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PRESS RELEASE

金沢21世紀美術館
平成25（2013）年度の事業について（予定）
※本内容について、貴媒体にて広く掲載•周知いただきますようよろしくお願い申し上げます。
※本内容は2013年4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。
最新の情報はウェブサイトやちらしをご確認ください。

“世界の現在(いま)とともに生きる美術館”として足元を見つめ、
10周年へ向けての準備を着々とすすめていきます
金沢21世紀美術館は、
開館以来
『世界の
「現在(いま)」
とともに生きる美術館』
というミッションを掲げています。
開館9年目をむ
かえる今年度も、
展覧会やパフォーミング・アーツなど多彩なプログラムで、
このミッションをより深めていくことになると思います。
2013年度は、まずグループ展で始まります。
「内臓感覚」という、人間の様々な感覚の中でもより原始的かつ根源的なテーマ
を13組のアーティストの表現を通して掘り下げます。夏は、フィオナ・タンと、アルフレド＆イザベル・アキリザンという二組の
アーティストの個展に注目して下さい。それぞれインドネシア、フィリピンというアジア生まれのアーティストを取り上げ、これま
での現代美術になかった視点や表現などを紹介します。彼らの新しいタイプの作品は、皆さんにも新鮮に映ると思います。秋
から冬にかけては、書の展覧会です。柿沼康二というアーティストにスポットを当て、伝統的なカテゴリーの中にある最新の美
術表現をご覧いただくことになるでしょう。またコレクション展では、じっくりと金沢21世紀美術館の収蔵品を見て頂けると思
います。そして一年間を通して島袋道浩が長期プロジェクトを展開します。コミュニケーションの中での表現を重視する彼が、
一年間を通して金沢の若者とどう関わっていくかが楽しみです。
交 流事業では、冬までの時間をかけて日本・韓国・英国の出演者とスタッフによる共同制作「ドリームシンクスピーク
“1980/2013”」を展開します。金沢という街を巻き込んだ表現に期待して下さい。さらにフランソワーズ・モレシャンのトーク
やミュージックシリーズなど、定番の企画にもより磨きをかけていきます。
2014年度には金沢21世紀美術館は、10周年を迎えます。また同じ年度に新幹線が金沢まで延びる予定です。それに向け
た準備を着々とすすめ、現代の表現を発信する拠点として、また街のコミュニティーの中心として、金沢21世紀美術館の役割
を果たしてまいります。
金沢21世紀美術館 館長 秋元雄史
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内臓感覚―遠クテ近イ生ノ声
4 月27日（土）→ 9 月 1 日（日）
人間の諸感覚の中でもより原始的・根源的な「内臓感覚」をテーマとし、その内な
る「生」の声に響き、語りかけ、新たな知覚の目覚めにつながる現代の13組の表
現を紹介します。多岐にわたる彼らの作品を通じて、原初的な身体性と絡む感覚
や意識、情動、あるいは身体の内軸である内臓と密やかに共鳴する自然や生命の
リズムに思いを馳せる場となるでしょう。
出品作家： ビル・ヴィオラ/オル太/サスキア・オルドウォーバース/加藤泉/ 草間彌生/志賀
理江子/長新太/中川幸夫/ルイーズ・ブルジョワ/アナ・メンディエータ/ナタリー・ユールベ
リ＆ハンス・ベリ/ピピロッティ・リスト/渡辺菊眞

志賀理江子《万華狂》、「カナリア」より、2007 © SHIGA Lieko

フィオナ・タン
8 月 3 日（土）→ 11 月 10 日（日）
フィオナ・タン（1966年 インドネシア生れ、アムステルダム在住）は、ドキュメ
ンタリーとフィクションの間を自由に往来しながら、詩情あふれる豊かな映像
言語による作品で知られています。人々の記憶の中にある抽象的で断片的な時
間や空間を織り合わせ、重層的な意味を持つ新しいイメージを創り出します。

フィオナ・タン《記憶違い》 2007
© Fiona Tan courtesy of the Artist and Wako Works of Art, Tokyo

アルフレド&イザベル・アキリザン「 住む」
8 月 3 日（土）→ 11 月 10 日（日）
アルフレド・アキリザン（1962年 マニラ・フィリピン生れ）とイザベル・アキリ
ザン（1965年 バレマテロス・フィリピン生れ）は、漂海民族であるバジャウ族の
暮らしをフィールドワークしながら、グローバル化によって住む場所や生活が
変化した人々が直面する現状をプロジェクト「住む」によって表現しています。
そこに込められる急速に変化する「周縁」の意味を問い直し、私達が生きる現代
とはどのような時代なのかを考察する展覧会です。
アルフレド＆イザベル・アキリザン《住む》 2012
© Alfredo Juan Aquilizan & Isabel Gaudinez - Aquilizan
courtesy of the Artist and Sherman Contemporary Art Foundation
Photo: Jacob RING

柿沼康二

書の道“ぱーっ”

11 月 23 日（土・祝）→ 2014 年 3 月 2 日（日）
「書」は、日本の文化、芸術の大きな柱の一つです。この度の企画では、柿沼康二
の代表作による書を通じて「今日の書」とは何か、
「書における芸術性とは何か」
を探ります。
「ひと、アーティスト、書家」と、自身を位置づける柿沼康二は、
「古
典に立脚し、嘘偽りなく、今を生き生きと表現する」ものが書だといいます。
長い歴史を持ちながらも、それに恐れることなく、今日の芸術活動として「書」
に向き合う柿沼康二の世界を紹介します。
柿沼康二《喰》(2011) と作家
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撮影：野瀬勝一
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ボーダーライン

コレクション展Ⅰ・Ⅱ

コレクション展 I

4月13日（土）→ 7月15日（月・祝）

コレクション展 II

9月28日（土）→ 2014 年 3月16日（日）

私たちの周囲に存在するジェンダー、国境、
民族といった様々な境界は、しばしば排除
や軋轢、隔絶を生み出します。しかし一方
で、私たちは境界を通して他者や世界をど
のように捉えているのかを知り、世界を広
げていると言うことができるのではないで
しょうか。本展では「境界」をキーワードに、
美術表現を通じて、境界を「分断する」もの
から「繋がり、広げる」ものへと捉え直し、当
館コレクションを展観します。

島袋道浩

レベッカ・ホルン《炎に包まれた8つの髪束》
（部分）1993
© Rebecca HORN 撮影: 斎城卓 金沢21世紀美術館蔵

シリン・ネシャット《無題（歓喜シリーズ）》1999 © Shirin NESHAT 金沢21世紀美術館蔵

能登

4月27日（土）→ 2014 年 3 月 2 日（日）
島袋道浩は、世界中を旅しながら、人間の生き方やコミュニケーションのあり方
に関する作品を制作してきました。本企画は、能登特有の風習や産物に興味を
持った島袋が、人々とともに能登を訪れ、アーティストならではの視点で発見し
たことを元に新作を作り上げる、1年間の長期プロジェクトです。金沢を中心と
した若い人たちに芸術活動参画の機会を提供する「金沢若者夢チャレンジ・アー
トプログラム」の第7弾です。

柿をつるした能登の小屋

撮影 : 島袋道浩

デザインギャラリー

フィロソフィカル・ファッション
目まぐるしく移り変わる流行、それがもたらすファストファッションの隆盛
が顕著ないま、3組のクリエイターの視点からファッションの新たな価値観
を探ります。

FINAL HOME
開催中

ファイナルホーム

1 月 12 日（土）→ 6 月 30 日（日）
© FINAL HOME

ANREALAGE

アンリアレイジ

7 月 12 日（金）→ 11 月 24 日（日）
mintdesigns

ミントデザインズ

12 月 7 日（土）→ 2014 年 5 月
© mintdesigns Photo: NOGAWA Kasane
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ステージ・イベント スケジュール（予定）

ピックアップ
日韓英国際共同制作

ドリームシンクスピーク“1980 / 2013”
11 月 29 日（金）→ 12 月 8 日（日）
アートディレクター・演出家であるトリスタン・シャープス
（dreamthinkspeak主宰）
委嘱作品。
英国のサイト・スペシフィック・パフォーマンスの代表例として注目を集めるシャープスが、
日
本
（高知・金沢）
、
韓国
（光州）
、
英国
（ブライトン）
の出演者とスタッフによる3カ国国際共同制作
に挑みます。
出演者は4月のオーディションによって選出。
会場は街中と美術館に設置し、
その
間を繋ぐ街並みをも劇場空間に変貌させます。観る者の感覚を揺るがし、既存の劇場と観客の
関係を覆す意欲作。

トヨタ コレオグラフィーアワード 2012
レジデンシープログラム

関かおり
（ダンサー・振付家）
2014 年 2 月 10 日（月）→ 23 日（日）
ジャンルやキャリアを越えたオリジナリティ溢れる次代のダンスを対象とし、その作品を創
り出す振付家のステップアップをサポートするトヨタ コレオグラフィーアワード。2012年
「次代を担う振付家賞」受賞者の関かおりが金沢で滞在制作を行ない、その成果を発表します。
今後の活躍が期待される振付家の創作現場に密着する本プログラム、金沢で3度目の開催。

撮影：石川純 提供：TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD

小池博史ブリッジプロジェクト

銀河鉄道
2014 年 2 月 8 日（土）
・9 日（日）
日本の舞台芸術を30年間牽引し、2012年に3.11を受けて解散したカンパニー、パパ・タラフ
マラの演出家・小池博史が新たに立ち上げた“小池博史ブリッジプロジェクト”。国内発表2作
目となる
「銀河鉄道」
は、
宮沢賢治の
「銀河鉄道の夜」
と
「氷河鼠の毛皮」
を再構成して舞台化。
“死
者と生者のあり方”と“動物と人間のあり方”という二つのベクトルを軸に据え、古典と現代の
架け橋となる作品を創作。
金沢を含む国内5カ所で上演します
（千葉、
沖縄、
石川、
宮城、
東京）
。

撮影：小池博史

パフォーマンスシリーズ
国内外の話題の新作や再演を中心に多彩なパフォーミングアーツを紹介しています。
館内シア
ター21に留まらず、
時には美術館全体をアーティストの創造の場ととらえた実験的な作品も上
演。
人気の
“超世代型パフォーマンス”
や野外劇場もお目見えします。

野外劇団 楽市楽座「宝の島」
（2012 年）＊
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映像シリーズ
政治、
社会、
哲学、
生と死、
消費文化、
人間の不条理、
遊び、
時代と娯楽、
映像美といったテーマごとにセレクトした作品を貴重な35mmフィルムで上映。
ゲス
トによるトークも実施し、
作品の背景に迫ります。

ミュージックシリーズ
2つのシリーズを中心に同時代を意識したプログラムを展開します。

ベーゼンドルファーを弾く
ハウスピアノとしてオーバーホールされた1962年製ベーゼンドルファーが主役のシリーズ。

music@rt
井上道義&オーケストラ・アンサンブル金沢21世紀美術館シリーズ。
美術館での
“音楽と美術の
新しい出会い
“をお届けします。
music@rt seasonⅥ vol.1 Flute&Beyond（2012 年）＊

トークシリーズ

フランソワーズ・モレシャンのおしゃれ講座
vol.12

5 月 25 日（土）

vol.13

今秋

アートやファッション、そして現代社会について、モレシャン流の鋭い視点で時代を切り取り
トークを繰り広げます。
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. 11
ワイン＆チーズ それはフランスの文化！（2013 年 2 月）＊

広場事業

Golden まるびぃ Week ’13
まるびぃ de パーティ 9

4 月 27 日（土）→ 5 月 6 日（月・祝）
10 月 9 日（水）→ 14 日（月・祝）

ゴールデンウィーク期間中と開館記念日の10月9日を中心に、今年もさらにクリエイティブでみんながつながるプログラムを屋内外で繰り広げます。

ペーパーワークショップ「かおバッグ」
（2012 年）＊

ミニ SL（2012 年）＊

アート za マーケット（2012 年）＊

＊撮影：池田ひらく

※本内容について、
貴媒体にて広く掲載•周知いただきますようよろしくお願い申し上げます。
※本内容は2013年4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。
最新の情報はウェブサイトやちらしをご確認ください。
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展覧会観覧料
当日券
展覧会名

前 売・団 体 料 金（ 2 0 名 以 上 ）

一般

大学生

小中高生

65歳以上

内臓感覚

1,000円

800円

400円

800円

フィオナ・タン
アルフレド&イザベル・アキリザン

1,000円

800円

400円

800円

1,700円

1,400円

700円

1,400円

柿沼康二

1,000円

800円

400円

800円

島袋道浩

4/27〜9/27は無料。9/28〜3/2は要コレクション展チケット。

内臓感覚
フィオナ・タン
アルフレド&イザベル・アキリザン

コレクション展Ⅰ・Ⅱ

共通
観覧料

350円

280円

無料

280円

一般

大学生

小中高生

800円

600円

300円

800円

600円

300円

1,400円 1,100円

600円

800円

※1

280円

600円

※1

220円

300円

無料

※ コレクション展は同時期に開催中の特別展チケットで観覧することができます。
※1 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。

金沢市民無料鑑賞の日
市民美術の日

市民がより美術に親しみ、豊かな心を育むよう、金沢市では10月の金沢こども週間（10月の第2日曜日からその直後の
土曜日までの7日間）の最終日を「市民美術の日」と定めております。
この日に、金沢市民の方は金沢21世紀美術館主催の「特別展」及び「コレクション展」を無料で観覧できます。
2013年度の「市民美術の日」は10月19日（土）です。

美術奨励の日

市民がより美術に親しみ、豊かな心を育むよう、金沢21世紀美術館では、
「美術奨励の日」を設けております。
この日は、金沢市民の方が金沢21世紀美術館主催の「コレクション展」を無料で観覧できる日です。
2013年度の「美術奨励の日」は、4/13、5/11、6/8、7/13、10/12、11/9、12/14、1/11、2/8、3/8です。

本資料に関するお問い合わせ
広報担当： 落合、中山、沢井
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1 TEL 076-220-2814 FAX 076-220-2802
http://www.kanazawa21.jp
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E-mail: press@kanazawa21.jp

