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開館10周年記念

レアンドロ・エルリッヒーありきたりの？
Leandro ERLICH—The Ordinary?

2014.5.3–8.31

レアンドロ・エルリッヒ（1973年 ブエノスアイレ

creator of The Swimming Pool (a.k.a. “Le-

ス/アルゼンチン生まれ、モンテビデオ/ウルグアイ在

andro’s Pool”), a permanent installation at

1.《見えない庭》
2014年
ミクスト・メディア

住）は、金沢21世紀美術館の常設設置された作

the 21st Century Museum of Contemporary

品《スイミング・プール》
（ 通称「レアンドロのプー

Art, Kanazawa. Hosting Erlich’s first solo

金沢21世紀美術館蔵

ル」）によって、金沢においてひときわ大きな役

exhibition in Japan on the occasion of our

2.《エレベーターの迷路》

割を果たしてきた作家である。開館10周年の

tenth anniversary year, we presented 17

φ510×346 cm

2011年
ミクスト・メディア

機会に、本展では最新作を含む17点を紹介。

works including new pieces, eliciting a huge

日本で初めての個展として、国内外に大きな反

response both in Japan and abroad. Erlich’s

響をもたらした。建築的／空間的な現実の認識

style, which alters our perception of archi-

2005 / 2014 年
ミクスト・メディア

H260.4×W496.5×D292.7 cm
3.《階段》

にゆらぎを与える作風は、現代美術の中におい

tectural/spatial reality, brings an important

ても、重要な視点をもたらすものである。階段、

new perspective even to contemporary art.

ドア、窓、プールといった，誰もが知る空間を

Dealing with spatial themes familiar to us all,

テーマに取り上げ、当たり前と思っている感覚

such as stairs, doors, windows and pools, he

に大胆に介入して、常識的な見方で反応してし

intervenes boldly in the senses we take for

まう私たちの姿を見事に映し出した。親しみや

granted, brilliantly reﬂecting our states in re-

すさや気軽さによって、観客は自然にエルリッ

sponse to the existence of those things. Due

ヒの作品に向き合い、全感覚を働かせて作品

to the approachability and casualness of his

の理解に取り組んでいた様子があった。現代

works, viewers were naturally drawn to them

2011

美術が以前にも増して人々に愛されていること

and employed all their senses in seeking to

mixed media

に大きく寄与した展覧会となり、文字通り
「開か

understand them. This was, without a doubt,

れた」美術館としての金沢21世紀美術館のコン

an exhibition that contributed greatly to peo-

2005 / 2014

セプトを体現した。

ple’s growing love for contemporary art. It

mixed media

also embodied the concept of the 21st Cen-

H1656 × W475 × D337 cm

（黒澤浩美）

tury Museum of Contemporary Art, KanazaLeandro Erlich (born in Buenos Aires in Leandro Erlich (born in Buenos Aires in 1973;
based in Montevideo, Uruguay) has played

wa, as a museum that is literally “open.”
(KUROSAWA Hiromi)

a particularly large role in Kanazawa as the
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H1656×W475×D337 cm
1. Invisible Garden
2014
mixed media
φ510 × 346H
collection: 21st Century Museum of
Contemporary Art, Kanazawa
2. Elevator Maze

H260.4 × W496.5 × D292.7 cm
3. Staircase

1–3. photo: KIOKU Keizo

開館10周年記念 レアンドロ・エルリッヒーありきたりの？
Leandro ERLICH—The Ordinary?

2014年5月3日– 8月31日

2014.5.3–8.31

会場：展示室7– 12、14、光庭

Venue: Gallery7–12, Courtyard

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／

Ticket Price: Adult = ¥1,000, University = ¥800,

小中高生＝400円／ 65歳以上の方＝800円

Elem/JH/HS = ¥400, 65 and over = ¥800

入場者数：135,197人

Number of visitors: 135,197

主催：金沢21世紀美術館［
（財）金沢芸術創造財団］

Organized by:

助成：プロア財団

21st Century Museum of Contemporary Art,

後援：在日アルゼンチン共和国大使館

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and
Development Foundation )

出品作家: レアンドロ・エルリッヒ

Grands from: Fundación Proa
Supported by: Embassy of the Argentina Republic

カタログ：
『レアンドロ・エルリッヒ ーありきたりの？』

in Japan

マイブックサービス、2014年
35×23 cm、199p.、5,500円＋税

Artist: Leandro ERLICH

ISBN: 978-4-907490-04-1 C0071
Catalogue: Leandro ERLICH—The Ordinary?
巡回なし
My Book Service Inc., 2014
企画・構成：黒澤浩美

35 × 23 cm, 199p., ¥5,500 + tax
ISBN: 978-4-907490-04-1

関連企画
◇ アーティスト・トーク：レアンドロ・エルリッヒ

Curator: KUROSAWA Hiromi

（2014年5月3日、レクチャーホール）
◇ ギャラリーツアー for キッズ「ここは、どこ？」
（2014年6月21日、展示室7–12、14）
◇ ギャラリーツアー for ファミリー
（2014年6月17日、7月1日 、展示室7–12、14）
◇ 作ろう！ワークショップ「右？ 左？ ふえた？
きえた？」
（2014年8月21日 会場：キッズスタジオ）
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