「美術が野を走る：粟津潔とパフォーマンス」
出品目録

凡例
・作品及び資料データは、作品・資料名（和英）、制作年（和英）、メディア（和英）、素材（和英）、
サイズ（縦あるいは高さ×横×奥行き [cm]、あるいは上映時間、和英）の順に表記した。

・特に明記がない場合は、作者は粟津潔。

Art Running Wild : Awazu Kiyoshi and Performance

・特に明記がない場合は、金沢 21 世紀美術館蔵である。

List of Works

Explanatory Note
- Data on works or materials are given in the following order: name of artist (Japanese ／ English)
title (Japanese ／ English),
year made (Japanese ／ English), media (Japanese ／ English), material (Japanese ／ English),
dimensions (height × width × depth [cm] or duration of time (Japanese ／ English).
- Unless otherwise noted, the works are created by Awazu Kiyoshi.
- Unless otherwise noted, the works are in the collection of
21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa.

《奥多摩

御獄山坂上にて》

On The Upper Slope of Mt. Mitake, Okutama
1948
油彩／板 ・ oil on wooden board | 14.8×22.6

《静物》

油彩／板 ・ oil on wooden board | 15.4×22.8

《奥多摩

御獄山頂》

Top of Mt. Mitake, Okutama
1948
油彩／板 ・ oil on wooden board | 14.8×22.6

《立会川上流》

Upper Tachikawa River
1949
油彩／カンヴァス ・ oil on canvas | 14.6×12.5

《碑文谷風景》

Landscape of Himonya
1949
油彩／板 ・ oil on wooden board | 22.6×16.8

《自画像》

Self Portrait
1949

油彩／カンヴァス ・ oil on canvas | 19.5×15.3

《下駄》

Wooden Clog
1951
油彩／板 ・ oil on wooden board | 13.2×18.6

美術が野を走る

Charred Landscape
1951
油彩／板 ・ oil on wooden board | 19.8×25.2

《子供の円舞曲》

Still Life
1949
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《焼跡風景》

Waltz for Children
1952
油彩／板 ・ oil on wooden board | 19.7×11.8

《路地裏》

Back Alley
1953

油彩／板 ・ oil on wooden board | 28.4×13.6

《（不詳）》

(Title unknown)
制作年不詳 ・ Year unknown
油彩／板 ・ oil on wooden board | 15.7×22.7

《（不詳）》

(Title unknown)
c.1948 - 1954
油彩／板 ・ oil on wooden board | 22.7×16.7

《（不詳）》

(Title unknown)
c.1948 - 1954
油彩／板 ・ oil on wooden board | 22.8×15.8

《海を返せ》

Give Our Sea Back
1955
ポスター（原画）・ poster
（original） | 水彩塗料、布／紙、ベ
ニヤ板 ・ water-based paint, cloth on paper mounted on
veneer panel | 110.3×72.8

Art Running Wild: AWAZU Kiyoshi and Performance

《国連総会へ／原水爆禁止日本協議会・原水爆禁止東京協議会》

To the UN General Assembly／The japan Council Against
Atomic and Hydrogen Bombs, Tokyo Council Against Atomic
and Hydrogen Bombs
1958
ポスター ・ poster | シルクスクリーン ・ silkscreen | B2

《印群》

Mass of Stamps
c.1959
印画紙 ・ photographic paper | 15.3×13.5
（刃先／mat
window）

《メタボリズム》

Metabolism
1960

インク／紙 ・ ink on paper | 18.2×25.7（イメージ／
image）、19.5×26.8（紙／paper）、19.9×27.4（台紙／
board）

《現代都市と建築／川添登》

“Gendai Toshi to Kenchiku”／KAWAZOE Noboru
1965
ポスター ・ poster | 紙に印刷 ・ print on paper
103.2×80.0

《メタボリズム→メタモルフォーゼ》

METABOLISM - METAMORPHOSIS
1965
ポスター ・ poster | シルクスクリーン ・ silkscreen
109.0×79.0

《ジャパンアートフェスティバル 巨大フォトアッセンブリー》

Japan Art Festival. N.Y. Dynamic Photoassemblage
1966
写真 ・ photograph | 24.7×28.7

《昭和38年度武蔵野美術大学 学生募集要項》

Musashino Art University 1963 Student Recruitment
Catalogue
1963
カタログ表紙 ・ catalogue cover | 紙に印刷 ・ print on
paper | 20.6×19.1

《催眠・心霊・タナトロギー : 超心理の探求》

Saimin, Shinrei, Tanatorogi
c.1963
インク／紙 ・ ink on paper | 5.1×5.1（イメージ／image）、
11.6×9.3（紙／paper）

《マース・カニングハム・ダンス・カンパニイ 今日の芸術＝1／
サンケイホール／読売新聞社・草月アートセンター》

Merce Cunningham ＆ Dance Company／The Yomiuri
Shimbun, The Sogetsu Art Center
1965
ポスター ・ poster | オフセット ・ offset | B2

《マース・カニングハム・ダンス・カンパニイ 今日の芸術＝1》

Merce Cunningham ＆ Dance Company
1965

招待状、チケット、パンフレット ・ invitation, ticket,
pamphlet | 紙に印刷 ・ print on paper | 13.0×26.0×
0.3、25.0×6.3、12.7×25.0×0.4

《（不詳）》

（Title unknown)
1965
インク／紙 ・ ink on paper | 23.7×25.6（紙／paper）、
27.4×34.5（台紙／board）

《万国博娯楽地区・基本構想計画 『粟津潔
[
・作品集;
第3巻：環境デザインと絵画篇』版下関連資料]》

Expo '70 Amusement Zone: Concept Plan (Layoutrelated materials for Awazu Kiyoshi Works Vol. 3:
Environment and Art)
1967
写真4点、印刷紙1点、台紙 ・ 4 photographs, 1 printed
paper, board | 21.6×30.8, 24.7×28.8, 12.0×16.6,
10.8×15.8（写真／photograph）11.0×17.6（印刷物／
printed paper）
《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）
》
NANIKA ITTEKURE IMA SAGASU／*ex・pose'68
／The Sogetsu Art Center, THE DESIGN REVIEW
（FUDOSHA）
1968
ポスター・poster | シルクスクリーン・silkscreen | B1
《変身あるいは 現代芸術の 華麗な冒険／*ex・pose '68
／草月会館ホール／草月アートセンター》

HENSHIN ARUIWA GENDAI GEIJUTU NO KAREINA
BOKEN／*ex・pose'68／The Sogetsu Art Center,
THE DESIGN REVIEW（FUDOSHA）
1968
ポスター・poster | シルクスクリーン・silkscreen | B2

《フィルム・アート・フェスティバル1968／金沢・北国講堂
／石川デザイン協会・草月アートセンター》

TOKYO FILM ART FESTIVAL 1968／Ishikawa Design
Association, The Sogetsu Art Center, Filmart-Sha Co.,
Ltd.
1968
ポスター・poster | シルクスクリーン・silkscreen | B2
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《フィルム・アート・フェスティバル ポスター原画》

Original illustration for the poster
"TOKYO FILM ART FESTIVAL"
c.1968
コラージュ ・ colllage | 36.1×27.9

《インベーダー》

Invader
1968

ベータカム（デジタル／データ変換）・ Betacam
transferred to digital data | 22分15秒 ・
22min.15sec.
《ストライプのある風景》

Landscape with Stripes
1968

イラストレーション、版下 ・ illustration, layout paper
コラージュ ・ collage | 41.2×31.0（イメージ／
image）、48.6×39.0（紙／paper）

《SPACE CAPSULE》

SPACE CAPSULE
1968

コースター ・ coaster | 紙に印刷 ・ print on paper
φ10.0

《仮面劇『犬神』の舞台美術と仮面 『粟津潔
[
・作品集;
第3巻：環境デザインと絵画篇』版下関連資料]》

Theater Set and Masks for INUGAMI (layout-related materials
for Awazu Kiyoshi Works Vol. 3: Environment and Art)
1969
写真 ・ photograph | 写真、トレーシングペーパー ・
photograph, tracing paper | 24.2×29.9（2点／pieces）、
12.9×18.2、11.1×16.0、16.7×12.0 (5点／pieces)、11.1×
15.3、8.8×12.9

《心中天網島／表現社・日本ATG》

DOUBLE SUICIDE AT TEN NO AMIJIMA／HYOGENSHA CO.,
LTD., The Japan Art Theatre Guild
1969
ポスター ・ poster | シルクスクリーン ・ silkscreen | B1

《ANTI-WAR AND LIBERATION》

ANTI-WAR AND LIBERATION
1968
ポスター ・ poster | シルクスクリーン ・ silkscreen
109.3×79.3

《犬神／DER GOTTO DER HUNDE／Theater am
Turn／TeNJOSAJiki》

INUGAMI
1969

ポスター ・ poster | シルクスクリーン ・ silkscreen

B1

《映画『心中天網島』の美術・模型 『粟津潔
[
・作品集;
第3巻：環境デザインと絵画篇』版下関連資料]》

Set and Model for Double Suicide at Ten No Amijima
(layout-related materials for Awazu Kiyoshi Works Vol. 3:
Environment and Art)
1968
写真、トレーシング、ペーパー、紙 ・ photograph, tracing,
paper, paper | 13.1×18.0（2点／pieces）、10.6×16.0、
13.0×18.2（2点／pieces）、16.7×12.0、12.0×16.8、12.1
×16.8（2点／pieces）、12.2×16.4（2点／pieces）
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《黒川紀章の作品／美術出版社 [ポスター]》

“Kurokawa Kisho No Sakuhin”／BIJUTSU SHUPPAN-SHA CO.,
LTD.
1970
ポスター ・ poster | オフセット ・ offset | 102.2×72.8

《サンデー毎日増刊第3集 8月7日号》

Sunday Mainichi, special issue no. 3, August 7
1970
雑誌 ・ magazine | 25.6×18.2

《遠くに雨が》

Raining Far Away
1970

シルクスクリーン／紙 ・ silkscreen on paper | 32.2×
48.8（刃先／mat window）、41.0×56.3（紙／paper）
《『人間と文明』レイアウト[ゼロックス新聞広告版下]》

Layout for "Mankind and Civilization" [Layout for
newspaper advertisement for Xerox]
c.1970
紙に印刷 ・ print on paper | 32.5×45.2（紙／paper）、
35.9×48.9（台紙／board）
《CITY! 都市食女》

CITY! The City-Eating Woman
1970
インク／紙 ・ ink on paper | 33.5×23.5
《万国博シンボルゾーンテーマ館・空中展示 『粟津潔
[
・作品集;
第3巻：環境デザインと絵画篇』版下関連資料]》

Expo '70 Symbol Zone Theme Pavilion: Aerial Exhibit (layout-related materials for
Awazu Kiyoshi Works Vol. 3: Environment and Art)
1970
写真、トレーシングペーパー、台紙 ・ photograph, tracing paper, board | 9.1×13.0
（3点／pieces）、9.2×13.0、10.8×15.7、9.1×13.0、10.6×15.7、10.7×15.8（2点／
pieces）、10.8×15.8

《万国博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 『粟津潔
[
・作品集;第3巻：環境デザイ
ンと絵画篇』版下関連資料]》

Expo '70 Symbol Zone Theme Pavilion: 192 screen
"Mandala-rama" (layout-related materials for Awazu
Kiyoshi Works Vol. 3: Environment and Art)
1970
写真、紙 ・ photoraph, paper | 20.4×26.0、13.0×
19.1（2点／pieces）

《日本民族のヒミツをさぐる》

Search for the Secrets of Japanese Ethnicity
c.1970
コラージュ、インク／紙 ・ collage and ink on paper |
25.6×17.9（イメージ／image）、36.4×23.2（ボード／
board）

《これが日本だ》

This is Japan
1971

版画、
コラージュ、
彩色／紙・print, collage and paint on
paper | 31.5×22.3（イメージ／image）、39.4×28.2
（紙／paper）

《血獄海》

Blood Hell Sea
制作年不詳 ・ Year unknown
印刷紙、彩色 ・ printed paper, paint | 24.0×14.9（紙／
paper）、26.4×17.8（台紙／board）

《風流》

《因果説話 すてたろう（原画）》

STETARO (Discarding the Causality Narrative) ［original］
1970 - 1973
インク、コラージュ／紙 ・ ink and collage on paper | 36.5
×25.6×0.3、33.0××51.5×0.3
（9点／pieces）

F ry
1972
16ミリフィルム（デジタル／データ変換）・ 16 mm
film transferred to digital data | 11分11秒 ・
11min.11sec.
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《トランソニック シンポジウム〜音楽の新しい方向／
東京文化会館小ホール／トランソニック》

Transonic Symposium／Transonic
1973
ポスター ・ poster | オフセット ・ offset | B2

《BOLEX H16 Reflex》

BOLEX H16 Reflex
16mmカメラ ・ 16mm camera | 約／approx
23.0×13.0×16.0
個人蔵 ・ private collection

《コンポジション [プロジェクションのためのスライド]》
Composition [slides for projection ]

1974

スライド69点 ・ 69 slides | 各／each 5.0×5.0

《コンポジション》

Composition
1974
miniDV（デジタル・データ変換）・ miniDV transferred to
digital data | 8分59秒 ・ 8min.59sec.
《幻想原野》

Fantasy Space
1974
16ミリフィルム（デジタル・データ変換）・ 16 mm film
transfferred to digital data
17分35秒 ・ 17min.35sec.

《ヌード》

Nude

製作年不詳 ・ Year unknown
miniDV（デジタル・データ変換）・

miniDV transferred to digital data | 21分40秒 ・
21min.40sec.
《粟津潔 映像個展／西部劇場／フィルムアート社・
粟津デザイン室・PARCO》

KIYOSHI AWAZU FILM ONE-MAN SHOW／Filmart-Sha
Co., Ltd., Awazu Design Room, PARCO
1974
ポスター ・ poster | オフセット ・ offset | B2

《映画『田園に死す』の美術 『粟津潔
[
・作品集;
第3巻：環境デザインと絵画篇』版下関連資料]》

Set for Pastoral: To Die in the Country (Layout-related materials for Awazu Kiyoshi
Works Vol. 3: Environment and Art)
1974
写真 ・ photograph | 12.1×16.4（2点／pieces）、16.5×12.1（2点／pieces）、12.0×
16.4、16.6×12.0、12.1×16.5（3点／pieces）、16.4×12.1

《黒子の吉凶》

The Kuroko's Fortune
1975

コラージュ、インク、彩色／ボード ・ collage, ink and
paint on board | 25.9×17.1（イメージ／image）、
34.0×25.6（ボード／board）

《建築文化30巻340号 1975年2月号》

Kenchiku Bunka, Vol. 30 No. 340, Feb. 1975
1975
原画 ・ orijinal | インク、水彩／紙 ・ ink and watercolor
on paper | 32.0×23.2（イメージ／image）、43.3×
32.9（ボード／board）

《KIYOSHI AWAZU FILM ONE-MAN SHOW》

KIYOSHI AWAZU FILM ONE-MAN SHOW
1970年前半 ・ first half of 1970
チラシ ・ flyer | 紙に印刷 ・ print on paper | 25.7×
18.2

《粟津潔
「美術が野を走る」
『造形思考ノート』河出書房新社、
1975年、pp.112-113》

Awazu Kiyoshi, "Art Running Wild" in Zokei Shiko Note,
Kawadeshoboshinsha, 1975, pp.112-113
1975

《粟津潔の世界：粟津潔映像展・講演会》

The World of Awazu Kiyoshi: Awazu Kiyoshi Film
Exhibition and Lecture
1970年前半 ・ first half of 1970
チラシ ・ flyer | 紙に印刷 ・ print on paper | 26.2×17.7
（二つ折／twofold） 26.2×52.2（展開時／spread）

《粟津潔・映画演劇ポスター原画展・シンポジウム》

Awazu Kiyoshi: Original drawings for
Film and Theatre Posters
1970年前半 ・ first haif of 1970
チケット・ticket | 紙に印刷・print on paper | 12.0×25.5
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《国立民俗学博物館・中央パティオ・模型B[『粟津潔・作品集;
第3巻：環境デザインと絵画篇』版下関連資料]》

National Museum of Ethnology, central patio: Model
B (Layout-related materials for Awazu Kiyoshi Works
Vol. 3: Environment and Art)
1975
写真 ・ photograph | 12.1×16.4

Art Running Wild: AWAZU Kiyoshi and Performance

《国立民俗学博物館・中央パティオ記録写真
『粟津潔
[
・作品集;第3巻：環境デザインと絵画篇』版下関連
資料]》

National Museum of Ethnology, central patio: photo
documentation (Layout-related materials for Awazu
Kiyoshi Works Vol. 3: Environment and Art)
1977
写真 ・ photograph | 12.1×16.4（2点／pieces）

作者不詳／Designer unkown
《スポーツと嬉遊曲：十七人のパフォーマンスによる
エリック・サティ／1977年／芝増上寺ホール》

Sports et Divertissements:
Erik Satie performed by 17 people
1977
ポスター ・ poster | 紙に印刷 print on paper | 40.4
×29.0 | 個人蔵 ・ private collection
作者不詳／Designer unkown
《スポーツと嬉遊曲：16人のパフォーマンスによる
エリック・サティ／芝増上寺ホール》

《なにもつかんでいない

朝の自分の手、 素描》

Holding Nothing: My Hands in the Morning, Sketch
1975
インク／台紙 ・ ink on board | 36.3×25.5

Sports et Divertissements:
Erik Satie performed by 16 people
1977
ハガキ ・ card | 紙に印刷 ・ print on paper | 14.9×
10.2 | 個人蔵 ・ private collection
作者不詳／Designer unkown
《continuous PERFORMANCE No.2 - 5／1977年》

《手》

Hands
1976

インク／台紙 ・ ink on board | 36.3×25.8

continuous PERFORMANCE No. 2-5
1977
ハガキ ・ card | 紙に印刷 ・ print on paper | 14.0×
10.8
個人蔵 ・ private collection
《パフォーマンス・千遊記 『粟津潔
[
・作品集;
第3巻：環境デザインと絵画篇』版下関連資料]》

《東京三文おぺれった／芸能座》

The Beggar／Geinoza
1976
ポスター ・ poster | オフセット ・ offset | B2

Performance: Senyuki (Two Diagrams for Eric Satie 43)
(Layout-related materials for Awazu Kiyoshi Works
Vol. 3: Environment and Art)
1977
色鉛筆、紙、トレーシングペーパー ・ color pencil, paper,
tracing paper | 25.8×36.3（イメージ／紙 / image／
paper）、26.7×39.6（台紙／board）

《東京三文おぺれった（粟津潔作・芸術座第3回公演）》

The Beggar／Geinoza
1977

レコードジャケット ・ record jacket | 紙に印刷 ・ print
on paper | 31.5×31.5

《おかあさん革命は遠く去りました》

Mom, the Revolution Has Gone Away
1977
シルクスクリーン／紙 ・ silkscreen on paper | 40.4
×40.4（刃先／mat window）
《『思想運動』1977年2月1日》

Shiso-Undo, February 1, 1977
1977
紙に印刷 ・ print on paper | 40.8×27.7

《《パフォーマンス・千遊記》 記録写真》
《不婦・金芝河の手『金冠のイエス
[
：抵抗のフォークソング』表紙]》

No Return／The Hand of Kim Chi-ha: The GoldCrowned Jesus: Folksong of Resistance [cover]
制作年不詳 ・ Year unknown
紙に印刷 ・ print on paper | 25.0×18.0
個人蔵 ・ private collection

Photo documentation of Performance: Senyuki
(Two Diagrams for Eric Satie 43)
1977
写真 ・ photograph | 各／each 17.9×12.9 (3点／
pieces)、各12.9×17.9 (20点／pieces)
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《Performance 1977 25-march Sports &
Deverssions ／サウンド：A-A.Suzuki/ T.Kosugi／
R.Shimada/H.Yosimura [音声]》
Performance 1977 25-march Sports & Deverssions
／sound: A-A. Suzuki／T. Kosugi／R. Shimada／H.
Yoshimura [audio]
1977
レコード[データ変換] audio source in a record
transferred to data | 約26分 ・ approx.26mins
作者不詳／Designer unkown
《Performance 1977 25-march Sports &
Deverssions／サウンド：A-A.Suzuki／T.Kosugi／
R.Shimada／H.Yosimura B-river》
Performance 1977 25-march Sports & Deverssions
／sound: A-A. Suzuki／T. Kosugi／R. Shimada／H.
Yoshimura
1977
レコードジャケット ・ record jacket | 紙 ・ paper
31.5×31.5 | 個人蔵 ・ private collection
作者不詳／Designer unkown
《スポーツと嬉遊曲：17人のパフォーマンスに
よるエリック・サティ 会場図（『Continuous
PERFORMANCE #001』11ページ掲載の約3倍
拡大コピー）》
Layout of the venue for Sports et Divertissements:
Erik Satie performed by 17 people (300%
enlargement of page 11 of the tabloid "Continuous
PERFORMANCE #001)
1979／2014
紙 ・ paper | A3

《グラフィズム3部作 制作風景》
Photo documentation of Making "Graphism. Three Part
Work"
1977 / 2014
写真 ・ photograph | 各／each 17.9×12.9 (3点／pieces)、
各12.9×17.9 (20点／pieces)

撮影者不詳／Photographer unknown
《「スポーツと嬉遊曲：17人のパフォーマンスによる
エリック・サティ」記録写真（鈴木昭男）》
Photo documentation (Suzuki Akio) of Sports et
Divertissements: Erik Satie performed by 17 people
1977
写真 ・ photograph | 各／each 11.9×16.5
（2点／
pieces）
個人蔵 ・ private collection

《《グラフィズム 3部作》ビエンナーレ展会場でのワークショップ
記録写真／サンパウロ・ビエンナーレ》

Photo documentation of Workshop on "Graphism. Three Part
Work" at Sao Paulo Biennial
1977
写真 ・ photograph | 各／each 15.5×21.5（9点／pieces ）
鈴木昭男、吉村弘／Suzuki Akio, Yoshimura Hiroshi
《Continuous PERFORMANCE #001》

Continuous PERFORMANCE #001
1977
タブロイド ・ tabloid | 40.5×27.8（12頁／12 pages）
個人蔵 ・ private collection
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作者不詳／Designer unkown
《パフォーマンスαオブジェ展：25人による行為と認識の12日間／
天井桟敷・銀座クラブイザベラ・芝.増上寺ホール／浜田剛爾》

Performance & Object: 12 days of Action and
Recognition by 25 people／Hamada Goji
1978
ポスター ・ poster | 紙に印刷 ・ print on paper
各／each 53.7×26.1（2種／2types）
個人蔵 ・ private collection
《パフォーマンス・Performance & Object 『粟津潔
[
・作品
集;第3巻：環境デザインと絵画篇』版下関連資料]》
Performance ／Performance & Object (Layout-related

materials for Awazu Kiyoshi Works Vol. 3: Environment
and Art)
1978
色鉛筆、紙、トレーシングペーパー ・ color pencil, paper,
tracing paper | 25.7×36.7（イメージ／紙 ・ image/
paper）、27.8×39.6（台紙／board）

《Summer Performance 1979 〈人間学への接近〉／
ルーテル市ヶ谷センターホール・常滑市民図書館ホール ・
天井桟敷館・ギャラリー ・ サードフロア・芝 増上寺ホール
・ 赤坂O.A.Gホール／浜田剛爾》

Summer Performance／Plan for continuous
Performance Vol.3／Hamada Goji
1979
ポスター ・ poster | 紙に印刷 ・ print on paper | B2

《Summer Performance 1979 〈人間学への接近〉／
ルーテル市ヶ谷センターホール・常滑市民図書館ホール ・
天井桟敷館 ・ ギャラリー ・ サードフロア・芝 増上寺ホー
ル ・ 赤坂O.A.Gホール／浜田剛爾》

Summer Performance／Plan for Continuous
Performance Vol.3／Hamada Goji
1979
チラシ ・ flyer | 紙に印刷 ・ print on paper | 25.7×
18.2
個人蔵 ・ private collection
《Summer Performance 1979 〈人間学への接近〉
［1〜4と6］》

Summer Performance／Plan for Continuous
Performance Vol.3 [1-4 and 6]
1979
チケット ・ ticket | シルクスクリーン／紙 ・ silkscreen
on paper | 各／each 6.4×17.3
個人蔵 ・ private collection

浜田剛爾／Hamada Goji
《Summer Performance 1979 〈人間学への接近〉プラン・
ノート》
Plan Note for Summer Performance ／Plan for

Continuous Performance Vol.3
c.1979
ペン、
紙・pen on paper | 25.6×18.2
個人蔵 ・ private collection

《パフォーマンス・Performance & Object 記録写真》

Photo documentation of Performance ・ Performance & Object
1978
写真 ・ photograph | 各／each 17.9×12.9 (3点／pieces)、各／each 12.9×17.9 (20
点／pieces)

浜田剛爾／Hamada Goji
《Performance No.4 Tokyo to Seoul----motion》

Performance No.4 Tokyo to Seoul----motion
c.1978
紙、感熱紙／ベニヤ板 ・ paper and thermal paper on
veneer board | 97.0×56.0

《パフォーマンス・スコア》

Performance Score
1979

シルクスクリーン／紙 ・ silkscreen on paper | 97.0×

56.0

浜田剛爾／Hamada Goji
《Summer Performance 1979〈人間学への接近〉ステイト
メント》
Statement for Summer Performance ／Plan for

Continuous Performance Vol.3
1979
紙 ・ paper | 25.8×18.3 (5枚組、各／a set of 5, each)
個人蔵 ・ private collection
作者不詳／Designer unkown
《パフォーマンス・スコア・シンポジウム '79 人間学への接近
Vol.1 TOKYO／ルーテル市ヶ谷センターホール／浜田剛爾》

Performance Score Symposium '79／HAMADA Goji
1979
チラシ ・ flyer | 紙に印刷 ・ print on paper
29.7×21.0 | 個人蔵 ・ private collection

作者不詳／Designer unkown
《STELARC: Plan for continuous Performance Vol.3
（人間学への接近）／天井桟敷館／浜田剛爾》

STELARC: Plan for Continuous Performance Vol.3／
TENJOSAJIKIKAN
1979
チラシ ・ flyer | 紙に印刷 ・ print on paper
20.9×14.8 | 個人蔵 ・ private collection
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《Summer Performance 1979（プラン）》

Summer Performance 1979 (plan sketch)
1979
鉛筆、色鉛筆、トレーシングペーパー ・ pencil, color
pencil on tracing paper | 29.7×41.8

《Summer Performance 1979（プラン）》

Summer Performance 1979 (plan sketch)
1979
鉛筆、ペン、トレーシングペーパー ・ pencil, pen on
tracing paper | 29.7×41.9
《Summer Performance 1979（原画）》

Summer Performance 1979 (original score)
1979
色鉛筆、コラージュ、紙 ・ color pencil, collage, paper |
29.7×41.8
《Summer Performance 1979（出演者Iのスコア）》

Summer Performance 1979 (score for performer I)
1979
ペン、コピー用紙 ・ pen, copy paper | 29.6×42.0
個人蔵 ・ private collection
《Summer Performance 1979（出演者Gのスコア）》

Summer Performance 1979 (score for performer G)
1979
ペン、コピー用紙 ・ pen, copy paper | 29.6×42.0
個人蔵 ・ private collection

《Summer Performance 1979》記録映像（1979年8月5
日／ ルーテル市ヶ谷センター）》

Video Documentation of Summer Performance 1979
(August 5, 1979, Lutheran Ichigaya Center)
1979
Betamaster [データ変換] ・ Betamaster transferred to
digital data | 約37分 ・ approx. 37mins
個人蔵 ・ private collection

作者不詳／Designer unkown
《continuous Performance Vol.3 人間学への接近 TOKYO 3
／天井桟敷館／浜田剛爾》
continuous Performance Vol.3 ／TENJOSAJIKIKAN／Hamada

Goji
1979

ハガキ ・ postcard | 紙に印刷 ・ print on paper | 15.3×10.3
個人蔵 ・ private collection

作者不詳／Designer unkown
《continuous Performance Vol.3
人間学への接近 6／東京O.A.Gホール／浜田剛爾》
continuous Performance Vol.3 ／Tokyo O.A.G Hall ／Hamada

Goji
1979

ハガキ ・ postcard | 紙に印刷 ・ print on paper | 15.1×10.1
個人蔵 ・ private collection
作者不詳／Designer unkown
《TRACKER-TRACKING／WATER MELON／
8/24 TENJO SAZIKI》
TRACKER-TRACKING／WATER MELON／8/24 TENJO SAJIKI

1979

コピー用紙 ・ copy paper | 17.5×17.5
個人蔵 ・ private collection
作者不詳／Designer unkown
《continuous Performance Vol.3 人間学への接近
TOKYO 3／天井桟敷館／浜田剛爾［ヒグマ春夫関連資料］》

continuous Performance Vol.3: Approaching
Anthropology, TOKYO 3 ／TENJOSAJIKIKAN
(Material related to HIGUMA Haruo)
コピー用紙 ・ copy paper | 29.6×20.9
個人蔵 ・ private collection
《椿亀》

Camellia and Turtle
1979

シルクスクリーン／紙 ・ silkscreen on paper | 34.9×
29.2（刃先／mat window）、50.8×39.2（紙／paper）

《国立民族学博物館

緞帳

原画》

Original for curtain drawing, National Museum of
Ethnology
1980
54.0×78.0（マット／mat）

《《Summer Performance 1979》 記録写真》

Photo documentation of Summer Performance 1979
1979
写真 ・ photograph | 各／each 12.9×17.9（20点／pieces）
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《パフォーマンス（タイトル不詳）記録写真（神奈川県民ホール・ギャラリー）》

Photo documentation of a performance (title unknown) ／Kanagawa Kenmin Hall
c.1980
ハガキ ・ postcard | 写真 ・ photograph | 各12.9×17.9（15点／pieces）、各／
each17.9×12.9（6点／pieces）
《（不詳）》

(Title unknown)
c.1980

インク、トレーシングペーパー、紙 ・ ink on tracing
paper, paper | 20.9×56.2
《（不詳）》

(Title unknown)
紙に印刷 ・ print on paper | 34.0×26.5

《粟津潔の作業机と道具箱》

Work table and tool chest used by Awazu Kiyoshi
65.0×60.0×80.0（作業机／work table）、69.0×59.0
×39.0 (道具箱／tool chest)
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