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会　　期 2022 年 4 月16 日［土］–6 月 26 日［日］

市原湖畔美術館［指定管理者：（株）アートフロントギャラリー］

平日　10：00 〜 17：00　土曜・祝前日　9:30 〜 19:00　日曜・祝日　9:30 〜 18:00
＊最終入館は閉館時間 30 分前まで

月曜日（祝日の場合は翌平日）

一般：1,000（ 800 ）円 / 大高生・65 歳以上：800（ 600 ）円
＊（）内は 20 名以上の団体料金。
＊中学生以下無料・障がい者手帳をお持ちの方とその介添者（ 1 名）は無料

開館時間

休　館　日

料　　金

主　　催

「金氏徹平　S.F. (Something Falling/Floating) 」

お問合せ

株式会社サンエムカラー、山内石材株式会社協　　力

市原湖畔美術館 TEL:0436-98-1525　E-mail:info@lsm-ichihara.jp
https://lsm-ichihara.jp/

 Kaneuji Teppei
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世界の形態が変容する今、金氏徹平が新たに「彫刻」を問う！
 　身の回りの物を既存の意味や用途から解放し繋げていくコラージュ的手法で、思いもしなかった形象や風景をダイナ
ミックに現出させる金氏徹平。近年は文学、演劇、ますます多様な領域を横断し、さまざまなコラボレーションに取り組ん
できた金氏が、あらためて “彫刻” に向かいあう「S.F.」シリーズ最新作《S.F.（Something Falling/Floating）》。人工湖の
ほとりにたたずむバブルの遺産建造物から誕生した美術館を舞台に展開する金氏徹平の “S.F.ワールド” をご堪能くださ
い。

作家メッセージ

作家プロフィール

　この展覧会は、僕がこの 5〜6 年の間に取り組んできた様々なコラボレーションや、領域の横断、芸術祭などに
おけるサイトスペシフィックなプロジェクト、もしくは世界の形態の変容を踏まえて、個人的な営みや空間から始
める新たな” 彫刻” についてのインスタレーションになると思います。 
　“不安もしくは不安定な時代” という言い方がありますが、僕の知っている限りでも歴史的にも、そうでなかった
時などないのではないかと思います。その中で、既存の物から意味や価値が無くなっていく過程のあるポイントと、
形を持たない物に意味や価値が新しく生じる過程のあるポイントが正反対のベクトルの中で一致する瞬間のような
ものを塊にしていくことにリアリティがあると考えています。それは「自然」と「人為」の関係でもあり、目には見
えていないものがいつでも漂っていて、あらゆる境界線をくぐり抜けて攪拌させている状態でもあります。例えば、
降雪にしても、洪水にしても、ウイルスにしても、その形について考えると、それは人や都市や社会の形をしている
のではないでしょうか。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　――金氏徹平

金氏徹平
1978年京都府生まれ。2001年、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート（ロンドン）
に交換留学。2003年京都市立芸術大学大学院彫刻専攻修了。現在、同大学美術
学部彫刻専攻准教授。
主な個展に、横浜美術館（2009年）、ユーレンス現代美術センター（北京、2013
年）、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館（2016年）など。平成24年度京都市芸術新
人賞、平成27年度京都府文化賞奨励賞、平成30年第29回タカシマヤ文化基金
受賞。

© ART FRONT GALLERY
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展覧会の見どころ
■いま、ひとたび、ひとり、彫刻に向かい合う
　ここ数年、コラージュの手法をさらに発展させる形で様々なコラボレーションに
取り組んできた金氏。その表現は、彫刻からインスタレーション、絵画、写真、映像
から舞台美術、装丁など多岐に拡がってきました。その経験を踏まえ、もう一度、ひ
とりに戻り、物そのものに向き合いたい――。本展は、金氏が「切断」することによっ
て新しい「接続」へと向かおうという意欲的な取り組みとなります。
コロナ禍により人と繋がることが難しくなった時、ひとり部屋で作品をつくってい
た「まだ自分が何者でもない頃」を思い出したという金氏。「何とも繋がっていない
状態だからこそ、想像力が膨らみ、遠くの、もっと広い場所へと繋がれるのではな
いか」。金氏が創造の原点に立ち戻り、初発の地点から彫刻を問い返します。

■変容する世界に放つS.F.シリーズ最新作
　《Smoke and Fog》《Splash and Flake》《Sculpture Fiction》《Space Fiction》

《Summer Fiction》…。これまでさまざまな「S」と「F」を組み合わせ、モノの解体
とコラージュによる再生により多くの作品を生み出してきた金氏。彼の作品を見た
時の「見たことがあるようでいて、わからないものに出会った時の感じ」は、金氏が
幼い頃から親しみ、現実と超現実が日々接続、反転する世界の認識へとつながって
いきます。インスタレーションを演出するのは、大地の芸術祭（2018年）でもタッ
グを組んだ照明デザイナー高田政義。世界が劇的に変容する今、市原湖畔美術館を
舞台に展開する金氏徹平の “S.F.ワールド” を堪能ください。

■彫刻を通して問う「自然」と「人為」の関係
　今回、金氏は市原市内を巡り収集した使用済みのコンクリートや石など、自然と
人為の狭間にある素材、物質をコラージュした新作を発表します。
金氏が選ぶのは、都市と自然、自然と人工の間にある物や、都市や時代の記憶の断
片を残す物たち。そこにこそ、想像力を刺激され、新しいイメージが掻き立てられ
ると金氏は語ります。そこから生み出される作品が展開される市原湖畔美術館もま
た、房総の里山の中、ダムの建設によって生まれた人造湖のほとりにたたずむ「自然」
と「人為」の狭間に存在しています。
新作の他、ニューヨークのJapan Societyで好評を得た日本初公開となる《Smoke 
and Fog (Roadside Noguchi)》を含む立体、平面、約50点により構成される本展。
地球環境が激変し、危機的状況にあるいま、「S.F.（Something Falling/Floating）」は、
彫刻を通して「自然」と「人為」の関係を重層的に問いかけます。

視察時の様子

Smoke and Fog (マテリアルのユーレイ),2021

S.F. (Summer Fiction),2018
（大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ2018）
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関連イベント
■オープニングトーク　金氏徹平×村田沙耶香（作家）「変容する世界の中で」
村田沙耶香の芥川賞受賞作『コンビニ人間』の書籍カバーに作品提供した金氏徹平。ふたりは昨年、展覧会「村田沙
耶香のユートピア―〝正常〟の構造と暴力」でもコラボレーションを果たしました。現実と虚構の接続、予定調和的
な世界との切断によって文学とアート、それぞれのメディアで新たな地平を切り拓いてきたふたり。都市と郊外と
里山がグラデーションをなす千葉・市原で、S.F.シリーズ最新作を展開する金氏と、生まれ育った千葉のニュータ
ウンをたびたび小説に描いてきた村田が、「変容する世界」をめぐって自在に語り合います。

日時：4月16日（土）13：00〜14：00（開場12：30）
定員：40名　※事前申込制、先着順
参加費：1,000円（別途要入館料）

■ワークショップ　「金氏徹平さんとS.F.彫刻について考えて、つくる」
今回の展覧会を金氏徹平さんと一緒に鑑賞しながら、S.F.彫刻について考え、金氏さんが用意した素材を使って
実際に作品をつくります。
日時：4月17日（日）13：00〜16：00　
定員：10名　※事前申込制、先着順
参加費：1,000円（別途要入館料）
対象：子どもから大人まで（付き添いが必要な場合は、大人1名まで）

※お申込および詳細は、美術館ＨＰをご確認ください。
※定員に達し次第、申込み受付を終了します。

「金氏徹平　S.F. (Something Falling/Floating)」公式図録
仕　　様：B5サイズ、80ページ、日英バイリンガル
内　　容：展覧会インスタレーションビュー、金氏徹平インタビュー、
　　　　　寄稿、保坂健二朗（滋賀県立美術館館長）
デザイン：仲村健太郎
撮　　影：木奥恵三
価　　格：1980円（税込）
発　　行：現代企画室
発行日：5月下旬　予定

図録

［村田沙耶香プロフィール］
1979年千葉県生れ。2003年「授乳」で群像新人文学賞（小説部門・優秀作）
受賞。2009年『ギンイロノウタ』で野間文芸新人賞、2013年『しろいろの
街の、その骨の体温の』で三島賞、2016年「コンビニ人間」で芥川賞受賞。
著書に『タダイマトビラ』『殺人出産』『消滅世界』『地球星人』『生命式』な
どがある。

© 文藝春秋
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① ③

④ ⑤

① Smoke and Fog (Roadside Noguchi),2019（ Japan Society NY での展示風景）
② Smoke and Fog (City of Stones and Noodles),2020
③ボイルド空想（マテリアルの ユーレイ）,2017　高橋龍太郎コレクション
④ Smoke and Fog ( マテリアルのユーレイ ),2021
⑤ S.F. (Summer Fiction),2018（大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ 2018 ）photo:Keizo Kioku

②

広報用画像
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同時期開催

　当館では2013年のリニューアル以後、常設展示室において、日本を代表する銅版画家であり、市原市名誉市民
である深沢幸雄の作品を主に、市原市にゆかりのある作家の作品を、年に4回の展示替えを行い、紹介しています。
　本展では、詩人・童話作家である宮沢賢治の生前、唯一刊行された詩集である『春と修羅』に依った、深沢幸雄
による銅版画集をご紹介いたします。深沢は自身も詩を読み、書としても作品を多く残しています。画家であり、
詩人でもあった深沢が、宮沢賢治の詩から受けたイメージを表現した作品を、ぜひご覧ください。

常設展「深沢幸雄詩画集Ⅰ　宮沢賢治『春と修羅』」

会　　期 2022 年 4 月 9 日［土］–6 月 26 日［日］

市原湖畔美術館　常設展示室会　　場

左：銅版画集　宮沢賢治『春と修羅』より《樺太鉄道》/ 深沢幸雄　1970 年
右：銅版画集　宮沢賢治『春と修羅』より《札幌市》/ 深沢幸雄　1970 年
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ご来館のお客様に下記のご協力のお願いをしております。
・ご入館時に検温をお願いしております。37.5℃以上ある方のご入館はお断りしております。
・ご入館にあたり、来館者の皆さま（グループの代表者 1 名）の連絡先（お名前、お電話番号）を頂戴しております。
・館内では、マスク着用のご協力をお願いいたします。
・こまめな手洗いにご協力をお願いします。
・咳やくしゃみをされる際は、マスク、ハンカチ、ティッシュなどで口をしっかり覆う「咳エチケット」にご協力ください。
・発熱、咳などの風邪症状がある方や、体調に不安がある方は、ご来館をご遠慮ください。

所在地：〒 290-0554　千葉県市原市不入 75-1
鉄道で：JR 内房線五井駅乗り換え　小湊鉄道「高滝」駅より徒歩 20 分 / レンタサイクル 10
分 / タクシー 5 分
お車で：圏央道「市原鶴舞 IC 」より約５分
高速バスで：東京駅・羽田空港・横浜駅より約 1 時間

（市原鶴舞バスターミナルよりタクシー　約 5 分）

アクセス

広報についてのお問合わせ

美術館の SNS では、美術館や展覧会情報を発信しています。
Facebook  : ＠ ichiharalakesidemuseum
Instagram  : @lsm_ichihara
Twitter : @LSM_ICHIHARA

市原湖畔美術館　本山・冨樫
tel:0436-98-1525    fax : 0436-98-1521
press@lsm-ichihara.jp     www.lsm-ichihara.jp


