくちちき（アリス館、2014年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：BCL《Ghost in the Cell》 

案内：髙橋洋介（アシスタント・キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「かれっこやいて」

・絵本『かんがえるアルバート ぼくのじかん』作：ラニ・ヤマモト／

訳：谷川俊太郎（講談社、2008年）

・絵本『うずまき』さく：よつもとあきら（福音館書店、1986年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：「魔法のジカン」鑑賞

案内：木村健（エデュケーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「うまとしとし」

・絵本『白山のわらじ』 再話：石川県児童文化協会／

絵：おくだきく子（石川県、1992年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：坂野充学《Visible Breath》

案内：鷲田めるろ（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ずくぼんじょ」

・絵本『ごろんごろん ねんどマン』さく：おかいみほ（福音館書店、2011年）

・絵本『もとにもどす』作：かみやしん／撮影：泉水寛人（福音館書店、1997年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：角永和夫《Wood No.5 CJ》、藤井一範《爆̶転生》

案内：野中祐美子（アシスタント・キュレーター）

15 

21  

15 

13 

13 

22 

アートライブラリー・プログラム 

「絵本を読もう」 2015年度［つづき］
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事業名等 会期 内容 来場者数

アートライブラリー開館10周年企画

チラシコレクション

ぼくらのキセキ2004–2014

アペルト03　坂野充学

可視化する呼吸

鶴来現代美術祭アーカイブ展

2014年11月26日–

2015年1月25日

2016年1月26日–

5月8日 

アートライブラリーのラウンジ壁面に10年分の展覧会チラシを

展示するとともに、カタログを一堂に揃えて閲覧に供した。

「鶴来現代美術祭」は、1991年より1999年まで鶴来を舞台に7回にわたっ

て開催された、近年各地で盛んに開催されている地域の芸術祭の先駆的

な事例である。本アーカイブ展では、鶴来商工会に残る紙資料や記録写

真・映像の展示を中心に、新たに関係者へのインタビューを行い、その記

録映像を公開した。

8,191 

14,631

アートライブラリー展示
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2014年度より継続する市民参画型のボランティ
ア事業。高校生から70代まで美術館に親しむさ
まざまな世代の人々が、美術館とさらになじみ
深くなるために、美術館や街の未来について語
らい、そこから生まれたアイデアを実際にいく
つかの企画として立ち上げ、実践する。作家の
制作支援や事業の運営サポートといった決めら
れた目的のためではなく、美術館を舞台にした
アイデアを参加メンバーが自主的に考え、実現
する点が特徴である。

（髙橋洋介／エデュケーター）

まるびぃ みらいカフェ
Marubi Mirai Café

A volunteer program involving citizens that 

has been ongoing since fiscal 2014. Aimed 

at getting people of various ages, from high 

school students to those in their 70s, who 

enjoy the museum to become more inti-

mately involved with it, the program encour-

ages people to discuss among themselves 

the future of the museum and the city and 

then actually plan and implement some proj-

ects. A feature of this program is that there 

are no set objectives such as supporting the 

work of artists or running programs; rather, 

participants are encouraged to think about 

and implement projects at the museum on 

their own. 

(TAKAHASHI Yohsuke / Educator) 

「まるびぃ みらいカフェ」活動風景

キッズスタジオ横の広場に「みらい畑」をメンバーとともに

開く

「まるびぃ みらいカフェ」活動風景

ある日の企画会議の風景

「まるびぃ みらいカフェ」活動風景

開館10周年記念日に開催した「お月みらいカフェ」の風景

「まるびぃ みらいカフェ」活動風景

来館者をみらいカフェメンバーが案内する

「まるびぃ案内」の様子

「まるびぃ みらいカフェ」活動風景

オトナスタジオvol.1

「ダンボールでオトナなカタチをつくろう」

1.

2.

3.

4.

5.

1

4 5

2

3
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事業名等

事業名等

実施日

実施日

内容

内容

参加者数

参加者数

金沢21世紀美術館開館10周年記念

関連プログラム

まるびぃ「みらいカフェ」OPEN

～まるびぃの10th Birthdayを

お祝いしよう！～

まるびぃ案内

オトナスタジオvol.1

「ダンボールでオトナな

カタチをつくろう」

オトナスタジオvol.2

「みらいカフェ的まるびぃ

ご近所めぐり」

オトナスタジオvol.3

「まるびぃ ビブリオいいね！」

オトナスタジオvol.4

「オトナバー」

みらいカフェだより#00

みらいカフェだより#01

2014年10月9日

2015年7月18–20日、

8月16、17日、

9月19日–23日、

10月10–12日、

11月21–23日、

12月12、13日、

2016年1月9–11日、

2月13、14日、 

3月19日、21日

2015年8月28日

2015年11月7日

2015年12月12日

2016年2月20日

2015年6月発行

2016年3月発行

開館10周年記念日に、市民交流のための5つのプログラム（メンバーによる
館内ガイド、「みらい」を語り合うための手づくりハーブティーカフェ、「見立て」をテーマ

にしたお月見会、まるびぃの立体マップづくりなど）をメンバーの企画で開催した。

会場：キッズスタジオ周辺

時間 ：10:00–21:00

料金：無料

初めて金沢21世紀美術館に来られた方を主な対象に、利用者の目線から

のプログラム紹介や道案内、美術館を楽しむためのさまざまな情報提供や

問い合わせ対応を行った。

活動場所：本多通口および市役所口周辺、その他

大人が心や体を解放し、気軽に表現したり考えを巡らせる場を作ろうとプ

ログラム「オトナスタジオ」を企画実施。参加者を一般募集した。1回目は、

「オトナなカタチ」をキーワードに、ダンボールを切り出して組み合わせ、

大きな作品を共同制作した。

オトナスタジオシリーズ第2弾。美術館周辺のメンバーおすすめスポットを

参加者とめぐる散歩企画。尾山神社の門石、兼六園の金城霊沢、鈴木大

拙館周辺など。

アートライブラリーで「ビブリオバトル」をなぞらえ、参加者が本を紹介、聞

きあう場を企画。その後、キッズスタジオにて交流を深めるお茶会を行った。

会場：アートライブラリー、キッズスタジオ

オトナスタジオシリーズ第4弾。食事や飲み物とともにリラックスしてアート

作品を楽しめる場を開いた。参加者が持つ好きな作品を持ち寄って紹介し

たり、その作者のコメントを聞くなどして過ごした。

会場：白鷺美術

みらいカフェの趣旨を広めメンバー活動への関心を高めるニュースレ

ター。発足後の活動の紹介のほか、メンバーの館内おすすめポイントや他

のボランティア活動からまいどさんの紹介、能登在住のデザイナーへのイ

ンタビュー等を掲載。

オトナスタジオやまるびぃ案内など1年間の活動を紹介。メンバーの美術

館での日常の過ごし方、メンバーの館外での活動や、活動で出会った農家

の紹介等を掲載。

1,250 

 

14 

10 

26 

24 

まるびぃ みらいカフェ ［2014年度］ ※7月13日–

ボランティア・メンバー数：23名

［2015年度］

ボランティア・メンバー数：37名
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展覧会鑑賞シートおよび音声ガイド 

［2013年度］

・コレクション展解説シートの作成、設置

・コレクション展音声ガイドの作成、貸出：「コレクショ

ン展」に合わせて展示作品の日本語音声ガイドを

作成した。美術館Webサイト上の「まるびぃ on the 

RADIO」にポッドキャストのプログラムとして掲載す

るとともに、貸出用の音声再生機を用意し有料（1回

200円）で貸し出した。

［2014年度］

・コレクション展解説シートの作成、設置

・「3.11以後の建築」展音声ガイド：三分一博志作品

の2点について、日本語／英語の音声ガイドを収録し

た再生機を用意し、展示室内で無料で貸し出した。

［2015年度］

・コレクション展解説シートの作成、設置

博物館実習 

［2013年度］

期間：2013年10月28日［月］–11月1日［金］ ［5日間］

受入人数：15名

 

［2014年度］

期間：2014年11月17日［月］–21日［金］［5日間］

受入人数：17名

［2015年度］

期間：2015年10月26日［月］–30日［金］［5日間］

受入人数：14名

インターンシップ研修 

［2014年度］

期間：2014年6月–10月

受入人数：3名

（金沢美術工芸大学大学院 修士2年生 2名、同1年生 1名）

研修内容：

①長期プロジェクト「好奇心のあじわい 好奇心の

ミュージアム」運営補助（作家作品およびボランティア対

応、フェイスブック記事制作等）

②展覧会「コレクション展I 透過と反射」「コレクショ

ン展 II 感光と定着」運営補助（作品リストおよび展示レ

イアウト作成等）

③展覧会「3.11以後の建築」運営補助

（ワークショップ運営、企画のための調査等）

［2015年度］

期間：2015年7月–2016年2月

受入人数：4名

（金沢美術工芸大学大学院 修士1年生 4名）

研修内容：

①長期プロジェクト「Ghost in the Cell：細胞の中の

幽霊」運営補助（来場者リサーチと鑑賞シート開発等）

②博物館実習運営補助、展覧会「金沢でJunglin’」運

営補助（展覧会準備と設営、中国語解説シート作成等）

③「コレクション展1」作品鑑賞プログラム「ミュージ

アム・クルーズ」参加、「コレクション展2」展示設営と

ワークショップ「未来への彫刻」企画運営等

④「コレクション展1」企画補助と展示撤去、「コレク

ション展2」展示設営とワークショップ「和紙と墨とナ

ツノスケに挑戦！」企画運営等
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収集保存・アーカイブ
Conservation, Registration, Archives

2014年に開館10周年を迎えた金沢21世紀
美術館は、開館以前より毎年、美術作品の収集
を行ってきた。新規収蔵作品にまつわる情報収
集や調書作成、作品撮影やデータベースへの
情報入力など、キュレーターやレジストラー、コ
ンサベーターらが連携して収蔵作品の管理体
制を構築してきた。また、館内における収蔵作
品の展示活用ばかりでなく、年々増加傾向にあ
る他館からの借用要請にも応えるべく、作品の
出納管理の強化を図っている。
アーカイブに関しては、主に収蔵作家・作品、
現代美術研究に関する主要な資料をはじめ、美
術館活動（調査研究、収集保存、企画展示、教育普
及）を推進する上で必要な資料・情報を収集し
ている。対象となる情報は、日々の活動によって
生み出される多様な出来事の記録であるが、現
代美術の多様性に応じてメディア形態が多種
多様である点、また情報の著作者である作家の
大半が現存作家であり、扱うデータのほぼ全て
についての慎重な著作権管理が求められる点
が当館のアーカイブ事業の特徴である。

（内呂博之／コンサベーター）

The museum, which celebrated its 10th an-

niversary in 2014, has been acquiring new 

artworks each year since before it opened. 

In cooperation with curators, registrars and 

conservators, we have put in place a man-

agement system for the works in our collec-

tion that covers the gathering of information 

and preparation of records pertaining to 

newly acquired works as well as their photo-

graphing and the inputting of this informa-

tion into databases. In addition, to ensure 

we can respond not only to demands for 

the utilization of artworks in the collection in 

exhibitions at the museum, but also to the 

increasing number of requests from other 

museums to borrow these works, we are 

seeking to strengthen our management of 

the lending of artworks.

With regard to archival activities, our work 

involves collecting important materials re-

lating to artworks and artists represented in 

the collection, materials relating to contem-

porary art research, and other materials and 

information necessary for pursuing muse-

um-related activities (research, conservation 

and restoration, exhibition planning, educa-

tion activities). The information concerned 

represents a record of various events that 

occur on a daily basis, but the archival oper-

ations at our museum are characterized both 

by the diversity of media types due to the 

diverse nature of contemporary art itself and 

by the fact that the majority of the artists 

who own the rights to the information are 

living artists, meaning great care must be 

given to the copyright management of most 

of the data we handle. 

(UCHIRO Hiroyuki / Conservator) 
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新規収蔵品
New Acquisitions 2013–2015

当館ではコレクションの構築を美術館の基幹を
成す重要な活動の一つとして位置付け、作品を
通して世界の「現在（いま）」を伝えるべく次の3

つの収集方針に基づき、収集事業を継続的に
行っている。

1980年以降に制作された新しい価値観を提
案するような作品
1900年以降に制作され、1980年以降の作品
の歴史的参照点となるような作品
金沢ゆかりの作家による新たな創造性に富
む作品　

（野中祐美子／レジストラー）

1.

2.

3.

1.

2.

3.

At the 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, we regard building a collection 

as an important activity that is fundamental to an art museum, and we are continuing to ac-

quire new works based on the following three acquisition policies in an effort to convey the 

state of the world “now” through artworks.

Works produced since 1980 that propose new values.

Works produced since 1900 that provide historical points of reference for works produced 

since 1980.

Works replete with new and different creativity produced by artists with links to the 

Kanazawa area.

(NONAKA Yumiko / Registrar)

2013年度 購入作品

作家名（日） 作家名（英） 作品名（日） 作品名（英） 制作年 素材／手法 サイズ

ス・ドホ SUH Do Ho 家の中の家
̶1 / 11スケール̶原型

Home within Home

̶1/11th Scale̶Prototype

2009 感光性樹脂、ステレオ

リトグラフィ

H183.6 × W178.1 ×

D236 cm   

ペーター・フィッシュリ

ダヴィッド・ヴァイス

Peter FISCHLI

David WEISS

庭園にて In the Garden 2008–10 ヴィデオ 未表記

志賀 理江子 SHIGA Lieko 肉は肉、魚は魚、

シリーズ「螺旋海岸」より

meat is meat, fish is fish,

from the series RASEN KAIGAN

2010 発色現像方式印画 H180 × W120 cm

螺旋海岸36、

シリーズ「螺旋海岸」より

rasen kaigan 36,

from the series RASEN KAIGAN

2010 発色現像方式印画 H180 × W120 cm

いまださめぬ、

シリーズ「螺旋海岸」より

still unconscious,

from the series RASEN KAIGAN

2010 発色現像方式印画 H216 × W120 cm

26273、

シリーズ「螺旋海岸」より

26273,

from the series RASEN KAIGAN

2012 発色現像方式印画 H180 x W120 cm

螺旋海岸20、

シリーズ「螺旋海岸」より

rasen kaigan 20,

from the series RASEN KAIGAN

2011 発色現像方式印画 H180 × W120 cm

62539、

シリーズ「螺旋海岸」より

62539,

from the series RASEN KAIGAN

2011 発色現像方式印画 H180 x W120 cm

おかあさんのやさしい手、

シリーズ「螺旋海岸」より

mother’s gentle hands,

from the series RASEN KAIGAN

2009 発色現像方式印画 H180 x W120 cm

螺旋海岸35、

シリーズ「螺旋海岸」より

rasen kaigan 35,

from the series RASEN KAIGAN

2009 発色現像方式印画 H197 x W120 cm

ジャイアント・プー 1、

シリーズ「螺旋海岸」より

giant pooh 1,

from the series RASEN KAIGAN

2009 発色現像方式印画 H180 × W120 cm

振り返ってはならぬ、

シリーズ「螺旋海岸」より

don't look back,

from the series RASEN KAIGAN

2011 発色現像方式印画 H180 × W120 cm

加藤 泉 KATO Izumi 無題 Untitled 2012 油彩／カンヴァス H224 × W162 cm

無題 Untitled 2011 アクリル絵の具、

鉛筆／紙

H76.5 × W41 cm

無題 Untitled 2011 アクリル絵の具、

パステル、

コラージュ／紙

H57 × W38 cm

無題 Untitled 2011 アクリル絵の具、

パステル／紙

H46 × W38 cm



90

金沢21世紀美術館学芸課 事業報告2013–2015年度

Curatorial Section, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa | Annual Report for the Year 2013–2015

2013年度 購入作品［つづき］

2013年度 寄贈作品

作家名（日） 作家名（英） 作品名（日） 作品名（英） 制作年 素材／手法 サイズ

加藤 泉 KATO Izumi 無題 Untitled 2012 パステル、鉛筆／紙 H38 × W28.5 cm

無題 Untitled 2012 アクリル絵の具、パス

テル、コラージュ／紙

H28.5 × W19 cm

無題 Untitled 2012 アクリル絵の具、パス

テル、コラージュ／紙

H28.5 × W19 cm

オル太 OLTA オルガネラ（May 11, 2013 / 

June 9, 2013 / August 4, 2013）

ORGANELLA (May 11, 2013 / 

June 9, 2013 / August 4, 2013)

2013 デジタル・ヴィデオ 97分21秒 /

24分3秒 / 65分22秒 

ミカ・ターニラ Mika TAANILA フィンランドで最も電化した町 The Most Electrified Town in 

Finland

2004–12 3チャンネルヴィデオ、

5.1サウンド

15分50秒

青野 文昭 AONO Fumiaki なおす・代用・合体・連置

「震災後亘理町荒浜で収拾した

部屋 ̶ 壁面の復元」2013

Restoraition / Substitution /

Coalescence / Connection

(the room which was collected 

from Arahama Watari, after the 

Great East Japan Earthquake-

Restoration of the wall surface) 

2013

2013 ミクスト・メディア H220 × W134 × 

D89 cm

宮永 愛子 MIYANAGA Aiko waiting for awakening ̶ chair waiting for awakening ̶ chair 2012 ナフタリン、樹脂、

ミクスト・メディア

H110 × W67.9 × 

D55.8 cm

橋本 雅也 HASHIMOTO Masaya セイヨウバラ、カタバミ、

イワガネゼンマイ、ヒメヤブラン、

イワタバコ、ムクゲ、ヒルガオ、

ツキミソウ、アイビー ヘデラ

Rosa hybrida Hort, Oxalis 

corniculata, Coniogramme 

intermedia Heron, Liriope minor, 

Conandron ramondioides, 

Hybisecus Syriacus, Calystegia 

japonica, Oenothera tetraptera, 

Hedera helix

2010 鹿角、鹿の骨 H50 × W44 × 

D31 cm

作家名（日） 作家名（英） 作品名（日） 作品名（英） 制作年 素材／手法 サイズ

オル太 OLTA オルガネラドローイング：

胎海を泳ぐ

ORGANELLA drawing:

Swim back to the womb of 

ocean

2013 色鉛筆、ペン／紙 H20.2 × W28.7 cm

オルガネラドローイング：

スカラベの転がすあれ

ORGANELLA drawing:

Something a scarab rolls

2013 色鉛筆、ペン／紙 H25.6 × W18 cm

オルガネラドローイング：

稲と電柱に扮する

ORGANELLA drawing:

Pretend to be a riceplant and an 

electric light pole

2013 色鉛筆、ペン／紙 H17.9 × W25.6 cm

オルガネラドローイング：

アンモナイトを中心に反時計まわ

り渦中へ吸い込まれる

ORGANELLA drawing:

Sucked into the vortex whirling 

counterclockwise around the 

ammonite

2013 色鉛筆、ペン／紙 H25.7 × W18 cm

オルガネラドローイング：

Cell’s performance

ORGANELLA drawing:

Cell’s performance

2013 色鉛筆、ペン／紙 H17.8 × W25.7 cm

ホンマタカシ HOMMA Takashi Trails Trails 2009 Cプリント 各H58.4 × W41.4cm

一式10点

M / ワシントン M / Washinton D.C 2009 / 2010 シルクスクリーン H72.3 × W102.6 cm

M / ボルドー、フランス M / Bordeaux 2000 / 2010 シルクスクリーン H72.3 × W102.6 cm

M / シャンベリ、フランス M / Chambery 2000 / 2010 シルクスクリーン H72.3 × W102.6 cm

M / ニューヨーク M / New York 2002 / 2010 シルクスクリーン H72.3 × W102.6 cm

M / ロサンゼルス M / Los Angeles 2002 / 2010 シルクスクリーン H102.6 × W72.3 cm

M / ヴィンタートゥール、スイス M / Winterthur 2000 / 2010 シルクスクリーン H102.6 × W72.3 cm

M / シャモニー、フランス M / Chamonix-Mont-Blanc 2007 / 2010 シルクスクリーン H72.3 × W102.6 cm

M / ヘルシンキ、フィンランド M / Helsinki 2002 / 2010 シルクスクリーン H72.3 × W102.6 cm

M / ワシントン M / Washinton D.C 2009 / 2010 シルクスクリーン H56.4 × W46.4 cm

M / ワシントン M / Washinton D.C 2009 / 2010 シルクスクリーン H56.4 × W46.4 cm

M / シャンベリ、フランス M / Chambery 2000 / 2010 シルクスクリーン H56.4 × W46.4 cm

M / シャモニー、フランス M / Chamonix-Mont-Blanc 2007 / 2010 シルクスクリーン H46.4 × W56.4 cm

M / ヘルシンキ、フィンランド M / Helsinki 2002 / 2010 シルクスクリーン H56.4 × W46.4 cm

M / ヴィンタートゥール、スイス M / Winterthur 2000 / 2010 シルクスクリーン H60 × W60 cm

M / シャモニー、フランス M / Chamonix-Mont-Blanc 2007 / 2010 シルクスクリーン H35.4 × W27.8 cm
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作家名（日） 作家名（英） 作品名（日） 作品名（英） 制作年 素材／手法 サイズ

ホンマタカシ HOMMA Takashi M / ニテロイ M / Niteroi 2002 / 2010 シルクスクリーン H72.3 × W102.6 cm

M / シャモニー、フランス M / Chamonix̶Mont̶Blanc 2007 / 2010 シルクスクリーン H40 × W40 cm

M / ニテロイ M / Niteroi 2002 / 2010 シルクスクリーン H70 × W40 cm

M / シャンベリ、フランス M / Chambery 2000 / 2010 シルクスクリーン H70 × W40 cm

M / ニテロイ M / Niteroi 2002 / 2010 シルクスクリーン H63 × W47.8 cm

M / ヘルシンキ、フィンランド M / Helsinki 2002 / 2010 シルクスクリーン H70 × W40 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2004 Cプリント、

フォトアクリル

H100 × W130 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2005 Cプリント、

フォトアクリル

H99.5 × W123.5 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2001 Cプリント、

フォトアクリル

H99 × W126.5 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2006 Cプリント、

フォトアクリル

H80 × W100 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2005 Cプリント、

フォトアクリル

H58.8 × W46.7 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2005 Cプリント、

フォトアクリル

H59 × W47.6 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2005 Cプリント、

フォトアクリル

H39.6 × W58.8 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2007 Cプリント、

フォトアクリル

H58.8 × W46.7 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2006 Cプリント、

フォトアクリル

H39.6 × W58.8 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2008 Cプリント、

フォトアクリル

H46.7 × W58.8 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2007 Cプリント、

フォトアクリル

H46.7 × W58.8 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2002 Cプリント、

フォトアクリル

H46.7 × W58.8 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2004 Cプリント、

フォトアクリル

H58.8 × W46.7 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2007 Cプリント、

フォトアクリル

H19 × W24 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 1999 Cプリント、

フォトアクリル

H23 × W19 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2005 Cプリント、

フォトアクリル

H80 × W100 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2008 Cプリント、

フォトアクリル

H47.4 × W58.6 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2006 Cプリント、

フォトアクリル

H47.4 × W58.6 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2007 Cプリント、

フォトアクリル

H47.4 × W58.6 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2007 Cプリント、

フォトアクリル

H47.4 × W58.6 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H58.6 × W47.4 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2003 Cプリント、

フォトアクリル

H33.6 × W42.6 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2008 Cプリント、

フォトアクリル

H26.3 × W33.5 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2009 Cプリント、

フォトアクリル

H33.5 × W26.3 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2007 Cプリント、

フォトアクリル

H33.5 × W26.3 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2008 Cプリント、

フォトアクリル

H26.3 × W32.8 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2008 Cプリント、

フォトアクリル

H26.3 × W32.8 cm

2013年度 寄贈作品［つづき］
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作家名（日） 作家名（英） 作品名（日） 作品名（英） 制作年 素材／手法 サイズ

ホンマタカシ HOMMA Takashi Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2003 Cプリント、

フォトアクリル

H24 × W16.3 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2003 Cプリント、

フォトアクリル

H24 × W16.3 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2012 Cプリント、

フォトアクリル

H50.8 × W61 cm

青野 文昭 AONO Fumiaki なおす・復元

（震災後宮古実家跡地より

収集した教科書より）2012

Repair / Restore

(School Textbook Picked 

Up at My Parent’s Home in 

Miyako,after the Great East 

Japan Earthquake) 2012

2012 ミクスト・メディア H20 × W29 × D1 cm

なおす・復元

（震災後閖上で収集した緑色の

カセットテープの復元）2012

Repair / Restore

(Restoration of the green 

cassette tape which was 

collected from Yuriage,after the 

Great East Japan Earthquake) 

2012

2012 ミクスト・メディア H7 × W17.5 × 

D2.5 cm

作家名（日） 作家名（英） 作品名（日） 作品名（英） 制作年 素材／手法 サイズ

ホンマタカシ HOMMA Takashi Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H67.6 × W100 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H67.6 × W100 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H39.8 × W58.8 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H39.8 × W58.8 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H39.8 × W58.8 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H39.8 × W58.8 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H39.8 × W58.8 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H58.8 × W39.8 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H16 × W24 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H16 × W24 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H16 × W24 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H26 × W23.5 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H26 × W23.5 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H47.4 × W58.6 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H58.6 × W47.4 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H26.3 × W33.5 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H26.3 × W33.1 cm

Tokyo and My Daughter Tokyo and My Daughter 2010 Cプリント、

フォトアクリル

H16.3 × W24 cm

2013年度 寄贈作品［つづき］

2013年度 寄託作品
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作家名（日） 作家名（英） 作品名（日） 作品名（英） 制作年 素材／手法 サイズ

フィオナ・タン Fiona TAN ライズ・アンド・フォール Rise and Fall 2009 HD 21分

レアンドロ・エルリッヒ Leandro ERLICH 見えない庭 Invisible Garden 2014 ミクスト・メディア φ510 × H346 cm

柿沼 康二 KAKINUMA Koji 不死鳥 Phoenix 2013 画仙紙、油煙墨 H750 × W1100 cm

イザベル・アキリザン

アルフレッド・アキリザン

Isabel AQUILIZAN

Alfredo AQUILIZAN

積む：

プロジェクト もうひとつの国

LADE:

Project Another Country

2014 ミクスト・メディア 可変

野口 里佳 NOGUCHI Rika フジヤマ#16 A Prime #16 1997 Cプリント H95.6 × W66.9 cm

フジヤマ#17 A Prime #17 1997 Cプリント H95.6 × W66.9 cm

大岩 オスカール OIWA Oscar 北千住 Kita Senju 2010 油彩／キャンバス H227 × W444 cm

作家名（日） 作家名（英） 作品名（日） 作品名（英） 制作年 素材／手法 サイズ

金氏 徹平 KANEUJI Teppei Muddy Stream from a Mug Muddy Stream from a Mug 2004–12 紙にコーヒーの

染みの切り抜きを

コラージュ

H11 × W143 ×  

D147 cm

Games, Dance and the 

Constructions (Soft Toys) #12

Games, Dance and the 

Constructions (Soft Toys) #12

2015 スクリーン・プリント、

綿、ポリエステル製

詰め物

H90 × W130 × 

D5 cm

Endless, Nameless #1 Endless, Nameless #1 2014 various found 

object、木製パネル

H122 × W244 × 

D4 cm

宇川 直宏 UKAWA Naohiro DJ JOHN CAGE & THE 1000 

WORLDWIDE DJS

DJ JOHN CAGE & THE 1000 

WORLDWIDE DJS

2014 5HD、

ミクスト・メディア

可変

小金沢 健人 KOGANEZAWA Takehito 蝶を放つ setting the butterfly free 2015 HD映像、紙、

水性顔料

可変

速度の落書き Graffiti of Velocity 2008 20チャンネル・ビデオ・

プロジェクション

可変

三瀬 夏之介 MISE Natsunosuke 日本の絵～執拗低音～ Painting of Japan

~baso ostinato~

2015 雲肌麻紙、白麻紙、

青墨、胡粉、金箔、

アクリル、ハトメ、

印刷物

H346 × D940 cm

日本の絵～執拗低音～ Painting of Japan

~baso ostinato~

2015 和紙、青墨、胡粉、銀

箔、アルミ箔、ハトメ

H347 × D924 cm

スプツニ子！ Sputniko! ムーンウォーク☆マシン、

セレナの一歩

The Moonwalk Machine

̶Selena’s Step

2013 映像インスタレーション

（カラー、音声）、

スクリーン、

ラムダプリント、

デバイス：スチール、

アルミニウム

映像：4分30秒

デバイス：

H115 × W75 ×  

D70 cm

藤 浩志 FUJI Hiroshi Happy Paradies

（ハッピーパラダイズ）

Happy Paradies 2015 ミクスト・メディア サイズ可変

大巻 伸嗣 OHMAKI Shinji Echoes-Crystallization Echoes-Crystallization 2015 水晶粉、修正液、アク

リル板

H360 × W360 cm

エル・アナツイ EL Anatsui パースペクティブ Perspectives 2015 瓶の蓋

（アルミニウム）、銅線

H1185 × W1140 ×  

D53 cm

作家名（日） 作家名（英） 作品名（日） 作品名（英） 制作年 素材／手法 サイズ

柿沼 康二 KAKINUMA Koji 一 ： BOSE Ver. ONE̶BOSE Ver. 2011 画仙紙、油煙墨 H270 × W515 cm

作家名（日） 作家名（英） 作品名（日） 作品名（英） 制作年 素材／手法 サイズ

エル・アナツイ EL Anatsui 空っぽの器 Empty Vessel 2015 スチール、銅線 H104.5 × W388 ×  

D139  cm

2014年度 購入作品

2015年度 購入作品

2014年度 寄贈作品

2015年度 寄贈作品
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修復
Restoration

2013年から2015年までの修復件数は35件で
ある。計画的な修復業務と同時に、 2013年度
より複数名のコンサベーターにより、館外の保
存科学の専門家および修復家の連携を図りな
がら現代美術の予防的保存措置の課題につい
て総合的に取り組む体制となった。

（立松由美子／コンサベーター）

Between 2013 and 2015, restoration work 

was carried out on a total of 35 items. At the 

same time as this planned restoration work, 

since 2013 we have been comprehensively 

addressing the issue of the preventive con-

servation of contemporary art, with a num-

ber of conservators working in cooperation 

with conservation science specialists and 

conservators from outside the museum. 

(TATEMATSU Yumiko / Conservator)

［2013年度］

◎田中敦子《「電気服」に基づく素描》

　状態：作品表面における粉末状の付着物

　処置内容：乾式クリーニング

◎粟津潔《海を返せ》

　状態：経年劣化

　処置内容：剥離留め、剥落止め、

　新規アクリル制作

◎粟津潔《パフォーマンス・スコア》

　状態：経年劣化

　処置内容：剥落止め

◎田中敦子《無題（「ベル」の習作）》

　状態：経年劣化

　処置内容：乾式クリーニング、折れ伏せ補強

◎LAR  /  フェルナンド・ロメロ《ラッピング》

　状態：ステンレス網の破損

　処置内容：破損部分の再溶接作業

◎ヴィック・ムニーズ

　《ピクチャー・オブ・チョコレート：

　ダイバー（シスキンドにならって）》

　状態：仮額（フレーマーポイント処置および裏板なし）

　処置内容：フレーマーポイント外し

　中性紙貼裏板作成

◎アナ・メンディエータ

　《魂、ファイヤーワークのシルエット、オアハカ、

　メキシコ》

　状態：8ミリカラーフィルム

　処置内容：アナログメディアをデジタル変換

◎フィオナ・タン《リンネの花時計》

　状態：Betacam SP

　処置内容：アナログメディアをデジタル変換

◎フィオナ・タン《回転 I & II》

　状態：Betacam SP

　処置内容：アナログメディアをデジタル変換

［2014年度］

◎粟津潔《視点の移動》

　状態：経年劣化およびフォクシング

　処置内容：燻蒸、クリーニング、剥落止め

◎粟津潔《ベルの習作》

　状態：経年劣化

　処置内容：クリーニング 

◎照屋勇賢《告知̶森：アスター・プレイス、NYC》

　状態：仮の保管箱

　処置内容：中性箱専用保管箱

◎照屋勇賢 

　《自分にできることをする：声

　（ニューヨークタイムズ2011年3月14日）》

　状態：要保管箱

　処置内容：中性箱専用保管箱

◎LAR  /  フェルナンド・ロメロ《ラッピング》

　状態：ステンレス網の破損

　処置内容：破損部分の再溶接作業

◎ジェームズ・タレル《ガスワークス》

　状態：保管箱廃棄

　処置内容：保管箱新規作成

◎マグナス・ヴァリン《EXIT》、《リンボ》

　状態：要保管箱

　処置内容：展示壁保管箱新規作成

◎クリス・バーデン《メトロポリス》

　状態：要保管箱

　処置内容：展示壁保管箱新規作成

◎マレイケ・ファン・ワルメルダム《スカイタイパーズ》

　状態：16 mmフィルム

　処置内容：アナログメディアをデジタル変換

修復

◎粟津潔《アントニオ・ガウディの芸術》

　状態：16 mmフィルム

　処置内容：アナログメディアをデジタル変換

◎粟津潔《KIYOSHI AWAZU 初期作品編》

　状態：U-Matic

　処置内容：アナログメディアをデジタル変換

◎粟津潔《KIYOSHI AWAZU 絵画編》

　状態：U-Matic

　処置内容：アナログメディアをデジタル変換

◎粟津潔《KIYOSHI AWAZU イラスト編》

　状態：U-Matic

　処置内容：アナログメディアをデジタル変換
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［2015年度］

◎ジェームズ・タレル《ブルー・プラネット・スカイ》

　状態：結露

　処置内容：結露壁面再塗装

◎ヤノベケンジ

　《ビバ・リバ・プロジェクト̶スタンダ̶》

　状態：駆動部不具合

　処置内容：駆動部修繕

◎フローリアン・クラール

　《アリーナのためのクランクフェルト・ナンバー 3》

　状態：経年による表面擦傷

　処置内容：研磨（以後、恒常的メンテナンス計画策定）

◎マイケル・リン

　《市民ギャラリー 2004.10.09–2005.03.21》

　状態：壁面角の剥離

　処置内容：剥離止め

◎オラファー・エリアソン

　《カラー・アクティヴィティ・ハウス》

　状態：照明器具破損

　処置内容：照明器具交換

　および再発防止措置計画

◎レアンドロ・エルリッヒ《スイミング・プール》

　状態：ポンプ故障

　処置内容：新規ポンプに交換

◎アニッシュ・カプーア《L’Origine du monde》

　状態：経年による汚れ

　処置内容：クリーニング用梯子新規作成

　（以後、恒常的メンテナンス計画策定）

◎ジェームズ・タレル《ブルー・プラネット・スカイ》

　状態：結露

　処置内容：結露壁面再塗装

◎粟津潔《インベーダー》

　状態：Betacam SP

　処置内容：アナログメディアをデジタル変換

◎粟津潔《ヌード》

　状態：MiniDV

　処置内容：アナログメディアをデジタル変換

◎粟津潔《AWAZU タイトルデザイン》

　状態：MiniDV

　処置内容：アナログメディアをデジタル変換

◎粟津潔《鳥のコトが気になっている》

　状態：Betacam SP

　処置内容：アナログメディアをデジタル変換

◎粟津潔《AWAZU SUMMER》

　状態：U-Matic

　処置内容：アナログメディアをデジタル変換

修復［つづき］
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貸出
Lending

当館コレクションの活用の一環として下記のと
おり貸出を実施した。

［2013年度］
貸出先6件、貸出作品24件
［2014年度］
貸出先8件、貸出作品48件
（海外貸出先1件／貸出作品1件）
［2015年度］
貸出先4件、貸出作品6件
（海外貸出先2件／貸出作品3件）

（野中祐美子／レジストラー）

In order to promote the wide utilization of 

its collection, the museum engaged in the 

following lending activities.

[Fiscal 2013] 

No. of borrowers: 6  No. of works lent: 24

[Fiscal 2014]

No. of borrowers: 8  No. of works lent: 48 

(No. of overseas borrowers: 1 /

No. of works lent overseas: 1)

[Fiscal 2015]

No. of borrowers: 4  No. of works lent: 6

(No. of overseas borrowers: 2 /

No. of works lent overseas: 3)

(NONAKA Yumiko / Registrar)

作家名 作品名

日本の70年代 広島市現代美術館：2013.4.20–7.7

粟津 潔 季刊藝術 秋

原子爆弾と二十六聖人

建築文化 30巻341号 1975年3月

因果説話 すてたろう

なにかいってくれ いま さがす／ *ex・pose’68／

草月会館ホール／

草月アートセンター・デザイン批評（風土社）

フィルム・アート・フェスティバル／ 1969東京／

草月会館ホール／

フィルム・アート・フェスティバル運営委員会

黒川紀章の作品／美術出版社

ユートピアズ＆ビジョンズ UTOPIA／

後楽園アイスパレス／

粟津潔・福島輝人・一柳慧・内田裕也・木村英輝・

中谷芙二子・ミッキー・カーチス

カルチェ巴瑠古／ PARCO

小杉武久　マノ・ダルマ・コンサート／梅若能楽堂／

株式会社トータルメディア開発研究所

黒川紀章の作品 

ピアノ炎上

Love：アートにみる愛のかたち 森美術館：2013.4.26–9.1

デミアン・ハースト 無題

西山 美なコ ザ・ピんくはうす

OpenSky 3.0̶欲しかった

飛行機、作ってみた̶

アーツ千代田 3331：2013.7.13–9.16

八谷 和彦 M-02

M-02シミュレータ

OpenSkyテストフライト

OpenSkyテストフライト

OpenSkyテストフライト

OpenSkyテストフライト

OpenSkyテストフライト

あいちトリエンナーレ2013 あいちトリエンナーレ：2013.8.10–10.27

ヤノベケンジ クイーン・マンマ（寄託作品）

アトリエ・ワン：マイクロ・パブリッ

ク・スペース

広島市現代美術館：2014.2.15–5.6

アトリエ・ワン ファーニ・サイクル

ア・ターブル！̶ ごはんだよ！

食をめぐる美の響宴̶
三重県立美術館：2014.3.1–5.6

ヴィック・ムニーズ ピクチャーズ・オブ・チョコレート：

ダイバー（シスキンドにならって）

2013年度（貸出先6件／貸出作品24件）
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作家名 作品名

Cooperation request about 

regional Art Museum,

selected local artists・Japan-

Korea Exchange Exhibition

〈Zest of the Collaboration〉

Youngeun Museum of Contemporary Art,

Dae-yu Cultural Foundation（韓国 光州）：

2014.5.10–8.24

トーチカ PIKA PIKA in Kanazawa 2008

スリーピング・ビューティ 広島市現代美術館：2014.5.17–7.21

小谷 元彦 ダブル・エッジド・オブ・ソート（ドレス2）

「だまし絵Ⅱ」 

Visual Deception II:

Into the Future

Bunkamura ザ・ミュージアム：2014.8.9–10.5

兵庫県立美術館：2014.10.15–12.28

名古屋市美術館：2015.1.10–3.22

トニー・アウスラー ピンク

アニッシュ・カプーア 白い闇 Ⅸ

新起原̶革新の視座̶ 石川県立美術館：2014.4.20–5.18

蓮田 修吾郎 朱銅壺 よしの道

（不詳）

朱銅壺 一輪生

朱銅 佇立

青銅壺 山の辺

朧銀壺 山かげ

白銅 壺

方壺原型24点

アートドキュメント2014

久世建二展

金津創作の森：2014.10.25–12.7

久世 建二 落下（5点組）

ガブリエル・オロスコ展 東京都現代美術館：2015.1.15–5.8

ガブリエル・オロスコ フェンスの中の石

無題

無題

無題

焼けたノート

缶の生け垣

ペンスキー・プロジェクト1

ペンスキー・プロジェクト2：穴のあいた三角形

ペンスキー・プロジェクト3

ピン＝ポンド・テーブル

かつてのステンドグラス窓

無題

無題

怖れるな

カタガミ・プリント1

カタガミ・プリント2

カタガミ・プリント3

カタガミ・プリント4

カタガミ・プリント5

カタガミ・プリント6

カタガミ・プリント7

東京の雨

椅子の中の犬

転がされたインク

スターのキャップ

2014年度（貸出先8件／貸出作品48件）

わが愛憎の画家たち

̶針生一郎と戦後美術

宮城県美術館：2015.1.31–3.22

粟津 潔 グラフィズム3部作

なにかいってくれ いま さがす／*ex・pose’68／

草月会館ホール／

草月アートセンター・デザイン批評（風土社）

（株式会社針生醤油醸造「フジショウ」ロゴ案）

（「サンパウロ・ビエンナーレ 1977」公式カタログ）

Quatro Artistas Japoneses = Four Japanese Artists

サンパウロ・ビエンナーレ1977 粟津潔作品制作・

展示記録写真（2007年複製）

大阪万博1970

デザインプロジェクト

東京国立近代美術館：2015.3.20–5.17

粟津 潔 写真パネル／「空想都市」のイメージ 模型 No.2

写真パネル／

大阪万国博覧会シンボルゾーンテーマ館

192面スクリーンによる「マンダラマ」

（不詳）

その他資料26点

作家名 作品名

富山市ガラス美術館開館記念展

アイ・ガット・グラス！

アイ・ガット・ライフ！

富山市ガラス美術館：2015.8.22–11.8

田嶋 悦子 Cornucopia02-Ⅻ

角永 和夫 Glass No.4 H

トーチカ展　ひかりあそび 黒部市美術館：2015.9.12–11.8

トーチカ PIKA PIKA in Kanazawa 2008

Luc Tuymans: Intolerance Qatar Museum Gallery Al Riwaq Doha：

2015.10.25–2016.1.30

リュック・タイマンス 二重の太陽

Grayson Perry̶My Pretty Little 

Art Career

Museum of Contemporary Art Australia：

2015.12.10–2016.5.1

グレイソン・ペリー 敏感な子供の苦境

何がいやなのか？

2015年度（貸出先4件／貸出作品6件）
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アーカイブ
Archive

当館では、コレクションをはじめとする美術作
品の調査研究や、それらに関する情報・資料の
集積と活用に加え、表現行為自体をめぐる調査
研究が日々実践されており、キュレーターをはじ
め、各種の専門スタッフが、各現場で生まれる
事象を取材、記録し、残すべきドキュメントを吟
味・整理している。そのうえで、館として記憶し、
記録すべきドキュメントが各部門から研究資料
室に集積され、アーカイブ担当者を中心に保管
管理される。未来の美術館活動につなげるべく、
これらの記録資料を公開発信できるよう基盤整
備することが当面の課題であり使命である。

（石黒礼子／アーキビスト）

At the 21st Century Museum of Contempo-

rary At, Kanazawa, in addition to conducting 

research on artworks, including those in our 

collection, and gathering and utilizing infor-

mation and material related to these works, 

we also conduct research on a daily basis 

relating to artistic activities themselves, with 

curators as well as specialists in other fields 

gathering information on and documenting 

events in various locations and selecting and 

preparing documents for preservation. Doc-

uments that need to be stored or recorded 

are collected from various departments and 

taken to the Research Laboratory where they 

are kept and managed by an archivist and 

other specialists. Putting in place the nec-

essary infrastructure and systems to enable 

these records and documents to be made 

available to the public is both a pressing 

concern and our duty as an art museum. 

(ISHIGURO Reiko / Archivist)

美術関連資料の収集について 

当館の研究資料は、一般公開のアートライブラリーおよ

び非公開の研究資料室にて所蔵されている。

金沢美術工芸大学の附属館として、NACSIS-CATに

加盟しており、MARCを活用しながら登録作業を行っ

ている。

蔵書は、金沢美術工芸大学附属図書館OPACおよび

CiNii Booksにて検索可能。

https://www01.ufinity.jp/kanabi/

http://ci.nii.ac.jp/books/

（最終閲覧日：2017年1月31日）

・資料受入（整理）冊数
（単位：冊）

2013年度 2014年度 2015年度

図書 研究資料室 1,909 1,492 912

アートライブラリー 176 241 193

雑誌 研究資料室 306 25 212

アートライブラリー 550 576 556

計 研究資料室 2,215 1,517 1,124

アートライブラリー 726 817 749

撮影および画像・映像のアーカイブについて 

収蔵作品の撮影（右表）および展覧会展示風景、展覧会

関連プログラム、教育普及事業等の記録を撮影し、整

理、保管している。

収蔵作品写真は、4×5カラーポジフィルムでの撮影は

継続させていたが、2014年度をもって終了し、2015年

度以降はデジタルカメラによる撮影に移行した。

また、撮影と並行して、写真家の監修のもとポジフィル

ムの高精細デジタル化（右表）を推進している。

これらの調査研究を2015年3月に刊行のコレクショ

ン・カタログに反映させた。

『コレクション｜金沢21世紀美術館』

マイブックサービス、2015年

ISBN: 978-4-907490-06-5

・収蔵作品の撮影

（単位：点）

2013年度 2014年度 2015年度

ポジフィルム
撮影

作品数 12 57 –

  カット数 15 72 –

デジタル撮影 作品数 10 0 33

カット数 32 0 83

計 作品数 22 57 33

カット数 47 72 83

・ポジフィルム デジタル化

（単位：点）

2013年度 2014年度 2015年度

4×5カラーポジフィルムの

デジタル化

92 86 36
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サスティンメンバー
SUSTAIN MEMBERS

株式会社 中島商店

株式会社 橋本確文堂

ヨシダ印刷株式会社

株式会社 パークウェーブ

株式会社 北都組

金沢市一般廃棄物事業協同組合

金沢商工会議所

SANAA事務所

株式会社 竹中工務店 北陸営業所

米沢電気工事株式会社

ナカダ株式会社

金沢市農業協同組合

北陸電力株式会社 石川支店

株式会社 福光屋

一般社団法人 石川県鉄工機電協会

金沢雇用推進協議会

大村印刷株式会社

石川県勤労者文化協会

前田印刷株式会社

株式会社 うつのみや

ヨシダ宣伝株式会社

公益社団法人 金沢市医師会

金沢信用金庫

株式会社 総合園芸

西日本電信電話株式会社 金沢支店

株式会社 ヤギコーポレーション

株式会社 ジェイアール西日本コミュニケーションズ 

北陸支店

株式会社 北國銀行

一般社団法人 金沢建設業協会

ニッコー株式会社

連合石川かなざわ地域協議会

株式会社 金沢環境サービス公社

医療法人社団 竹田内科クリニック

株式会社 日本海コンサルタント

株式会社 アイ・オー・データ機器

石川県中小企業団体中央会

医療法人社団 健真会 耳鼻咽喉科安田医院

株式会社 メープルハウス

能登印刷株式会社

メンバー

株式会社 オトムラ

株式会社 金沢舞台

株式会社 マイブックサービス

北陸名鉄開発株式会社

高桑美術印刷株式会社

株式会社 浅田屋

北菱電興株式会社

株式会社 四緑園

公益財団法人 金沢勤労者福祉サービスセンター

株式会社 橋本清文堂

カナカン株式会社

株式会社 細川造園

株式会社 かゆう堂

株式会社 バルデザイングループ

石川県ビルメンテナンス協同組合

横浜エレベータ株式会社

株式会社 ほくつう

株式会社 グッドフェローズ

日本海警備保障株式会社

株式会社 山越

株式会社 浦建築研究所

田中昭文堂印刷株式会社

株式会社 金沢商業活性化センター

株式会社 加賀麩不室屋

金沢中央農業協同組合

べにや無何有

日本ケンブリッジフィルター株式会社

めいてつ・エムザ

日機装株式会社

横河電機株式会社 金沢事業所

協同組合 日本ビジネスロードセンター

有限会社 芙蓉クリーンサービス

株式会社 インプレス 美術事業部

甘納豆 かわむら

Art Shop 月映

株式会社 アドバンス社

金沢ターミナル開発株式会社

株式会社 グランゼーラ

まつだ小児科クリニック

公益財団法人 高岡市勤労者福祉サービスセンター

アルスコンサルタンツ株式会社

株式会社 計画情報研究所

しま矯正歯科

株式会社 ビー・エム北陸

協同組合 金沢問屋センター

一般社団法人 MuU

一般社団法人 石川県繊維協会

株式会社 大和

北陸東和冷暖房株式会社

アムズ株式会社

株式会社 明翫組

株式会社 あまつぼ

ヨシダ道路企業株式会社

株式会社 金太

イワタニ北陸株式会社

末広フーズ株式会社

医療法人社団 浅野眼科医院

北陸スカイテック株式会社

森長電子株式会社

辻商事株式会社

アキュテック株式会社

三谷産業株式会社

スーパーファクトリー

イカリ消毒株式会社

森平舞台機構株式会社

株式会社 クスリのアオキ

アズビル株式会社

北陸電話工事株式会社

株式会社 五井建築研究所

金沢セメント商事株式会社

株式会社 エイブルコンピュータ

ホクモウ株式会社

医療法人社団 映寿会

鮨 みつ川

株式会社山田写真製版所

株式会社ユニークポジション

株式会社ロフト金沢ロフト

株式会社鍛冶商店

株式会社東急ハンズ金沢店
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秋元 雄史（館長）

2013–2015年度 学芸課事業担当者

黒澤 浩美（学芸課長）

石黒 礼子
内呂 博之（2014.1.1–）
大西 洋子
川岸 真由子（–2013.10.31）
北出 智恵子
吉備 久美子
木村 健
児玉 賢三
小松 美稀
髙橋 洋介（2014.7.1–）
高橋 律子
立松 由美子
中田 耕市（2013.12.1–）
野中 祐美子（2014.12.1–）
平林 恵（–2015.3.31）
森 絵里花（2015.10.26–）
山峰 潤也（2015.3.13–）
吉岡 恵美子（–2014.3.31）
米田 晴子（–2016.3.31）
鷲田 めるろ
（50音順）

AKIMOTO Yuji

KUROSAWA Hiromi

ISHIGURO Reiko

UCHIRO Hiroyuki

ONISHI Yoko

KAWAGISHI Mayuko

KITADE Chieko

KIBI Kumiko

KIMURA Ken

KODAMA Kenzo

KOMATSU Miki

TAKAHASHI Yohsuke

TAKAHASHI Ritsuko

TATEMATSU Yumiko

NAKATA Koichi

NONAKA Yumiko

HIRABAYASHI Megumi

MORI Erika

YAMAMINE Junya

YOSHIOKA Emiko

YONEDA Seiko

WASHIDA Meruro




