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PRESS RELEASE

金沢 21世紀美術館 2015 年度の事業について
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 2015 年 4月1日現在の予定です。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。最新の情報は当館ウェブサイトやちらしをご確認ください。

金 沢 21 世 紀 美 術 館 が 改めて問う“ 今 ”という時 代
いよいよ北陸新幹線が開通、金沢は新しい時代を迎えました。こうした中でも金沢 21世紀美術館は、開館
以来掲げているミッションにしっかりと軸足を置き、今年度も展覧会やパフォーミング・アーツなど多彩なプ
ログラムを展開してまいります。
昨年の10周年を機に、当館では3カ年かけて①建築、②現代美術、③工芸という3つのテーマで大規模な展
覧会を行っています。2 年目を迎えた今年は「現代美術」に改めてスポットをあてた展覧会を順次開催してま
いります。

2015年度は、まず国内作家によるグループ展で始まります。9月からは海外アーティストのグループ展が続
きます。ある程度の数のアーティストを揃えたこれらの企画を連続して開催することで、最新の「コンテンポラ
リー・アート」を紹介。現代という時代状況を概観したいと思っています。またバイオテクノロジーとアートの
融合をテーマにした長期プログラムでも、想像力の可能性を感じていただけるでしょう。
これらと並行して当館の収蔵作品を紹介するコレクション展も開催します。当館がこれまで集めてきた作
品と最新の表現を比較することで、現代美術の歴史的経過や、変化し続ける“今”という時代を浮き彫りにし
たいと考えています。
冬には生誕100年を記念して井上有一の作品展を行います。日本の文化の中にあって現代的な表現を行っている「書」を紹介します。また昨年度から
始まったシリーズ『アペルト』も継続し、ふたりの若手作家を個展形式で取り上げます。さらに交流事業ではアーティストが当地へ滞在して作品作りを行
うアーティスト・イン・レジデンスプログラムを充実させるとともに、国内外の最新パフォーマンスや貴重なフィルム上映、市民に開かれた交流イベント
などを展開していきます。
新幹線開通でより多くのお客様がこの美術館へ足を向けて下さるでしょう。そうした皆さんに気持ちよく金沢21世紀美術館を体験していただけるよ
う体制も充実させ、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の中心として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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展覧会

ザ・コンテンポラリー

私たちが生きている時代の精神とは、どのようなものでしょうか。2015
年度は1年間をかけて、2000年前後に現れた国内外の芸術表現を捉え、同
時代を生きる作家の作品を通して「現代」を展観します。

1 われらの時代：ポスト工業化社会の美術
4月25日［土］ー 8月30 日［日］ 会 場｜展 覧会ゾーン
長期インスタレーションルーム：5/26−9/6
デザインギャラリー：5/26−11/15

2000年以降に活躍する日本の作家10人を紹介
キーワードは「日常」
「 ヴァナキュラー」
「 関係性」
「 メディア」です。工業化社
会からの構造変化を遂げた 21 世紀。低成長経済が長期化する中、少子高齢
化、地方の疲弊が進行し、孤独死の問題など「関係性」が求められています。

金氏徹平《Endless, Nameless #2》2014

©STPI/Teppei Kaneuji
Photo: courtesy of the Artist, STPI and ShugoArts

一方、SNSやスマートフォンによる常時接続の普及など個人メディアが発
達した時代でもあります。こうした時代に生まれた美術を探ります。
参加作家 / 泉太郎、宇川直宏、大久保あり、金氏徹平、小金沢健人、スプツニ子！、束芋、
三瀬夏之介、八木良太（5/26-9/6）、アルマ望遠鏡プロジェクト（5/26-11/15）

2 誰が世界を翻訳するのか
9月19 日［土］ー12 月13日［日］ 会 場｜展 覧会ゾーン
第3世界に出自を持つ作家による作品を紹介
文化的背景が異なる土壌から生まれる表現に対して私たちはどのように
アプローチすべきでしょうか。多様な文化表象が行き交う現代において、
とりわけ第 3 世界と呼ばれた地域における近代国民国家の形成をめぐる線
上に現れた作品について、西洋中心主義の視点だけでは不十分な、独自の
歴史観が背景にあることを考えなければなりません。誰が主体となって書
かれた文化の歴史なのか、それをどのように翻訳し理解すべきか、作品を

シルパ・グプタ《無題（ここに境界はない）》2005-06/ 2011

Photo: KIOKU Keizo

通して問い直します。

3 Ghost in the Cell：細胞の中の幽霊
9月19日［土］ー2016 年 3月21日［月・祝］（12/14−1/1は閉場）
会 場｜展 覧会ゾーン

ウェブ上での共同制作：4/26−7/26

開発イベント（ハッカソン）
：7/24−7/26

情報に生命は宿るかーバイオテクノロジーとアートの融合
新しい技術が普及した近未来の問題を題材にした作品で国際的な議論を
巻き起こしてきたアーティストユニットBCL が、現在の日本のポップカル
チャーの代表格としてインターネット上で世界的な人気を誇る音声合成
ソフト「初音ミク」に遺伝子と細胞を与え、生命／非生命の境界、そして二
次創作や芸能／芸術のはざまで育まれる現代日本の特異な想像力の可能
性を探究します。
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BCL + Semitransparent Design《 Ghost in the Cell》2015
©Crypton Future Media, INC.
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生誕百年記念

井上有一
2016 年1月2日［土］ー 3月21日［月・祝］ 会 場｜展 覧会ゾーン
戦後の日本美術を代表する書家、
芸術家である井上有一
（1916年〜1985年）
は、

2016年2月14日に生誕百年の節目を迎えます。近年、国内はもとより海外でも
高い関心を集める井上は、
日本やアジアの文化の古層につながる
「書」
を革新す

左：《鳥》1976

©UNAC TOKYO 右： Photo ©Tokio Ito

ることによって、
世界的で、
普遍的な価値をもつ芸術を生み出しました。
本展で
は、
これまでの
「書」
の範疇を越えた井上有一の芸術の核心に迫ります。

コレクション展
1 5月26日［火］ー11月15日［日］ 会 場｜展 覧会ゾーン
2 11月28日［土］ー2016 年 5月8日［日］ 会 場｜展 覧会ゾーン
（同時開催： 粟 津潔、マクリヒロゲル 2 ）
開館から 10 年を経て、現在の私たちにとって「いま」とは何か、これまでに収
集してきたコレクションを再解釈することによって構成される展覧会です。
地域の固有文化が多様化する21世紀にどのような可能性を持つのか、コレク
ションを中心にインターカルチュアルな視点に立って世界に問いかける展示

コレクション展1（左）
：小沢剛《金沢七不思議》2008 courtesy: Ota Fine Arts, Tokyo Photo: KIOKU Keizo
コレクション展2（右）
：青野文昭《なおす・代用・合体・連置「震災後亘理町荒浜で収拾した部屋―壁面の復元」》2013

Photo: SAIKI Taku

空間を紹介します。コレクション展2では昨年に続き、
「粟津潔、マクリヒロゲ
ル2」を開催します。

アペルトは、国籍や表現方法を問わず、若手作家を中心に個展形式で紹介する展覧会のシリーズです。

アペルト

※「アペルト（APERTO）」とは、イタリア語で「開くこと」の意。

02 樫尾聡美

生命の内側にひそむもの

9月19 日［土］ー2016 年1月17日［日］ 会 場｜長 期インスタレーションルーム
樫尾聡美の染色作品は、飛行機などの日常的なモチーフを取り入れた、幾何学的な装飾が特徴です。生
命の細胞をも連想させるイメージと、布を多層に重ね合わせた立体的なフォルムは、有機的で生命力
溢れる姿で表れています。本展では、展示空間に合わせた天井吊りの大作を紹介。
《あたふる》2014（部分）

03 坂野充学

可視化する呼吸

2016月1月30 日［土］ー 5月8日［日］ 会 場｜長 期インスタレーションルーム
石川県白山市鶴来出身の映像作家、坂野充学による5面のスクリーンを使った映像インスタレーショ
ン。文化の継承をテーマに、地元でのフィールドワークに基づき構成されたフィクションです。製鉄技
術の伝播など、古代から現代までの5つの異なる時間軸をもった物語が交錯します。

廣村正彰

《可視化する呼吸》2012

金沢でJunglin ’

11月21日［土］ー2016 年 5月8日［日］ 会 場｜デザインギャラリー
Junglin’とは「順繰り」に「ing」をつなげた造語。人が無意識のうちに繰り返す行動や、何気ない日常
の中に、デザインのきっかけがあると考える廣村が金沢の「Junglin'」を発見します。

《スライス》2014
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ステージ・イベントプログラム

アーティスト・イン・レジデンス

Museum × KNZ Fringe 〜街と、人と、出会う
〈第1期〉6月8日［月］ー 6月22日［月］ 〈第 2 期〉9月26日［土］ー10月12日［月・祝］
英国のアーティスト主導型コミュニティ
『フォレスト・フリンジ』
から選出したパフォーミングアーティストを迎え、
金沢のアーティストやクリエイ
ターとの実験的・冒険的な創作活動を試みます。
フリンジとは
「周辺」
の意。
英国の前衛的な演劇シーンから生まれ、
現在では自主的で既存の枠にとら
われない表現活動の場を示す代名詞となっています。
美術館とその周辺に広がる街で、
日英の参加者が刺激的な新作を生み出すプロジェクトです。
参加予定アーティスト： アクション・ヒーロー、スコッティ、ニック・グリーン

アクション・ヒーロー "Watch Me Fall" Photo: Camilla Cerea

スコッティ Photo: Matthew Brindle

ニック・グリーン "Slowlo" Photo: Oliver Rudkin Courtesy of Ibt13

トヨタ コレオグラフィーアワード 2014 受賞者レジデンシープログラム

川村美紀子 新作クリエイション
8月24日［月］ー 9月6日［日］
次代を担う振付家の発掘と育成を目的に隔年開催するトヨタ コレオグラフィアワー
ド。2014 年は川村美紀子が「次代を担う振付家賞」
「 オーディエンス賞」をダブル受賞。
昨年、開館10周年記念「ニジュウイチビジャック！」での強力なソロパフォーマンスで
観客を圧倒した川村が、ダンサーを率いて金沢で滞在制作し、新作を発表します。
Photo: IKEDA Hiraku

パフォーマンス

イン・ミュージアム /
カンパニー マリー・シュイナール ソロ公演
11月8日［日］
独創性に富み、
先鋭的な作品づくりで世界のコンテンポラリーダンスをリードするカナダ
の代表的なダンスカンパニー。
トランス状態で予言を伝えた古代ギリシャの予言者さなが
らに、
マリー・シュイナールが観客からの問いかけや願いに即興の舞いで応えるソロ作品。
＊カンパニー作品「春の祭典」
「アンリ・ミショーのムーヴマン」は金沢市文化ホールで11/7（土）上演
Photo: Karine Patry

近代童話劇シリーズvol. 1

箱入り娘
7月18日［土］
・19 日［日］
金森穣率いるダンスカンパニーNoismのスタジオ版最新作。
バルトークのバレエ音楽
《かか
し王子》
にのせて描くオリジナルの物語舞踊。
ノイズムの新境地を切り拓いた見せ物小屋シ
リーズの完結から3年。
現代を生きる大人とこどもへ贈る
“近代童話劇シリーズ”
開幕！
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交流イベント

ARTS PLANET 2015

〜こどもFun-tastic!

4月29日［水・祝］ー 5月6日［水・休］
ゴールデンウィーク期間中はこども達が主役になれるプログラムが満載。まずはちょっと変
わったおとぎ話で幕開け。異次元からタイムスリップした王女 2 人がまるびぃにキャンプ旅行
にやってきます。ミニSLにはまるびぃ駅が登場。初めてのお茶会、プラネタリウムでの星空観測
なども開催します。
劇団コープス「キャンプしましょう、おひめさま。」
Photo: Robert Deleskie （4/29・30開催）

music@rt Season IX
オーケストラ・アンサンブル金沢と共に美術館での“音楽とアートの新しい出会い”をお届けし
ます。
（年数回開催予定）

music@rt Season VIII Merry Marubi Christmas VIII
Photo: IKEDA Hiraku

映画

映画の極意 vol.16
7月11日［土］
・12日［日］
一つのテーマを掘り下げてセレクトした作品の上映と、ゲストによるトークを合わせた番組
編成でお届けする企画です。新たな視点で捉え直された映画の上映で、幅広い世代を美術館に
誘います。

まるびぃ シネマ・パラダイス！ vol.2
12 月5日［土］
・6日［日］
フィルムに魅せられた学生たちが主体となり、映画史に残る名作をフィルムで上映すること
にこだわった企画。35mm 映写機を備えたシアター 21 で開催。

イラスト：K.Onodera

トーク

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.17 「エレガンスは学ぶことが可能か？ −How to 編−」 5月31日（土）
vol.18 「パリの気骨」
7月4日（土）
vol.19 「栄光と没落、マリー・アントワネットの人生」
11月28日（土）
vol.20 「 1868 年からの老舗『ラデュレ』」
2016 年 3月26日（土）
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。
vol.15「パリジェンヌの1日」より
Photo: IKEDA Hiraku
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展覧会観覧料
前 売・団 体 料 金（ 2 0 名 以 上 ）

当日券
展覧会名

一般

3.11以後の建築

共通
観覧料

大学生

小中高生

65歳以上

一般

大学生

小中高生

1,700円

1,400円

700円

1,400円

1,400円

1,100円

600円

われらの時代：ポスト工業化社会の美術

1,000円

800円

400円

800円

800円

600円

300円

誰が世界を翻訳するのか

1,000円

800円

400円

800円

800円

600円

300円

井上有一

1,000円

800円

400円

800円

800円

600円

300円

360円

280円

無料

280円

※1

280円

※1

220円

無料

360円

280円

無料

280円

※1

280円

※1

220円

無料

われらの時代：ポスト工業化社会の美術

コレクション展 1
コレクション展 2
粟津潔、マクリヒロゲル 2

※「 Ghost in the Cell：細胞の中の幽霊」
・
「コレクション展1・2」は同時期開催の特別展チケットで観覧することができます。
（「コレクション展1・2」だけを観覧する場合は、上記の観覧料になります）
※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。
2015年度の「市民美術の日」は10月17日（土）です。

美術奨励の日

「美術奨励の日」を設けております。
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、
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。

2015年度の「美術奨励の日」は、6/13、7/11、8/8、9/12、10/10、11/14、12/12、1/9、2/13、3/12です。
※いずれも総合案内で金沢市民であることを証明できるものをご提示いただき、無料の観覧券をお受け取り下さい。

本資料に関するお問い合わせ
広報担当： 落合、中山、門田
〒 920-8509 金沢市広坂 1-2-1

http://www.kanazawa21.jp

TEL 076-220-2814 FAX 076-220-2802
E-mail: press@kanazawa21.jp

※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2015年 4月1日現在の予定です。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。
最新の情報は当館ウェブサイトやちらしをご確認ください。
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