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左：チウ・ジージエ 《暗がりの伝道者》 2008　©QIU Zhijie　右上：森村泰昌 《肖像（ゴッホ）》 1985  ©MORIMURA Yasumasa
右下：日台国際共同プロジェクト Notes Exchange vol.2 『1984』台湾公演

※本内容は2018年2月現在の予定です。展覧会名やイベント名、会期などは変更になる場合があります。最新の情報は直接お問合せください。

平成30年(2018)年、金沢市は、日本・中国・韓国の3か国で文化芸術の発展を目指し、様々な文化芸術イベントを実施
する「東アジア文化都市」の日本における開催都市になります。
この「東アジア文化都市2018金沢」と協働し、展覧会やパフォーミングアーツ、映画などあらゆるプログラムを通じて、
アジアから湧き出る表現や活動を積極的に取り上げる一年となります。また、地域の美術館として芸術を通じた教育、
普及、支援の活動にも引き続き取り組んでいきます。どうぞご期待ください。

アジアに目を向ける一年、そしてさらなる充実に向けて

1. 世界の「現在（いま）」とともに生きる美術館

2. まちに活き、市民とつくる、参画交流型の美術館

3. 地域の伝統を未来につなげ、世界に開く美術館

4. 子どもたちとともに、成長する美術館

金沢21世紀美術館の4つの特色

ミュージアムとまちとの共生により、新しい金沢の魅
力と活力を創出していきます。

金沢21世紀美術館の〈設置目的〉

● 新しい文化の創造
● 新たなまちの賑わいの創出



4月28日（土）～8月19日（日）
展示室7-12、14

インドネシア現代美術作家の日本初個展

80年代の日本美術とは何だったのか

アイ・チョー・クリスティン　霊性と寓意
会期

会場

アイ・チョー・クリスティン  Ay Tjoe Christine

1973年、バンドン（インドネシア）生まれ、同地在住。1997年にバンドン工科大学を卒業。テキスタイルデザイナーと
して働いた後、2000年から創作活動を開始する。以降、インドネシアをはじめとする東南アジアで定期的に個展を開
催する一方、ニューヨーク、ロンドン、ベルリン、北京などの国際展にも多数出品し、着実に現代美術作家としての地
歩を築いている。

《Too Many Fishes》 2013　
170×200cm / Oil on canvas　©Ay Tjoe Christine, courtesy of Ota Fine Arts

展覧会：特別展
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アイ・チョー・クリスティンの作品は、キリスト教における
説話や精神的主題に基づいており、人間の不完全性や二面
性についての深い洞察に裏付けられています。とりわけカ
ンヴァスの余白との魅力的な調和をみせる抽象化された
イメージには、宗教的な図像を暗示すること以上に、人間
と万物との関係性を探究するアイ・チョーの真摯な姿勢が
表れています。

7月7日（土）～10月21日（日）
展示室1-6、13

起点としての80年代
会期

会場

出品作家（予定）： 石原友明 / 今村源 / 大竹伸朗 / 岡崎乾二郎 / 川俣正 / 
諏訪直樹 / 杉山知子 / 辰野登恵子 / 戸谷成雄 / 中村一美 / 中原浩大 / 
日比野克彦 / 舟越桂 / 藤本由紀夫 / 松井智惠 / 宮島達男 / 森村泰昌 / 
横尾忠則 / 吉澤美香

1980年代には今日の美術に直接つながるいくつもの重要な動
向が生まれました。インスタレーションという形式、作品制作
への参加や社会との関係への意識、オルタナティブ・スペース、
メディア・アート、「美術」という制度を相対化する視点、日常性
や軽やかさを大切にする感性などです。この時代のサブカル
チャーも90年代以降の美術に大きな影響を与えています。本展
では今日のアートシーンの起点を狭義の「美術」に探り、80年
代の日本の美術を再検証します。

戸谷成雄 《中庭II》 1990
高松市美術館

同時代の多様な美術表現に出合う場を提供し、様々な価値観や未知の表現を紹介する特別展を展開。
個性的で大規模な企画を実施し、インドネシア、日本、中国、韓国のアーティストたちをそれぞれ紹介、様々な「アジア」の
姿や今が浮かび上がってくることでしょう。



日本、中国、韓国の現代美術作家が
「家」をテーマに作品を発表

地図が写し出す私たちの存在のありか

展覧会：特別展（東アジア文化都市2018金沢）
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変容する家
9月15日（土）～11月4日（日）会期

金沢市内（石引、野町地区ほか）会場

出品作家： 川俣正 / Gimhongsok / Song Dong / Qiu Zhijie / さわひらき / 山本基 / ミヤケマイ / 村上慧 / Chen Wei / 呉夏枝 / Moon&Jeon / 
Han Seok Hyun / 岡田利規 / 魚住哲宏 / 笹本晃 / 風景と食設計室ホー / Li Binyuan ほか

Han Seok Hyun 《Super-Natural》 2011/2016 　Courtesy of the artist

我々の生きる現代では「家」は一つの社会システ
ムとして構造化されています。建築的・物理的な
「家」は一般化しやすいのですが、表面化しない感
情、慣習や文化全般に融解している「家」は、多角
的に考察されなければ、その意味を捉えることは
困難です。とりわけ、グローバル化によって移動が常態化した今日において、人々の「家」はどこにでも、いくつもあるのか、
あるいはどこにもないのか。この問いを起点に、金沢の街なかに存在する使われていない日常空間を探し出し、日本、中国、
韓国の現代美術作家が「家」をテーマに作品を発表します。

主催：東アジア文化都市2018金沢実行委員会、金沢市　共催：金沢21世紀美術館［（公財）金沢芸術創造財団］

「東アジア文化都市」は、日中韓文化大臣会合での合意に基づき、日本・中国・韓国の3か国において、文化芸術による発展を
目指す都市を選定し、その都市において、現代の芸術文化や伝統文化、また多彩な生活文化に関連する様々な文化芸術イベ
ント等を実施するものです。2018年は金沢（日本）、ハルビン（中国）、釜山（韓国）の三都市において開催します。

9月8日（土）～2019年3月3日（日）会期

展示室7-12、14会場

中国における同世代の多くの作家が体制の批判や前衛的である
ことを目指していたことに比べ、チウは、人間が生きていくうえ
で普遍的と考えられる根源的な価値について問い直すような、
ダイナミックな視点を持った作品に大きな特徴があります。本
展では、世界の有り様を俯瞰し、物事の関係を記述する「地図」の
形式を借りて、「我々は何者か」を捉えようとしているチウの創
造に迫ります。開館以来初めての中国人作家の個展となります。

左: 《Map of Body》 2017　右: 《Map of Food》 2017
246x126cm each / Ink on paper

チウ・ジージエ　世界の写像

チウ・ジージエ  Qiu Zhijie

1969年、福建省(中華人民共和国)生まれ、北京在住。杭州ファイン・アート・アカデミーにて版画を学び、1992年に卒業。 幼少
から中国の伝統的な書、西洋の思想、哲学を学び、文化大革命が終息した1990年代以降の新しい世代の表現者として、作家、批
評家、キュレーターとして国内外で活躍している。
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ス・ドホ 《家の中の家ー1/11スケールー原型》 2009
Photo: Taegsu Jeon
© Do Ho Suh,
Courtesy of the Artist, and Lehmann Maupin Gallery, New York and Hong Kong

コレクション展　アジアの風景  /
粟津潔、マクリヒロゲル５

11月3日（土・祝）～2019年3月3日（日）会期

展示室１～６、13会場

アジアからあふれ出る様々な表現は、土地の歴史や文化と
密接に結び付きながら、伝統と急速なグローバル化の間で
の模索や試行が続いています。ポスト工業化や技術革新の
波にもまれながら、「人間はどこに向かって行くのか」とい
う普遍的な問いを投げ掛ける作品を中心にご紹介します。
アジア地域に拠点を置きながら変容する現代社会を見続
け、世界を照射する作品をセレクトして「アジアの風景」と
題して展観します。
小特集展示は、粟津潔の調査展示シリーズ「マクリヒロゲ
ル」の第5回（最終回）として、版下原画を中心に展示しま
す。「デザインとは何か」を問い続け、「複製」にこだわり続
けた粟津の思考に迫ります。

展覧会：コレクション展

金沢21世紀美術館のコレクションを中心に展示します。テーマに即してコレクションをピックアップ。新しい価値観を提
示する作品や歴史的な参照点となるような作品を展示し、自分自身や今という時代を見つめ直す機会となります。

コレクション展　見ることの冒険  /  ルナ・イスラム
2018年1月27日（土）～6月24日（日）
※ルナ・イスラムは4月28日から

会期

展示室１～６、13（4/28～）会場

左：山崎つる子 《作品》 1962
右：山崎つる子 《作品》 1964
撮影：斎城卓
© YAMAZAKI Tsuruko

本展は「作品をよく見ること」をテーマに、想像力をかきたてる
抽象的な作品を展示。作品を見ることの先に、冒険物語を読む
ような発見や驚きを体験してもらうことを期待しています。
4月28日からは、小特集展示として、ルナ・イスラムの初公開と
なる映像作品《縮尺（1/16インチ＝1フィート）》を併せて紹介
します。

出品作家： リジア・クラーク / トニー・クラッグ / モニーク・フリードマン / 
イザ・ゲンツケン / イェッペ・ハイン / 角永和夫 / 小金沢健人 / 鈴木ヒラク
山崎つる子 / ルナ・イスラム
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2017年11月18日（土）～2018年6月24日（日）
※会期が延長となりました。

ローカル・テキスタイル1

TO&FRO  うすく、かるく
会期

デザインギャラリー会場

「ローカル・テキスタイル」は、金沢とその周辺の繊維産業を
テーマとする展覧会のシリーズです。第１回目で紹介する
「TO&FRO」は、金沢市とかほく市の会社カジグループによ
る旅行用品ブランド。非常に細い糸で織った薄くて軽いナ
イロン生地を使っています。

提供：カジレーネ株式会社

DeathLAB
《Constellation Park》 2014
©Latent Productions and
DeathLab

7月7日（土）～2019年1月14日（月・祝）

lab.3

DeathLAB：死を民主化せよ
会期

デザインギャラリー会場

2013年にコロンビア大学に設立された「DeathLAB」は、
「持続可能な死と追悼のための空間」を探究する「死の研究
所」です。地球環境工学、宗教学、生物学といった諸分野を横
断して、「死」を都市の中心部に象徴的に呼び戻す最新のプ
ロジェクトを紹介します。

ローカル・テキスタイル2 2019年1月26日（土）～6月23日（日） デザインギャラリー会期 会場

展覧会：デザインギャラリー

アートの中でも生活や産業に近い「デザイン」を切り口に幅広い視点の展覧会を開催します。金沢の地場産業をテーマに
した「ローカル・テキスタイル」と、展示のみでなく調査・研究・実験の場として開き、そのプロセスをプレゼンテーション
する「lab」の二つのシリーズを展開します。

《rainbows edge Ⅰ》 2015
©NANAKARAGE Ayano

4月28日（土）～9月24日（月・祝）
長期インスタレーションルーム

アペルト08　七搦綾乃
会期

会場

七搦綾乃（1987-）は枯れ枝や干からびたバナナの茎など乾
燥した動植物のかたちをモチーフに、木彫で表現します。虹
や霧などの自然現象や、森や山、海に生きる動植物の時間に
ついて思いを巡らせる彼女の作品は、観る者に、生命や美醜
に関わる複雑な感情を呼び起こします。

《scenery passing
(reflected in the window)》 2017
© Yu Nishimura
Courtesy of KAYOKOYUKI

10月6日（土）～2019年3月24日（日）
長期インスタレーションルーム

アペルト09　西村有
会期

会場

西村有（1982-）はふと目にした風景や行為、「生活の中の充
足した時間」の断片を1枚の絵画の中に複雑に重ね合わせる
ことで一つの風景を構築します。ぼんやりとした画面は、現
実から遠く離れた場所であるかのような情景を想像させ、
鑑賞者を絵画の中に引き込みます。

ななからげ

展覧会：アペルト

若手作家を中心に個展形式で紹介する展覧会のシリーズ。今まさに現れつつある新しい感受性に目を向け、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します。国籍や表現方法を問わず、今後さらなる飛躍
が期待できる作家を紹介します。
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隔たりを通して再会する父と娘の物語

少年とともに旅する不思議で幻想的な世界

8月4日（土） 19:00開演 
8月5日（日） 14:00開演
シアター21

伊藤郁女 『Je danse parce que je me méfie des mots /  
私は言葉を信じないので踊る』
開催日

会　場

Photo: Gregory Batardon

ダンス

ダンス

ダンサー・振付家の娘・伊藤郁女と、彫刻家の父・伊藤博
史のデュエット。フランスを拠点に目覚ましく活躍する
伊藤郁女が、失ってしまったなにかを取り戻すために父
との関係に真正面から取り組んだ作品。ある種の隔たり
によって離れてしまった父と娘。その遠くて近い親密な
関係を二人で踊ります。

伊藤郁女
東京生まれ。2003年フィリップ・ドゥクフレ演出の日本初演「イリ
ス」出演。パリ公演の後シディ・ラルビ・シェルカウイ等の作品に関わ
りながら自作を発表し、活動の場を飛躍的に広げる。2015年仏政府
より芸術文化勲章（シュヴァリエ）受賞。パリ在住。

アクラム・カーン
ダンサー・振付家。1974年ロンドン生まれのバングラデシュ系イギリ
ス人。インドの古典舞踊様式「カタック」とコンテンポラリーダンスを
融合させた民族色の強い独自のスタイルで、世界的人気を博している。

8月17日（金） 15:00開演  
8月18日（土） 15:00開演
シアター21

アクラム・カーン 『Chotto Desh / ちょっとだけ、ぼくのくに』
開催日

会　場

Photo: Richard Haughton

夏休みに子どもから大人まで楽しめるダンス作品を上
演。バングラデシュとイギリスの二つの文化を背景に持
つ少年が、ダンサーになることを夢見て旅をする物語。プ
ロジェクション・マッピングや音楽を効果的に用いて幻
想的な世界を描き出し、視覚的にも楽しめる舞台です。原
題のChotto Deshはベンガル語で「小さな祖国」の意。

かおり

ステージ /  イベント

金沢21世紀美術館は様々な分野の多様な表現ともつながっています。シアター21、交流ゾーン、屋外の広場などで、国際色豊
かなパフォーミングアーツやトーク、映画、音楽のステージ、そして子どもや市民を主な対象にしたイベントを展開します。
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シアター21

『珈琲時光』
日台国際共同プロジェクト　Notes Exchange vol.3

会　場

日台国際共同プロジェクト  Notes Exchange vol.2  『1984』台湾公演　撮影：松原豊

主催：金沢21世紀美術館［(公財)金沢芸術創造財団］、 三重県文化会館［指定管理者：（公財）三重県文化振興事業団］、 第七劇場

三重県津市を拠点とする第七劇場と台湾・台北を拠点と
するカンパニーが共同で、台湾を代表する世界的映画監
督・侯孝賢（ホウ・シャオシェン）の『珈琲時光』からイン
スピレーションを得て演劇版を製作。珈琲を味わう時の
ように、気持ちも新たに、日本と台湾、人と人、個人と家
族のつながりを見つめます。

第七劇場 日台国際共同プロジェクト3年間の軌跡
2016年度はドストエフスキー作品、翌年度は『1984』を、俳優や舞台スタッフを交換＝Exchangeしながら共同制作し、台北と三重で公演。最
終年の『珈琲時光』は、金沢の俳優をメインキャストに加える予定で、東京、台北、三重、金沢で公演します。

ステージ /  イベント

映画『珈琲時光』を
日本と台湾の劇団が共同で舞台化

演劇

2019年
2月16日（土） 14:00/19:00開演 
2月17日（日） 14:00開演 

開催日

10月6日（土）～8日（月・祝）
シアター21

映画の極意 vol.19
開催日

会　場

「映画の極意」は政治、社会、哲学、生と死、消費文化、人間
の不条理、遊び、時代と娯楽、映像美といったテーマごとに
セレクトした作品の上映を行うシリーズ企画です。
今回は日本、中国、韓国の東アジアに関係する多様な視点
を持つ映像作品をご紹介します。

映画

12月8日（土）・9日（日）
シアター21

まるびぃ シネマ・パラダイス！ vol.5
開催日

会　場

金沢美術工芸大学と金沢大学の映画研究会有志が、フィル
ム映画に親しんだ世代と交流しながら企画を運営する上映
会です。学生たちは作品選びから広報活動、会場設営や映
写機操作に至るまでを担当します。フィルム映画を大画面
でお楽しみください。
※「まるびぃ」とは、金沢21世紀美術館の愛称

映画
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撮影：池田ひらく

Merry Marubi Christmas～くるみ割り人形とねずみの王様 （2017）
撮影：池田ひらく

vol.27 サンローランとパリ左岸物語 part2
5月27日（日）
vol.28 フォーブール＝サントノレ通り24番地…エルメス
12月1日（土）
vol.29 自由でセクシーでエレガントな女性の生き方…ソニア・リキエル

2019年3月2日（土） 

シアター21

フランソワーズ・モレシャンの
おしゃれ講座～時代を読む vol.27-29
開催日

会　場

金沢21世美術館アドバイザーである、フランソワーズ・モレ
シャンさんによるトークショーです。アートやファッション、
現代社会について、モレシャン流の鋭い視点で時代を切り
取り、エスプリの効いたトークを繰り広げます。

12月ほか
交流ゾーン

music@rt 2018
開催月

会　場

美術館で音楽とアートの新しい出逢いをお届けする
music@rt。天から降り注ぐような歌声が好評のOEKエン
ジェルコーラスとオーケストラ・アンサンブル金沢メンバー
による、音楽を楽しみながらクリスマスをもっと知るプログ
ラムや、OEK30周年を記念するプログラムを開催します。

トーク 音楽

撮影：池田ひらく 「オープンまるびぃ2017  朝も夜も美術館」 から
ヤン・ファーブル 《雲を測る男》の「学芸員ゲリラ・ギャラリートーク」の様子

5月3日（木•祝）～5日（土•祝）
交流ゾーン、広場ほか

ARTS PLANET 2018
～こども∞ディスカバリー！
開催日

会　場

美術館全体を、楽しいアートの惑星「ARTS PLANET」に
見立て、こどもが主役になれるイベントやワークショップが
盛りだくさんのファミリーイベント。今年のテーマは「こども
∞ディスカバリー！」。からだもこころもひらいて、無限の可能
性を発見しよう！

市民美術の日
オープンまるびぃ 2018

イベント イベント

10月20日（土）
全館

開催日

会　場

金沢市民が美術館主催の展覧会を無料で鑑賞できる「市民
美術の日」。当日は展覧会の延長開場やワークショップ、美術
館スタッフによる特別企画など、いつも以上に「開かれた美術
館」となります。 
※無料鑑賞には運転免許証等の本人確認書類が必要です。

ステージ /  イベント



長期プログラム /  アーティスト・イン・レジデンス

「自治」をキーワードに音楽や映画、演劇など他の領域を横断しつつ、ライブ、上映、トーク、ワークショップなど多様なプ
ログラムを実施してきた「自治区」。本年度は、美術館からまちへとその活動を広げ、実験的なアクティビティをレジデン
ス・プログラムへと拡張します。「カナザワ・フリンジ」ではアーティストとともに、社会の周縁を探り、コミュニティとの
連携・協働を軸にした創作活動を展開します。

長期プログラム

通年 プロジェクト工房ほか館内外

自治区 2018―ON／OFF
開催日 会場

「自治区」の場はどこにでも現れる！美術館から離陸し（Take OFF）、金沢市内の海側に新
たな「自治区」の拠点を作ります。アーティストが、異なる文化や歴史の中での暮らしに触れ
て（Touch ON)、地域のコミュニティとつながる（ON line）。ライブ、上映、トーク、ワーク
ショップなどを一緒に楽しもう！新たなアイデアや刺激の種をアートとアーティストを通
じて拡散していきます（Spread OFF）。「自治区」は自由にON／OFFを作る実験的な空間と
して多様な活動を展開していきます。

アーティスト・イン・レジデンス

通年 館内、金沢市内

カナザワ・フリンジ 2018-2019
開催日 会場

カナザワ・フリンジとは国内外から招へいするアーティストやクリエイターが社会との接
点を持ちながら、新作を金沢で滞在制作する複数のプロジェクトの総称です。2年サイクル
で実施し、2018年はリサーチ年として2019年度に実施する企画を醸成する一年と位置
付けます。

「あさのがわのいえ」 （カナザワ・フリンジ 2017）　撮影：池田ひらく 「Fun with Cancer Patients　がん患者とがんトーク：金沢編」
（カナザワ・フリンジ 2017）
撮影：Christa Holka

2017年度「自治区」開催時の会場の様子

9
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通年

まるびぃ みらいカフェ
開催日 館内外会場

美術館や「まち」を、もっとワクワ
ク・ドキドキする場にしよう！館内
案内やワークショップ、広場の畑づ
くりなどを通して「まち」に開かれ
た美術館づくりに参画するプログ
ラムです。

月に1回程度

絵本を読もう
開催日 キッズスタジオほか会場

絵本の読み聞かせや手遊びなどの
時間と、展覧会の作品鑑賞や美術
館探検、造形活動などを組み合わ
せたプログラムです。小さなお子さ
んから大人まで、どなたでもご参加
いただけます。

ボランティア アートライブラリー・プログラム

前期：5月15日（火）～6月22日（金）
後期：11月13日（火）～2019年2月1日（金）
展覧会ゾーン

ミュージアム・クルーズ
開催日

会　場

金沢市内で学ぶ小学4年生を対象
に、美術館で現代アートの多様な表
現と出合い、発見する鑑賞プログラ
ム。2006年度より継続しており、子
どもたちは「クルーズ・クルー」と呼
ばれるプログラム・メンバーととも
に、所蔵作品を中心とした作品鑑賞
や、美術館での散策を体験します。

ワークショップ：9月～11月（全5回）
展覧会：2019年1月4日（金）～14日（月・祝）
座談会：1月上旬
キッズスタジオほか

中学生まるびぃアートスクール
開催日

会　場

今年度は「魔法の服」に挑戦!?金
沢市内の中学生たちが美術館に
集い、フレッシュな感性を磨きな
がら自己表現にチャレンジしま
す。アーティスト・中学校・美術館
が協働して行うワークショップで
生き生きと作り出される作品たち
は展覧会の形で広くお披露目し
ます。

プログラム プログラム

通年

キッズスタジオプログラム
開催日 キッズスタジオ会場

休日プログラム「ハンズオン・まる
びぃ！」は小学生との家族連れを
主な対象に、素材や技法に親しみ
ながら表現を楽しむ時間です。平
日火曜～金曜の「すくすくステー
ション」は乳幼児連れでのびのび
過ごせる場です。2018年度は午後
3時まで開場時間を拡大します。

通年

メディアラボ共催プログラム
開催日 メディアラボ会場

まちなかでクリエイティブな活動
を行っている市民グループと協働
し、電子工作や同人誌などの創作
活動に来館者が気軽に触れられ
る場を開きます。子どもから大人
まで様々な人たちが集う中で、
アートやデザインの新しいアイディ
アを試す交流の場を目指します。

ワークショップ ワークショップ

ワークショップ /  ボランティア

学校関連事業

生涯学習の基盤を充実し、市民とともに美術館の未来を創造する場をつくるためのプログラムです。

金沢市内の小中学校と連携し、子どもたちが美術を発見するための鑑賞プログラムやワークショップを行います。

2017年度中学生まるびぃアートスクール
「考え方を考える」ワークショップ
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7月28日（土）・29日（日）

iaku 『人の気も知らないで』
開催日

シアター21会　場

春の日曜日。交通事故で入院中の同
僚のお見舞い帰り。その事故の痕が
あまりにショッキングだった。彼女を
どうサポートしていくか。それぞれの
事情を抱えながら会話は続きます。

7月14日（土）～16日（月・祝）

カナザワ映画祭2018 「期待の新人監督」
開催日

シアター21会　場

自主映画コンペティション。これま
でに内藤瑛亮（『ミスミソウ』）、二
宮健（『リミット・オブ・スリーピン
グ ビューティ』）、小林勇貴（『全員
死刑』）などの新人監督を発掘して
きました。

9月1日（土）・2日（日）

バストリオ＋松本一哉 『黒と白と幽霊たち』
開催日

シアター21会　場

バストリオのパフォーマンスと松本
一哉の生演奏による本作は、全国8
都市で上演。時代も土地も異なる生
と死を巡る物語の断片をブリコラー
ジュの手法で紡ぐ舞台作品です。

公演：7月20日（金）・21日（土）
ワークショップ：7月22日（日）
展示：7月18日（水)～7月22日（日）

LIRY Project 01 “4 x Person”
開催日

シアター21会　場

ベルギー、フランス、石川県在住の
アーティスト4名による共同のパ
フォーマンス公演と展示。Rosas
の現役ダンサーによるワークショッ
プも同時開催します。

2019年1月19日（土）14:00 / 19:00
                20日（日）10:30 / 16:00

第2回インタラクティブ・プロジェクションマッピング
オペラフェスティバル

オペラ『朝比奈』狂言より、
オペラ『泥棒とオールドミス』２作品同時上演
開催日

シアター21会　場

「朝比奈」は狂言を基にした話、
「泥棒とオールドミス」は1930年
のアメリカの小さな町に起こる
オールドミスの悲劇をコメディに
したもの。プロジェクションマッピ
ングを舞台背景に使います。

芸術交流共催事業「&21」

「&21」（アンドニジュウイチ）は、地域文化の活性化を支援すべく、金沢21世紀美術館が芸
術性と創造性に富んだ事業を公募・採択し、共催事業として広報・制作面で主催者をサポー
トする事業です。2018年度は五つの事業が選ばれました。



スケジュール

料金表（予定）
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特別展  アイ・チョー・クリスティン  霊性と寓意

特別展  起点としての80年代

特別展  チウ・ジージエ  世界の写像

　　　 起点としての80年代 / アイ・チョー・クリスティン

　　　 起点としての80年代 / チウ・ジージエ  世界の写像

コレクション展　見ることの冒険 / ルナ・イスラム

コレクション展　アジアの風景 / 粟津潔、マクリヒロゲル５

1,000円 800円 400円 800円 800円 600円 300円

1,700円 1,400円 700円 1,400円 1,400円 1,100円 600円

360円 280円 無料 280円 280円 220円 無料

一般 大学生 小中高生 65歳以上

当日券
展覧会名

一般 大学生 小中高生

前売り・団体料金（20名以上）

※ ※

コレクション展は同時期開催の特別展チケットで観覧できます。（コレクション展だけを観覧する場合は、上記の料金になります）
前売り券は、チケットぴあ、ローチケHMVでお求めいただけます。
※ コレクション展の団体料金です。前売り券販売はありません。

4
2018

3211211109876 45

4
2018

2019

2019
3211211109876 45

有料展 無料展

展
示
室
7
〜
12
、14

展
示
室
1
〜
6
、13

長
期
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム

デ
ザ
イ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー

金
沢
市
内

アイ・チョー・クリスティン
霊性と寓意
4月28日（土）～8月19日（日）
● プレスガイダンス 4/27（金）予定

コレクション展
見ることの冒険
ルナ・イスラム（4/28～）

～6月24日（日）

起点としての80年代
7月7日（土）～10月21日（日）
● プレスガイダンス 7/6（金）予定

コレクション展  アジアの風景 /
粟津潔、マクリヒロゲル5
11月3日（土・祝）～2019年3月3日（日）

チウ・ジージエ　世界の写像
東アジア文化都市2018金沢

9月8日（土）～2019年3月3日（日）
● プレスガイダンス 9/7（金）予定

アペルト08　七搦綾乃
4月28日（土）～9月24日（月・祝）

TO&FRO
うすく、かるく

ローカル・テキスタイル1

～6月24日（日）

変容する家
東アジア文化都市2018金沢

9月15日（土）
～11月4日（日）

ローカル・
テキスタイル2
2019年1月26日（土）
～6月23日（日）

DeathLAB：死を民主化せよ
lab.3

7月7日（土）～2019年1月14日（月・祝）

アペルト09　西村有
10月6日（土）～2019年3月24日（日）

共通券

共通券


