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ゲンビどこでも企画公募 2017 展（審査結果・展覧会開催）
2017 年 10 月 28 日（土）〜 11 月 19 日（日）

主催：広島市現代美術館 ／ 地元協力企業：エディオン蔦屋家電、オタフクソース株式会社、
オリエンタルホテル広島、株式会社広島アンデルセン

今年も多数の作品プランが届きました！最終審査結果、発表！
「ゲンビどこでも企画公募」は、広島市現代美術館のパブリックスぺースを発表
の機会を求めているアーティストに開放して開催するオープン・プログラムです。
広く作品のアイデアを公募し、審査を経て入選した作品を展示します。
アーティストの意欲的な表現をサポートし、発表の場を提供するとともに、美術
館という場の新しい魅力を発信することを目的としています。
11 回目の開催となった今年も多数の応募をいただき、特別審査員、広島市現代
美術館学芸員による審査の結果、8 点の入選作品を決定しました。
審査の重要なポイントは、美術館の様々なスペースの特徴を活かした作品で、空
間と作品の魅力を互いに引き出し合っていること。
展覧会をぜひご期待ください。

特別審査員賞 3 点を含む、計 8 点の入選作品
【応募総数】142 件
【入選】8 件（特別審査員賞 3 件含む）
※特別審査員：島 敦彦（金沢 21 世紀美術館館長）、高嶺 格（美術作家、秋田公立美術大学准教授）、
難波祐子（現代美術キュレーション）

【審査の流れ】美術館学芸員による一次審査を行った後、特別審査員を交えて二
次審査を行い、特別審査員賞ならびに入選作品を決定。
※最新情報から企画詳細まで！ 特設サイトでご紹介しています。
https://www.hiroshima-moca.jp/dokodemo/

「観客賞」そして「授賞式」「地元協力企業の日」など、作品鑑賞
だけにとどまらない楽しみ方があります

【展覧会 会期】2017 年 10 月 28 日（土）〜 11 月 19 日 ( 日 )
【開館時間】10:00-17:00
【休館日】月曜日

※入場は 16:30 まで

※観覧無料

＜授賞式＆スペシャルトーク＞

＜地元協力企業の日（プレゼント）＞

10 月 28 日（土）14:00 〜授賞式、15:00 〜難波祐子スペシャルトーク
入選者への賞状及び金一封、地元協力企業からの副賞贈呈。授賞式終了後、特別審
査員・難波祐子氏が入選作家とともに展示を巡る作品解説ツアーも開催します！
※いずれも参加無料
＜地元協力企業の日＞
・11 月 4 日（土）／エディオン蔦屋家電の日（マグカップ）
・11 月 5 日（日）／広島アンデルセンの日（石窯食パン）
・11 月 11 日（土）／オタフクソースの日（広島お好み焼こだわりセット）
当日、観客賞に投票くださった方（先着 50 名）にプレゼントをお渡しします。
＜観客賞＞
来場者による投票で入選作品の中から観客賞（1 名／組）を決定します。
投票期間：10 月 28 日（土）〜 11 月 12 日（日）
※ 11 月 16 日（木）結果発表（特設サイト）

（左上）エディオン蔦屋家電
「マグカップ」
（左下）株式会社広島アンデルセン
「石窯食パン」
（右）オタフクソース株式会社
「広島お好み焼こだわりセット」
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【入選 8 作品（特別審査員賞 3 作品含む）】
島 敦彦賞

HONG YUNI

高嶺 格賞

《対決》

（ホン・ユニ）

1981 年生まれ、東京都出身。透明なラ
ケットを手に、見えない相手と「対決」
するパフォーマンス作品。ラケットは、
戦後広島で平和の願いを込めて考案され
たエスキーテニスから着想を得た。一見
すると滑稽なその対戦姿は、現在の私た
ちが手にする平和の不確かさ、危うさを
意識させる。

難波祐子賞
音で社会を変えるラボ
《ウォーキングプレーヤー》

1981 年生まれ、兵庫県
出身。突如あらわれる巨
大なピンク猫。空間に対
してあまりに大きすぎる
ため、鑑賞者が SNS で
伝えようにも、全貌をカ
メラに収めることは困難
である。感動や衝動を第
三者に伝えるにあたり、
色や形などの外面的要素の情報が必要なのか疑問を投げかけて
いる。

濱野怜子 ( はまの・れいこ )《100》
回廊に並べられたスピー
カーからは、それぞれに
決められた音程の音が出
力され、スピーカー沿い
に歩くことで音が童謡
「夕日」として聞こえる。
歩く速度を変えると曲の
スピードも変わり、逆向
きに歩くと逆再生になる
など、鑑賞者自身が再生
装置となる。

堀内悠希（ほりうち・ゆうき）
《よわいピストル》
1990 年生まれ、奈良県
出身。ピストル型に切り
抜かれた大きな布が、ひ
らひらとたなびく。武器
の象徴としてのピストル
を弱々しく表現すること
で、武器や核兵器保有に
関する無数の噂や報道の
不確実性を想起させる一
方、どこかで実在するそれらに対する私たちのリアリティの欠
如を揶揄している。

ユアサエボシ《GHQ PORTRAITS》

事かのように感じさせる。

飯川雄大（いいかわ・たけひろ）《デコレータークラブプロ
ジェクト「衝動とその周辺にあるもの」》

1983 年生まれ、千葉県
出身。「瓦に描かれた進
駐軍の似顔絵が、70 年
ぶりに発見された」との
設定に基づく作品。架空
の新聞記事が伝える細部
までつくりこまれた物語
や、100 年 以 上 前 に 作
られた古瓦の使用によっ
て、あたかも実際の出来

1979 年生まれ、大阪府出
身。中央に大きく彫刻され
た「100」 は、100 点 を
あらわす絵文字を引用した
もの。素材のコンクリート
は、「100」が持つ強固な
揺るぎなさを強調するとと
もに、地面から高くなるに
つれて自然石やタイル、ア
ルミへと現代的な素材に変化する美術館の建築とも調和してい
る。

松田るみ（まつだ・るみ）
《ビュートレス - 美術館のうちとそと -》
1980 年生まれ、長野県
出身。
タイトルの「ビュー
トレス」は、
風景（view）
となぞる（trace）をつ
なげた造語。来場者とと
もに、内側と外側からみ
える風景を美術館の窓に
なぞるワークショップを
行い、制作される。複数
の視点が重なり合って生まれた線は、
自分には見えているもの、
見えていないものを気づかせる。

CHIE（チエ）
《FOPPISH GIRL- 共鳴 -》

が共存した作品となっている。

1977 年生まれ、北海道出
身。ふわりとゆれる和紙の
上や美術館の壁面を、紙袋
を か ぶ っ た 小 さな女の子
「FOPPISH GIRL」 た ち が
自由奔放に動き回る。作家
の分身である彼女たちは、
顔を隠すことで恥ずかしい
ことも残酷なこともやって
のける。愛らしさと凶暴性
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審査を終えて〜特別審査員による審査講評
島 敦彦（しま・あつひこ）／金沢 21 世紀美術館館長

今回審査に初めて関わったが、応募作に、できあいの絵画や彫刻はなく、インスタレー
ション、映像、写真、パフォーマンス、さらに参加型の作品まで実に多彩な内容で驚か
された。広島の歴史や原爆にまつわる作品はもとより、さまざまなリサーチ・ベースの
作品があり、近年の現代美術の縮図を見るようだった。展示室以外のスペースをどう活
用するのか、作品内容とそれにふさわしい展示場所との関係も考慮に入れて、展覧会全
体のバランスを見ながら審査を行ったつもりだが、同一の場所での展示作品の審査がな
かなか難しかった。

高嶺 格（たかみね・ただす）／美術作家、秋田公立美術大学准教授

全体の感想として、現在「ヒロシマ」を作品の文脈とすることの難しさを感じた。実際
には、隣国の核実験が続く中、ヒロシマの象徴としての重要性は増しているはずである。
しかし現実には、核兵器禁止条約交渉に日本が参加しなかったことなど、ヒロシマは文
脈としてどんどん骨抜きにされており、応募者の葛藤も想像に難くない。とは言え広島
をテーマとした作品にも意欲的なものがあった。
榎木陽子の町医者を通じた偶然の原爆とのつながりは、強く身体性を伴った記憶として
刺激的であり、ユアサエボシの架空の進駐軍物語は、時空を超えて感情を揺さぶる可能
性を感じる。また塩野太朗の陶作品は、広島の現在をシニシズムに陥ることなく可視化
したものと捉えることができる。個人的には、音で社会を変えるラボの開かれた音楽鑑
賞の方法、飯川雄大のささやかだがメディアに飲み込まれないためのユーモラスな提案
に、本来的なアート魂を感じた。

難波祐子（なんば・さちこ）／現代美術キュレーション
今回の審査では、まずお題である展示室以外の空間と作品とが、互いに魅力を引き出し
合う可能性をもつプランであるかどうかに重きを置いた。
よって作品自体は魅力的だが、
展示場所の選定に必然性を感じられないもの、逆に展示場所や展示方法については説得
力があるが、作品自体に力が感じられないものについては、残念ながら選からもれた。
一方で、広島を主題にしたプランも数多くあったが、私自身が広島出身であることもあ
り、安易にヒロシマを作品化しているものについては、共感を覚えることができなかっ
た。特別審査員賞に選んだ、音で社会を変えるラボの「ウォーキングプレーヤー」
は、
「音」
と「歩行」というシンプルな構成ながら、来館者が自らの身体を動かすことで、回廊空
間とリアルタイムで生まれる作品の常に変化する音風景を気軽に楽しみながら鑑賞でき
る作品となることが期待される、明快なパワーを感じるプランであった。欲を言えば、
例えばスピーカーの台数を増やして、階段部分など館の別の空間にも展開できれば、よ
りダイナミックで広がりのある作品になったかと思う。

関連プログラム

※すべて事前申し込み不要

【難波祐子スペシャルトーク】
日時／ 10 月 28 日（土）15:00 〜
特別審査員の難波祐子氏が入選者と展示をみてまわる展示解説ツアーです。
【HONG YUNI パフォーマンス】
日時／ 10 月 28 日（土）11:30 〜、16:30 〜（各 10 分）
島敦彦賞 受賞作品《対決》のパフォーマンス公演を行います。
【松田るみ「ビュートレス」ワークショップ】
日時／ 10 月 28 日（土）10:00 〜 11:00、12:00 〜 13:00
来館者と美術館の窓に風景を描くワークショップを行います。出来上がったものは作品
として展示されます。 ※事前申し込み不要
広島市現代美術館（学芸担当：笹野、洲濱 広報担当：後藤、鈴木）
〒 732-0815 広島県広島市南区比治山公園 1-1
TEL/ 082-264-1121( 代表） FAX/ 082-264-1198
E-MAIL/ hcmca@hcmca.cf.city.hiroshima.jp

1956 年富山県生まれ。1980 年早稲田大学理工学
部金属工学科卒業後、富山県立近代美術館、
国立国際美術館、愛知県美術館を経て、2017 年 4
月より現職。現代美術の動向を絶えず注視しつつ、
近年は、舞台やダンス・パフォーマンスにもできる
だけ足を運ぶようにしている。

1968 年鹿児島生まれ。京都市立芸術大学工芸科
卒業、岐阜県立国際情報科学アカデミー（IAMAS）
修了。1990 年代初頭よりパフォーマンスを開始し、
ダムタイプの活動にも加わる。平面、映像、インス
タレーション、パフォーマンスなど多様な表現手法
に取り組み、社会的規範や権力構造について、アイ
ロニーとユーモアを交えた視点で捉え直す。

東京都現代美術館学芸員を経て、展覧会などの企画
運営をおこなう I plus N を設立。2016 年より国
際交流基金文化事業部企画役（美術担当）。 著書に
『現代美術キュレーター・ハンドブック』、『現代美
術キュレーターという仕事』（ともに青弓社）、企画
した主な展覧会に「こどものにわ」
（東京都現代美
術館、2010 年）など。

