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好奇心のあじわい
好奇心のミュージアム
フードクリエイション+
東京大学総合研究博物館

2014年4月26日（土）→
2015年3月31日（火）

諏訪綾子《Scent of woman》2014 Photo: Hiroshi Iwasaki
+ ウシ頭骨 東京大学総合研究博物館

プログラム名
会

期

好奇心のあじわい

好奇心のミュージアム ｜ フードクリエイション+東京大学総合研究博物館

2014年4月26日
（土）→ 2015年3月31日（火）
開場時間 / 10時〜18時（金・土曜日は20時まで）
休 場 日 / 毎週月曜日
（休日の場合、
翌平日。
ただし、
4月28日、
8月11日は開場）

会

場

展示室13（4月26日〜10月13日）、展示室1〜6（10月4日〜10月13日）、美術館内外など

料

金

無料

主

催

金沢21世紀美術館 [公益財団法人金沢芸術創造財団]

助

成

本事業は宝くじの助成を受けて実施しています

協

賛

MAD SCIENTISTS PTE LTD.

協

力

ウシオライティング株式会社、株式会社ウーレン、株式会社雪花、株式会社大洋工芸、株式会社灯工舎、

※イベントにより有料の場合もあり
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展覧会について

今年10月9日、金沢21世紀美術館は開館10周年を迎えます。10周年をみなさんとともに祝う「祝宴」の場を
つくりあげる「好奇心のあじわい

好奇心のミュージアム」を開催いたします。

その中心となるのは、
あらたな
「食」
の価値を提案する諏訪綾子が主宰するフードクリエイションと、
〈驚異の
部屋〉をつくりだす東京大学総合研究博物館です。博物館の原点でもある「好奇心」に立ちかえりながら、
「あ
じわい」
をテーマに据えた、
これまでにないユニークなプログラムです。
すでに50以上の「好奇心の食材」が集められ、
「あじわいの体験」には400人以上の方にご参加いただいてい
ます。
「祝宴」のクライマックスにむけてさらなる展開をみせていきます。

作家プロフィール

フードクリエイション / 諏訪綾子
フードクリエイションを主宰する諏訪綾子は1976年石川県羽
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咋市生まれ。金沢美術工芸大学卒業後、2006年より「そのコンセ
プト 胃まで届けます」のキャッチフレーズで新たな食の価値を
提案するフードクリエイションの活動を開始。2008年金沢21
世紀美術館デザインギャラリーで「食欲のデザイン展

感覚で

あじわう感情のテイスト」を開催。以降、国内外で目覚ましい活
躍をみせています。フードクリエイションとしての企業や自治
体とのコラボレーションプロジェクトだけでなく、アーティス
ト諏訪綾子としての表現にも挑みつづけています。
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フードクリエイション http://www.foodcreation.jp
諏訪綾子 http://www.ayakosuwa.com

諏訪綾子《Scent of woman》2014
Photo: Hiroshi Iwasaki

東京大学総合研究博物館
東京大学総合研究資料館の改組拡充により、平成8（1996）年東
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京大学総合研究博物館が発足。国内最初の「大学博物館」、先端諸
学を推進する研究教育機関であると同時に、
「モバイルミュージ
アム」など新しい学芸事業のあり方について、各種実践を通じて
社会提言をおこなう先導的な実験ミュージアムの役割を担って
います。とくに希少性や学術性において瞠目すべき「学術標本」
のミュージアムコレクションとしての価値に着目し、
〈驚異の部
屋〉の展示も多数行っています。

テイストハンター
（プログラム・メンバー）

東京大学総合研究博物館小石川分館
「生薬リヴァイヴァル」展 2012
© UMUT

テイストハンターは、このプログラムをアーティストとともに
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創り出すために公募で集まった29名（2014.6月現在）のボラン
ティアメンバーを中心に活動しています。
「好奇心をあじわう小
部屋」で開催される「あじわいの体験」パフォーマンスや、市内や
能登等でのフィールドワークを中心に「好奇心の食材」集めを
行っています。
メンバー向け あじわいの体験とワークショップ
（2014年4月29日）
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プログラムの特徴

① プログラム全体が金沢21世紀美術館の10周年を祝う「祝宴」となる
美術館開館10周年を機に、美術館の原点でもある「好奇心」をテーマに、１年間にわたって、プログラム・メ
ンバーがアーティストとともにプログラムを作り上げていく、展覧会＋パフォーマンス＋地域参加型プロ
グラムです。みんなで祝い、
「あじわう」という体験を通じて、
「好奇心のあじわい

好奇心のミュージアム」

のプログラム全体が「祝宴」となっていきます。

②「味覚」に着目、美術館で「あじわいの体験」
本プログラムでは、これまで美術館ではあまり扱われてこなかった「味覚」に着目、五感すべてを研ぎすます
「あじわい」の体験ができます。美食でもグルメでもない、空腹を満たすわけでもない、感性としての「味覚」
の問題に挑みます。

③ フードクリエイション＋東京大学総合研究博物館
プログラムの中心となるのは、諏訪綾子が主宰するフードクリエイションと東京大学総合研究博物館。
感性としての「味覚」を追求するフードクリエイションの活動は、アラン・デュカスをはじめ国内外から高い
評価を得ています。世界で活躍するフードクリエイション/諏訪綾子にとって、美術館での展覧会は４年ぶ
りとなります。
一方、東京大学総合研究博物館は、学術標本の魅力を再発見し、博物館の原点ともされる「驚異の部屋」の展
示を多く手がけています。
「驚異の部屋（ヴンダーカンマー）」とは、15世紀頃から18世紀にかけて好奇心の
おもむくままに自然物や人工物が陳列された空間であり、博物館の原点とされています。フードクリエイ
ションと東京大学研究博物館がつくり出す10月の「祝宴」では展示室が7つに広がり、
「驚異の部屋」で「あじ
わいの体験」が行われます。

展示・プログラム

スケジュール
6月

「好奇心をあじわう小部屋」
会期：4月26日（土）〜10月13日（月・祝）

テイストハンター活動
ハンティングツアー in 羽咋/能登
日時： 6月21日（土）

● あじわいの体験 Season1
期間： 4月26日（土）〜6月15日（日）

● あじわいの体験 Season2
期間： 6月28日（土）〜8月24日（日）

● あじわいの体験 Season3
期間： 9月6日（土）〜9月28日（日）

7月

ハンティングツアー in 富山
日時： 7月26日（土）

8月

○「好奇心をあじわう小部屋」で絵本を読もう
日時： 8月23日（土）①11:00〜 ②13:00〜

9月
10月

「好奇心の祝宴」
会期：10月4日（土）〜10月13日（月・祝）

● テイスティング、
ゲリラレストラン
期間： 10月4日（土）〜10月13日（月•祝）

● ゲリラレストラン（ナイトミュージアム）
日時： 10月12日（日）20:00
●…あじわいのプログラム

○…関連プログラム
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ハンティングツアー in 湯涌温泉
日時： 8月30日（土）〜31日（日）
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プログラム概要

「好奇心の食材」集め
メンバーとのワークショップで収集した食材ほ
か、
企業・団体から提供される食材
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「感覚であじわう感情のテイスト」
《後をひく悔しさとさらに怒りさえも
こみ上げるテイスト》2008
Photo: Hiroshi Iwasaki
© SUWA Ayako / foodcreation

あらたなあじわいの発見

好奇心のアーカイブ

「好奇心の食材」をもとにフードクリエイション
が発見。
「あじわいの体験」の提供

「あじわいの小部屋」のガラス瓶等に「好奇心の
食材」としてアーカイブされ展示

祝宴のメニュー

好奇心のミュージアム

開発された「あじわい」等も加えたメニューで開
催する金沢21世紀美術館10周年の「祝宴」を〈驚
異の部屋〉内で実施。
「あじわいの体験」の提供

東京大学総合研究博物館の資料、
「 好奇心の食
材」
「開発されたテイスト」
（フードクリエイショ
ン作品）により構成される〈驚異の部屋〉

まちなかに広がる 好奇心のあじわい
ゲリラレストラン等「あじわいの体験」を美術館
の外へと届ける

好奇心をあじわう
小部屋

会期：4月26日
（土）〜10月13日
（月・祝） 会場：展示室13

料金：無料（※テイスティングは有料）

実験室のような外観の「好奇心をあじわう小部屋」では、フードクリエイションとプログラム・メンバー（通
称：テイストハンター）が一緒に集めた、好奇心を掻きたてる食材（実際には食べられないものも含む）を東
大がコレクションする約1,000個の瓶などにアーカイブし展示します。さらに、集まった食材をもとにフー
ドクリエイションが感情や感覚を「あらたなテイスト」として表現し、みなさまにあじわっていただく「あじ
わいの体験」を実施します。
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Photo : KIOKU Keizo

Photo : KIOKU Keizo

「あじわいの体験」
「あじわいの体験」
とは、
おいしさを追求するでもない、
空腹を満たすためでもない、
感情や感覚を表現するテイ
ストを誰でもあじわえるプログラムです。
テイストハンター
（プログラム・メンバー）
によるパフォーマンスで
お届けします。
その日のメニューや体験方法については小部屋の扉に掲示、
またはサイト内でお知らせします。
Season1
Season2

4月26日
（土）〜6月15日
（日）
6月28日
（土）〜8月24日
（日） 期間中土日祝15:00〜16:00（20分のプログラムを3回）
［料金］500円（展示室内にて14:45よりチケットを販売）
［定員］18名（先着順）［テイスト］未定

Season3

9月6日（土）〜9月28日
（日） ※詳細未定

※内容等は変更する場合があります。当館ウェブサイトでご確認下さい。
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Photo : KIOKU Keizo

Photo : KIOKU Keizo
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好奇心の祝宴

会期：10月4日
（土）〜10月13日
（月・祝）
会場：展示室1〜6

料金：無料（※テイスティングとゲリラレストランは有料）

金沢21世紀美術館の開館記念日にあたる10月9日を中心に展示室につくりだされるのは、東京大学総合研
究博物館が作り上げる〈驚異の部屋〉。７つの展示室（展示室1〜6、13）に、東京大学総合研究博物館のコレ
クション、
「好奇心をあじわう小部屋」で集められた「好奇心の食材」、フードクリエイションが生み出す「あ
らたなテイスト」など、あじわいの好奇心が凝縮された「好奇心の部屋」が出現します。一品だけのテイス
ティングか、フルコースが味わえるゲリラレストラン。毎日、どこかの部屋で展示物があじわえ、感じていた
だく「祝宴」の場となります。
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ウシ石膏製縮小模型
東京大学総合研究博物館蔵
© UMUT
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ラフレシア（インクジェットプリント）
東京大学総合研究博物館蔵
© UMUT

独マルチシリング社製
幾何関数実態模型
（インクジェットプリント）
東京大学総合研究博物館蔵
© UMUT

期間中、毎日どこかの展示室でテイスティングやゲリラレストランが開催されます。
詳細はウェブサイト、Facebook等でお知らせいたします。

「ゲリラレストラン in ナイトミュージアム」
［日時］10月12日
（日）
20:00〜21:00
［会場］金沢21世紀美術館 ［料金］着席3000円、
立席500円
［申込］要事前WEB予約 ※9/16より受付開始
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「ゲリラレストラン at ISETAN」2014
Photo: IDA Munehide
© SUWA Ayako / foodcreation

広報用画像

｢ゲリラレストラン UNDER THE ROOF｣ 2012
Photo: David Nassim
© SUWA Ayako / foodcreation

画像1〜15を広報用にご提供致します。
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、クレジットを必ずご表示ください。
※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、お手数ですが校正用原稿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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