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 展覧会名    奈良美智「青い森の ちいさな ちいさな おうち」 
 展覧会英名   Yoshitomo Nara “The Little Little House in The Blue Woods” 
 会期      2012年9月22日（土・祝）～2013年月1月14日（月・祝） 
 会場      十和田市現代美術館ほか 
 開館時間    9:00-17:00（入場は閉館の30分前まで） 
 閉館日     月曜日（月曜が祝日の場合はその翌日。ただし、12月25日（火）は開館）、 
         冬期休館  12月26日（水）～1月1日（火・祝） 
 観覧料     企画展＋常設展セット券 900円（料金には常設展観覧料を含みます。企画展、常設展の 
         個別料金は一般各500円）、団体（20名以上）100円引き、高校生以下無料 
         ＊特別連携企画：青森県立美術館「奈良美智：君や 僕に ちょっと似ている」展の有料チ 
         ケットをお見せいただけると団体料金にてご覧いただけます。（1名様1回限り） 
 主催      十和田市現代美術館 
 協力      青森県立美術館、小山登美夫ギャラリー、Art & Style 
 後援      東奥日報社、デーリー東北新聞社、青森放送、青森テレビ、青森朝日放送、 
         十和田市教育委員会 
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■展覧会について 
 
十和田市現代美術館では、2012 年 9 月 22 日（土・祝）から 2013 年 1 月 14 日（月・祝）まで、国際的
に活躍する青森県出身の美術作家である奈良美智（なら・よしとも）の個展を開催します。 
奈良美智が生み出す挑戦的なあるいは憂いを帯びた目をもつ子どもやユーモラスでありながらどこかさみし
げな動物たちは、世界中の多くの人たちを魅了し続けてきました。本展では、絵画やドローイング、立体作
品など初期の作品から新たな作品世界を垣間みることができる最新作を通して、奈良の多様な活動を本格的
に紹介する展覧会となります。タイトル「青い森の ちいさな ちいさな おうち」のように、奈良美智の
郷土で作品に出会う奇跡を体験してください。 
 
■アーティスト紹介 奈良美智 Yoshitomo Nara 
 

1959年青森県弘前市生まれ。1988年ドイツのデュッセルドルフ芸術アカデ
ミーに入学、卒業後もケルンを拠点に作品を制作。2000年に帰国、以後精
力的に絵画、ドローイング、彫刻と幅広い作品を制作し国内外の展覧会で発
表を続ける。2010年にはニューヨークで大規模な個展「Yoshitomo Nara: 
Nobody's Fool」（ アジアソサエティーミュージアム、ニューヨーク、アメ
リカ）を開催。2012年7月に横浜美術館で始まった個展「奈良美智：君や 僕
に ちょっと似ている」は、青森県立美術館、熊本市現代美術館、アジア・オ
セアニアを巡回予定。 

photo Shin Morikita 

 
■本展のみどころ 
 

１：初期の作品から最新作までを網羅した展示構成 
1990年代から現在までの絵画やドローイング、立体作品、インスタレーションを通して、奈良の多様な活動の
軌跡をたどることができます。 
 

２：美術館建築を意識したダイナミックな展示 
十和田市現代美術館の魅力のひとつである建築の特性をいかした空間にあわせた
ダイナミックな展示を行います。 
 
 

                                  《夜露死苦ガール 2012》 

                                      photo Kuniya Oyamada 
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３：《青い森のちいさな美術部》始動！！ 
《青い森のちいさな美術部》と題するプロジェクトを展覧会と連動して実施します。公募で選ばれた若いア
ーティストの方々が、“部長” 奈良美智、”顧問” 藤浩志（副館長、アーティスト）といっしょに、2回にわた
る十和田市内での合宿を通して作品制作と向き合い、小さな展覧会［12月15日（土）～1月14日（月・祝）］
を開催します。 
展覧会場はまちの中です。十和田市現代美術館は開館以来、まちに開かれた美術館として、地域に根ざした
さまざまな活動を行ってきました。その活動をさらに深め、まちに新しい変化を起こすための取り組みです。 
 

 
 

̶ 部長メッセージ ̶ 
 
 美術部、それは本気（マジ）な集団！やわな奴は来ちゃいけない！ 
 本気で、生きるか死ぬかで美術をやってく心意気のある連中を求めてる。 
 それが青い森のちいさな美術部！（名前はカワイイけどネ！） 
 

̶ 顧問メッセージ ̶ 
 
 このたび、部長・奈良美智の発案により十和田市現代美術館が世界の美術館に先駆け、 
 美術部を持つことになりました。とてもうれしいことです。地域の中に美術部ができる  
 という新しい時代の第一歩に関わることができ、しかも顧問という役職をいただき光栄 
 に思います。なるべく部長や部員の活動には口出しせずに、たまには奥の部屋でコーヒ 
 ーでも入れて存在を忘れられない程度の努力をする不退転の決意で望みたいと思って 
 おります。そこんとこ、夜露死苦！ 
 
 

青い森のちいさな美術部規則 

       一、部長の声は神の声！！！ 

       一、顧問の心は親心。押せば美術の泉湧く 
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募集要項 
 
○募集人数 
5～10 名程度  
 
○スケジュール（予定） 
第一回合宿  11 月 6 日（火）̶8日（木） 
第二回合宿  12 月 11 日（火）̶14 日（金） 
展覧会   12 月 15 日（土）̶1月 14 日（月・祝） 
 
○応募資格 
1. 美術大学卒業もしくはそれに準ずる実績や心意気をもつ 20 代の方が望ましい 
2. 美術部規則を守れる方（守れない方は退部いただく場合があります） 
 
○応募資料 
1. エントリーシート（氏名、連絡先、自己 PR、略歴）*ホームページから書式がダウンロードできます。 
2. ポートフォリオ（A4サイズ 10 枚以上 15 枚以内） 
3. 青い森のちいさな美術部展覧会でやってみたいこと（自由） 
 
○サポート内容 
2 回の合宿参加のための交通費（上限 1往復あたり 2万円）、宿泊場所の提供、展覧会会場使用料、広報、
記録集作成 
 
青森のちいさな美術部 マネージャー募集！！！ 
美術部のマネージャーとして合宿や展覧会のマネジメントをサポートしてくれる方を募集します。 
 
○応募資格 
1. 青森県内在住で十和田市現代美術館に通える方 
2. 面倒見が良く協調性がある方 
  
○応募資料 
1. エントリーシート（氏名、連絡先、自己 PR、略歴）*ホームページから書式がダウンロードできます。 
2. 青い森のちいさな美術部展覧会でやってみたいこと（自由） 
 
*応募は十和田市現代美術館ホームページから http://www.towadaartcenter.com 
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４：青森ならでは 
本展とほぼ同時期に、青森県立美術館にて『奈良美智： 君や 僕に ちょっと似ている』（7月14日から横浜
美術館で始まった巡回展）が開催され、さらに十和田市や青森市をはじめとした県内各所で「あおもり犬帽
子プロジェクト」などの共同プロジェクトが実施されるなど、奈良の郷土である青森県をあげて、奈良の活
動を紹介していきます。 
青森県内では過去、弘前市の吉井酒造煉瓦倉庫で３回にわたる奈良美智展が開催されるなど、広く奈良の活
動が周知されています。 
 
“青森県立美術館でも奈良美智展を開催！！” 
「奈良美智：君や 僕に ちょっと似ている」 2012年10月6日（土）～2013年1月14日（月・祝） 
国内外で活躍する青森県出身の美術作家・奈良美智の新作による個展。  

本展では、近年、多様な経験の積み重ねの中で、創作の原点を強く意識し始めた奈良の、絵画やドローイング、初挑戦と

なるブロンズ彫刻など、約110点を展示いたします。 

国内初の本格的な個展「I DON’T MIND, IF YOU FORGET ME.」から11年、弘前市吉井酒造煉瓦倉庫での「A to Z」展

から6年、奈良美智のあらたな世界をお楽しみください。 

*詳しくは青森県立美術館ホームページで http://www.aomori-museum.jp/ja/（担当：白戸 017-783-5240） 

 
■関連イベント 
 
 アーティスト・トーク  
日時：1月5日（土）14:00より 
会場：十和田市現代美術館休憩スペース 定員：100名 
*当日10:00から整理券を配布します。／入場の際に当日有効の企画展チケットをご提示ください／詳細は後日ホームページでご案内い

たします。 

 
 あおもり犬帽子プロジェクト  

十和田市現代美術館、青森県立美術館、弘前市のNPO法人harappaとの共同で、市
民参加によってつくられた秋の帽子をかぶった「あおもり犬」が青森県立美術館で
ご覧いただけます。当館や青森県立七戸養護学校などの会場では、十和田の伝統工
芸「南部裂織」の手法を応用し、参加者が持ち寄ったセーターを織り込み、帽子の
一部をつくりあげました。 
 
帽子設置期間：10月6日（土）～11月11日（日）予定 
あおもり犬帽子プロジェクト完成披露セレモニー：10月6日（土）11:00～11:30  
*会期中にギャラリー・トーク等のイベントを予定しております。            帽子のデザインを担当する造形デザイナー 

ホームページにてご案内いたします。                           細田孝子氏によるイメージスケッチ  


