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金沢21世紀美術館  2019年度事業のご案内

2019.3.4PRESS  RELEASE  

広報担当： 落合、石川　〒920-8509  金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220-2814　FAX 076-220-2802　
MAIL press@kanazawa21.jp

金沢21世紀美術館は、今年開館15周年を迎えます。当館は、現代美術の新しい動向を絶えず注視し、国際的な視野に立って、
収集と展示を行い、市民や来場者とともに歩む交流の場として、様々な取り組みを重ねてきました。
本年は、春から夏にかけて、ブラジルに移民した日本人の両親のもとにサンパウロで生まれた画家大岩オスカールによる、光あ
ふれる大胆な空間構成で現代社会を生き生きと描いた絵画を、またデザイナーの枠に収まらない幅広い活躍をした粟津潔の斬
新なデザイン概念の広がりを、どちらも個展でご紹介します。
秋以降は、開館15周年を記念して、コレクションをもとに全展示室を駆使した「現在地：未来の地図を描くために」展を開催しま
す。当館には、従来の分野に収まらない空間表現（インスタレーション）が数多く、いずれも現代の多様な価値観を反映するもの
ばかりです。そうした15年の蓄積を、新たな切り口で再構成します。
年度末には、注目を集める岡田利規が美術家の金氏徹平とコラボレーションし、演劇を展示室で行う挑戦的な仕掛けも予定し
ています。
参画交流型の美術館として、市民の皆さんが主役となってパフォーマンスやワークショップなどを展開する「New『まるびぃ 
Art-Complex』」や誰にとっても来館しやすく、楽しみを見つけることのできる美術館を目指す「みんなの美術館　みんなと美
術館」など、地域の人たちと交流する場を共有する多彩な事業を計画し、多様な来館者や価値観を包摂する「まちの広場」として
の役割を任っていきます。ご来場をお待ちしております。

金沢21世紀美術館 館長　島敦彦

※本内容は2019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。

総合案内、トイレ等の改修工事のため全館休館します 2019年12月20日（金）～2020年2月3日（月）

開館15周年、金沢21世紀美術館は世界の「現在」を伝え、
全ての人に開かれた場所を目指します

い  ま
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［1］9月14日（土）～12月19日（木）
［2］10月12日（土）～2020年5月10日（日）

現在地：未来の地図を描くために
開館15周年記念

会期

当館は開館15周年を迎え、コレクション収集を開始した開館前の
2000年から20年の間に約3,880件に上る作品を収蔵するに至りま
した。その間、社会の状況は目まぐるしく変化し、コレクション作品も
その時代の空気を鋭く読み取る作品が増えていきました。本展では、
改めてコレクション作品を見直す中で、多様化、複雑化する現代にお
いて自分たちの現在地がどこにあるのかを見据え、未来に向けてどの
ような地図が描けるのかを考えます。

4月27日（土）～8月25日（日）
大岩オスカール　光をめざす旅
会期

大岩オスカールは、鮮やかな色彩とダイナミックな空間構成によっ
て、ときに批評やユーモアを交えながら現代社会を生き生きと描き出
してきました。1965年にブラジルに移民した日本人の両親のもとに
サンパウロで生まれ、東京、ニューヨークと移動しながら制作を続け
る大岩の作品には、一人の生活者としての視点と、客観的な俯瞰の視
点が共存しています。本展覧会では、近作を中心とした約60点の作品
と、当館の幅27メートルの壁面に描かれるドローイングを通して、大
岩のヴィジョンに迫ります。

《光をめざす旅》 2018  
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エルネスト・ネト 《身体・宇宙船・精神》 2004
photo: FUKUNAGA Kazuo
© Ernesto NETO

左： 《FALLOUT》1957年
右: 《韓国の民主化闘争を支持する緊急国際大集会／日比谷公会堂／
韓国問題緊急国際会議実行委員会》1977年

5月18日（土）～9月23日（月・祝）
粟津潔　デザインになにができるか
会期

「デザインになにができるか」を問い続け、行動したデザイナー粟津
潔。成熟していく日本のデザイン界のなかで、揺るぎない民衆として
の視点を持ち続けた粟津は、原水爆禁止のアピールや韓国民衆運動を
支援するポスターなど、社会的なデザインにこだわり続けました。大
阪万博のデザインやメタボリズムの建築運動への参加、映像やパ
フォーマンスなど幅広い活動への一貫した態度も見えてきます。粟津
潔の仕事を通してデザインの可能性を問い、そして今、私たちはなに
ができるのか考えます。

注目作家の日本では10年ぶりとなる大規模個展

開館15周年を記念し、
全展示室を駆使しコレクションと新作を展示

20世紀を代表するデザイナー粟津の仕事を通して、
デザインの可能性を問う

展覧会 同時代の多様な美術表現に出会う場を提供し、様々な価値観や未知の表現を紹介する展覧会を
展開。 個性的で大規模な企画を実施し、注目作家からコレクション作家、デザイナーを紹介、
様々な「アート」の姿や今が浮かび上がってくることでしょう。

ふかん



チェルフィッチュ×金氏徹平 「消しゴム森」

演劇作家・岡田利規と美術家・金氏徹平とのコラボレーションによって、演劇を「人
間の尺度を超えた、人間の問題を扱うだけではないものにしたい」と取り組むチェ
ルフィッチュの新作公演。岡田が近年取り組む、映像により演劇空間を生み出す
《映像演劇》の手法を織り交ぜ、展示室を舞台に目には見えない複数の次元を出現
させます。制度や形式の境界を揺さぶるとともに、人とモノの新たな関係を模索し、
かつてない手法で世界を描写することに挑戦します。

2020年2月開催日

左：岡田利規　©宇壽山貴久子
右：金氏徹平

展示室を舞台に「人」と「モノ」の新たな関係を模索する「映像演劇」

「自治」をキーワードに実験的なアクティビティを展開

アーティストと地域の小学生が描く金沢の未来予想図

4月27日（土）～8月25日（日）
名和晃平　Foam
特別展示

会期

《Foam》 installation view,
“FUKAMI –une plongée dans l’esthétique japonaise”,
Hôtel Salomon de Rothschild, Paris, France, 2018
photo: Nobutada OMOTE | SANDWICH
©NAWA Kohei

生命の根源を彷彿させる泡と光のインスタレーション
名和晃平は本展において、泡と光のインスタレーション作品「Foam」を展示します。
次 と々終わりなく湧き出る小さな泡が次第に寄り集まり、泡の集合体（フォーム）とし
て有機的な構造を自律的に形成してゆく様子を表現します。生成と消滅というシンプ
ルなプロセスを繰り返す個々の泡は、代謝や循環を支える細胞の本質的な振る舞い
と類似しており、観る者に生命の根源を連想させます。

セル

セル

パフォーマンス 金沢21世紀美術館は様々な分野の多様な表現も紹介します。本年度は、展示室を駆使し、劇作
家の岡田利規が美術家の金氏徹平とコラボレーションし、「映像演劇」を披露します。

長期プログラム 美術館での展覧会とは異なる領域を横断しながら、アーティストがコミュニティとの連携・協働を
軸に創作活動を展開し、多様な人たちに開かれたプログラムを実施します。
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自治区

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、「自治」をキーワードに地域との
協働・交流を通して実験的なアクティビティへと拡張する「自治区」では、2018年度に続き
金石・大野地区での「アーティスト・イン・レジデンス」（AIR）と「パブリック・プログラム」（PP）
の二つのプログラムを中心に展開します。
レジデント（予定）：ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ、田口行弘

LOOKOUT Kanazawa / 金沢未来予想図

脚本家、演出家、パフォーマーとして活躍する英国のアーティスト、アンディ・フィールドとと
もに、小学３年生～６年生の子どもたちが私たちの街に目を向けながら30年後、60年後、
90年後の金沢の未来予想図を対話を通して描き出す、ワークショップと協同創作プロジェク
トです。
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2018年度 自治区AIR金石大野アートプロジェクト
金石海岸でのワークショップの様子

「LOOKOUT」
Photo: Leonie Gasson

通年会期

通年会期

カナザワ・フリンジ ver.キッズ

ほうふつ



ゴールデンウィークはまるびぃでふしぎ体験

ようこそ！こどもシアター
まるびぃ ARTS PARK

人形劇、パフォーマンス、演劇、映像を通して日常とは違う、多様な表現を鑑賞・体験しながら
「ふしぎなせかい」へと誘います。 幼児から大人まで、あなたもわたしも記憶に刻む６日間！ 

4月30日（火・休）～5月5日（日・祝） 開催日

2019年度から
始まる新規事業

様々な人たちが行き交い、交流が育まれる「まちの広場」となる美術館を市民の皆さんとつくり、
「新たなまちの賑わいの創出」へつなげます。また、若い世代へ向けて情報を発信、次の世代の鑑
賞者を育てます。

ワークショップ／
ボランティア

生涯学習の基盤を充実させ、市民とともに美術館の未来を創造する場をつくるためのプログラム
です。

誰にとっても来館しやすい、楽しい美術館はどんな場所？

みんなの美術館 みんなと美術館

今年度は、ろう者や難聴者と共に美術館を紹介する動画を協同制作し、館内散策プログラム
などを実施します。ろう者・難聴者が美術館を「作品を見る」場所として限定的に捉えるのでは
なく、美術館について「発信する」、他者と美術館を「つなぐ」存在であることを確認し、聞こえ
具合を問わず、より多くの人が美術や美術館と触れ合う機会を形成します。

通年会期

映画 『LISTEN リッスン』 トークセッションの様子（2019年1月）

「妖怪ショー！！」Photo: HANDSAM

Photo: 池田ひらく
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主役は市民、みんなでつくる「まちの広場」

New 「まるびぃ Art-Complex」

カフェ・マーケット・パフォーマンス・ワークショップの4部門で独創性に富む活動をする人たち
が美術館へ集い、ヒト、コト、モノが複合的（complex）かつ横断的に交流するよう、「まちの広
場」を市民とともにつくるプログラムです。 
※カフェとマーケット部門は4月13日～2020年3月29日の土日祝、パフォーマンスとワーク
ショップ部門は4月～2020年3月の第2土曜日と翌日の日曜日に開催。

通年会期
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高校生と劇場の出会いを創出

はじめての劇場体験ツアー

舞台に携わる専門家やアーティストがガイド役となり、高校生が県外の特徴ある公演を見に
行き、バックステージツアー等を通じて、改めて劇場の魅力と出会う機会を創り出すプログラ
ムです。舞台鑑賞を通して、言葉を介してのコミュニケーションや身体表現を学び、豊かな劇場
体験を持ち帰ることで、舞台芸術に親しむ次世代を育成します。

８月から2020年3月会期
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キッズスタジオ・プログラム

休日プログラム「ハンズオン・まるびぃ！」は小学生との家族連れを主な対象に、素材や技法に親しみ
ながら表現を楽しむ時間です。平日火曜～金曜の「すくすくステーション」は乳幼児連れでのびのび過
ごせる場です。

通年開催日
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学校連携事業 金沢市内の小中学校と連携し、子どもたちが美術を発見するための鑑賞プログラムやワーク
ショップを行います。

友の会 美術館を身近な存在として何度も楽しんでもらえるよう、様々な特典やサービスを提供しています。

5

中学生まるびぃアートスクール「考え方を考える」

身近な事柄からテーマを設け、金沢市内の中学生とアーティスト、美術館が協働でワークショップを行
い、その中で自分のこと、社会のことなどについて「考え方」を考えます。ワークショップで生まれた作品
や活動の様子は、展覧会や記録集として公開します。

ワークショップ：９月～11月（全5回）
展覧会：12月7日（土）～19日（木）　座談会：12月上旬予定

開催日

ミュージアム・クルーズ
金沢市内小学4年生全児童招待プログラム

金沢市内で学ぶ小学４年生を対象に、美術館で現代アートの多様な表現に出会い、見て感じて話し
合う鑑賞プログラム。ボランティアの「クルーズ・クルー」とともに、コレクション展を鑑賞し、美術館
を散策します。

10月23日（水）～12月19日（木）、2020年2月4日（火）～14日（金）開催日

友の会
金沢21世紀美術館をより楽しむための「ファンクラブ」です。当館主催の特別展やコレクション展を
何度でも無料で観覧でき、会員限定のプログラムに参加できるなど、美術館をもっと身近に感じられ
る魅力的な特典が満載です。アートをテーマに館長と気楽なおしゃべりを楽しめる新企画島館長と
語る「シマ缶とーく」を年5回程度実施します。この機会にぜひご入会ください。

絵本を読もう

絵本の読み聞かせや手遊びなどの時間と、展覧会の作品鑑賞や美術館探検、造形活動などを組み合わ
せたプログラムです。小さなお子さんから大人まで、どなたでもご参加いただけます。

毎月1回程度開催日

15アートライブラリー・プログラム　

18

19

17ボランティア講座
新しい自分と仲間をみつける10のレッスン

美術館や鑑賞、コミュニケーションについて学ぶレクチャーやワークショップ形式の講座シリーズです。
高校生以上のボランティア登録者はどなたでも参加できます。

通年開催日

16まるびぃ みらいカフェ

美術館や「まち」を、もっとワクワク・ドキドキする場にしよう！館内案内やワークショップ、広場の畑づく
りなどを通して「まち」に開かれた美術館づくりに参画するプログラムです。

通年開催日



まるびぃ ARTS PARK ようこそ！こどもシアター ·································································4月30日（火・休）～5月5日（日・祝）
市民美術の日 オープンまるびぃ ················································································································11月3日（日・祝）
まるびぃ シネマ・パラダイス！ vol.6 ······················································································11月23日（土・祝）・24日（日）
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.30～32 ·························································年に数回（予定）
チェルフィッチュ×金氏徹平「消しゴム森」·········································································································2020年2月

いまるまる、Otnk、澤山工作所「最後のオーケー」·············································································· 9月6日（金）～8日（日）
鈴木ユキオプロジェクト「春の祭典」······················································································· 10月22日（火・祝）～27日（日）
映像ワークショップ「テレビ王国の憂愁80s─MTV、ジャンボトロン、INFERMENTAL」
···································································································································· 2020年2月7日（金）～11日（火・祝）
らまのだ新作「新しいニュース（仮）」···················································································· 2020年3月14日（土）・15日（日）

［ &21（芸術交流共催事業） ］

大岩オスカール　光をめざす旅 ·····························································································4月27日（土）～8月25日（日）
粟津潔　デザインになにができるか··················································································5月18日（土）～9月23日（月・祝）
現在地：未来の地図を描くために ［1］·················································································9月14日（土）～12月19日（木）
現在地：未来の地図を描くために ［2］····································································10月12日（土）～2020年5月10日（日）

アペルト10  横山奈美 ··············································································································4月6日（土）～6月30日（日）
名和晃平  Foam ··················································································································4月27日（土）～8月25日（日）
アペルト11  久野彩子 ········································································································7月6日（土）～9月23日（月・祝）
佐藤浩一  第三風景 ···········································································································4月6日（土）～9月23日（月・祝）
lab.4  Space Syntax ························································································10月12日（土）～2020年3月22日（日）

［ 有料展 ］

［ 無料展 ］

展覧会 一覧

ステージ・イベント 一覧

キッズスタジオ・プログラム ··········································································································································通年
アートライブラリー・プログラム 絵本を読もう··············································································································月に1回程度
まるびぃ みらいカフェ ··················································································································································通年
ボランティア講座 新しい自分と仲間をみつける10のレッスン ······························································································通年

ワークショップ、ボランティア 一覧

金沢市内小学4年生全児童招待プログラム ミュージアム・クルーズ
·················································································10月23日（水）～12月19日（木）、2020年2月4日（火）～14日（金）
中学生まるびぃアートスクール「考え方を考える」
·······································ワークショップ：９月～11月（全5回） / 展覧会：12月7日（土）～19日（木） / 座談会：12月上旬予定

学校連携事業 一覧
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画像1～19を広報用にご提供いたします。 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とクレジットの明記が必要です。
※トリミングはご遠慮ください。作品が切れたりキャプション等の文字が画像にかぶったりし
ないよう、 レイアウトにご配慮ください。
※情報確認のため、お手数ですが校正紙を広報室へお送りください。
※アーカイヴのため、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・ご協力のほど、何とぞよろしくお願いいたします。

広報用画像



特別展　大岩オスカール　光をめざす旅

特別展　開館15周年記念 現在地 ［1］

特別展　粟津潔　デザインになにができるか

　　　 大岩オスカール / 粟津潔　デザインになにができるか

　　　 粟津潔　デザインになにができるか / 現在地 ［1］

コレクション展  アジアの風景 / 粟津潔、マクリヒロゲル5

開館15周年記念 現在地 ［2］

1,200円 800円 400円 1,000円 1,000円 600円 300円

2,000円 1,400円 700円 1,600円 1,600円 1,100円 600円

360円 280円 無料 280円 280円 220円 無料

一般 大学生 小中高生 65歳以上

当日券
展覧会名

一般 大学生 小中高生

前売り・団体料金（20名以上）

※ ※

450円 310円 無料 360円 360円 240円 無料※ ※

「コレクション展  アジアの風景 / 粟津潔、マクリヒロゲル5」、「開館記念15周年記念 現在地［2］」は同時期開催の特別展チケットで観覧できます。
（「コレクション展  アジアの風景 / 粟津潔、マクリヒロゲル5」「開館記念15周年記念 現在地［2］」だけを観覧する場合は、上記の料金になります）
前売り券は、チケットぴあ、ローチケHMV、EVENTIFY（ファミリーマートグループ）でお求めいただけます。
※ 「コレクション展  アジアの風景 / 粟津潔、マクリヒロゲル5」「開館記念15周年記念 現在地［2］」の団体料金です。前売り券販売はありません。
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粟津潔　デザインになにができるか
5月18日（土）～9月23日（月・祝）
●プレスガイダンス 5月17日（金）予定

コレクション展
アジアの風景
～5月6日（月・休）

大岩オスカール 光をめざす旅
4月27日（土）～8月25日（日）
●プレスガイダンス 4月26日（金）予定

開館15周年記念
現在地：未来の地図を
描くために［1］
9月14日（土）～12月19日（木）

チェルフィッチュ×
金氏徹平
「消しゴム森」
2月

●プレスガイダンス  9月13日（金）予定

アペルト10 横山奈美
4月6日（土）～
6月30日（日）

佐藤浩一  第三風景
4月6日（土）～9月23日（月・祝）

アペルト11 久野彩子
7月6日（土）～
9月23日（月・祝）

共通券

共通券

7

展覧会スケジュール

料金表（予定）

改修工事
のため
全館休館
12月20日（金）
～2020年
2月3日（月）

lab.4
Space Syntax
10月12日（土）～
2020年3月22日（日）

名和晃平　Foam （展示室13）
4月27日（土）～8月25日（日）

開館15周年記念
現在地：未来の地図を描くために［2］
10月12日（土）～
2020年5月10日（日）

開館15周年記念
現在地：未来の地図
を描くために［2］
10月12日（土）～
2020年5月10日（日）


