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≪何がいやなのか？≫（部分）2006 

What’s not to like? (detail) 
Courtesy: Artist / Victoria Miro Gallery 

 

 

我が文明：グレイソン・ペリー展 

My Civilisation: Grayson Perry 

2007年4月28日（土）- 2007年8月31日（金） 

休場日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開場し、 

翌日火曜日が閉場。ただし5月1日（火）、8月13日（月）は開場） 

開場時間：10時～18時(金・土曜日は 20時まで) 
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展覧会概要 

 

■展覧会名称： 我が文明：グレイソン・ペリー展 

■英文名称:   My Civilisation: Grayson Perry 

■会期：        2007年4月28日（土）- 2007年8月31日（金） 

        休場日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開場し、翌日火曜日が閉場。 

ただし5月1日（火）、8月13日（月）は開場。） 

■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:       ・当日 

一般1000円、大学生800円、小中高生400円、65歳以上の方800円 

・前売り、団体 

         一般 800 円、大学生 600 円、小中高生 300 円 

※本展観覧券にてコレクション展I（2007年4月28日(土)-2007年7月16日 

 (月・祝)）も併せてご覧いただけます。 

■会場：        金沢 21 世紀美術館 展示室 1~6、展示室 13 

■出品点数：  約 70 点（陶、彫刻、写真、版画、キルト、コスチューム、映像等） 

■主催：    金沢21世紀美術館［（財）金沢芸術創造財団］ 

■共催：    読売新聞東京本社、美術館連絡協議会 

■助成：    ブリティッシュ・カウンシル、グレイトブリテン・ササカワ財団 

■協賛：    ライオン、清水建設、大日本印刷 

■協力：    日本航空 

■前売りチケット取扱い： 

チケットぴあ（Tel:0570-02-9999、展覧会チケットPコード：687-244）、

ファミリーマート、サンクス、サークルK 販売期間：2007年4月1日より

2007年8月31日まで（ご予約は8月28日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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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展覧会について  
 
 
 
「私の作品は、毒入りの宝物のようなもの。宝物だけど、呪われている。深い無意識の底か

ら運ばれてきたそれらを「発掘」することは、考古学であり、心理学なのだ」 

 

巨大な壺に描かれた殺風景な郊外の町並みやブランド・ロゴに女装した少年たち。華やかな

装飾のはざまには様々な社会問題や暴力の場面が浮き上がり、女装した作家の姿もしばしば

登場します。グレイソン・ペリーが生きてきた道のりと深くリンクするという点で、彼の作

品は、自身の「文明」をたどる重要な発掘物といえます。愛するクマのぬいぐるみも、殺伐

とした郊外風景も、自身の女装趣味さえも含まれる彼の文明は、「未開」に相対する「文明」

をクリティカルに照射する試みでもあります。 

 

1960 年、チェルムズフォード（英国）生まれのペリーは 80 年代半ばから、暴力、偏見、性

的抑圧、文化や信仰、自己とは何であるかといった諸テーマに関し、ユーモアやファンタジー

を交えつつ、鋭い視点で捉えた作品を発表してきました。彼が主に手がける陶芸作品では、

古典的な形の壺の表面に描き重ねた現代的主題と、豊かな色彩や装飾との重層的な絡まり合

いが見る者の想像を膨らませます。陶芸のみならず、彫刻、写真、版画からキルトやドレス

のデザインに女装という行為まで、ジャンルを超えた活動と強烈な表現内容で国際的な注目

を集め、2003 年には英国のターナー賞を受賞しました。日本初の個展となる本展では、初期

から近年までの作品に多数の新作を加え、我々をペリーの「文明」を巡る旅へといざないま

す。 
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展覧会の特徴 

 

１．ターナー賞受賞作家であるグレイソン・ペリーの日本初の個展 

2003 年にイギリスの現代美術の最高賞であるターナー賞を受賞し、現在、イギリス現代作家

の中で最も注目すべき一人として評価が高まるグレイソン・ペリーの日本初の個展である。

2000 年以降、オランダ、イギリス、アメリカの美術館で大規模な個展が続き、高い評判を集

めた本作家を日本で初めて紹介する。 

 

２．ジャンルを横断して展開する作品世界の紹介 

「陶芸」「手芸」「現代美術」などの美術システムや、ジェンダーなどの枠組みを飛び超えた

ペリーの作品を紹介する。現在、非常に手の込んだ陶芸作品を多く手がけつつ、写真、版画、

彫刻、キルトやコスチュームのデザインなど、メディアを横断した制作活動を行う本作家の

多様な活動を振り返り、その表現世界を展観する。 

 

３．初期の作品から新作まで網羅し、作家の全ぼうに迫る 

活動初期 1980 年代前半の貴重なフィルム作品やコラージュ、彫刻作品等、90 年代から近年

までの陶、彫刻、映像、キルト、タペストリー、コスチューム、写真、版画に多数の新作を

含め、約 70点という大規模なスケールで作家の全ぼうに迫る。 

 

４．多数の新作と金沢ならではのインスタレーション 

本展に向けて制作された多数の新作の中でも、特に、社会格差の現実や大衆文化についての

メッセージが込められた、高さ約 1.5 メートルの巨大な壺作品や、「祭壇」のテーマで制作

された新作インスタレーションなどは、ペリーの新しい展開を示す作品として必見である。 

 

５．見る者の価値観を揺さぶる、強烈なイメージとメッセージ 

ペリーの作品は、社会や家庭内の暴力、偏見、性的抑圧、大衆文化や信仰、自己とは何であ

るかなどのテーマに関して、ユーモアやファンタジーを交えつつ、強烈な視覚性とメッセー

ジ性とで見るものに迫る。女装癖を持つペリーは、自身が女装した姿をしばしば作品の中に

登場させるなど、作品に自伝的要素を込めつつ普遍的な問題を浮かび上がらせる点が特徴的

である。 
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作家プロフィール 

 

グレイソン・ペリー（Grayson Perry） 
1960 年、チェルムズフォード（英国）生まれ。1982

年、ポーツマス・ポリテクニック美術学科卒業。現

在、ロンドン在住。 

1980 年代半ばから主に陶芸作品を手がけるように

なる。また、版画や写真、ドレスのデザイン等、ジャ

ンルを超えた制作活動に取り組んでいる。1990 年

代以降、個展での発表、およびグループ展への参加

が相次ぎ、2003 年にはイギリス現代美術の最高賞

であるターナー賞を受賞。ペリーの国際的評価は更

に高まった。 

作家は、金沢美術工芸大学と当館とが連携して運営した 2005 年度の国際的芸術家滞在制作

事業において、2度に渡って金沢に滞在し、地域の素材を用いた新作の制作を行った。 

主な所蔵先は、アムステルダム市立美術館、サーチ・ギャラリー（英国）、テート（英国）、

グラスゴー近代美術館、金沢 21世紀美術館など。 

 

■主な個展 

1984, 85      個展（ジェイムズ・バーチ画廊／ロンドン） 

1987, 88, 90  個展（バーチ＆コンラン／ロンドン） 

1994, 96-97  個展（アンソニー・ドフェイ画廊／ロンドン） 

2000    「Fig-1」展（ロンドン） 

2002  「ゲリラの戦法」展（アムステルダム市立美術館、バービカン・アートギャラリー／ 

        ロンドン） 

2004  個展（ヴィクトリア・ミロ画廊／ロンドン） 

個展（テート・セント・アイヴス／セント・アイヴス、英国） 

2005  個展（イル・カプリコルノ画廊／ヴェネツィア） 

2006  個展（アンディ・ウォーホル美術館／ピッツバーグ） 

  「リンカンシャーの魅力」（ザ・コレクション／リンカン、ヴィクトリア・ミロ画廊／ 

         ロンドン） 

■主なグループ展 

1981-82 「ヤング・コンテンポラリーズ」展（ICA／ロンドン） 

1993-95 「生のものと焼いたもの」展（バービカン・アートギャラリー、オクスフォード近代美術 

      館、滋賀県立陶芸の森 陶芸館、他巡回） 

1998-99 「頂点を越えて」展（アイコン・ギャラリー／バーミンガム、他巡回） 

2000  「抗議して生き残る」展（ホワイトチャペル・ギャラリー／ロンドン） 

2001  「新しい労働」展（サーチ・ギャラリー／ロンドン） 

2003  ターナー賞受賞展（テート・ブリテン／ロンドン） 

2005 「混乱した子供時代」（オークランド・アート・ギャラリー／ニュージーランド） 

  「フェアリー・テールズ・フォーエヴァー」（ARoS オーフス美術館／デンマーク） 

2006  「コンパルシヴ・ライン：1900 年から今日までのエッチング」（ニューヨーク近代美術館） 
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ご提供できる画像 
★印の画像使用の際には右記のクレジットをつけてください  Courtesy: Artist / Victoria Miro Gallery 
 

  ★     ★   
★ 

≪何がいやなのか？≫         ≪何がいやなのか？≫（部分） ≪クレアとフローレンスはエセックス男の 

What’s not to like?         What’s not to like? (detail)   祠を訪れる≫ 
2006          2006   1998 
陶          陶       写真 

 

 

             ★ 
グレイソン・ペリーのポートレート（2点とも）                      ≪モデル・ジェット・プレーンＸ92≫ 

            Model jet plane X92 
                                 1999 

                                  陶 

 

★ ★   ★ 
≪生命の権利≫         ≪生命の権利≫（部分）              ≪先史黄金陰部のアラン≫ 
Right to Life          Right to Life (detail)                    Prehistoric Gold Pubic Alan 
1998          1998                                 2007 
綿、レーヨン、コンピュータ刺繍        綿、レーヨン、コンピュータ刺繍       陶 
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★    ★   ★ 
≪大切な男の子たち≫               ≪大切な男の子たち≫（部分）         ≪南の天使≫ 

Precious Boys     Precious Boys (detail)                   Angel of the South 
2004      2004                                 2005 
陶      陶                                   鋳鉄 
Collection of Victoria and Warren Miro    Collection of Victoria and Warren Miro 
 

 

★  ★   ★ 
≪敏感な子供の苦境≫       ≪敏感な子供の苦境≫（部分）                 ≪全ての戦いの母としてのクレア≫ 
Plight of the Sensitive Child      Plight of the Sensitive Child (detail)          Claire as the Mother of All Battles 
2003               2003                                         1996 
陶                陶                                           写真 
金沢 21 世紀美術館蔵       金沢 21 世紀美術館蔵 

 

 

★  ★ ★ 

≪英国男の地図≫         ≪英国男の地図≫（部分）            ≪賢者のアラン≫ 
Map of an English Man         Map of an English Man (detail)            Wise Alan 
2004          2004                       2007 

エッチング                   エッチング                     陶 



関連企画 

■グレイソン・ペリーによるアーティスト・トーク 

日時（予定）：4月28日（土）14：00-15：00（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（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） 

 

■講演会「トランスジェンダーと身体文化」 

講師：石井達朗（慶応義塾大学教授、舞踊評論家） 

日時：6月23日（土）14：00-15：30（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（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） 

 

■映画「非現実の王国で：ヘンリー・ダーガーの謎」(2004年、ジェシカ・ユー監督) 

 上映会 
※グレイソン・ペリーが大きな影響を受けたアウトサイダー・アーティスト、ヘンリー・ダーガーに焦点を

あてた映画（言語：英語、字幕・吹替なし） 

日時：5月20日（日）、6月24日（日）、7月22日（日）、8月26日（日）各回14：00-15：30 

会場：金沢21世紀美術館 レクチャーホール 

定員：各回先着80名 

料金：無料（ただし、本展の観覧券が必要） 

 

■こども向けギャラリー・ツアー「グレイソンを探せ！」 
※さまざまな姿に変身して作品の中に登場するグレイソン・ペリーを、展覧会をめぐりながら探し出すツアー

です。 

日時：6月3日（日）10：30-12：00／14：00-15：30 

集合場所：金沢21世紀美術館 キッズスタジオ 

定員：各回先着15名（対象：小学3年生-中学生 ＊ご家族のご同伴は可能です） 

料金：無料（ただし、本展の観覧券が必要） 

応募方法：お電話でお申し込み下さい（076-220-2801）。定員になり次第、締め切ります。 

 

■こども向けワークショップ「グレイソンに挑戦！」 
※写真や雑誌の切り抜きなどの素材を持ち寄って、ペリーの「コラージュ」の手法を参考にしながら、参加

者がそれぞれの世界を作ります。 

日時：8月10日（金）10：30-15：00 

集合場所：金沢21世紀美術館 キッズスタジオ 

定員：先着15名（対象：小学3年生-中学生） 

料金：300円＋本展の観覧券 

応募方法：お電話でお申し込み下さい（076-220-2801）。定員になり次第、締め切ります。 

持ってくるもの：昼食、お茶、作品に貼る素材（写真、雑誌、包装紙、布など） 

 

■学芸員によるギャラリー・トーク 

日時：5月6日（日）、5月19日（土）、6月2日（土）、7月7日（土）、8月25日（土） 

   各回14：00- 

集合場所：金沢21世紀美術館 レクチャーホール 

料金：無料（ただし、本展の観覧券が必要） 

 
※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。 


