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ピーター・マクドナルド: 訪問者
Peter McDonald: Visitor
ペインティング＝パフォーミング！
サロンとディスコを拠点として、
日々刻々、多彩な出来事が起こります！！
展覧会名
会場・料金

ピーター・マクドナルド：訪問者

Peter McDonald: Visitor

2011年4月16日（土）→ 2012年3月20日（火・祝）
「サロン」

会場：金沢21世紀美術館長期インスタレーションルーム

他

作品展示：2011年4月16日（土）→ 2012年3月20日（火・祝）
料金：入場無料

「ディスコ」 会場：金沢21世紀美術館展示室13 他
ギャラリー / 2011年6月18日
（土）→ 2011年9月16日
（金）
料金：入場無料
ディスコ / 2011年9月17日
（土）→ 2012年3月20日
（火・祝）
料金：9月17日〜3月20日の期間中、展示室13は当日の特別展
またはコレクション展の観覧券が必要です。

開場時間
休場日

10時〜18時（金・土は20時まで）チケットの販売は閉場30分前まで
毎週月曜日（ただし、5月2日、7月18日、8月15日、9月19日、10月10日、
2012年1月2日、
1月9日、
3月19日は開場）、
7月19日、
9月20日、
10月11日、
12月29日〜1月1日、
1月10日

主

催

金沢21世紀美術館 [公益財団法人金沢芸術創造財団]

共

催

ブリティッシュ・カウンシル

助

成

（財）地域創造、大和日英基金

協

力

バニーコルアート株式会社

お問い合わせ

金沢21世紀美術館

TEL076-220-2800

★本展は、金沢21世紀美術館の美術館教育活動「金沢若者夢チャレンジアート・プログラム：美術館はメディエーター」として
（財）地域創造の助成により実施する長期プロジェクト型展覧会です。

本資料に関する
お問い合わせ

展覧会担当／北出
広報担当／ 黒田・落合・沢井
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220-2814 FAX 076-220-2806
http://www.kanazawa21.jp E-mail: press@kanazawa21.jp
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サロン Salon
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「ピーター・マクドナルド：訪問者 - サロン」
展示風景
金沢21世紀美術館

ディスコ Disco
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「ピーター・マクドナルド：訪問者 - ディスコ」
展示風景
金沢21世紀美術館
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展覧会について

金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム：美術館はメディエーター
今年度の「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム」(*1)では初の試みとして海外のアーティストに着
目。イギリス在住の若手アーティストで世界が注目するピーター・マクドナルドを招聘し、アート・プロ
ジェクトを展開します。
「 描くこと」を通じて、人と関わり、ジャンル、ジェンダー、国境、日常と非日常、と
いった境界を軽やかに超えてゆくマクドナルドを核とし、メンバー(*2)が彼の活動に参画することに
よって、コミュニケーションの多様性と可能性を体験します。館内での絵画作品展示（長期インスタレー
ションルーム）と壁画インスタレーション制作（展示室13）に始まり、一年を通してこれらの空間を舞台
に様々なプログラムを随時併催します。マクドナルドと若者たちが金沢の町や人と交流しながら、作家
の絵画世界が町のなかに徐々に浸透し、絵画という根源的な表現言語を通じて、人と人、人と場がしなや
かにつながることを目指します。
＊1
スウェーデンのストックホルム近代美術館の「ゾーン・モデルナ」の方法論を導入し、平成19（2007）年に立ち上げた金沢
21世紀美術館の独自のプログラム。18〜39歳の若者を主要な対象とし、アーティスト・イン・レジデンス、ワーク・イン・プ
ログレス、ワークショップを組み込んだ長期プロジェクト型の展覧会。プログラム参加者は、共同作業を通じて、自己像や世
界像を再発見し成長していく。過去４回の国内での成果を踏まえ、平成23年度より当館の美術館活動のキー概念「美術館は
メディエーター」を集大成するモデルケースとして本事業を展開する。
＊2
メンバー：
壁画制作メンバー（活動期間：4/20〜6/5）
：9名
プロジェクト・メンバー（活動期間：6/5〜2012/3月末）
：12名

プロジェクト内容

サロン Salon

＜長期インスタレーションルーム、他＞

作品展示：2011年4月16日（土）→ 2012年3月20日（火・祝） 料金：無料
展示内容：絵画13点、ドローイング25点展示
絵画空間に登場する大きな頭の人物は何者か？ここでは2002年より描き続けているピーター・マクドナ
ルドの絵画を一堂に展示し、その作品世界に鑑賞者が出会うことで生まれる鑑賞者と作家の開かれ（）た対
話を仕掛けます。さらに対話をきっかけとして作家の絵画世界が鑑賞者の生活する地域に徐々に浸透し、展
開していくことを目指していきます。
4月30日より「手紙をください」というメッセージとともに、来場者から手紙を募ってきました。
「サロン」展
示室出口横のポストに投函された手紙は、ピーター・マクドナルドに届けられました。マクドナルドが返事
を描き、発送されるポストカードから、さらなる対話を展開していきます。
（4月30日〜6月19日までの手紙：計970通）

ディスコ Disco

＜展示室13、他＞

（一般非公開）
壁画制作：2011年4月20日（水）→6月15日（水）

ギャラリー：2011年6月18日（土）→ 2011年9月16日（金） 料金：無料
ディスコ：2011年9月17日（土）→ 2012年3月20日（火・祝） 料金：有料
本プロジェクトは、ピーター・マクドナルドの絵画イメージを2次元から3次元へ、高さ6メートル、4壁面の
全長約70メートルの壁画にダイナミックに展開することからスタートしました。
壁画制作メンバー（*）たちとともに4月下旬からとり組んだ壁画は、6/18（土）から「ギャラリー」として公
開されました。
ディスコでは引き続き、プログラムを計画。9/17（土）からは文字通り、
「ディスコ」として、様々なプログラ
ム（ディスコ、DJ、パフォーマンス、ワークショップなど）を随時開催予定です。
このプロジェクトでは、プロジェクト・メンバー（*）たちが、壁画制作のみに携わるのではなく、壁画完成後、
この場を自身の表現の舞台として、プログラムの企画・実践を行っていくという発展性を秘めています。こ
こでは、鑑賞者一人一人が、そして、様々な出来事がマクドナルドの絵画空間の主人公となるでしょう。
（*）メンバー：
壁画制作メンバー（活動期間：4/20〜6/5）
：9名
プロジェクト・メンバー（活動期間：6/5〜2012/3月末）
：12名
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関連プログラム
（9月8日現在）

ワークショップ「ほかのあたまほかのからだ」
「ディスコ」の作品を体感するなかで、
「自己」をテーマに「見ること／描くこと＝パフォーミング」を通じて、

今後も様々なプログラムを展開予定

自分自身と出会い、対話するワークショップを創出します。このワークショップ自体が「ディスコ」の場で繰

です。またプログラム内容、日時など
変更する場合がございます。

り広げられるパフォーマンス。ここで生まれた「ほかのあたまほかのからだ」という未知の自己が新たな出

最新情報は当館ウェブサイトにてご確

来事を展開します。

認ください。

ゲストプロフィール

研究会：専門家によるワークショップ研究会（非公開）

渡邊 茂人（WATANABE Shigeto）

各分野の表現者が「ディスコ」の可能性を開拓していくた

1972年金沢市生まれ。

めの研究会です。

2001年宝生英照19世宗家の許しを得て独立。

東京藝術大学音楽学部邦楽科能楽宝生流卒業。
2003年
「石橋」
2006年
「道成寺」
2007年
「乱」
を披く。

Session 01
ゲスト：能楽師／渡邉茂人、髙橋憲正、薮克徳
協力：金沢能楽美術館

髙橋 憲正（TAKAHASHI Norimasa）
1976年金沢市生まれ。

日時：2011年8月19日（金）、20日（土）

東京藝術大学音楽学部邦楽科能楽宝生流卒業。

Session 02

2007年
「石橋」
を披く。

2007年宝生英照19世宗家の許しを得て独立。
2011年
「道成寺」
を披く。

ゲスト：モダンバレエ（予定）

Session 03

薮 克徳（YABU Katsunori）

ゲスト：ヨガ（予定）

1974年生まれ。
金沢市出身。
東京大学薬学部卒業後、東京藝術大学音楽学部邦楽
科能楽宝生流に入学。
宝生流宗家のもとで内弟子修行。
2010年の9月に独立。

ホームルーム＆ホームワーク：メンバーによる実践（公開）
プロジェクト・メンバーが「ディスコ」を「ホーム」とし、様々な活動を展開していきます。
ゲスト：能楽師／渡邉茂人、髙橋憲正、薮克徳、モダンバレエ（予定）、ヨガ（予定）
参加者：
「ピーター・マクドナルド：訪問者」展プロジェクト・メンバー
日時：ホームワーク＝9月1日（木）より随時、ホームルーム＝9月下旬より月2回程度
場所：金沢21世紀美術館展示室13、プロジェクト工房、ほか

Home Disco

本展覧会のために結成された北陸DJのショーケースプロジェクトを随時
開催します。初日2日間は、
「スペシャルDJ」を行います。
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期間：2011年9月17日（土）〜2012年3月
場所：金沢21世紀美術館展示室13
「スペシャルDJ」
日時：9月17日
（土）
13:30- 出演：DJ Yoshimitsu/ 堂井裕之（everyday records）
日時：9月18日（日）13:30- 出演：Lomanchi (Aspara&PPTV)
料金：当日のコレクション展チケット

Buffalo Daughter ライブ
国内外問わず注目を集め続けているBuffalo Daughter（ バッファロー・
ドーター）がピーター・マクドナルド作品空間と究極のコラボレーション
日時：9月18日（日）18:30場所：金沢21世紀美術館展示室13 *入口が展覧会開場時と異なります。
出演：Buffalo Daughter（シュガー吉永、大野由美子、山本ムーグ＋松下敦）
料金：無料

Buffalo Daughter：
シュガー吉永（g, vo, tb-303, tr-606）
、
大野由美子（b, vo, electronics）
、
山本ムーグ（turntable,vo）
／1993年結成。東京のインディー・レーベルより発売した
CDが好調なセールスを記録し、アグレッシブなライブ・パフォーマンスも注目を集める。その後、ルシャス・ジャクソンの東京公演で直接メンバーに音源を渡
した事をきっかけに、1996年、ビースティー・ボーイズが主催するGrand Royal Recordsと契約。アメリカ主要都市へのツアーを皮切りに、イギリス、フラン
ス、ドイツなど、活動の場はワールド・ワイドへと拡大する。21世紀に入っても着実に活動を続け、V2 Records移籍後もコンスタントにアルバムを発表。
2006年には、雑誌『ニューズウィーク日本版』の"世界が尊敬する日本人100人"に選ばれるなど、その動向は国内外を問わず注目を集めている。2010年に
は、自らのレーベル"Buffalo Ranch"を設立。ゲスト・ドラマーに松下敦を迎え、約4年ぶりのニューアルバム『The Weapons Of Math Destruction』を発表。
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絵本を読もう

ピーター・マクドナルドの作品のなかで、手遊びと絵本の読み聞かせを行
います。
日時：2011年9月19日（月・祝）14:00〜（30分程度） 他、日時未定
集合場所：金沢21世紀美術館レクチャーホール前
対象：子どもからおとなまで ※小さなお子さんは保護者の方とご参加ください
料金：無料

Shipping Salon

4月30日より「手紙をください」というメッセージとともに、来場者から手
紙を募ってきました。
「サロン」展示室出口横のポストに投函された手紙は、
ピーター・マクドナルドに届けられました。マクドナルドが返事を描き、9
月中旬以降、ポストカードは来場者のもとへと発送されていきます。ここか
ら、さらなる対話が展開していくことでしょう。(4月30日〜6月19日までの手
紙：計970通）

ピーター・マクドナルドが来場者からの
手紙の返事としてポストカードに描いた
ドローイング（参考）

9.

撮影：池田ひらく

Cigarette Box in Town
金 沢 滞 在 中 、ピ ー タ ー・マ ク ド ナ ル ド が 出 会 っ た 人 や 場 所 に 彼 の 足 跡
（Cigarette Box）が置かれていきます。どこに置かれ、どこへ移動するかは、
作家と彼の「足跡」に出会った人達次第。

10. 《神》2011

11.

左：《ビーチ・シーン》2011

右：《神》2011

スクロール・ストーリー
ピーター・マクドナルドによる「能」をモチーフとした作品の特別展示
日時：2011年10月1日（土）〜2012年3月20日（火・祝）
（展示替え：10/24（月）、11/21（月）予定）
場所：金沢能楽美術館
主催：金沢能楽美術館、金沢21世紀美術館 （
[ 公財）金沢芸術創造財団]

12. 《無題》

13. 《無題》
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14. 《無題》
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関連書籍出版

『ピーター・マクドナルド：訪問者 BOOK 1』
本展出品作品含む54点をオールカラーで掲載
発行予定日：2011年9月中旬

定価：2,625円（税込）

発行：有限会社フォイル

『ピーター・マクドナルド：訪問者 BOOK 2』
本プロジェクト活動ドキュメント
発行予定日：2012年3月

作家プロフィール

発行：有限会社フォイル

ピーター・マクドナルド Peter McDonald
1973年東京生まれ、ロンドン在住
1991-1992 Newcastle College BTEC基礎課程
1992-1995 Central St. Martins College of Art and Design
彫刻コースBA優等学位
1997-2000 Royal Academy Schools 大学院ディプロマ修了
大学で彫刻科に在籍中も絵画を制作していたが、絵を描くということをひ
とつのパフォーマンス行為と捉え、パフォーマーを描く中で、2002年に頭
の大きな人物が登場する。以降、この人物像を造形言語の核として、コン
サート、空港、パン屋、床屋、カフェという日常のシチュエーション、マティ
ス、フォンタナといった歴史上の画家の創作風景などを、簡略化（あるいは単純化）された図像と豊かな色彩
で表現する。色と色の重なり合いが表す透過性とコンポジションの明快さは作品の開放感を、鮮やかな色彩
に覆われた表層は浮遊感を引き立たせる。日本人の母と英国人の父を持ち、独自のコミュニケーション手段
として絵画による表現活動を行う彼の色彩豊かな世界は、人間にとって「描くこと」が根源的な表現言語で
あることを改めて我々に再認識させる力をもつ。
2008年、イギリスのジョン・ムーア絵画賞大賞受賞。
個展
2010 「ピーター・マクドナルド ‒ プロジェクト」GALLERY SIDE2（東京）
（2008/ 2006）
2009 「ピーター・マクドナルド」Kate MacGarry（ロンドン）
（2007/ 2005）
「Art For Everybody」
Art on the Underground, ロンドンの地下鉄サザーク駅のためのパブリック・コミッション
2003 「ピーター・マクドナルド」Keith Talent Gallery（ロンドン）
受賞歴
2008 John Moores 25 Contemporary Painting Prize 大賞受賞
2000 Andre Dunoyer de Segonzac Award受賞
2000 David Murray Scholarship

広報用画像

画像1〜17を広報用にご提供致します。
このほか当館ウェブサイトに掲載している画像もご提供可能です。
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。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、お手数ですが校正紙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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《パープル・サロン》2004
アクリル・グワッシュ／カンヴァス
H140 x W200 cm
Courtesy the artist and
Kate MacGarry, London

《隠れた武器》2006
アクリル・グワッシュ／カンヴァス
H200 x W200 cm 個人蔵
Courtesy the artist and Kate MacGarry, London
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《母と子と海》2010
アクリル・グワッシュ／紙
H29.5 x W21 cm
Courtesy the artist and
Kate MacGarry, London

