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金沢21世紀美術館
平成21(2009)年度の展覧会スケジュール

© Rafael Lozano-Hemmer

© Minako Nishiyama

© Tadanori Yokoo

© Olafur Eliasson

© Olafur Eliasson

金沢21世紀美術館は開館5周年
これまでを検証し、新たな1歩を踏み出します
この5年間、
金沢21世紀美術館は、
「新しい文化の創造と新たなまちの賑わいの創出」
というミッションを展覧会を通し
てかたちにしてきました。
2009年は新たな5つの展覧会を通しそれを改めて確認し、
磨きを掛け深化させていきます。
「愛についての100の物語」展は、最新の世界の状況を読み解きながら、これまでの5年間を検証し、新たな時代の流
れを提示する展覧会です。
「 横尾忠則展ー君のものは僕のもの、僕のものは僕のもの」は、隠居宣言をしながらもな
お盛んに制作し続けている横尾忠則の最新の作品を紹介します。11月下旬からは、デンマーク出身の作家オラ
ファー・エリアソンによる個展を開催します。昨年、北米での回顧展を成功させましたが、金沢では美術館の建物の
特徴を生かしつつ、作品によって空間自体をも変容させる新たな試みを展開します。さらに「ニットカフェ・イン・
マイルーム」は、これまで美術の文脈ではあまり語られることのなかったニットという表現にスポットをあてま
す。コレクション展では、複雑な視点を織り交ぜて現代社会の諸問題を問いかけます。
昨年後半の世界同時不況以後、世界中で社会の構造や人々の意識は大きく変化しました。既存の価値観や概念がも
はや通用しなくなってきています。アートもこうした時代と共にあります。いまの世界状況がどのようにアートに
映し出されているか。2004年の開館時に作品から受けた時代の印象は、いかに変化したのでしょう。いまや国とい
う枠よりも世界の方が先に意識される状況になり、経済を中心とした単純なグローバリズムやローカリズム、クロ
スカルチャーといった概念では、もはや世界の均衡を保てない時代になっています。
この5年間にアートも時代も急速に変化しました。変わったものと変わらないもの−−。
今年度、金沢21世紀美術館は活動をもってそれらを見つめ直し、新しい世界状況の中で美術の果たす役割を問い
かけていきます。
金沢21世紀美術館館長
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愛についての100の物語

ゾーン１/ 2009年4月29日（水・祝）→8月30日（日）
ゾーン2 / 2009年4月29日（水・祝）→7月20日（月・祝）

ラファエル・ロサノ=ヘメル 《Pulse Room》 2006
白熱電球、
電圧調整器、
心拍センサー、
コンピューター、
金属製の彫刻 サイズ可変
Photo: Antimodular Research and Alejandro Blázquez
© Rafael Lozano-Hemmer

［参考画像］ 森村泰昌 《なにものかへのレクイエム（夜のウラジーミル）1902.5.5 - 2007.3.2》 2007
レーザージェットプリント image: 150x187.5cm ed.5
© Yasumasa MORIMURA
courtesy ShugoArts

世紀の移行と価値の転換期、悲惨な戦争と混乱の渦中に2009年が訪れ、私たちを取り巻く環境の異変は容赦なく速度を増すば
かりです。そして、私たちの心身は、傷つき、飢え、乾き、彷徨いながら、太古から変わらぬ生命活動を日々営んでいます。
人間にとって「愛」ほど不可思議なものはないでしょう。哲学者の谷川徹三は「愛に対立するのは、憎しみではなくて冷淡と無関心
である」と述べています。私たちは「愛」を、自分たちの儚い生命の拠り所としてきました。そして今ほど、その「愛」が問われている
時代もないのではないでしょうか。
開館５周年を迎える金沢21世紀美術館は、円形ガラス張りの透明性・水平性・多方向性が全展示室で稼働する開放系に、あらゆる
既存の境界を超えて、人文、社会、自然科学の各分野の研究者や活動家、そして美術、音楽、文学、身体表現等、多様なジャンルの大
勢の表現者たちを招き、
「愛」をめぐって語り合う場を創出します。
展覧会「愛についての100の物語」に様々なかたちで立ち現れる表現は、いつでも誰かに受けとめられ、語られ、変貌することを
待っています。物語とは、出会いの場で交わされる“オープン・ダイアローグ”
（ 開かれた対話）そのものなのです。美術館で絶え間
なく生成する対話を通じて、無数の物語があふれ出すことでしょう。

◎出品作家
（予定）

粟津潔 / ビー・バンジー / チェルフィッチュ / チェン・ジエレン / モナ・ハトゥム / 一柳慧 /
テレルヴォ＆コッチャ・カレイネン / 姜尚中 / 川崎和男 / 木村太陽 / ラファエル・ロサノ＝ヘメル /
アナ・メンディエータ / 森村泰昌 / 村田仁 / 奥田扇久 / ステファン・ロイセ / ピピロッティ・リスト /
島袋道浩 / 塩田千春 / 鈴木昭男 / 鈴木ヒラク / サラ・ジー / 谷川俊太郎 / 照屋勇賢 / 土橋とし子 /
牛嶋均 / 山下洋輔 / 山崎つる子 / 横溝静 / 他多数

◎料金

ゾーン1

一般1,000円(800円) / 大学生800円(600円) / 小中高校生400円(300円) / 65歳以上800円

ゾーン2

一般1,000円(800円) / 大学生800円(600円) / 小中高校生400円(300円) / 65歳以上800円

共通観覧券

一般1,700円(1,400円) / 大学生1,400円(1,100円) / 小中高校生700円(600円) / 65歳以上1,400円

＊（ ）内は前売、団体料金。ただし、前売は共通券のみ。

PRESS RELEASE
横尾忠則 《アストラルタウン》2008
1818×2273mm キャンバスにアクリル
© Tadanori Yokoo

横尾忠則展
—君のものは僕のもの、
僕のものは僕のもの

2009年8月1日（土）→
2009年11月3日（火・祝）

画家・横尾忠則が金沢21世紀美術館を舞台に最新作とワークショップによって21世紀の世界に物申す展覧会。デザイン、絵画、映
画、演劇、音楽、文学など様々な分野と交信しながら、独自の表現活動を続けてきた作家、横尾忠則の創造力の根源を「複製」をキー
ワードに探求します。
「大衆芸術の支持者」を自認する横尾忠則が、美術館内に「横尾工房」を開設し、複製によるイメージの反乱を
企てます。

◎料金

一般1,000円(800円) / 大学生800円(600円) / 小中高校生400円(300円) / 65歳以上800円
「愛についての100の物語」展 ゾーン1との共通観覧券
一般1,700円(1,400円) / 大学生1,400円(1,100円) / 小中高校生700円(600円) / 65歳以上1,400円
＊（ ）内は前売、団体料金

オラファー・エリアソン 《Notion Motion》 2005
HMI ランプ、 三脚、 水、ホイル、映写ホイル、木、ナイロン、 スポンジ
Courtesy: Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, The Netherlands, donation H+F Mercenaat
Photo: Jens Ziehe
© Olafur Eliasson

オラファー・エリアソン展

2009年11月21日（土）→
2010年3月22日（月・祝）
色や光を駆使した作品によって、人間の知覚の仕組みを問う体験を、近作を交えて大規模に紹介するオラファー・エリアソンの個
展。ライトや鏡を使った作品は、スマートかつエレガントでもあり、単に視覚に働きかけるだけでなく、内省的で宗教的な感覚も
呼び覚まします。本展では併せて、自然界にみられる形を参照し、幾何学的多面体を集積したモデルや作品も展示し、有機的な形
態への親しみを提案します。
◎料金

一般1,000円(800円) / 大学生800円(600円) / 小中高校生400円(300円) / 65歳以上800円
＊（ ）内は前売、団体料金

PRESS RELEASE
広瀬光治＋西山美なコ
《ニットカフェ・イン・マイルーム》（プラン）2009
© Minako Nishiyama

広瀬光治と西山美なコの
“ニットカフェ・イン・マイルーム”

2009年4月29日（水・祝）→
2010年3月22日（月・祝）
「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム」の第3弾。今回は異分野で活躍する二人の作家、ニットデザイナーの広瀬光治氏と現
代美術家の西山美なコ氏を迎えます。これまで「美術」の世界でクローズアップされることのなかった「編む」という表現行為に注
目し、
「編みもの」を通じて、個人と共同体のよりよいあり方を考えます。ニットデザイナー広瀬と造形作家西山の二人が美術館の
展示室を「ニット・カフェ」の空間に仕立て、そこをプラットホームとして多様な人々による多彩なイベントが起る長期プロジェ
クト型の展覧会。ジャンル、ジェンダー、国境、日常と非日常、といった境界を超えながら、美術館を媒介に美術と社会の新たな可
能性を探ります。
「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム」
スウェーデンのストックホルム近代美術館の「ゾーン・モデルナ」の方法論を導入し、平成19年に立ち上げた金沢21世紀美術館の美術館教育プログ
ラム。10代〜30代の若者を主要な対象としたワークショップ・プログラムを組み込んだ長期プロジェクト型の展覧会。プログラム参加者は、共同作
業を通じて、自己像や世界像を再発見し成長していきます。

◎料金

2009年9月12日（土）→2010年3月22日（月・祝）の間は有料。
下記「コレクション展」の観覧券でご覧になれます。

オラファー・エリアソン《La situazione antispettiva》2003
金沢21世紀美術館蔵
© Olafur Eliasson © ANZAÏ

コレクション展

2009年9月12日（土）→
2010年4月上旬（予定）
1980年代以降に制作された作品を中心とする当館コレクションを紹介します。とりわけ、複雑な視点を織り交ぜ、現代社会の価
値観の変化や転換と呼応する先鋭的な作品を展示し、現代社会の諸問題を問いかけます。
◎料金

一般350円（280円）/ 大学生280円（220円）/ 小中高校生 無料 / 65歳以上280円
＊（ ）内は団体料金

※都合により、内容・開催期間が変更になる場合があります。
展覧会は、月曜日（祝日の場合は直後の平日）と12/29〜1/1が閉館となります。
展覧会の開場時間は、午前10時〜午後6時（金・土曜日は午後8時まで）です。
＜臨時開館＞5/7, 9/24, 11/2, 1/2, 1/3 ＜臨時休館＞11/4
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