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1. 展示室6： 展示風景

コレクション展 2

三瀬夏之介

歴史、再生、そして未来
Collection 2

3

上：
《日本の絵 ～執拗低音～》2015年
雲肌麻紙、白麻紙、青墨、胡粉、金箔、アクリル、ハトメ、印
刷物

History, Regrowth, and Future

H346×W940 cm
下：
《日本の絵 ～執拗低音～》2015年

2015.11.28 –2016.5.8

和紙、青墨、胡粉、銀箔、アルミ箔、ハトメ
H347×W924 cm
2. 青野文昭《なおす・代用・合体・連置「震災後亘理町荒浜で

本展では、当館が開館10周年を迎えるまで

sary, with a particular emphasis on works

収拾した部屋―壁画の復元」》2013年
ミクスト・メディア、H220×W134×D89 cm

に収集してきたコレクションの中から、初公開

never previously or only rarely displayed.

や久々の展示となる作品を中心に、6作家6作

Irrespective of the times, the things and

品を厳選して展観した。いつの時代において

ideologies around us change or decay, and

真鍮、アルミ、ガイガーカウンター、モーター、ライト

も、私たちの周りにある物質や思想は変化ある

as a result of their regrowth or reconstruc-

ボックス、写真、他

いは崩壊し、それらが再生もしくは再構築される

tion new values emerge. Perhaps it is the

H300×W200×D200 cm

ことによって新たな価値が生み出される。その

repetition of this cycle that enables us to

繰り返しによって私たちは成長し、また物質的も

grow and to march into the future in search

MISE Natsunosuke

しくは精神的な豊かさを求めて未来へと歩んで

of material or spiritual richness. In the world

upper: Painting of Japan —basso ostinato— , 2015

ゆけるのかもしれない。美術においては、過去

of art, there is a history of people rejecting

kumohadawashi, shiromasi (Japanese paper),

や現在の既成の芸術概念や形式を否定し、破

or destroying existing artistic concepts and

壊することによって、それまでに存在し得なかっ

formats, whether of the past or the present,

H346 × W940 cm

た新しい価値を創造してきた歴史がある。例え

and creating new values that could not have

lower: Painting of Japan —basso ostinato— , 2015

ば破壊された物質を作家独自の視点から再構

previously existed. In the case of an artwork

Japanse paper, seiboku (grey ink), whiting, silver leaf,

築した美術作品は、その生成のプロセスを想像

consisting of broken material reconstructed

し、それをじっくりと観察することによって、作家

from the artist’s original point of view, for

の意図や作品自体の物理的な特質をより深く

example, by imaging its regenerative process

Connection(the room which was collected from

理解できるのかもしれない。本展では、
「歴史」や

and carefully observing it, perhaps we can

Arahama Watari, after the Great East Japan Earthquake-

「再生」をテーマに、美術作品の成り立ちに焦

gain a deeper understanding of the artist’s

点をあて、それらに込められた作家自身が次代

intentions and of the physical material of the

に託したメッセージを探る機会とした。

artwork itself. By focusing on the origins of

2001

the artworks concerned, this exhibition with

brass, aluminum, geiger counter, motor, lightbox,

its themes of “history” and “regrowth” pro-

photograph, etc.

（内呂博之）

3. ヤノベケンジ《ビバ・リバ・プロジェクト ―スタンダ―》
2001年

1. Gallery 6: Installation view

seiboku (grey ink), whiting gold, acrylic, grommet,
printed material

aluminium foil, grommet
H347 × W924 cm
2. AONO Fumiaki, Restoraition/Substitution/Coalescence/

Restoration of the wall surface), 2013
mixed media
3. YANOBE Kenji, VIVA, REVIVAL PROJECT: STAND-UP,

At this exhibition we presented six carefully

vided an opportunity to consider the mes-

1–3.

selected works by six artists acquired by the

sages incorporated into the works by the

金沢21世紀美術館蔵

museum in the lead up to our 10th anniver-

artists for the beneﬁt of future generations.

collection: 21st Century Museum of Contemporary Art,
Kanazawa

(UCHIRO Hiroyuki)
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コレクション展 2 「歴史、再生、そして未来」
Collection 2 History, Regrowth, and Future

2015年11月28日– 2016年5月8日

2015.11.28– 2016.5.8

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：96,580人

Number of visitors: 96,580

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,
Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and

出品作家：角永和夫、藤井一範、青野文昭、

Development Foundation)

ミカ・ターニラ、ヤノベケンジ、三瀬夏之介
Artists: KADONAGA Kazuo, FUJII Kazunori,
カタログなし

AONO Fumiaki, Mika TAANILA, YANOBE Kenji,
MISE Natsunosuke

巡回なし
Curator: UCHIRO Hiroyuki
企画・構成：内呂博之
関連企画
◇ギャラリートーク：内呂博之
（2016年1月9日、2月13日、3月12日、4月9日）
◇ワークショップ：
「和紙と墨とナツノスケに挑戦！」
（2016年1月24日、プロジェクト工房）
◇ワークショップ&トークセッション：青野文昭
「未来への彫刻」
（2016年1月31日、キッズスタジオ）
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