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PRESS RELEASE

金 沢 21世 紀 美 術 館 2020 年度 事 業のご案内
真に開 か れた 美 術 館を目指して
金沢21世紀美術館は、2004年の開館以来、実に多くの方々に親しまれてきました。全面ガラス張りで開放感に満ちあふれた建物
の魅力もさることながら、現代美術の面白さや不可思議さを、館内外の多彩な作品によって紹介し、来場者を楽しませてきました。
しかし、
そんな金沢21世紀美術館でさえ、
まだまだどこか偉そうに見えるかもしれません。
『真に開かれた美術館』
になるためには
何が必要なのか、来場された皆さんとともに考え、新たな経験と発見の場所になるよう、今後とも努力していきたいと思っています。
例えば、市民を主役にまちの広場をみんなでつくる
「まるびいArt-Complex」や、誰にとっても来館しやすい美術館を実現す
る
「みんなの美術館

みんなと美術館」などのプログラムを展開、友の会やボランティアの活動など、多様な来館者の期待に応

える
『まちの広場』、
『真に開かれた美術館』を目指します。
展覧会は、まず春から夏にかけて、東京オリンピック・パラリンピックに合わせ、文化としてのスポーツを批評的に捉える
「de-sport : 芸術によるスポーツの解体と再構築」展を開催します。またほぼ同時期に、極めて繊細なインスタレーションで知
られ、日中は自然光のみで鑑賞する異色の個展「内藤礼 うつしあう創造」を開催します。秋以降は、ベルギー出身の画家ミヒャ
エル・ボレマンスとオランダ出身の彫刻家マーク・マンダースの2人展「ミヒャエル・ボレマンス＋マーク・マンダース ダブル・サイ
レンス」を開催します。いずれも国際的に活躍する作家ですが、謎めいた物語を感じさせる人物像を描いた絵画と制作途上を思
わせる彫刻とが応答し合う独自の展示空間が生み出されます。
さらに子どもや家族が楽しめる舞台公演やワークショップなどを展開する
「ようこそ!ベイビー&こどもシアター」
やアーティストと
ともに地域の小学生が金沢の未来を描く
「LOOKOUT/金沢未来展望」
など、地域の人たちと時間芸術を介した交流の場を共有す
る多彩な事業も予定しています。
ご来場をお待ちしております。
金沢21世紀美術館 館長

島敦彦

広報担当： 落合、石川 〒920 -8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220 -2814 FAX 076-220 -2802
MAIL press@kanazawa21.jp
※本 内 容 は 2 0 2 0 年 2 月現 在の 予定 です 。展 覧 会 名や イベント名 、会 期 などは 変 更になる 場 合 が あります 。最 新 の 情 報 は直 接 お 問 合 せください 。
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展覧会

同時代の多様な美術表現に出会う場を提供し、様々な価値観や未知の表現を紹介する展覧会を

展開。個性的で大規模な企画を実施し、世界で活躍する注目作家から新進気鋭の作家を紹介、
様々な「アート」の姿や今が浮かび上がってくることでしょう。

de-sport : 芸術によるスポーツの解体と再構築
会期

4月29日（水・祝）〜9月27日（日）
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オリンピック開催年、
芸術からスポーツの意味を再考する異彩の展覧会
本展は、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に、芸術の
視点からスポーツの意味を問い直す展覧会です。展覧会名「de-sport」
（デ
スポーツ）は、
「楽しむこと」を意味する「desport」」と、
「スポーツの脱構築」
を意味する「deconstructed sport」を掛け合わせた造語です。スポーツ
は、起源をたどれば、
「日常の労働から離れた遊び」を意味し、音楽や演劇、
絵画、舞踏などの芸術も含むものでした。磨き上げられた身体と技巧を誇示
し、勝敗を競うことをエンターテインメントとして商品化する現代のスポー
ツに対して、本展はその起源に立ち返り、芸術の視点から、遊戯、身体、国
家、戦争、非言語コミュニケーションなど今日の諸問題を映し出す社会的構
造物としてスポーツを再考します。

内藤礼
会期

クリスチャン・ヤンコフスキー《重量級の歴史》2013
Photo: Szymon Rogynski
Courtesy: the artist, Lisson Gallery

うつしあう創造
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5月2日（土）〜8月23日（日）

世界中にファンを持つ注目作家が、
「 創造」と向き合い、
新たな挑戦を試みる過去最大規模の個展
小さなひとが立ち、
水が落ちるところに大地が広がり、
糸やリボンが揺れると
きに風が生まれ、ビーズやガラスが光をまねき入れる――内藤礼は、空間と対
話しながら自然のエレメントや繊細なモチーフを組み合わせ、またカンヴァス
上に淡い色彩を重ねることで、
根源的な生の光景を出現させてきました。
このたびの個展では、
『「人（わたし）が作る」を超えること』を問い続けてき
た作家が、はじめて「創造」と向き合います。人と自然、わたしとあなた、生と
死、内と外、そして人と作品のあいだに生じる移し、写し、映し、遷し。
「うつし
あう」両者のあいだに顕われる生気、慈悲、それらとの一体感のうちに、生へ
と向かおうとする「創造」の瞬間が見出されることになるでしょう。

内藤礼《無題》2020 Photo：畠山直哉

ミヒャエル・ボレマンス＋マーク・マンダース
会期

ダブル・サイレンス

9月19日（土）〜2021年2月28日（日）
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美術館初、国際的に活躍する
ベルギーとオランダ出身の注目作家が創り出す2人展
ミヒャエル・ボレマンス（1963年、ヘラーツベルヘン／ベルギー生まれ、ゲン
ト／ベルギー在住）は、マネやベラスケスといった西洋絵画の伝統を受け継
ぎ、圧倒的な画力をもって、目に見えない人間存在の影を映し出す作品で知
られます。マーク・マンダース（1968年、ヴォルケル／オランダ生まれ、ロン
セ／ベルギー在住）は「建物としてのセルフポートレイト」というアイディアを
得た後、彫刻や家具、日用品や建築部材などに似せたオブジェを組み合わ
せ、彫刻やインスタレーションとして発表しています。絵画、彫刻、映像の各
作品が展示室で会話をするように絡み合い、新しい物語を創り出します。ボ
レマンスとマンダースの2人展は国内外の美術館で初の試みです。

（左）マーク・マンダース《Dry Figure on Chair》2011-2015
（右）ミヒャエル・ボレマンス《Autmat(I)》2008
Photo: Peter Cox
Courtesy: Zeno X Gallery, Antwerp, Gallery Koyanagi, Tokyo,
Tanya Bonakdar Gallery, New York/Los Angeles & David Zwirner
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パ フォーマンス

金沢21世紀美術館は様々な分野の多様な表現ともつながっています。交流ゾーン、シアター21を使って展
開するチャレンジングなパフォーミングアーツや子どもと大人が一緒に楽しめる舞台作品を上演します。

ようこそ！ベイビー＆こどもシアター
開催日

4

5月23日（土）
・24日（日）

子どもも大人も一緒に楽しもう！国内外で話題の舞台4作品を一挙上演
０歳児から小学生までを主な対象とし、子どもと大人が一緒に楽しめる国内外の舞台
芸術作品を４演目上演します。5月に東京で開催する2020国際子どもと舞台芸術・未
来フェスティバル（第20回アシテジ世界大会）
と部分連携。当館で初めて上演する
「ベ
イビーシアター」
を知るトーク&ワークショップも開催します。

『What's Heaven Like？』 Photo: 江戸川カエル

In Motion X
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ANTIBODIES Collective 新作
開催日

2021年2月26日（金）
・27日（土）
（ 予定）

夜の美術館が自由回遊型パフォーマンスの舞台に
ダンス、音楽、舞台美術、映像、造形などのアーティスト集合体であるANTIBODIES
Collective。夜間の交流ゾーン全域とシアターで、身体と音楽を主軸とし、美術、特殊
装置、言葉などが混在する自由回遊型のパフォーマンスを上演。社会と接続するパ
フォーマンスアートの新たな可能性を提示します。

長 期プ ログラム

美術館での展覧会とは異なる領域を横断しながら、アーティストがコミュニティとの連携・協働を
軸に創作活動を展開し、多様な人たちに開かれたプログラムを実施します。

自治区
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「自治」をキーワードに実験的なアクティビティを展開
現代美術に限らず科学や音楽など他の領域を横断しつつ、
「自治」をキーワードに地域との協働・
交流を通して実験的なアクティビティへと拡張する「自治区」では、2018年度より引き続き金石・
大野地区での「アーティスト・イン・レジデンス」(AIR)と
「パブリック・プログラム」(PP) の二つのプ
ログラムを中心に展開します。

レジデント(予定): 魚住哲宏+魚住紀代美、Co.山田うん
田口行弘《Discuvry in Kanazawa》2019

カナザワ・フリンジ ver.キッズ
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LOOKOUT/ 金沢未来展望
ワークショップ

8月17日（月）〜30日（日）

パフォーマンス

8月29日（土）
・30日（日）

英国人アーティストと地域の小学生がワークショップとパフォーマンスで描く金沢の未来
脚本家、演出家、キュレーターとして活躍する英国のアーティスト、
アンディ・フィールドと小学
４年生の子どもたちが、約2週間にわたって金沢の30年後、60年後、90年後の未来を描き出
すワークショップとパフォーマンス公演を実施します。世界10か国、20都市で実施しているプ
ログラムが日本で初めて開催されます。

「金沢のまちの未来を考えよう」ワークショップ
＠金沢市立小立野小学校（2019年10月30日）
Photo：前伊知郎

アートでつなぐ人とまち創造事業
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世界で活躍するダンサーが地域・まちとつくるコンテンポラリーダンス
振付家・ダンサーの山田うん率いるダンスカンパニーのCo.山田うんを招き、美術館の外側で
プログラムを実施します。美術館や劇場ではない、ローカルな場所でのパフォーマンスの可能
性を探ります。世界的に活躍する多彩なダンサーが、金沢のまちと人と関わり合いながら作り
上げる新たな身体表現を体験してください。
「ドクダム」by Co.山田うん、8tablish（2018年12月）
© The Chain Museum

3

開 か れ た 美 術 館 を目指 すプ ログラム
様々な人たちが行き交い、交流が育まれる「まちの広場」となる美術館を市民の皆さんとつくり、
多様な来館者の期待に応える「開かれた美術館」を目指します。

まるびぃ Art-Complex
開催日
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通年

おいしさと楽しさがつまった広場へようこそ！
カフェ・マーケット・パフォーマンス・ワークショップの4部門で独創性に富む活動をする人
たちが美術館へ集い、
ヒト、
コト、モノが複合的(complex)かつ横断的に交流する
「まちの
広場」
をみんなでつくるプログラムです。 ※カフェとマーケット部門は会期中の土日祝、パ
フォーマンスとワークショップ部門は第2土曜日と翌日の日曜日に開催。ただし5月は3日

パフォーマンス風景（2019年11月）

（日・祝）
・4日
（月・祝）
・5日
（火・祝）、11月は３日
（火・祝）に開催。

みんなの美術館
開催日

通年

みんなと美術館
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誰にとっても来館しやすい、楽しい美術館はどんな場所？
2019年度に続き、
ろう者や難聴者が中心となり、聞こえない・聞こえにくい・聞こえる人た
ちが感性や気づきを尊重し合う場づくりに取り組みます。
この協働関係を
「美術館へ来た
いけど来られない」人たちとの新たなつながりへ展開していきます。

「手話を交えたおしゃべり作品鑑賞会 展覧会『アペルト11
久野彩子 都市のメタモルフォーゼ』とともに （
」2019年9月）

ボランティア
開催日
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通年

市民とともに美術館の未来を創造します
「ミュージアム・クルーズ」や「スタジオみる・つくーる」などの小学校団体対応や「まるびぃ
みらいカフェ」など様々なボランティアが活動しています。
「 美術館がきっともっと面白くな
る10のレッスン」
では美術館や鑑賞、
コミュニケーションについて学びます。

「まるびぃ案内」の様子

市民美術の日
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オープンまるびぃ2020
開催日

11月3日（火・祝）

金沢市民は美術館主催展覧会が無料！
アートにふれる。アートを楽しむ。市民が過ごす特別な1日。
美術館が地域の方とつながり、みんなが楽しむ1日に。ギャラリートークやワークショッ
プなどこの日だけのプログラムも。

2019年度
「１日だけの！透明なまるびぃにみんなで絵を描こう！」

友の会
金沢21世紀美術館をより楽しむための「ファンクラブ」
主催展覧会を何度でも無料で観覧できるほか、会員限定のプログラムに参加できるな
ど、美術館を身近な存在として何度も楽しんでもらえるよう、様々な特典やサービスをご
用意しています。

4

展覧会 一覧
［ 有料展 ］

de-sport : 芸術によるスポーツの解体と再構築 ·································································· 4月29日（水・祝）〜9月27日（日）
内藤礼 うつしあう創造 ····················································································································· 5月2日（土）〜8月23日（日）
ミヒャエル・ボレマンス マーク・マンダース ダブル・サイレンス ································· 9月19日（土）〜2021年2月28日（日）
コレクション展 スケールス（仮）····················································································· 10月17日（土）〜2021年5月9日（日）

［ 無料展 ］

lab.4 Space Syntax ·············································································· 2019年10月12日（土）〜2020年6月14日（日）
アペルト12 安西剛 「ポリ」································································································ 4月29日（水・祝）〜9月27日（日）
私たちの美術館を考える······································································································ 7月1日（水）〜2021年3月21日（日）
村上慧：移住を生活する···································································································· 10月17日（土）〜2021年3月7日（日）
アペルト13 高橋治希 ·································································································· 10月17日（土）〜2021年3月21日（日）

ス テ ー ジ・イベ ント 一 覧
自治区ユース ROTH BART BARON『場所たち』コンサートと作曲ワークショップ ············コンサート：4月18日（土）
・作曲ワークショップ：19日（日）
ようこそ！ベイビー＆こどもシアター ········································································································ 5月23日（土）
・24日（日）
フランソワーズ・モレシャンのおしゃれ講座〜時代を読む vol.31〜33 ··········· 5月30日（土）
・12月5日（土）
・2021年3月13日（土）
（予定）
カナザワ・フリンジ ver. キッズ LOOKOUT/ 金沢未来展望 ····································8月17日
（月）〜30日（日）
（ 公演：29日・30日）
アートでつなぐ人とまち創造事業··················································································································8月中旬〜下旬（予定）
こども映画教室 初等クラス······································································································································· 8月23日（日）
市民美術の日 オープンまるびぃ ························································································································11月3日（火・祝）
まるびぃ シネマ・パラダイス！ vol.7····································································································11月21日（土）
・22日（日）
In Motion X ANTIBODIES Collective新作 ························································ 2021年2月26日
（金）
・27日（土）
（ 予定）
こども映画教室 中等クラス···································································································2021年3月26日（金）〜28日（日）
自治区 ···························································································································································································通年
まるびぃ Art-Complex ··························································································································································通年
みんなの美術館 みんなと美術館 ··············································································································································通年
高校生限定！劇的バスツアー ············································································································································· 年2〜3回
島館長と語る シマ缶トーク············································································································································ 年5回程度
［ アンド21（芸術交流共催事業）］

コトリ会議「晴れがわ（仮）」······················································································································8月15日（土）
・16日（日）
NPO法人バレエノア「紙ひこうき（改訂版）」···············································································9月21日（月・祝）
・22日（火・祝）
安永哲郎事務室「ささげもの（仮）」············································································································10月3日（土）
・4日（日）

ワ ー クショップ 、ボ ラン ティア 一 覧
キッズスタジオ・プログラム ·························································································································································通年
アートライブラリー・プログラム 絵本を読もう ·························································································································月に1回程度
まるびぃ みらいカフェ ·································································································································································通年
新しい自分と仲間をみつける10のレッスン································································································································通年

学校連携事業 一覧
ミュージアム・クルーズ ········· 10月27日（火）〜12月18日（金）
・2021年1月8日（金）〜2月5日（金）
中学生まるびぃアートスクール「考え方を考える」········· ワークショップ：９月下旬〜11月上旬（全5回）/ 展覧会・座談会：1月上旬〜中旬
金沢市内小学4年生全児童招待プログラム

広報用
画像

画像1〜12 を広報用にご提供いたします。ご希望の方は下記をお読みの上、当館プレスルームの画像提供ページ
からお申し込みください。https://www.kanazawa21.jp/form/press̲image/

［使用条件］

※広報用画像の掲載には各画像のキャプションとクレジットの明記が必要です。
※トリミングはご遠慮ください。作品が切れたりキャプション等の文字が画像にかぶったりしないよう、レイアウトにご配慮ください。
※情報確認のため、お手数ですが校正紙を広報室へお送りください。
※アーカイヴのため、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・ご協力のほど、何
とぞよろしくお願いいたします。
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展 覧 会 スケ ジュー ル
2020

4

5

展示室1〜6

現在地
［2］

6

7

8

9

10

11

de-sport : 芸術による
スポーツの解体と再構築

〜
4月12日
（日）

2021

12

1

コレクション展

2

3

4

スケールス

10月17日（土）〜2021年5月9日（日）

4月29日（水・祝）〜9月27日（日）
※展示室13を含む

●プレスガイダンス 4月28日（火）予定

展示室7〜

内藤礼

うつしあう創造

ミヒャエル・ボレマンス＋マーク・マンダース

ダブル・サイレンス

9月19日（土）〜2021年2月28日（日）

5月2日（土）〜8月23日（日）
※展示室13は除く

●プレスガイダンス 9月18日（金）予定

●プレスガイダンス 5月1日（金）予定

村上慧：移住を生活する （展示室13）
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10月17日（土）〜3月7日（日）

長期インスタレーションルーム

アペルト12

安西剛 「ポリ」

アペルト13

4月2 9日（水・祝）〜 9月27日（日）

デザインギャラリー

lab.4
Space Syntax

私たちの美術館を考える

7月1日（水）〜2 0 21年 3月21日（日）

〜 6月14日（日）

4

2020

5

高橋治希

10月17日（土）〜2 0 21年 3月21日（日）

6

7

8

9

10

11

12

1

2

2021

3
有料展

4
無料展

料金表
予約券

展覧会名

特別展「内藤礼
共通券

「内藤礼

うつしあう創造」

内藤礼 うつしあう創造
de-sport : 芸術によるスポーツの解体と再構築

一般

大学生

当日券

小中高生

65歳以上

一般

大学生

小中高生

65歳以上

1,600円 1,100円

600円

1,600円 2,000円 1,400円

700円

1,600円

2,200円 1,500円

700円

2,200円 2,700円 1,900円

900円

2,200円

うつしあう創造」は日時指定入場制です。待ち時間を緩和するとともに、ゆったりとした鑑賞環境を保つため、日時指定入場制を導入します。

金沢21世紀美術館ウェブサイトで、事前にご希望の入場時間枠の予約券をご購入ください。予約券のご購入は4月1日（水）10:00〜開始します。

【 入場時間枠 】

⑴ 10:00〜11:30

⑷ 14:30〜16:00

⑶ 13:00〜14:30

⑹ 17:30〜19:30 ※⑹は金・土曜日のみ

⑵ 11:30〜13:00

⑸ 16:00〜17:30

展覧会名

【 展覧会開場時間 】

10:00〜18:00（金・土曜日は10:00〜20:00）

※指定した入場時間枠の中でご入場いただけます。

入場後の退出時間は自由ですが、再入場はできません。

当日券

前 売 り・団 体 料 金（ 2 0 名 以 上 ）

一般

大学生

小中高生

65歳以上

一般

大学生

小中高生

1,200円

800円

400円

1,000円

1,000円

600円

300円

2,000円

1,400円

700円

1,600円

1,600円

1,100円

600円

450円

310円

無料

360円

360円 ※

240円 ※

特別展「de-sport : 芸術によるスポーツの解体と再構築」
特別展「ミヒャエル・ボレマンス＋マーク・マンダース
ダブル・サイレンス」
共通券

de-sport : 芸術によるスポーツの解体と再構築
ミヒャエル・ボレマンス＋マーク・マンダース
ダブル・サイレンス

コレクション展

スケールス

無料

「コレクション展」は同時期開催の特別展チケットで観覧できます。
（「コレクション展」だけを観覧する場合は、上記の料金になります）
前売り券は、チケットぴあ、ローチケHMV、EVENTIFY（ファミリーマートグループ）でお求めいただけます。
※「コレクション展」の団体料金です。前売り券販売はありません。
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