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中村好文
小屋においでよ！
2014年4月26日（土）→
2014年8月31日（日）

展覧会名
会

期

中村好文

小屋においでよ！

2014年4月26日
（土）→ 8月31日（日）
開場時間 / 10時〜18時（金・土曜日は20時まで）
休 場 日 / 毎週月曜日
（ただし、
4月28日、
5月5日、
7月21日、
8月11日は開場）、
5月7日、
7月22日
料

金

入場無料

会

場

長期インスタレーションルーム、光庭2

主

催

金沢21世紀美術館 [公益財団法人金沢芸術創造財団]

後

援

公益社団法人日本建築家協会北陸支部、一般社団法人石川県建築士会、石川県インテリアデザイン協会

協

賛

有限会社羽根建築工房、有限会社藤巻工業、株式会社クリエイトエイ、株式会社コラム、阿部建設株式会社、株式会社
クレバ建築工房、有限会社憩暖、株式会社桜製作所、有限会社自然と住まい研究所、株式会社柴木材店、森の工房、高岡
銅器団地協同組合、株式会社ツキデ工務店、有限会社フジミ工務店、株式会社ベガハウス、株式会社ミナ、協同組合も
くよう連、株式会社福光屋、ナカダ株式会社、生活工芸プロジェクト shop labo モノトヒト

協

力

お問い合わせ

TOTOギャラリー・間、image＋物語制作所
金沢21世紀美術館

本資料に関するお問い合わせ

TEL076-220-2800

金沢21世紀美術館 広報担当： 落合
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220-2814 FAX 076-220-2802
http://www.kanazawa21.jp E-mail: press@kanazawa21.jp
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展覧会について

中村好文は、クライアントの暮らしに寄り添った、普段着のように居心地のよい住宅をつくってきました。
本展は、中村が住宅の原型として注目し、子供の頃から魅せられてきた小屋を通して、
「住宅とはなにか？」
を問い直す企画です。
長期インスタレーションルームには、中村を長年魅了してきた7つの小屋を紹介し、同時に中村自身の設
計による小屋から小住宅までを展示します。また、光庭には、原寸大の「ひとり暮らし」用の小屋を展示しま
す。この小屋は、中村氏が自身の小屋で実験してきたエネルギー自給自足型の小屋を究極のサイズにまで
切り詰めたものです。手のあたたかみのある居心地のよい空間であると同時に、特に3.11以降、我々が直
面しているエネルギーや環境問題に対して、未来の社会像と暮らし方の提案ともなっています。

展示構成

①「Hanem Hut」実物を展示（会場：光庭）
庭に出て、極小の空間の中に、台所やシャワー、トイレ、ベッドまでをおさめた小屋《Hanem Hut》を見るこ
とができます（小屋の内部の公開は土日のみ予約制）。オリジナルデザインの薪ストーブやテーブルなどの
家具、中村氏が厳選した食器、本なども備えています。風力と太陽光で発電し、雨水を利用するエコロジカ
ルな住居のモデルともなっています。本展のメイン展示です。
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「Hanem Hut」外観
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「Hanem Hut」内部

「Hanem Hut」キッチン

② 中村氏が影響を受けた古今東西の7つの小屋、
中村氏がこれまでに手がけた小屋の展示（会場：長期インスタレーションルーム）
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図面や写真、映像などを使って

Ⓑ

紹介します。
「 Hanem Hut」に至

Ⓓ

る建築家の思考の軌跡を知るこ
とができます。極小空間に込め
られた様々な仕掛けや工夫を楽
しめます。

Ⓒ
Ⓐ
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古今東西の小屋の中から
7つの名作を紹介するコーナー
Photo: AMEMIYA Hideya

Hanem Hutのスケッチと実施図面をはじめ、
家具、小物のスケッチを展示する蚊帳小屋
Photo: AMEMIYA Hideya
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Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

古今東西の7つの小屋
曲面壁の展示
蚊帳小屋
映像コーナー
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関連プログラム
※ 都合により、イベントの内容
を変更する 場合があります。
最新情報は当館ウェブサイト
にてご確認ください。

「Hanem Hut」内部公開
光庭に展示する
「Hanem Hut」
の内部を限定公開します。
（予約制）
[公開日時] 毎週土日 14:00〜18:00
[予約方法] 当日13:00より、
「Hanem Hut」
のある光庭にて予約を受け付けます。
※天候等の事情で公開できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。

中村好文講演会「小屋への道のり」
[日時] 4月26日
（土）14:00〜16:00
（開場13:45）
[会場] 金沢21世紀美術館 シアター21
[定員] 先着180名
（事前申込制） [参加費] 無料
[申込方法] ウェブサイトにて申込受付
（先着順）

つのだたかし「小屋に捧げるリュートの夕べ」
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[日時] 5月31日
（土）19:00〜20:00
[会場] 金沢21世紀美術館 光庭（雨天の場合、
シアター21）
[定員] なし
[参加費] 無料
つのだたかし（リュート）
Photo: Leonardo Bravo

「職人衆、Hanem Hutを語る」
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[日時] 6月14日
（土）14:00〜16:00
（開場13:45）
[会場] 金沢21世紀美術館 レクチャーホール
[定員] 先着80名
（予約不要）
[参加費] 無料
下田晴一（板金）

中村好文×皆川明対談「小屋から学ぶこと」
[日時] 8月2日
（土）
14:00〜16:00
（開場13:45）
[会場] 金沢21世紀美術館 シアター21
[定員] 180名 [参加費] 無料
[チケット料金] 1,000円
[チケット取扱] 金沢21世紀美術館 ミュージアムショップ TEL 076-236-6072
※ミナ・ペルホネンデザインのTシャツなどオリジナルグッズをミュージアムショップで販売します。

作家プロフィール

中村好文（なかむら・よしふみ）
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1948年千葉県生まれ。72年武蔵野美術大学建築学科卒業。72〜74年
宍道建築設計事務所勤務の後、都立品川職業訓練所木工科で家具製作
を学ぶ。76〜80年吉村順三設計事務所勤務。81年レミングハウス設
立。99年〜日本大学生産工学部建築工学科教授。87年「三谷さんの家」
で第1回吉岡賞受賞、93年「一連の住宅作品」で第18回吉田五十八賞
「特別賞」受賞。
主な作品に、
「三谷さんの家」
（長野県、1985年）、
「上総の家Ⅰ、Ⅱ」
（千
葉県、1991年、1992年）、
「museum as it is」(千葉県、1994年)、
「扇ガ
谷の住宅」
（神奈川県、1998年）、
「Rei Hut」
（栃木県、2001年）、
「伊丹十
三記念館」
（愛媛県、2007年）、
「明月谷の家」
（神奈川県、2007年）など。

Photo: AMEMIYA Hideya

著書に、
『住宅巡礼』、
『住宅読本』、
『意中の建築 上・下巻』
（以上新潮社）、
『普段着の住宅術』
（王国社）、
『住宅巡礼・ふたたび』
（筑摩書房）、
『中村好
文 普通の住宅、普通の別荘』
（TOTO出版）、
『暮らしを旅する』
（KKベス
トセラーズ）など。共著に、
『吉村順三 住宅作法』
（吉村順三と共著、世界
文化社）、
『普請の顛末』
（柏木博と共著、岩波書店）などがある。
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作家メッセージ

32歳で独立してから30数年間、おもに住宅設計と家具デザインの仕事をしてきました。もともと建築家
としてのぼくの最大の関心事は「人の暮らし」と「人の住まい」でしたから、身の丈を越えた大仕事を抱えて
右往左往することなく、心おきなく住宅の仕事に専念することができたのは幸いでした。そして、私の「人
の暮らし」と「人の住まい」への関心は「住宅ってなんだろう？」を考えることでもありました。ある時期か
らは住宅の原型が小屋にあるような気がしはじめて、有名無名を問わず、古今東西の小屋を世界各地に訪
ね歩いてきました。
「小屋においでよ！」と題したこの展覧会は、そんな小屋好きの建築家が敬愛を込めて「小屋」に捧げるオ
マージュです。この展覧会が来場者のひとりひとりにとって「住宅とはなにか？」を考えるきっかけになっ
てくれたら望外の喜びです。
中村好文

関連書籍

『中村好文 小屋から家へ』
TOTO出版、2013年
［著者］中村好文 ［写真］雨宮秀也
［価格］2,200円（税別）
ミュージアムショップにて販売中（会期中、アートライブラリーにて閲覧いただけます）

関連グッズ

本展の「見どころ手帳」や、ミナ・ペルホネンデザインのTシャツなど、様々なオリジナルグッズを金沢21
世紀美術館 ミュージアムショップにて販売します。

関連ショップ

好文堂 My Favorite Things
中村好文が店舗デザインを監修した、生活工芸プロジェクト shop labo モノトヒト 90 days shop にて
「好文好み」の品々を販売します。
［期間］2014年4月4日（金）〜6月29日（日）
［場所］shop labo モノトヒト 90 days shop
金沢市広坂1-2-20

広報用画像

TEL 076-225-0086

画像1〜10を広報用にご提供致します。
ご希望の方は下記をお読みの上、広報室へお申し込みください。 Email: press@kanazawa21.jp
＜使用条件＞
※広報用画像の掲載には各画像のキャプション、クレジットを必ずご表示ください。
※トリミングはご遠慮ください。キャプション等の文字が画像にかぶらないよう、レイアウトにご配慮ください。
※情報確認のため、お手数ですが校正用原稿を広報室へお送りください。
※アーカイブの為、後日掲載誌（紙）、URL、番組収録のDVD、CDなどをお送りください。
以上、ご理解・ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。
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