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報道関係者各位
　軽井沢現代美術館2019年の展示企画をお知らせいたします。 詳しくは広報担当までお問い合わせくださいませ。

軽井沢現代美術館 長野県北佐久郡軽井沢町長倉２０５２-2

0267-31-5141 http://moca-karuizawa.jp/

1Ｆ常設展示室

【概要】

アートの国際舞台に立つために、 いま、 作家たちにはさまざまなことが求められています。

これまでにない新しい表現はもちろん、 作品を他者に発信すること、 そして他者からの価値付けを得ること。

目覚ましい速さで変容する世界での生き残りを賭けた創作は、 決して平易なものではありません。

今期開館 12 年目を迎える当館は、 欧米発祥の美術界へと真っ先に一歩を踏み出した日本人アーティストたちの作品を中心に

収蔵してまいりました。

本展ではコレクションの中から、 海外で活躍し評価された戦後美術の巨匠、 そして草間彌生や奈良美智、 村上隆をはじめとする

現代アートを牽引する作家たちによる選りすぐりの作品約 50 点を展示いたします。

先人たちの築いたわが国の前衛芸術が、 形を変え、 変革を遂げながら現代の作家たちへと受け継がれてきた足跡を、

それぞれの作品を通して感じていただけましたら幸いです。

●出展作家

川俣正、 草間彌生、 白髪一雄、 田中敦子、 堂本尚郎、 流政之、 奈良美智、 名和晃平、 前川強、 宮脇愛子、 村上隆、 元永定正

（五十音順）　他

「かぼちゃ」
1979 年　紙にグワッシュ、 パステル　50.6×65.3cm

草間彌生

「PARIS PROJECT」
1988 年　板に彩色、 ドローイング、 木片　220×352cm

川俣正

「桃園」
1988 年　キャンバスに油彩　97×162.1cm

白髪一雄

掲載ご希望の方は広報へお問い合わせください。

海画廊（軽井沢現代美術館 東京事務所）
〒101-0051　東京都千代田区神田神保町1-1 三省堂書店神保町本店4階　
TEL/FAX　03-3233-3359　E-MAIL　info@umigallery.net (広報担当：稲村・丸山)

389-0111
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1Ｆ常設展示室　特集展示　

【概要】

画面いっぱいに広がるネオンカラーが、鼓動を感じるほどの生命力を帯びてきらめいています。

「GEISAI」での受賞をきっかけに世界へと活躍の場を広げ、東京とベルリンを拠点に活動をする独学のアーティスト、ロッカクアヤコ。

絵の具のついた指を直接キャンバスやダンボールに走らせて、街の喧騒や行き交う人々の姿、不意に聴こえてくる音などの要素を

取り込みながら生まれる作品は、臨場感に満ち溢れています。

「筆ではどうしても遠い、直接さわらないとわからない。手でさわったところから、初めて色が、線が、動き出す。」

指先から紡ぎ出される色とりどりの世界に生きる少女たちは、作家自身も意図しないほどに無邪気で、しかし時に傷口が沁みるような

現代社会の痛みをも感じさせるのです。

今回は、絵画作品に加え、2015 年より取り組んできた立体シリーズ「OBSCURA」を展示いたします。

描画された何層かのアクリル樹脂板を重ね合わせた本作は、これまでの平面作品が持つ即興性の強い制作工程とは異なり、

綿密な計画性をもって作られています。

「絵の表と裏」を可視化することで、ロッカクアヤコの作品に宿るさまざまな二面性をいっそう象徴的に表現していると言えるでしょう。

このたび、「海を渡った画家たち」の特集展示として、絵画、立体、映像、資料を含む約15点が一堂に会します。

目くるめくファンタジーの世界を、どうぞご高覧くださいませ。

●出展作家　ロッカクアヤコ

「Winter in town」
2007 年　キャンバスにアクリル　65.2×53cm

ロッカクアヤコ

「女の子」
2007 年　キャンバスにアクリル　142×358cm

ロッカクアヤコ

389-0111



もの の作家たち　  を中心に 　
4 月 26日 （金）～ 11 月 24日 （日）

　

T E M SE M OF CO TEMPORAR  ART  AR I A A

Pre  Relea e 2019年 3 月発信

軽井沢現代美術館 長野県北佐久郡軽井沢町長倉２０５２-2

-2

0267-31-5141　 http://moca-karuizawa.jp/

2F企画展示室　

【概要】

とん が えられていない木や 、金 、 スな の を、「 」から「作品」へと させる みを った作家たち、「もの 」。

戦後に したこの美術 の は、1968 年に神 の 宮 園にて発表された の作品 にまで

ります。

に られた巨 な 、そして らにそ える と 形の から る本作は、「 形は に じて形を変え得る」とする、

の「 」の が色 く されており、その後の「もの 」の発展における

な作品であると えるでし 。

1970 年代 に るまでに の作家たちへと 生し展開した には、 通のイ ロ ーがあるわけではありません。

しかし、 形芸術における「作る」とい そのものを から るがす新しい価値 として戦後美術 に かな を み、

年ではその概 を り げてみる きが活発になっています。

たちはアートと き合 とき、作品の にあるイ ー や 、作家の を ろ と、 の ちに目を らしてしまいます。

ところが の前にある「もの」が、他でもない「ものそのもの」であると くとき、

作品が に で、 者を んでいるかのよ に感じてしま のではないでし か。

「もの 」の作家たちの くは、 と 間、あるいは が に し合って生じる作 により 者の五感を し、

作品世界へ することを望んでいます。

本展では、「 画」をいまも 求し ける の 作を中心に、6作家による 画・立 作品を いたします。

かに りかけてくる「もの」との を、 ぞ な感覚でお しみください。

●出展作家

倉 、 木 雄、 、 雄、 之、 板  （五十音順）

「84. o.1」
1984 年　木、 ロー 、 、 　200×200×53cm

板

「 の 」
1990 年　金 　162×227cm

「PROTR SIO 」
1987 年　木に彩色　91×72.8cm

木 雄

389-0111
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