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コレクション展1　Nous ぬう
Collection 1 Nous̶sewing and living

2016.5.21–9.25

本展では、コレクション作家5名とゲスト作家
4名により、女性の日常にある「縫う」行為の延
長線上にある表現に着目した。マヤ・バイェヴィッチ
《働く女性たち―建設中》とジャナイナ・チェッペ
《カメレオンたち》の2点がコレクションとして初
公開となった。展覧会を経て、縫いの表現がもた
らす二つのキーワードが浮かびあがってきた。
その一つが「時間と記憶」である。小さな針目の
集積が日常という時間を記録し記憶していく。
沖潤子作品や村山留里子《無題》に見られる
無数の針目、会期中128日間、刺繍日記を更新
し続けたモンデンエミコの作品、また小さな縫
い目を針で刻んでいく山本優美の陶器作品も
「時間と記憶」に大きく関わっている。二つ目は
「コミュニケーション」である。鴻池朋子《物語る
テーブルランナー》は、「縫う」という極めて個人
的な行為がコミュニケーションとしての機能を同
時に併せ持つことを示唆する。「縫う」という表
現は常にジェンダーの要素をはらみ続ける。だ
が、だからこそ女性の日常をリアルに引き出す
ことに気づかされる機会となった。

（高橋律子）

The exhibition presented works by five artists 

in the museum collection and four guest art-

ists, focusing on expressions created as an 

extension of the act of “sewing” (handicraft) 

that exists within the daily lives of women. 

The occasion had marked the first ever pre-

sentation of the two collection works: Maja 

BAJEVIĆ’s Women at Work, and Janaina 

TSCHÄPE’s Camaleoas. The exhibition had 

conveyed two key themes as brought about 

through expressions of sewing. One of such 

was “time and memory,” by which the accu-

mulation of small stitches served to record 

and engrave the memories of the time in the 

everyday. The countless stitches observed in 

OKI Junko’s works and in MURAYAMA Ru-

riko’s work Untitled, MONDEN Emiko’s em-

broidery diary that was continuously updated 

over the course of the 128-day exhibition 

period, and YAMAMOTO Masami’s ceramic 

works that are engraved with small stitches 

made using a needle, are all significantly 

related to “time and memory.” The second 

theme is that of “communication.” KONOIKE 

Tomoko’s A fable Told by the Wind, suggests 

how the exceedingly personal act of “sew-

ing” at the same time functions as a means 

of communication. “Sewing” is an expres-

sion that constantly continues to harbor 

elements of gender, and for this very reason 

the exhibition offered an opportunity to rec-

ognize the ability to realistically convey the 

daily lives of women.

(TAKAHASHI Ritsuko)
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展示室1：展示風景　

手前：沖潤子《midnight》 2016年　

麻布、木綿、絹、木綿糸、絹糸

2016年度金沢21世紀美術館収蔵作品

奥：《anna maria》 2015年　

麻布、木綿糸、絹糸、木箱、紙、インク　作家蔵

展示室2：展示風景　鴻池朋子

手前：《物語るテーブルランナー》 2014年–　

ミクスト・メディア　作家蔵

奥：《風が語った昔話》 2015年　作家蔵

展示室6：展示風景　村山留里子

《無題》 2005年　化学染料、正絹　金沢21世紀美術館蔵

Gallery 1: Installation View

front: OKI Junko, midnight, 2016

hemp fabric, cotton fabric, silk, cotton yarn, 

silk thread

New Acquisition of 21st Century Muserum of 

Contemporary Art, Kanazawa, for the year 2016–17

back: anna maria, 2015

hemp fabric, cotton yarn, silk thread, 

wood box, paper, ink

collection of the artist

Gallery 2: Installation View

KONOIKE Tomoko

front: Storytelling Table Runner, 2014–

mixed media 

collection of the artist

back: A Fable Told by the Wind, 2015

mixed media

collection of the artist

Gallery 6: Installation View

MURAYAMA Ruriko, Untitled, 2005

chemical dye, silk

collection of 21st Century Muserum of Contemporary 

Art, Kanazawa

1.2. Photo: YAMANAKA Shintaro (Qsyum!)

3. Photo: KATANO Masahiro
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2016年5月21日（土）–9月25日（日）

会場：展示室1–6、レクチャーホール、

アートライブラリー

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：125,168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：株式会社そごう・西武

出品作家：

沖潤子、鴻池朋子、マヤ・バイェヴィッチ、

アネット・メッサージェ、山本優美、村山留里子、

ジェマイマ・ワイマン、ジャナイナ・チェッペ、

モンデンエミコ

カタログ：

「コレクション展1 Nous ぬう」展覧会ガイド（pdf版）

URL: www.kanazawa21.jp/files/exhibition/nous_

mokuroku.pdf

巡回なし

企画・構成：高橋律子

関連企画

◇ギャラリー・トーク

（2016年6月25日、8月20日、高橋律子）

◇関連プロジェクト「モンデンエミコの刺繍日記」

（会期中、アートライブラリー）

◇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7月8日、ツアー担当：沖潤子、高橋律子）

◇アーティスト・トーク：沖潤子

（2016年7月9日、レクチャーホール）

◇ぬうカフェ・レクチャー：山崎明子、モンデンエミコ

（2016年9月19日、会議室1）

◇絵本を読もう（2016年9月25日）

広報件数：13件

コレクション展1 Nous ぬう
Collection 1 Nous̶sewing and living

2016.5.21(Sat.)–9.25 (Sun.)

Venue: Gallery 1–6, Lecture Hall, Art Library

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

Elem/JH/HS = Free, 65 and over = ¥280

Number of visitors: 125,168

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Supported by: Sogo & Seibu Co.,Ltd

Artists: OKI Junko, KONOIKE Tomoko, 

Maja BAJEVIĆ, Annette MESSAGER, 

YAMAMOTO Masami, MURAYAMA Ruriko, 

Jemima WYMAN, Janaina TSCHÄPE, 

MONDEN Emiko

Curator: TAKAHASHI Ritsuko
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作家名
Artist

作品名
Title

制作年
Production 

Year

素材・技法・形式 寸法（cm） 所蔵

沖潤子
OKI Junko

midnight 2016 麻布、木綿、絹、木綿糸、絹糸 H85 × W92 × D4 作家蔵*

沖潤子
OKI Junko

anna maria 2015 麻布、木綿糸、絹糸、木箱、紙、
インク

H95 × W36 ×
D10

作家蔵

沖潤子
OKI Junko

つばめ
a swallow

2015 布（ヴィクトリアジャケット）、
木綿糸、絹糸、木箱

H70 × W29.5 ×
D9.5

作家蔵*

沖潤子
OKI Junko

ひばり
a lark

2015 布（ヴィクトリアジャケット）、
木綿糸、絹糸、木箱

H70 × W29.5 ×
D9.5

作家蔵*

沖潤子
OKI Junko

オルゴール
music box

2015 麻布、木綿糸、絹糸、木箱 H62 × W32 ×
D15.5

作家蔵

鴻池朋子
KONOIKE Tomoko

風が語った昔話
A Fable Told by the Wind

2015 ミクスト・メディア H238 × W220 ×
D3

作家蔵

鴻池朋子
KONOIKE Tomoko

物語るテーブルランナー
The Storytellling Table Runner project

2014– ミクスト・メディア 各約H35 × W50
（52点）

作家蔵

鴻池朋子
KONOIKE Tomoko

裁縫女の部屋
Seamstresse’s room

2015 デジタル・ヴィデオ 19分30秒 作家蔵

マヤ・バイェヴィッチ
Maja BAJEVIC

働く女性たち̶建設中
Women at Work̶Under Construction

1999 DV（DVD） 11分48秒 金沢21世紀美術館蔵

アネット・メッサージェ
Annet MESSAGER

長枕のリング
The Ring of the Bolster

2002–2004 布、長枕、ウサギの毛皮、
モーター、滑車、ロープ

サイズ可変 金沢21世紀美術館蔵

アネット・メッサージェ
Annet MESSAGER

アンサンブル
Ensemble

1998 キツネの剥製、詰め物を取り除
いたぬいぐるみ、ロープ

H150 × W155 金沢21世紀美術館蔵

山本優美
YAMAMOTO Masami

うつしみ　̶自分が居てもいいっていう場所̶
Utsushimi(Life)̶To have a place where I can be

2016 陶土／手彫り H5 × W78.5 ×
D55

作家蔵

山本優美
YAMAMOTO Masami

うつしみ　̶いまだに胸がチクチク痛むから̶
Utsushimi(Life)̶Because even now, my heart aches

2016 陶土／手彫り H2.5 × W4 × D4 作家蔵

山本優美
YAMAMOTO Masami

うつしみ　̶どこでも行けんちゃう？̶
Utsushimi(Life)̶ I can go anywhere, can’t I?

2016 陶土／手彫り 各H15 × W9 ×
D23.5

作家蔵

村山留里子
MURAYAMA Ruriko

無題
Untitled

2005 化学染料、正絹 H860 × W730 金沢21世紀美術館蔵

ジェマイマ・ワイマン
Jemima WYMAN

戦闘のための変装
Combat Drag

2008 DVD 金沢21世紀美術館蔵

ジャナイナ・チェッペ
Janaina TSCHAPE

カメレオンたち
Cmaleoas

2002 シングル・チャンネル・ヴィデオ・
インスタレーション、DVD、音

20分 金沢21世紀美術館蔵

モンデンエミコ
MONDEN Emiko

モンデンエミコの刺繍日記
Monden Emiko’s　Embroidery Diary

2016 ミクスト・メディア 作家蔵

コレクション展1 Nous ぬう
Collection 1 Nous̶sewing and living

*2016年度金沢21世紀美術館新規収蔵作品

出品リスト List of Works


