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泉太郎　突然の子供
TARO IZUMI A Child Suddenly

2017.10.7–2018.3.25

泉太郎（1976–）は、あらゆる素材、媒体を交
錯させたインスタレーションを主な表現手法と
し、国内外で精力的に活躍している。
本展では、作家にとって初めてとなる長編映
画作品、作家本人が演じ、見る／見られること
に着目した映像作品、言語と映像についての問
いかけから生まれた作品など、金沢での長期滞
在中に徐々に制作された8点の新作が館内各
所に展示され、一つの作品がまた次の作品へと
影響し呼応していくその制作過程は、まるです
べての作品が必然的に生まれてきたかのように
立ち現れた。また、これら映像やインスタレー
ション作品と並行し、本の作品に着手し、展覧
会終了後も継続している。
長らく泉が探求し続けてきた映像やイメージ

と身体や意識との捻れた関わりについて、これ
までの取り組みを踏まえつつも、全く新しい方
法で提示する極めて挑戦的な展覧会となった。
会期中は連続ビデオトークを開催し、作家の思
考に触れる充実した機会となった。

（野中祐美子）

IZUMI Taro (1976–) is an artist mainly known 

for his installations that cross video, perfor-

mance, drawing, painting, sculpture and 

other media, exhibiting his work frequently at 

home and abroad. 

This exhibition presented eight new works 

that were gradually completed over Izumi’s 

long-term stay at Kanazawa including feature 

films—the artist’s first such endeavor—along 

with video works featuring Izumi himself that 

focus on aspects of seeing / being seen, as 

well as works born from questions posed 

towards language and film. In a process of 

production by which one work came to influ-

ence and respond to the next, all the works 

appeared to have emerged as inevitable 

manifestations of their relationship with one 

another. Alongside these video works and in-

stallations, Izumi engaged in the production 

of a book as a project he has continued to 

work on after the exhibition. 

 While taking into account his previous 

works, the exhibition promised an extremely 

ambitions undertaking in presenting a wholly 

new approach to that which Izumi has long 

pursued throughout his practice—the ques-

tion of the intertwined relationship that films 

and images share with the human body and 

consciousness. A series of video talks where 

held during the exhibition, serving as a fruit-

ful opportunity for visitors to engage with the 

artist’s thoughts and ideas.

(NONAKA Yumiko)

レクチャーホール：展示風景

《B:「レンズは虎が通るのをはっきりと捉えていたのだ」》 

2017年

 長期インスタレーションルーム：展示風景

《B:「レンズは虎が通るのをはっきりと捉えていたのだ」》 

2017年

交流ゾーン授乳室前：展示風景

《（鹿）85 91 92 94 98 100 102 108 110 112 115 116 ＊ 117

＊ 119+2》 2017年

レクチャーホール外周：展示風景

《古い名前、先客》2018年

レクチャーホール外周：展示風景

《D:「夜はくしゃみを我慢した瞬間から始まるの？だとしたら

お兄さん、長いくしゃみをしていきませんか」》 2017年

総合案内周辺：展示風景

左・レクチャーホールガラス面／屋台：《B:「レンズは虎が通

るのをはっきりと捉えていたのだ」》 2017年

中央・柱：《頬爪楊枝/葡萄の刑》 2018年

右・モニター：《Y:「膝を上げよ、そのまま下げよ」　

P:「転ばぬよう、石を片付けておきました」》 2017年

Lecture Hall: Installation view

B: But the lens had clearly captured the passing tiger., 

2017

Long-Term Project Room: Installation view

B: But the lens had clearly captured the passing tiger., 

2017

In front of the Breast - feeding Room at the Public Zone: 

Installation view

(Deer) 85 91 92 94 98 100 102 108 110 112 115 116

＊ 117＊ 119+2, 2017

The outer peripheral of the Lecture Hall: Installation view

Old Name, or: Sorry, It’s Already Taken, 2018

The outer peripheral of the Lecture Hall: Installation view

D: Night begins the moment you hold back a sneeze? Well 

then, Mister, how about you and me go for a nice long 

sneeze?, 2017

Honda - Dori Entrance: Installation view

Left/Lecture Hall: B: But the lens had clearly captured the 

passing tiger., 2017

Middle/Poles: Punishment by Cheek Toothpicks/Grapes, 

2018

Right/Screen: Y: Raise your knee, now lower it. P: I put 

the stones away so they won’t trip., 2017

1–6. Photo: OMOTE Nobutada
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2017年10月7日（土）–2018年3月25日（日）
会場：レクチャーホール、シアター 21、
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：56,305名 

※レクチャーホール、シアター 21、
長期インスタレーションルームへの入場者数

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：芸術文化振興基金助成事業
協力：
DMM. make、株式会社アイ・オー・データ機器、
一色うなぎ漁業組合

出品作家：泉 太郎

カタログなし

巡回なし

企画・構成：野中祐美子

関連プログラム
◇クロージングイベント《暗いネズミ色の本》
スターティング・トークイベント
（2018年3月25日、プロジェクト工房）
◇連続ビデオトーク1–3

（2017年11月23日、シアター 21）
（1月13日、2月18日、レクチャーホール）

広報件数：6 件

泉太郎　突然の子供
TARO IZUMI A Child Suddenly

2017.10.7 (Sat.)–2018.3.25 (Sun.)

Venue: Lecture Hall, Theater 21, 

Long-Term Project Room, Public Zone

Ticket Price: Free

Number of visitors: 56,305 

*counted numbers in three main venues.

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art,

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion 

and Development Foundation)

Supported by:

Japan Arts Council

In Cooperation with: DMM. make, 

I-O DATA DEVICE, INC., 

Isshiki Eel Fisheries Cooperative Association

Artist: IZUMI Taro

Curator: NONAKA Yumiko

Publicity: 6


