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プロジェクト概要 
 

 

■プロジェクト名称：〈金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム〉 

   日比野克彦アートプロジェクト「ホーム→アンド←アウェー」方式 

 

■英文名称: Katsuhiko HIBINO Art Project “HOME→AND←AWAY” SYSTEM 
■会期：    2007年4月~2008年3月20日（木・祝） 

       ※作品展示は2007年9月29日（土）~2008年3月20日（木・祝） 

      休場日：毎週月曜日（ただし、10月8日、12月24日、1月14日、2月11日は開場） 

          10月9日（火）、12月25日（火）、1月15日（火）、2月12日（火）、 

          年末年始 

■ 開場時間：10時~18時(金・土曜日は 20時まで) ※チケットの販売は閉場 30分前まで 
■料金: （「コレクション展Ⅱ」との共通観覧券） 

            ・一般     個人 350 円、団体 280 円  ※団体は 20名以上 

・ 大学生    個人 280 円、団体 220 円 
・ 高校生以下  無料 
・ 65 歳以上の方 280 円 
※ 展示室13のみ観覧券が必要です。 

  ※同時開催の特別展を観覧される場合、別途観覧料が必要です。 

■展示場所：金沢 21世紀美術館 展示室 13 及び長期インスタレーションルーム 

       ※2007 年 9 月 29 日（土）開始 

■活動場所：金沢 21世紀美術館 プロジェクト工房（土日祝日公開）ほか 

■主催：  金沢21世紀美術館 〔（財）金沢芸術創造財団〕 

■助成：  芸術文化振興基金 、美術館連絡協議会、読売新聞社 

■協賛：   株式会社アサヒフレックス、株式会社サカタのタネ、株式会社ムラヤマ、 

      レンゴー株式会社 

■協力：   アサヒビール株式会社、いしかわ地域若者サポートステーション、 

      金沢美術工芸大学、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、JR金沢駅、 

      ジョブカフェ石川、スキップデザイン、セーレン株式会社、株式会社総合園芸、 

      土谷ロープ、YUKI TAKASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※取材希望および本展覧会の作品写真借用などは上記へお問い合わせください。 

本資料に関するお問い合わせ 

金沢 21 世紀美術館 

広報担当:江藤 

TEL：076-220-2801 

FAX：076-220-2806 

〒920-8509 金沢市広坂 1-2-1 

http://www.kanazawa21.jp 

E-mail:press@kanazawa21.jp 
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プロジェクトについて 

 
  

日比野克彦にとって様々な人や地域（アウェー）との出会いは、自己（ホーム）を見つめるきっか

けであった。1990年代より、地域の特性を生かしたワークショップに取り組んできた日比野の活動
は、2003年、新潟県莇平で始まった「明後日朝顔プロジェクト」を機に新展開を迎えた。毎年種を
残す「朝顔」は、活動の継続性をもたらし、文字通り地域に根ざし始めたのである。 
2007年、ここ金沢で、日比野の活動は「ホーム→アンド←アウェー」方式という形に結実する。
美術館は港となり、モノをつくる造船所（DOCKYARD）、人や情報が行き交う桟橋(PIER)、道標
としての灯台 (LIGHTHOUSE)をキーワードとした３つの場を舞台に、子どもも大人も、日比野と
ともにアートの新たな実験へと船出する。 
 

「どこだっていい。東西南北どこだっていい、上だって下だってかまわない。今の自分の居る場所

を、遠くから眺めることができれば、地の中だってかまわない。」̶日比野克彦『海の向こうに何が

ある』1997年 

 
 

 

 
日比野克彦《種の船 2》 

Katsuhiko HIBINO《SHIP of SEED 2》 
2007年 
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プロジェクトの内容 

 

美術館のまわりを２０００株の朝顔が覆う！ 

●明後日朝顔プロジェクト 21 

 2007 年 4 月~10 月頃〈美術館のまわり〉 

 外周約 350ｍの金沢 21 世紀美術館の建物を 2000 株余の朝顔が覆うという前代未聞の壮大なプロ

ジェクト。金沢市内 44 校の小中学校や幼稚園で育てられた苗、「明後日朝顔プロジェクト 2007」と

連動して 9 県 12 地域から送られた苗、金沢市内や全国からの一般参加者が届けてくれた苗が美術

館に集結します。 

 

作品が作られる「造船所」 

● DOCKYARD⇔SEED 

 2007 年 8 月 7 日(火)~2008 年 3 月 20 日(木・祝)〈プロジェクト工房〉 

 日比野克彦の作品が生み出されるほか、「明後日新聞社金沢支局」の「社員」であるボランティ

アが活動する場となります。特に「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム」の核となる約 10

名の同社の「特派員」はこの場所から全国へと取材に旅立ち、「ホーム」（金沢）と「アウェー」（他

の地域）を行き来した成果を表現活動につなげていきます。 

 会期中の土日祝日には一般公開され、来場者との交流をはかるプログラムも行われます。 

 

「明後日新聞社金沢支局」が始動！ 

● PIER⇔LEAF 

   2007 年 9 月 29 日(土)~2008 年 3 月 20 日(木・祝)〈長期インスタレーションルーム〉 

 新聞、ウェブといったメディアを利用し、情報を収集、公開する情報ステーション「明後日新聞

社金沢支局」が始動し、『明後日新聞 金沢版』を発行。日比野、「明後日新聞社金沢支局」社員（ボ

ランティア）、来館者の交流の場となります。 

 

日比野克彦の新作インスタレーション 

● LIGHTHOUSE⇔FLOWER 

 2007 年 9 月 29 日(土)~2008 年 3 月 20 日(木・祝)〈展示室 13〉 

 「ホーム→アンド←アウェー」方式のシンボルとなる「種」と「船」をモチーフとした日比野の

新作を展示します。 
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作家紹介 

 

日比野克彦（アーティスト） 

 

1958 年岐阜市生まれ。東京芸術大学大学院修了。在学中 

にダンボール作品で注目を浴び、国内外で個展・グルー 

プ展を多数開催する他、舞台美術、パブリックアートな 

ど、多岐にわたる分野で活動中。近年は各地で一般参加 

者とその地域の特性を生かしたワークショップを多く行 

っている。1982 年第３回日本グラフィック展大賞、1983 

年第 30 回ＡＤＣ賞最高賞、第１回 JACA 展グランプリを 

受賞。1986 年シドニー・ビエンナーレ、1995 年ヴェネ 

チア・ビエンナーレに出品、1999 年度毎日デザイン賞グ 

ランプリを受賞。「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエ 

ンナーレ 2003」では「明後日新聞社文化事業部」を設立、活動を継続中。2005 年は「愛・

地球博」に参加。水戸芸術館で「HIBINO EXPO 2005 日比野克彦の一人万博」を開催し、準

備期間からその後までを追った写真集「Yesterday Today Tomorrow」を発行した。 

昨年は、太宰府天満宮宝物殿にて日比野克彦展「描く書く然々（かくカクしかジカ）」を、

九州国立博物館にて、ワールドカップをテーマに「アジア代表日本」というサッカーと美

術の融合という新しい試みに挑戦する展覧会を開催した。会期前のワークショップで、延

べ 12000 人の手によって 2ヶ月かけて創られた、アジアの国々をイメージした「FUNE」は、

新潟、横浜へと出航し「art voyage」という新たなプロジェクトが展開中。岐阜県美術館

で個展「HIBINO DNA AND… 日比野克彦応答せよ！！」を開催すると同時に、長良川に和

紙灯りの付いた鵜飼船を流す「こよみのよぶね」を実施。 

2007 年は金沢 21世紀美術館、霧島アートの森、熊本市現代美術館での個展を開催する。 

 

「CAFE HIBINO NETWORK」（オフィシャルウェブサイト）http://www.hibino.cc 
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ご提供できる画像  
 
 

        
日比野克彦                  日比野克彦 

《「明後日
あさって

朝顔プロジェクト 21」完成イメージ》   《「明後日
あ さ っ て

朝顔プロジェクト 21」のためのスケッチ》 

2007年                    2006年 
 
 

     
日比野克彦《種の船 1》              日比野克彦《種の船 2》 
2007年                                           2007年 
 
 

      

日比野克彦《種の船 3》            日比野克彦《種の船 4》 
2007年                    2007年 
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日比野克彦《種の船 模型 1》       日比野克彦《種の船 模型 2》 
2007年                  2007年 
 

 

 

日比野克彦《種の船 模型 3》 
2007年 
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関連企画 
 

■日比野克彦アーティスト・トーク 

 ★オープニング・トーク 2007年9月29日（土） 

    ★クロージング・トーク 2008年3月20日（木・祝） 

時間： 14時―15時30分（開場：13時40分） 

会場：金沢21世紀美術館レクチャーホール 

定員：先着80名 

（当日10時より、レクチャーホール前で整理券を配布します） 

料金：無料（ただし、本展の観覧券が必要） 

 

■オープンスタジオ「DOCKYARD⇔SEED」 

   ＊「明後日新聞社金沢支局」の活動スペースとなるプロジェクト工房を公開。 

    参加型作品の制作も。 

日時：8月11日以降の土日祝日13時―17時 

会場：プロジェクト工房 

料金：無料 

 

■「明後日
あ さ っ て

朝顔プロジェクト21」収穫祭 

 ＊日比野克彦氏と一緒に、美術館のまわりを囲む明後日
あ さ っ て

朝顔の種取りを行います。 

日時：11月10日（土）13時30分―16時（雨天順延） 

   アーティスト・ミニトーク：13時30分̶14時（雨天決行） 

受付会場：金沢21世紀美術館プロジェクト工房 

対象：どなたでも参加できます。 

    

■ヒビノカップ 2007 in 金沢 

＊段ボールでオリジナルゴールを制作してミニサッカーゲームを行います。 

日時：11月11日（日） 

会場：金沢美術工芸大学グランド、体育館 

対象：小学生以上 

   事前予約制：詳細はウェブサイトにて発表します。 

 

■ワークショップ「明後日
あ さ っ て

朝顔観察絵日記」（継続中） 

＊明後日
あ さ っ て

朝顔の成長のようすをみんなで記録していきます。 

  日時： 8月12日（日）、25日（土）、9月16日（日）、30日（日）  
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     各日11時~12時／13時―16時（自由入場） 

  受付場所：金沢21世紀美術館キッズスタジオ 

  対象：こどもから大人まで（ただし、幼児は保護者同伴） 

  料金：無料 

 
 

 

※企画は都合により変更になることがあります。 

※取材向けに企画を公開する場合は、事前に別途プレスリリースにてお知らせいたします。 
 

 


