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金沢 21世紀美術館 2017年度事業のご案内
金沢 21世紀美術館―改めて原点に立ち返って
金沢 21世紀美術館は、今年14 年目を迎えます。2014 年の開館10 周年を機に開館以来展覧会のテーマの中心としてきた、建築、
現代美術、工芸を3 年かけてとりあげてきました。それが一巡した 2017年度は、改めてこれまでのこうした歩みを踏まえ、幅広い
ジャンルを網羅した国際色豊かなプログラムを展開します。
まず4月には日本人作家、池田学による絵画の個展を開催。日本の現代美術の最新の傾向を示すことができるでしょう。続く日本
とデンマークの外交樹立150 周年を記念する展覧会のテーマは、デザインです。プロダクトやグラフィックに限らずデザインという
思考のものさしを使って日本とデンマークの「日常」を読み解きます。同時開催となるヨーガン レールの展示では、今回は廃棄物を
使った作品を紹介。今という時代を切り取った展覧会となります。秋からの、カナダ生まれのジャネット・カーディフとジョージ・ビュ
レス・ミラーの作品展は、彼らのアジアで初めての大規模な展覧会。当館が作られた頃に活動を本格化させたアーティストの作品を
通して、改めてこの美術館の考え方を示す場となるでしょう。それらと並行して、コレクション展や若手作家の個展を開催。デザイン
ギャラリーでは新しいテクノロジーを使った実験的な試みや、地域の産業についても考えます。また、多様で自主的な活動を継続的
に実施する新たな長期プログラム「自治区」にもご注目ください。
さらに交流事業では、国内外のアーティストが新作を滞在制作する「カナザワ・フリンジ 2017」をはじめ、金沢出身の泉鏡花の戯曲
を基にしたパフォーマンスや若手のステージ、定番のトークや映像などのシリーズも展開してきます。広場を使ったプログラムやワー
クショップなども昨年以上に充実させ、この美術館がまちの交流拠点であることを示していきたいと考えています。
北陸新幹線が開通して 2 年、人々の移動性が高まり金沢の街は大きく変わりつつあります。当館には 2 年続いて 200 万人を超える
来館者が訪れ、開館以来通算 2000 万人のお客様に国内だけでなく海外からもお越しいただきました。こうした状況にあるからこ
いま

そ、金沢 21世紀美術館はもう一度、開館以来掲げている基本理念に立ち返ります。激動する世界の現在を表現する国内外のアート
作品を伝え、新たな文化を市民とともに考え、創造していく活動を推進してまいります。どうぞご期待ください。
金沢 21世紀美術館
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お問合せ
広報担当： 落合、川守

TEL 076-220-2814

〒 920-8509 金沢市広坂 1-2-1
FAX 076-220-2802 MAIL press@kanazawa21.jp

※本内容は 2017年2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。最新の情報は直接お問合せください。
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展覧会

池田学展
会期
会場

The Pen —凝縮の宇宙—

4月8日［土］- 7月9日［日］
展示室1- 6

極めて細いペン先から壮大な世界を描き出すアーティスト、
池田学（1973−）。1日に握りこぶしほどの面積しか描くこと
ができないという画面は、緻密な描写や壮大な構成によって
りょうが

裏打ちされた、現実を凌賀するかのような異世界の光景を現
出させ、
米国をはじめ世界的に大きな評価を得ています。
本展
は、池田の画業の全貌を紹介する、初めての大規模な個展で
す。中でも米国ウィスコンシン州のチェゼン美術館の滞在制
作プログラムにより3年にわたって制作された新作《誕生》は
必見です。

《再生》2001

浜松市美術館所蔵

© IKEDA Manabu Courtesy Mizuma Art Gallery

Photo: Clayton Adams © IKEDA Manabu

池田学
（いけだ・まなぶ）
1973 年、佐賀県多久市生まれ。1998 年、東京藝術大学美術学部デ
ザイン科卒業。卒業制作にて紙に丸ペンを使用した独自の細密技
法を確立。2000 年、同大学院修士課程を修了。2011 年より文化庁
芸術家在外研修員としてカナダ、バンクーバーに滞在。2013 年よ
りアメリカ、ウィスコンシン州マディソンにあるチェゼン美術館
の招へいを受け、滞在制作を行う。圧倒的な緻密さとともに、ユ
ニークな感性と創造力あふれる作風で国内外を問わず高い評価
を得ている。
《誕生》2013-2016

《予兆》2008
株式会社サステイナブル・インベスター（神楽サロン）蔵
撮影：久家靖秀 © IKEDA Manabu Courtesy Mizuma Art Gallery

© IKEDA Manabu Courtesy Mizuma Art Gallery

《Meltdown》2013
チェゼン美術館

© IKEDA Manabu Courtesy Mizuma Art Gallery
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《興亡史》2006
高橋コレクション

撮影：宮島径

© IKEDA Manabu Courtesy Mizuma Art Gallery
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展覧会

日本・デンマーク外交樹立150 周年記念展

日々の生活−デザインの思考範囲

Everyday Life - thinking scope of design
会期
会場

8月5日［土］- 11月5日［日］
展示室 7-12 、14 、光庭

日本とデンマークは、
それぞれの歴史や文化を背景に、
ときに影響し
合いながら発展してきました。
特に、
機能と実用性に美的な意匠をま
とった優れたデザインは、両国の文化的アイデンティティと美意識
を示すものとして、極めて高い評価を得ています。本展は、こうした
二つの国に生きる人々の暮らしに関わるデザインを観察し、それら
がどのように生まれてきたかの背景に言及しながら、未来の可能性
を探求するデザインの行方について現代の視点で考察を試みるもの
です。

【参加アーティスト／デザイナー】

《Børge Mogensen, J39》1947

原研哉、ルイーズ・キャンベル、ベン＆セバスチャン、スーパーフレックス、ナガ

Photo: Fredericia Furniture

オカケンメイ＋D&DEPARTMENT、ヘンリック・ヴィブスコフ、アン・ファブ
リシアス・モラーなど。

【共同企画者】
セシリエ・マンツ Cecilie Manz
1972年生まれ、コペンハーゲン在住。コペンハーゲンのデンマーク王立芸術ア
カデミー卒業後、
ヘルシンキ芸術デザイン大学に留学。
MDS-Gイッセイ・ミヤケ
デザインスタジオギャラリー(東京)、コペンハーゲン装飾芸術美術館、第3回

Design for Architectureシンポジウム、アルヴァ・アアルト アカデミー(フィン
ランド)、
メゾン・ドゥ・ダンマルク(パリ)、
ほか多数のグループ展、
個展に参加。

本展は日本・デンマーク外交樹立150周年を記念した事業の一環として、デンマーク文化
振興財団の助成、
協力の下に開催するものです。

ナガオカケンメイ＋D&DEPARTMENT《d design travel》

同時開催

ヨーガン レール
会期

8月5日［土］- 11月5日［日］

会場

展示室 5 、13

自然と共に暮らし、その尊さを伝えてきたデザイナー、ヨーガン レールが「最後の
仕事」に選んだのは、深刻な環境への問題に向き合い、海岸に打ち寄せられた廃
品のプラスティックから美しい照明を作り出すことでした。決して自然に還ること
のないプラスティックが、再び実用の場を与えられ輝き出します。2014年に急逝し
たヨーガン レールが自然への敬意をもって生きることの意味を伝えてくれます。
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《ヨーガン レールの最後の仕事》2011−2014
「おとなもこどもも考える ここはだれの場所？」
（東京都現代美術館、
2015）
展示風景
［参考画像］
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展覧会

ジャネット・カーディフ & ジョージ・ビュレス・ミラー
会期
会場

11月25日［土］- 2018 年 3月11日［日］
展示室 7-14

ジャネット・カーディフとジョージ・ビュレス・ミラーの作品の多
くは、高度な音響・映像技術が駆使され、
「 聴く」
「 見る」といった知
覚経験を通して、人々を作品の中に没頭させる力を持っています。
作品に接するうちに現実と虚構は交錯し、いつの間にか全く別の
時空へと移動してしまう、それはまるで異界へと通じる扉を開く
ようです。
本展は、カナダ生まれのアーティスト・ユニットの国内はもとより
アジアにおいて初めてとなる大規模な個展です。新たに制作され
た初公開作品を含むインスタレーション作品約10点で構成される
本展を通じて、彼ら独自の作品世界をお楽しみください。

ジャネット・カーディフ
1957年オンタリオ州ブリュッセル
（カナダ）
生まれ

ジョージ・ビュレス・ミラー
1960年アルバータ州ヴェグレヴィル

《The Carnie》2010

Photo: Larry Lamay © Courtesy the artists, Galerie Barbara Weiss, Berlin, Luhring Augustine, New York

（カナダ）
生まれ
Portrait Cardiff & Miller | 2012
Photographed in Grindrod, BC, Canada
Photo: Zev Tiefenbach

1995年頃から共同制作を始め、現在はブリティッシュコロンビア州グリ
ンドロッド（カナダ）とベルリンを拠点に活動している。第 49 回ヴェネ
ツィア・ビエンナーレにカナダ館代表として参加し、特別賞及びベネッセ
賞を受賞（2001年）したほか、ドクメンタ13（2012年）など国際展に多数参
加している。

《The Marionette Maker》
（部分）2014

《The Killing Machine》2007

《Opera for a Small Room》2005（部分）

Photo: Markus Tretter (Kunsthaus Bregenz)
Installation view Kunsthaus Bregenz

Photo: Seber Ugarte & Lorena Lopez
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展覧会

コレクション展1

コレクション展 2

PLAY / 粟津潔、マクリヒロゲル 4
会期
会場

会期
会場

4月29 日［土・祝］- 7月23日［日］
展示室 7-14

死なない命

7月22日［土］- 2018 年1月 8 日［月・祝］
展示室 1- 6（展示室 5 は 11/ 7から）

現代は、人工知能や生命工学など科学技術の発達によって、社会の価
値観が大きく揺らぎつつあります。円環上に転生する生命から人工的

ー遊ぶ、演じる、演奏する、振る舞う、行動する。

な新種の創造まで、生物の「転移」をテーマにした作品を展観すること

私たちの毎日はPLAYの連続です。
日常を、
そして人生を構成するPLAY

で、
新たな生命を造形することの意味や、
人工的な自然を生きることの

をアーティストはどのように捉えているのでしょうか。あるいは、PLAY

可能性を問いかけます。

を促す作品によって私たちはどのような経験をするのでしょうか。本展
では、
コレクション作品を通してさまざまなPLAYを考察します。
また、
小特集展示では、
粟津潔の写真作品をとりあげます。

椿昇《エステティック・ポリューション》1990

© TSUBAKI Noboru

コレクション展「目には見えない確かなこと」
（2010-11）での展示風景
壁面ドローイング：村林由貴、鬣恒太郎

ローリー・シモンズ《悔恨のミュージック》2005-06

© Laurie Simmons

コレクション展 3 「見る」ことの冒険
会期
会場

アペルト07

川越ゆりえ

2018 年1月27日［土］- 6月24日［日］
展示室 1- 6

「見る」という行為は主にさまざまな情報を得るために行われます。
色、形、動きを捉え、ニュースやストーリーを読み取る。得られた情報

会期

5月27日［土］- 9 月24日［日］

会場

長期インスタレーションルーム

川越ゆりえ
（1987-）
は
「人の感情の蠢きを虫にしたら」
と発想し、
心の動

は、瞬時に脳へ送られて次の行動の判断へと使われていきます。本展

きを仮想の虫の姿態に呼応させて、幻想的な世界を表現します。擬人

は、
「 見る」という行為にフォーカスし、観覧者の想像力をかきたてる

化ならぬ擬虫化したモチーフは、さらに、昆虫標本に仕立てられ、人間

抽象的な作品を通して、
「見る」ことの奥深さについて探求します。

の滑稽さや愛すべき表情にも見えてきます。

《弱虫標本》
（部分）2013
© KAWAGOE Yurie 作家蔵
イザ・ゲンツケン
左から：《ダニエル》2000、
《ローレンス》2000、
《無題》1999、
《ビル》2000、
《カローラ》2000、
《クリストファー》1998、
《レームブルック》2000

© Isa GENZKEN

撮影：中道淳／ナカサアンドパートナーズ
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展覧会

泉太郎展

lab.1

突然の子供

会期

10月7日［土］- 2018 年 3月25日［日］

会場

長期インスタレーションルーム

OTON GLASS
会期

4月 8 日［土］- 7月23日［日］

会場

デザインギャラリー

泉太郎（1976-）は、日常の事物や
限られた条件を利用し、私たちが

父親の失読症をきっかけに開発が

当然のように受け入れている常

進められている
「OTON GLASS」
。

識をこねくり回し、日常に潜む不

視覚的な文字情報を音声に変換

条 理 な 体 験 を 作 品 化 するアー

することで
「読む」
行為をサポート

ティストです。本展では、
「 ベリー

する眼鏡型のデバイスです。ディ

ニューチーム」という不安定で、
実態があるのか無いのかわから
ない「チーム」をつくり、混乱と同

スレクシア（難読症、読字障がい）
の補助をはじめ、外国の街を歩く

参考画像
撮影：末次朱理

際など、文字を読むことが困難な

時にユーモアを備えた作品を発

さまざまなシーンでの
「読む」
能力

表します。

の拡張に向けたOTON GLASS
の取り組みを紹介します。

lab.2

ローカル・テキスタイル1

Sight

To & Fro

会期

8月5日［土］- 11月5日［日］

会期

11月18 日［土］- 2018 年 4月 8 日［日］

会場

デザインギャラリー

会場

デザインギャラリー

視覚経験を全く新しいものに変

伝統的に繊維産業が盛んな石川

える感覚拡張デバイス「Sight」の

県 の ナイロン 生 産 量 は 全 国 の

開発に取り組むプロジェクト（和

40％を占めています。海外の安価

家尚希、鈴木良平、伏見遼平、宗

な製品に押され、
国内の繊維産業

像悠里）の活動を紹介。イルカや

が高機能化を求められる中、石川

コウモリが音を手掛かりに空間

県の繊維会社カジグループは、細

を移動し餌をとるように、目にす

い糸で軽くて薄い生地を実現し、

る映像を音に変換することで視

アウトドアブランドに提供してい

覚の世界を「聴く」デバイスの開

ます。本展は、その生地を生かし

発状 況をプレゼンテーションし

たトラベル・グッズ
「To&Fro」
を紹

つつ、継続的なリサーチの場とし

介します。

提供：カジレーネ株式会社

て開きます。

長期プログラム

自治区
会場

プロジェクト工房ほか、館内各所

現代美術に限らず科学や音楽など他の領域を横断し
つつ、年間を通してライブ、映像上映、トーク・シリー

01 八谷和彦「OpenSky 報告会」
OpenSky《M-02J》展示
日時： 4月8日［土］〜15日［土］10:00〜18:00
会場： プロジェクト工房

ズ、滞在制作など多様なプログラムを継続的に実施。

2016 年に初飛行を成功させた、ジェットエンジン搭

「自治」をキーワードに、外部コミュニティとの連携・

載グライダー《 M-02J 》を展示します。会期中は、作家

協働を通じて、展示室での展覧会とは違った実験的

の八谷和彦氏による報告会や3D上映会のほか、多彩

なアクティビティが拡張していきます。

なゲストを招いて対談などを行います。

6

OpenSky《Ｍ-02J》フライト写真 撮影：五十地輝
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展覧会スケジュール
展示室 1-6

長期インスタレーション
ルーム

展示室 7-14

デザインギャラリー

2017

4

アペルト 0 6

武田雄介

池田学展

5

The Pen —凝縮の宇宙—
4月 8 日［土］- 7月 9 日［日］

6

4月8日［土］7月23日［日］

粟津潔、マクリヒロゲル 4
アペルト 07

川越ゆりえ

プレスガイダンス 4/7［金］予定

8

OTON GLASS

コレクション展1 PLAY /
4月29日［土・祝］- 7月23日［日］

7

lab.1

- 5 月7日［日］

5月27日［土］9月24日［日］

コレクション展 2
死なない命

9

7月22日［土］- 1月8日［月・祝］

日々の生活−デザイン
の思考範囲

lab. 2

同時開催：ヨーガン

8 月 5 日［土］11月 5 日［日］

Sight

レール

（展示室 5 、13 ）
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8 月 5 日［土］- 11月 5 日［日］

泉太郎展
突然の子供

プレスガイダンス 8/4［金］予定
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10月7日［土］3月25日［日］

12

ローカル・テキスタイル 1

ジャネット・カーディフ

To & Fro

& ジョージ・ビュレス・

2018

1

11月18 日［土］4月 8 日［日］

ミラー
11月25日［土］- 3月11日［日］

2
3

コレクション展 3
「見る」ことの冒険

プレスガイダンス 11/24
［金］
予定

1月27日［土］- 6月24日［日］

4
有料展

無料展

展覧会観覧料

展覧会名

池田学展

前 売・団 体 料 金（ 2 0 名 以 上 ）

当日券
一般

大学生

小中高生

65歳以上

一般

大学生

小中高生

1,000円

800円

400円

800円

800円

600円

300円

360円

280円

無料

280円

The Pen —凝縮の宇宙—

日々の生活−デザインの思考範囲 / ヨーガン レール
ジャネット・カーディフ & ジョージ・ビュレス・ミラー
コレクション展 1 PLAY / 粟津潔、マクリヒロゲル 4
コレクション展 2 死なない命

※1

280円

※1

220円

コレクション展 3 「見る」ことの冒険
※「コレクション展1・2・3」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・3」だけを観覧する場合は、上記の観覧料になります）
※ 前売り券は、チケットぴあ、ローソンチケットでお求めいただけます。
※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。
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ステージ
アーティスト・イン・レジデンス

カナザワ・フリンジ 2017
開催日

会場

前夜祭：11月2日［木］
（ 会場：シアター21 ）
公開：11月3日［金・祝］- 5日［日］
シアター21ほか、金沢市街

「カナザワ・フリンジ」は、国内外から招へいするアーティストやク
リエイターが社会との接点を持ちながら、新作を金沢で滞在制作す
る複数のプロジェクトの総称です。美術館から街へ飛び出し、アー
トな視点で金沢の街・人・課題と出会い（meeting ）→視点や価値観
を再提起し（proposal）→創作活動を実行し（action）→ゆるやかな
変化を生み出す（change）といった創造的な循環スパイラルを積み
重ね、金沢が創作活動と発信の拠点（hub）となることを長期的な目
標とします。プロジェクトは2年サイクルで実施し、2017年11月の
公開に向けて、複数のディレクターが前年度に実施したリサーチで
得られた収穫を基に、新作の滞在制作と公開を行います。
参加アーティスト・クリエイター：
ブライアン・ロベール（パフォーマー・演出家）
新人Hソケリッサ！（ダンス）
稲田俊輔（シェフ）
ほか

稲田俊輔「KANAZAWA妄想レストランTEI-EN」2016 撮影：上田陽子

ブライアン・ロベール
自身のがん体験を経て2003年より病気、
健
康、
ガン、
患者体験、
医療といったさまざまな
テーマを扱った作品を世界各国で制作して
いる。

http://www.blobelwarming.com
Photo: Christa Holka

新人Hソケリッサ！
ダンサー・アオキ裕キ、
横内真人、
小磯松美、

新人Hソケリッサ！「路上にて・Sokerissa! On the street in Kanazawa」2016 撮影：池田ひらく

路上生活者、元路上生活者で構成されたパ
フォーマンスグループ。

http://sokerissa.net
撮影：青木カオリ

稲田俊輔
京都大学経済学部卒業後、食品メーカー勤
務を経て料理の道へ。フレンチ、和食、エス
ニックと幅広い飲食店の業態開発やレシピ
開発を手がけている。
現在、
食文化論に関す
KANAZAWA妄想レストランTEI-EN（2016）稲田俊輔
撮影：上田陽子

る初の著書を執筆中。

撮影：池田ひらく
ブライアン・ロベール「Fun with Cancer Patients」
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ステージ
パフォーマンス

パフォーマンス

トヨタ コレオグラフィーアワード 2016
受賞者レジデンシープログラム

金沢・鏡花ウィーク 2017

平原慎太郎
開催日

天守物語

新作クリエイション / 成果発表公演

レジデンシー期間： 8 月28 日
［月］-

開催日

9月8日［金］

会場

成 果発 表 公演： 9 月 9 日
［土］
・10 日［日］
会場

10月8日［日］
・9 日［月・祝］
シアター21

昨年能楽美術館で開催し、好評を博した泉鏡花戯曲「海神別荘」。演じ

シアター21

た能楽師安田登氏率いる一座が、シアター21を舞台として金沢に戻っ

次代を担う振付家の発掘・育成を目的に、
振付家のステップアップをサ

てきます。演目は泉鏡花三大戯曲の一つで今年発表100周年を迎える

ポートするトヨタ コレオグラフィーアワード。最終回となる2016 年の

「天守物語」。能をベースに、語り、朗読、狂言、人形、ダンス…等々、さま

「次代を担う振付家賞」
「オーディエンス賞」
をダブル受賞した平原慎太

ざまな芸能がコラボレートされた、
当館オリジナルの舞台をご堪能くだ

郎が金沢で新作を滞在制作。
聖書に登場する
「聖獣」
と国内文学作品に

さい。
（本公演が初演となります）

おける
「虫」
からインスピレーションを得て作品を紡いでいきます。

※本公演は11月に開催される
「金沢・鏡花ウィーク 2017」
プレイベントとして開催される
ものです。

撮影：加藤甫
「海紙別荘」2016

カメリアホール

提供：安田登

映画

映画

映画の極意 vol.18

まるびぃシネマ・パラダイス！ vol.4

開催日
会場

11月17日［金］- 19 日［日］
シアター21

開催日
会場

12 月 9 日［土］
・10 日［日］
シアター21

今回の映画の極意は、現代アートにおける映画に焦点をあてます。コ

映画に魅せられた学生たちが主体となり、
映画史に残る名作やフィルム

レクション展 2 と連動して、当館所蔵作家で世界的な評価を得るマ

の面白さを伝えることにこだわった企画です。シアター21の大きな空間

シュー・バーニーの、国内では近年公開されていない「クレマスター・

とデジタルにはない35mm映写機の質感を生かした普段では味わえな

シリーズ」ほか、当館コレクション作家に関連した貴重な映像作品な

い映像体験を、
お楽しみください。

どを上映します。

※
「まるびぃ」
とは、
金沢21世紀美術館の愛称

イラスト： K. Onodera

Matthew Barney《CREMASTER 3》2002
© Matthew Barney
Courtesy: Barbara Gladstone
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ステージ
音楽

トーク

music@rt SEASON 11

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.24 〜26

開催日

年数回予定

会場

交流ゾーンほか

開催日

12月2日［土］「サンローランとパリ左岸物語」

美術館での音楽とアートの新しい

2018 年2月24日［土］「サントノレ通り、エルメスと右岸物語」

出逢いをお届けするmusic@rt。

会場

交流ゾーンやシアター21を会場
に、
オーケストラ・アンサンブル金

シアター21

金沢 21世紀美術館国際アドバイ

沢（ OEK ）やゲストミュージシャ

ザーである、フランソワーズ・モレ

ンとスペシャルなライブを開 催

シャン氏によるトークショーです。

します。天から降り注ぐような歌
声が好評の OEK エンジェルコー

5月27日［土］「私のディオール物語」

アートやファッション、
現代社会に

「Merry Marubi Christmas〜クリスマスのおはなし」2016
撮影：池田ひらく

ついて、モレシャン流の鋭い視点

ラスも出演する「 Merry Marubi

で時代を切り取り、エスプリの効

Christmas」もお楽しみに。

いた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」2016
撮影：池田ひらく

芸術交流共催事業
芸術交流共催事業は、
芸術性と創造性に富んだ事業を公募、
採択し、
共催事業と
して金沢21世紀美術館が制作面で主催者をサポートする事業です。
2017年度は
二つの劇団の公演が選ばれました。

百景社「銀河鉄道の夜」
開催日

6月30日［金］- 7月2日［日］

会場

シアター21

プロフィール： 2000 年から活動。劇場空間にとどまらない演劇活動を展開。
現在は茨城県土浦市にアトリエを構える。金沢では 2016 年に一人芝居「走れ
メロス」を上演した。

開催日

9月16日［土］- 18日［月・祝］

会場

劇団新人類人猿「 L E P T 」

百景社「銀河鉄道の夜」

劇団新人類人猿「 R E P T 」
シアター21

プロフィール：1986年に金沢で設立。言葉やストーリーによらない独自のスタイ
ルを追求する。
2013~2016年に「太田省吾フェスティバル」を企画上演した。

イベント / ワークショップ
イベント

イベント

ARTS PLANET 2017 こどもアドベンチャー！

オープンまるびぃ 2017

開催日

5月4日［木・祝］- 6日［土］

開催日

10月14日［土］

会場

交流ゾーン、広場

会場

展覧会ゾーン、交流ゾーン、広場

美術館全体をさまざまなアートが

美術に親しみ、
豊かな心を育むよ

楽しめる惑星
「ARTS PLANET」

う毎年１０月に定められた「市民

に見立て、子どもが主役になれる

美術の日」に合わせ、地域の方々

各種イベントやワークショップを

が美術館に関わり、
楽しむことが

実施します。
今年のテーマは
「こど

できるプログラムを展開します。

もアドベンチャー！」
。
芝生広場や

作品鑑賞にとどまらない、参画交

プロジェクト工房、シアター21や
お茶室へ、ゲーム感覚で A RTS

PLANETならではの未知との遭

流型の美術館のさまざまな魅力

んまつーポス
「オリンピックはすでにはじまっている」2016
撮影：池田ひらく

を再発見してください。

遇に出掛けよう！
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「市民美術の日 オープンまるびぃ2016」
パトリック・トゥットフオコ《バイサークル》
撮影：池田ひらく
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イベント / ワークショップ
ワークショップ

ワークショップ

メディアラボ・ワークショップ

キッズスタジオ・プログラム

開催日

年 4 回程度

開催日

通年

会場

メディアラボ

会場

キッズスタジオ

地下 1 階にある「 メディアラボ 」

平日に小さな子ども連れで美術館

で、国内外のアーティストやデザ

を楽しめる「まるびぃすくすくス

イナーを招き、デジタルに特化し

テーション」を火曜〜金曜に拡大

たワークショップを年 4回程度開

オープンします。広場や館内を散

催します。アーティストと市民が

歩しながらゆったり過ごしたり、

協働し、そこから生まれた新しい

情報交換するスペースとしてご活

アイデアを試すための場として、

用ください。休日プログラムでは、

ビジネスではないアート・デザイ

小学生たちも素材に触れたり作っ

ンに特化したラボを目指します。

たりを楽しめる「ハンズオン・まる

キッズスタジオの様子

びぃ！」
を開催。

ワークショップ

まるびぃ みらいカフェ
期間

通年

性別も世代も多様なメンバーが
思いやアイディアを持ち寄り、
美
術館に集う人たちがワクワク・ド
キドキするような活動を自主的
に企画・運営します。これまでも
来館者への美術館案内や造形の
ワークショップ、
まちなか巡りな
ど多彩な活動を続けてきました。

オトナスタジオ「オトナ〜ル」演奏会

2017

市民が美術館に参画し、
ともに成
長する場作りをめざします。

エデュケーション
学校連携

学校連携

金沢市内小学 4 年生全児童招待プログラム

中学生まるびぃアートスクール
「考え方を考える」

ミュージアム・クルーズ
開催日

9 月5日［火］- 12 月15日［金］

会場

館内ほか

開催日

ワークショップ：9 月 - 11月（全 5 回）予定
展覧会：2018 年1月4日［木］- 14日［日］予定
座談会：1月上旬予定

会場

キッズスタジオほか

子どもたちが現代アートの多様
な表現に触れ合いながら“感じ
る心”を養い、地元の美術館に慣
れ 親しむことを目的とする作品

金沢市内の中学校美術部員たちが

鑑賞プログラムです。子どもたち

二人の先生、椿昇とシロくま先生

は“旅の仲間”の意味を持つボラ

と取り組むワークショップのシリー

ンティア「クルーズ・クルー」とグ

ズ。
アーティストやデザイナーの発
想に時に驚きながらさまざまな表

ループに分かれてコレクション
展を見て回った後、子どもたちだ
けで美術館を散策します。

現に挑戦し、
新たな視点や考え方、

2016年度「コレクション展1 Nous ぬう」鑑賞風景
村山留里子《無題》
（部分）

自分の伝え方を学びます。その成
果を基に展覧会や専門家を招いて
の座談会も行います。
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ワークショップ「魔法のミミ」2016

