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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

本展は「あなたが物語と出会う場所」をテー

collection. Since ancient times, people have

マとし、金沢21世紀美術館のコレクションを中

created various narratives. Numerous narra-

心に13点の作品を紹介した。人は古くから様々

tives have emerged both from things familiar

な物語を作り出してきた。自然界の物や身の周

to us as part of our everyday lives, such as

りの道具といった暮らしに身近な存在、また宗

natural and manmade objects, and from the

教、宇宙や歴史といった、私たちを創り出した

vast space and time that have created us,

大きな時間や空間からもたくさんの物語が生ま

such as religion, the universe and history.

れている。美術もそれに寄り添い、いくつかの

Alongside these, art has also presented a

物語を作品として表現してきた。何かの物語が

range of narratives as artworks. Some of the

和紙、木、電球、蝋、墨、FRP、羊毛、綿、セラミック

込められている作品が展示されている一方で、

artworks on display had narratives woven

サイズ可変

見る側が展示された作品やその置かれた空間

into them, while others required viewers to

から自分だけの物語を紡ぎ出す場合もある。

weave their own narratives based on the

島々のように点在する7つの展示室（恒久展示の

work and the space in which it was installed.

アニッシュ・カプーア《L’Origine du monde》を含む）

As we wandered through the seven galler-

を巡りながら、作品と出会うことによって、自分

ies (including Anish Kapoor’s permanent

のこころの中にどんな物語が生まれるのだろう

exhibit L’ Origine du monde) set out like the

か。私たちにとっての現在（いま）を問いかける

islands of an archipelago and encountered

機会として、自分の作る物語はそこにある作品

the artworks, what kinds of narratives arose

に向き合うことで変化し、これまで自分ですら気

in our minds? The aim of this exhibition was

づかなかった新たな思考へと繋がっていくこと

to provide an opportunity for us to ques-

を狙いとした。

tion our own present (now), resulting in the
（立松由美子）

1. 大巻伸嗣
《Echoes-Crystallization》2015年
水晶、修正液／アクリル板
H360×W360 cm
2. 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
3. 小沢剛
《金沢七不思議》2008年

1. OHMAKI Shinji
Echoes-Crystallization, 2015
crystal powder, white-out, acrylic plate
H360 × W360 cm
2. FUJI Hiroshi
Happy Paradies, 2015
mixed media
dimensions variable
3. OZAWA Tsuyoshi
The Seven Wonders of Kanazawa, 2008
Japanese paper, wood, light bulb, wax, Chinese ink,
FRP, wool, cotton, ceramic
dimensions variable

narratives we create ourselves changing
through our encounters with the artworks

1–3.

This exhibition, which took as its theme

and prompting new ways of thinking that we

金沢21世紀美術館蔵

“Where you meet with narratives,” featured

had not imagined possible.

13 works, mostly from the 21st Century
Museum of Contemporary Art, Kanazawa’s

collection: 21st Century Museum of Contemporary
Art, Kanazawa
(TATEMATSU Yumiko)
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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年5月26日–11月15日

2015.5.26 –11.15

会場：展示室 1– 6

Venue: Gallery 1 – 6

観覧料：一般＝360円／大学生＝280円／

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

小中高生＝無料／ 65歳以上の方＝280円

Elem/JH/HS = Free, 65 and over = ¥280

入場者数：133,960人

Number of visitors: 133,960

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

Organized by:

創造財団］

21st Century Museum of Contemporary Art,

協賛：あめの俵屋、尾山神社、金沢神社、

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and

グリル オーツカ、西福寺、佛子園、蓮昌寺

Development Foundation)
Supported by: BUSSI-EN GROUP, Grill Otsuka,

出品作家：できやよい、藤浩志、大巻伸嗣、小沢剛、

Kanazawa-Jinja Shrine, Oyama-Jinja Shrine,

中村錦平、イ・ブル

Renshoji Temple, Saifukuji Temple,
Tawaraya Malt Sugar Candy Shop

カタログなし
Artists: DEKI Yayoi, FUJI Hiroshi, LEE Bul,
巡回なし

NAKAMURA Kimpei, OHMAKI Shinji,
OZAWA Tsuyoshi

企画・構成：立松由美子
Curator: TATEMATSU Yumiko
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）
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