
2010年3月6日［土］→ 4月25日［日］

会　場｜トーキョーワンダーサイト本郷   開館期間｜11：00ー19：00［最終入場は30分前まで］
休館日｜月曜日（祝日の場合は翌火曜日）    入場料｜無料     主催｜財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワンダーサイト
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「MEAT SHOP SPY」　企画者：菊地容作／出品作家：菊地容作

「Deep Dig Dug」　    企画者：土橋素子、仲島 香／出品作家：パブロ・アロンソ、マーティン・ハスト、

　　　　　　　　　　　　　　　　マティアス・メナー、 土橋素子、仲島 香

「オル太の田」　    　     企画者：オル太（代表・平文祥晴）／出品作家：オル太

◆オープニングレセプション：3月6日（土）17：00－19：00



報道関係者各位

謹啓

貴下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃よりトーキョーワンダーサイト（TWS）の事業運営にご高配頂き、

厚く御礼申し上げます。

このたびTWS本郷では、2009年度「Emerging Artist Support Program 展覧会企画公募」における入選者による企画

展を開催いたします。

2001年の開館以来、TWSは様々な分野の若手支援・育成のプログラムを行ってきました。2006年からはアーティストだ

けでなく、企画者（キュレーター）を志し活動している方々に対する支援育成を目的として、若手企画者による展覧会企画

を公募しTWS本郷にて展覧会を実現する、本プログラムを実施しています。

今年度は、2009年5月～ 7月に企画の募集を行い、応募総数33企画の中から選考の結果、菊地容作による「MEAT SHOP 

SPY」、土橋素子・仲島香の「Deep Dig Dug」、オル太の「オル太の田」の3組による3企画を選出し、2010年3月6日（土）～

4月25日（日）の期間、TWS本郷にてこれら3つの展覧会を開催いたします。

つきましては、多くの方にご来場いただきたく、周知・告知活動にご協力賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

なお、3月6日（土）に開催するオープニングレセプションへもぜひ足をお運びいただきますようお願い申し上げます。

敬白

2010年 1月吉日

トーキョーワンダーサイト

今村 有策
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◆Emerging Artist Support Program 2009　展覧会企画公募とは

展覧会企画者（キュレーター）を志し活動している方々に対する支援育成を目的とし、若手企画者による展覧会企画を公募

し、TWSの支援のもとTWS本郷にて入選企画の展覧会を実現するプログラムです。

「キュレーション部門」（将来、キュレーターを目指す人による企画）「セルフプロデュース部門」（アーティストを対象とし、

自身の作品を含めた企画）の2部門を設け、新しい発想とエネルギーに満ちた企画を毎年春に広く募集しています。本年

度は、会田誠氏（美術家）、片岡真実氏（森美術館チーフ・キュレーター）、鈴木芳雄氏（マガジンハウス『ブルータス』編集

部副編集長）、家村佳代子（TWS事業課長）の4名が審査員を務めました。

◆今回の入選企画について

今回で第４回目となる展覧会企画公募は、企画者（キュレーター）からの応募に加え、アーティスト自身による本人を含む

グループ展の企画も多く寄せられ、その割合は年を経るごとに増加傾向にあります。なかでもアーティスト自身によるセル

フプロデュース企画内容の多くは、既成のジャンルに分類できない新しいアートを試みるものが多くみられました。今回は

2009年5月～ 7月に企画募集を行い、「キュレーション部門」3企画、「セルフプロデュース部門」30企画、応募総数33企

画の中から、菊地容作、土橋素子・仲島 香、オル太によるいずれも「セルフプロデュース部門」への応募3企画が選出され

ました。今年度も企画の選考においては、企画自体のコンセプトはもちろん、企画者の今後のビジョンや将来性が重要な

基準となります。菊地は「MEAT  SHOP SPY」として潜入調査した精肉店を会場に再現し、現実と虚構をおりまぜたイン

スタレーションを展開します。また、ドイツ在住の土橋素子・仲島 香は、国籍や言語の隔たりを超え、共鳴する仲間たち

とのコミュニケーションをアートを通じて追究していきます。80年代生まれ11名の学生グループ、オル太は、展示会場に

田んぼを出現させ、会期中、それぞれのメンバーがその個性をいかした作物（作品）をワーク・イン・プログレスで育て、

成長・変化させていくことで、未知の田んぼを生成することを試みます。

※各企画の詳細は5〜10頁をご参照ください。

H 3



H 4

良い作品を作ること、今までにないものを世に送ること、見た人の印象に残るものを生むこと。アーティス

トの仕事を簡単に言えば、そうなる。では、どう見せるか、その機会をどう知ってもらうか、美術史の流れに

どう位置づけて説明するか。その試行に挑むことはまた有益である。「見てもらう」から「見せる」へ、「送り出

す」から「届かせる」へ、「発信する」から「共有する」へ。この公募は、そのように活動の視野を広げることの

一助になっていると思う。                               鈴木芳雄 （マガジンハウス 『ブルータス』編集部 副編集長）

こういう公募に、大学で芸術学や美術史を学んだ（学んでいる）ような、キュレーターの卵からの応募が少な

いのは、今後の日本の美術界にとって大きな問題だと思う。本当は、まさに猫に鰹節的な企画なのに。彼ら

は自分と同世代の作り手とあまり交流がないのだろうが、もっと積極的に動く必要があるのではないか。こ

ういう現場の実践に直結したチャレンジを薦めない、大学の教授たちにもたぶん責任がある。大切なのは

自分たちの現在と未来の文化の創造で、そのために過去を学ぶ、ということを忘れてはいけないと思う。

会田 誠 （美術家）

「展覧会」に何ができるのか？

審査3年目の今年、新たな感触を得た。それは若手アーティストによる共同活動への欲求。また、個人での

応募者にも共通する触覚や嗅覚といった知覚、浮遊感や儚さなど非物質的で感覚的な現実認識である。社

会的、政治的な課題にはリアリティが無く、特段問題の無い日常に求める決して大きくない変化。そのなか

での他者とのリアルな繋がりや関係性の希求は、自身の存在理由を実感する欲求を映した鏡でもあるのか。

改めて「展覧会企画」の意味を考えさせられた。                       片岡真実 （森美術館 チーフ・キュレーター）

本年度の応募もキュレーターを目指すものよりアーティストたちの企画が圧倒的に多かった。アーティストが

仲間たちと共同することで、キュレーターやコマーシャルな価値基準から拘束されない場でこそ、自らの内

にある新しい感覚をそのまま表現できると思っているようだ。いわゆる西洋音楽の演奏家が、指揮者のもと

に作曲家の書いた楽譜をそのまま演奏するという絶対的な音楽から、日本の伝統音楽の指揮者もなくスコ

アもなくパート譜のみで互いの演奏をその場で聞きあうことで音楽を作ってきたことが、現代の音楽への

キーとなってきている状況と類似している。若いキュレーターがこのように考えるアーティストと協働の地平

を作る新しい関係性をどの様に築いていくかは、大切な課題であると思う。

家村佳代子 （トーキョーワンダーサイト 事業課長）

◆2009年度審査員講評



本展では、肉屋でくりひろげられる「スパイ活動」を制作手法としたインスタレーション作品を展開します。
映画等のエンターテイメントに描かれるスパイは、国家や巨大権力を相手に情報の奪取をしますが、本展のスパイは、町の小さ
な肉屋から情報の奪取を試みます。小さな肉屋には、大きな社会構造や食文化の「見える部分」—「見えない部分」が隠されてい
るのです。
スパイ活動は、都内某所の「ミートショップ」に従業員（アルバイト）として潜入することからはじまります。スパイは、お肉屋さ
んの店の外観、店の内装 ( 壁、床、ドア、ライト )、商売道具 ( 肉切り包丁、ガラスケース、その他マシーン )、極秘事項 ( 社長、従
業員との恋—裏切り ) などの情報を収集していきます。そうして積み上げられたメモ・写真・映像・記憶などの情報は、実際
とは違う素材で再現されていくのです。
会場では、社会の「見える部分」—「見えない部分」、情報にまつわる現実と虚構が組み合わされ「第２のミートショップ」が建設
されます。それは、個人と社会との対峙、又はスパイ活動が継続している形態となって展開していくのです。

MEAT SHOP SPY
企画者：菊地容作

展示プラン
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◆関連イベント

3 月  6 日（土）　 17:00－19:00
　   ■オープニングレセプション＋パフォーマンス
       「ミートショップ開店記念—肉のお買い得市 !!」／入場無料
       都内某所にあるミートショップでのスパイ活動によって建設された「偽ミートショップ」。
        会期中は無人のお店ですが、この日ミートショップ開店記念パフォーマンス「にくのお買
        得市」と名をうって、制作された偽物の肉をスパイ自ら〈100 グラムー○○円〉で模擬販売
        のパフォーマンスを行います。

3 月 13 日（土）　16:00－18:00
       ■アーティストトーク （3 企画合同）

3 月 20 日（土）／ 4 月 10 日（土）　13:00－19:00
       ■公開制作「インストール・デイ」
　  「MEAT SHOP SPY」は会期中もスパイ活動を継続しています。インストール・デイでは、
　　  スパイ活動によって新たに入手した極秘情報をもとに展示会場のミートショップをグレ
        ードアップさせていきます。

4 月 25 日（日）  
　　■ワークショップ   13:00－16:00
       「偽物の肉屋で本物の肉屋みたいなコロッケをつくってみよう〜！」
　　      参加費：500 円（コロッケ代・お茶代・材料費）

             定　員：15 名　　要予約、当日申込可

       展示会場の近所のお肉屋さんに行き、実際にコロッケを食べて、コロッケ含む肉のリサー
        チ (SPY) を行います。その後会場に戻り、肉屋で入手した情報をもとにオリジナルレシピ
        を作り、本物の肉屋風コロッケを制作します。
        ※本物の肉屋風コロッケは、紙や粘土で制作するため食べられません。
　　 ※完成後は、コロッケ＆レシピの品評会を行います。

       ■クロージングイベント　17:00－19:00
　　「ミートショップ閉店記念—肉のお買い得市 !!」
　　 都内某所にあるミートショップでのスパイ活動によって建設された「偽ミートショップ」。
        会期中は無人のお店ですが、この日ミートショップ閉店記念パフォーマンス「にくのお買
        得市」と名をうって、制作された偽物の肉をスパイ自ら〈100 グラムー○○円〉で模擬販売
        のパフォーマンスを行います。
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◆企画者プロフィール

菊地容作｜Yosaku Kikuchi  
1982 年　千葉県生まれ
2006 年　多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業

主な展覧会

2008 年  BankART Café Live 「miku see」　BankART MINI、神奈川

2007 年  「アンマンマリアン Unmammalian」 Gallery Stump Kamakura、神奈川

2006 年  「ア ピース オブ ユニバース」 BankART Studio NYK  gallery B、神奈川

2005 年  「lose one's sight( 光を失う )PROJECT」 北仲 BRICK E☆studio、神奈川

受賞

Cafe Live Series 2008  公募部門 Cafe Live 賞、BankART 、横浜

菊地容作 ≪MEAT 02-1≫ 2009　
デジタルプリント

菊地容作
左≪MR.Gehlen≫、右≪MR.Shinjo≫
2009
デジタルプリント

菊地容作
≪ターゲットドローイング≫ 2009   
紙、水性顔料マーカー



Deep Dig Dug
企画者：土橋素子、仲島 香
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アーティストが国籍や言語の隔たりを超えて、自己のテーマに共鳴する仲間たちとのコミュニケーションを広げていく行為
を、鉱脈を掘り進んで行く鉱夫の活動に例えられるのではないか、というアイデアのもとに、日本、ドイツ、スペインという異な
る文化的背景をもつ５人のアーティストが、メタファーとしての Grotte ( グロッテ；人口洞窟）をアーティスト達と訪問者の
架空のミーティングポイントとして、TWS 本郷に出没させようと試みます。
1980 年代中頃に ”戦略的穴掘りゲーム ”としてナムコから発売された 8 ビットの TV ゲーム ”ディグダグ ”と、英語のディー
プを組み合わせた展覧会名は、テーマである「掘り進む」という行為を意味しているだけではなく、5 人のアーティストの制作
過程に、表現媒体の違いにも関わらず共通してみられるマスメディアやコミックカルチャーからの影響を連想させます。
土橋素子の体感できる絵画としてのウォールペインティングと、その上に設置される平面作品、仲島香のキャンバス、パブロ・
アロンソのデジタルコラージュ、マーティン・ハストによる写真と、マティアス・メナーによる立体作品から聞こえるざわめ
きに似たサウンドが組み合わさって、地下世界の中の多様なイメージを浮かび上がらせます。

◆関連イベント

3 月 13 日（土）　16:00－18:00
       ■アーティストトーク （3 企画合同）

3 月 14 日（日）   14:00−16:00
       ■公開フォーラム

　　 「Off Space−ドイツと日本のオルタナティヴ・アートシーンの現状−」

         企画者の土橋素子と参加アーティストのマティアス・メナーは、ミュンヘン市内にある彼ら
         の共同アトリエで 2003 年から 6 年間に渡りアーティスト・ラン・スペース 　“raum 500” ( ラ
          ウム・フュンフフンデルト）を運営していました。そこが今回出展する５人のアーティストた
         ちの出会った場所でした。
　　  公開フォーラムでは、異なるスタンスで活動する東京のスペシャリストたちを交え、アーティス
         トのセルフ・プロデュースやアーティスト同士のネットワークといったトピックを中心にド
         イツ、東京の現状をスライドショーで紹介し、意見交換をします。

         無料、予約不要

               《 パネリスト 》

               小川希　（Art Center Ongoing 代表）

　              2002 年から５年間に渡って東京、横浜の各所で「Ongoing（オンゴーイング）」と題する企画展覧会を開
                 催し、2008 年よりギャラリースペース、カフェ＆バースペース、ライブラリーブースを併設する芸術複
                 合施設、Art Center Ongoing を吉祥寺にて設立、運営する。

               長谷川繁　（アーティスト、T&S Gallery 企画運営）

　             1988 年愛知県立芸術大学大学院美術研究科修了。ドイツ、オランダ滞在を経て、現在は東京を拠点とし
　　　　　て絵画を中心に制作発表する。1998 年には自由が丘に T&S Gallery 設立、若手アーティストの展覧会
                 を企画運営する。

               佐藤純也　（アーティスト、BOICE PLANNING 運営）
               山下美幸　（アーティスト、BOICE PLANNING 運営）

　              BOICE PLANNING は作家とディレクターで構成された非営利の任意団体。2002 年から活動を開始し、
　　　　　今までに独自の企画展やトークイヴェント、ワークショップなどを開催。2007 年暮れより作家 5 名と
　　　　　ディレクター 1 名で再構成し、『第二期』と称し再出発する。

展示プラン

www.deepdigdug.com 
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パブロ・アロンソ
≪パイオニア≫ 2006
カモフラージュネット、アクリル、壁床にシリコン
キュンストラーハウス・ベタニエンでの
"PAINTING AS PRESENCE"展示風景、ベルリン

マティアス・メナー
≪自己複製する樹木園≫ 2008
ミクストメディア
アトリエベルリンでの展示風景
ベルリン

マーティン・ハスト
≪地下室の番人≫ 2009
タイプCプリント

◆企画者プロフィール

土橋素子｜Motoko Dobashi 
仲島  香 ｜Kaori Nakajima   
それぞれ武蔵野美術大学造形学部油絵科を卒業後、2007 年ミュンヘン造形美術ア
カデミーを卒業。 ともに在住のミュンヘンを拠点に主にヨーロッパで制作活動を
行っている。 土橋は 2009 年ミュンヘン市芸術奨励賞受賞。

◆参加アーティスト
パブロ・アロンソ　　（1969 年スペイン生まれ）
マティアス・メナー　（1976 年ドイツ生まれ）
マーティン・ハスト　（1965 年ドイツ生まれ）
土橋素子                     （1976 年徳島県生まれ）
仲島 香                        （1971 年新潟県生まれ）

仲島 香≪対話≫ 2008、キャンヴァスに油彩

土橋素子 《地下水》 2008、壁面にアクリル
ミュンヘン　クンストアルカーデンでの展示風景



オル太の田
企画者：オル太 （代表・平文祥晴）

オル太第７回企画展示となる本展で、オル太は「田んぼ」を造ります。
展覧会期間中、私達が田舎の風景から感じるインスピレーションを元に、それぞれのメンバーがその個性をいかした作物（作
品）を育て、田んぼの生命力、ダイナミズムを表現します。
オープニングでは、豊作を祈願するイベント「Club☆稲作」、クロージングでは「奉納☆Night」を行います。東京のような都会で
は消費するという感覚がとても大きく、ものが生まれたり成長するところを見ることはほとんどありません。
会場で作物（作品）造りをし、成長、変化させていくことで、未知の田んぼが TWS 本郷に出来上がります。
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展示プラン

◆関連イベント

3 月   6 日（土）　 17:00−19:00    
　　■オープニングイベント　「CLUB☆稲作」
　　  田舎で親父達が宴会をしているような風景を再現します。円卓を囲んではちまき姿の親父達
         （オル太）が日本酒を飲みながら演歌またはポップスのカラオケを行います。

3 月 13 日（土） 　16:00−18:00   
　　■アーティストトーク （3 企画合同）

4 月 25 日（日） 　17:00−19:00    
　　■クロージングイベント 　「奉納☆night」
　　 最終日、展覧会会期中に育てた（制作された）作品を奉納袋に入れ、奉納（来場者にプレゼント）
　　 したり、神楽などの踊りを舞いながら、来場者と共に豊作を祝い、楽しみます。

会期中不定期  
　　■パフォーマンス・イベント 　「雨乞い☆儀式」
        稲作には欠かせないのが雨です。展示会場内にもその雨（スプリンクラー）を降らせようとオ
　　 ル太が試みるパフォーマンス・イベントです。
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◆企画者プロフィール

オル太｜OLTA

2009 年 3 月結成。
多摩美術大学油画科 4 年生、芸術学科 3 年生により発足した、80 年代生まれの
11 人からなるアーティスト集団。「誰も知らないアートの可能性」をコンセプ
トに、結成以後毎月展示を行っている。
オル太 web サイト：http://olta.jp 

主な展覧会

2009 年 
11 月：「お巡りさんと仲良くなろうプロジェクト」アートラインかしわ 2009、千葉
11 月：「はっけよい！オル太～土俵の上の太いやつ～」多摩美術大学、東京
  9 月 -10 月：「人物展、向こう見ずにはなれないから」   TURNER GALLERY、東京
  8 月：「オイリーオル太、丸太プロジェクト」　web 展 (http://olta.jp)
  7 月：「ヒーロー展」　TURNER GALLERY、東京
  6 月：「＋GIMMICK－」　TURNER GALLERY、東京 
  5 月：「オル太 FIRST EXHIBITION」　TURNER GALLERY、東京

◆オル太メンバー

井上徹、今井達也、梅田豪介、折笠愛美、川村和秀、斉藤隆文、高木真希人

長谷川義朗、平文祥晴（代表）、前川瞳美、大和武司
         　              
             　 
             　 　
          　    
              
               

オル太 「はっけよい！オル太～土俵の上の太いやつ～」2009
多摩美術大学八王子キャンパス、東京

オル太 「オル太 FIRST EXHIBITION」 2009
TURNER GALLERYでの展示風景、東京
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会期 : 2010年3月6日（土）→　4月25日（日）

会場 : トーキョーワンダーサイト本郷

休 館 日 : 月曜日（祝日の場合は翌火曜日）

開館時間 : 11:00−19:00　（最終入場は30分前まで）

入 場  料 : 無料

主催 : 財団法人東京都歴史文化財団　トーキョーワンダーサイト

関連イベント : 3月 6日（土）17:00－19:00／オープニングレセプション
　　　　　　　　　　　　　     MEAT SHOP SPY 「ミートショップ開店記念—にくのお買い得市」
　　　　　　　　　　　　　     オル太の田　　    「CLUB☆稲作」

  3月14日（日）14:00－16:00／公開フォーラム 
　　　　　　　　 Deep Dig Dug      「Off Space-ドイツと日本のオルタナティヴ・アートシーンの現状」

  3月13日（土)  16:00－18:00／アーティストトーク （3企画合同）

  3月20日（土）、4月10日（土）13:00－19:00／公開制作
　　　　　　　　 MEAT SHOP SPY 「インストール・デイ」

  会期中不定期　オル太の田によるパフォーマンス　「雨乞い☆儀式」

  4月25日（日）13:00-16:00／ワークショップ  
　　　　　　　　　    MEAT SHOP SPY 「偽物の肉屋で本物の肉屋みたいなコロッケをつくってみよう〜！」
　　　　　　　  17:00-19:00／クロージングイベント　
                              MEAT SHOP SPY 「ミートショップ閉店記念—にくのお買い得市」
　　　　　　　     オル太の田    　   「奉納☆night」

お問合せ先 :  
トーキョーワンダーサイト本郷

TEL：03-5689-5331 
FAX：03-5689-7501

〒113-0033　東京都文京区本郷2-4-16

E-mail：contact@tokyo-ws.org
URL：http://www.tokyo-ws.org

担当／赤井・小形

※駐車場はございませんので、お車でのご来館はご遠慮ください。

交通案内 : 
御茶ノ水駅・水道橋駅 (JR総武線)
水道橋駅 (都営地下鉄三田線)
御茶ノ水駅・本郷三丁目駅 (東京メトロ丸ノ内線)

本郷三丁目駅(都営地下鉄大江戸線) 
各駅よりそれぞれ7分 

助成 : 
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Landeshauptstadt München Kulturreferat （企画／Deep Dig Dug）

ERWIN UND GISELA VON STEINER - STIFTUNG（企画／Deep Dig Dug）

※都合により予定を変更する場合がございます。詳細についてはお問い合わせください。
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