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ヴィック・ムニーズ「ビューティフル・アース」
展
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土 →  日


#

(APTIC ─ 触覚

ヴィック・ムニーズ キュレーションによるブラジル・日本アーティスト展

(SPVQ&YIJCJUJPOCZBSUJTUTGSPN#SB[JMBOE+BQBO°$VSBUFECZ7JL.VOJ[
土 →  月


祝

窪田美樹、 長井朋子、 宮永愛子、 エフライン ・アルメイダ、 エリカ ・ヴェルズッティ、 レダ・カトゥンダ

-IKI +UBOTA 4OMOKO .AGAI !IKO -IYANAGA %FRAIN !LMEIDA %RIKA 6ERZUTTI ,EDA #ATUNDA

ヴィック・ムニーズ《アトラス（ピクチャー オブ ガベージ）》 年、デジタル#プリント、 CM×CM
6IK -UNIZ 《!TLAS（0ICTURES OF 'ARBAGE）》 $IGITAL # 0RINT CM×CM

取材 ・ 掲載の際は、 事前に広報担当までご連絡下さい

担当 ： 羽田 ・ 芦部

4EL    %MAIL PRESS TOKYO WSORG
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各位

謹啓

初秋の候、 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。 平素はトーキョーワンダーサイト（473）の事業運営にご高配いただき、 誠
に有難うございます。

473では、 年月日（土）より「日伯交流年」公式事業「ヴィック・ムニーズ 『ビューティフル・アース』」（473渋谷）および、「『(APTIC ─
触覚』ヴィック・ムニーズ キュレーション ブラジル・日本アーティスト」（473本郷）というつの展覧会を開催いたします。

473は 年の開館以降、「若手アーティストの発掘・育成・ そして東京からの発信サポート」、 また「世界のアートネットワークのハブと
しての東京のプラットフォームをつくること」をミッションに掲げて活動を行ってきました。 この度ヴィック・ムニーズの幅広い活動を473渋
谷で紹介すると同時に、 ムニーズが選んだ日本・ブラジル 名のアーティストが 473青山：クリエーター ・イン ・レジデンスにて交流しな
がら制作を行い、 473 本郷にて成果発表します。今回の企画は、 多岐にわたる473の活動を総合したプログラムとなっています。
さらにこの企画は、 本年度より473が始めている環境とアートの新しい課題をクリエイティブに考えるシリーズ「!GENDA OF !RT」のひと
つになります。
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、 月日
（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。

敬具

年月吉日
トーキョーワンダーサイト

本展に関するお問い合わせ
トーキョーワンダーサイト 担当：家村、 星野

4%,    &!8  
% MAIL CONTACT TOKYO WSORG
52, HTTPWWWTOKYO WSORG
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開催概要
■会期・会場［!］： 年月日（土）→年月日（日）｜トーキョーワンダーサイト渋谷
■会期・会場［"］： 年月日（土）→年月日（月・祝）｜トーキョーワンダーサイト本郷
■開館時間： （最終入場は分前まで）
■入場料：無料
■休館日：月曜日（祝日の場合は翌火曜日）
■イベント：473本郷展示作家名とヴィック・ムニーズによるオープニングギャラリートーク ：
■イベント 年月日（土）  （トーキョーワンダーサイト本郷）
■イベント 合同オープニングレセプション： 年月日（土）  （トーキョーワンダーサイト渋谷）
■イベント：ヴィック・ムニーズによるアーティストトーク： 年月日（日）  （トーキョーワンダーサイト渋谷）
■イベント：ヴィック・ムニーズによるワークショップ（一般非公開）： 年月日（水）（筑波大学付属小学校）
■イベント：●授業の一環として、 ムニーズが教育プログラムを開催します。 取材をご希望の際は、事前に必ずご連絡ください。

■アーティスト滞在日程（予定）：スタジオでのインタビューなど、下記期間中の取材を承ります。 広報担当へご連絡ください。
ヴィック・ムニーズ：月日→月日
窪田美樹：月日→月日
長井朋子：月日→日（日、 日除く）
宮永愛子：月日→月日
エフライン・アルメイダ：月日→月日
エリカ・ヴェルズッティ：月日→月日
レダ・カトゥンダ：月日→月日
■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
■認定：日伯交流年認定事業
■後援：ブラジル大使館
■協力［!］： 'ALERIA &ORTES 6ILA A、 田口弘、アート・オフィス・シオバラ
■協力［"］： 'ALERIA &ORTES 6ILA A、 (0&2!.#% 7).$/7 '!,,%29、小山登美夫ギャラリー、 ミヅマアートギャラリー
■広報協力： (IROKO 3EKI !RT /FFICE
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"
「ヴィック・ムニーズ『ビューティフル ・アース』」展（473渋谷）
トーキョーワンダーサイト渋谷では、 年月日から年 月日まで、 年ブラジルのサンパウロ生まれ、 年にニュー
ヨークに移住、 現在もニューヨークを拠点に世界各国で活動を続けるヴィック・ムニーズの個展「ビューティフル ・アース」を開催します。
本展は、 年の新作シリーズ「ピクチャー ・オブ・ガベージ」を中心に、 大空に雲を描いた「ピクチャー ・オブ・ クラウド」、 ブルドーザー
で大地にコンセントなどを描いた「ピクチャー ・オブ・アースワーク」、 ピグメン（色土）で描いたピカソの「泣く女」など、 計点を展示し、その
ほとんどが日本初公開となります。
ムニーズの作品の特徴のひとつは、作品を構成する素材にあります。 砂糖（サンパウロの路上生活の子ども）、チョコレートシロップ（最後の晩
餐）、 ピーナッツバター（モナリザ）、 金属片や枯れ葉（セルフポートレイト）といった一瞬しか形をとどめることができないものです。 これらの素材

は、視覚以外の味覚、 臭覚、 触覚に刺激を与え、 描かれたイメージは、 時に、 見る者の体にしみ込んでくるようです。そして作品に近づ
いた観客の関心は、イメージ自体からそのイメージを構成する要素に移行し、 この世の真と偽を体験します。
このような身近にある素材を用い、 一見絵画かと錯覚させる生々しい立体感とスケールで平面と立体が同時に成立する独自のスタイル
は、 年代はじめに確立され、 絵画とは、 写真とはという問いを投げかけ続けています。
本展のハイライト作品は、「ピクチャー ・オブ・ガベージ」のシリーズで、 大量の生活ゴミを用いて描かれた、神話や歴史上の人物のポース
を引用した「アトラス」、「母と子」、「マラーの死」などの計点で、 この度、世界で初めて一同に公開されます。 この一連の作品は、リオデジャ
ネイロにある南米最大規模のゴミ処理場「ジャジン・ グラマーショ（*ARDIM 'RAMACHO）」 で清掃 ・廃棄物収集などに従事する人々とのコラ
ボレーションによって制作され、彼らは、作品のモデルをつとめ、 バスケットボールコート面分の大きさで描かれ撮影されました。
このようにムニーズは、 地球狭しと言わんばかりに、世界中で人々を巻き込みながらさまざまなプロジェクトを展開し、 精力的に作品を作り続
けています。 知的で社会的な意図を含みながらもユーモアあふれるムニーズの作品の世界を、 みなさまにご堪能いただければと存じます。
＊ジャジン ・ グラマーショでのムニーズの試みは、  年にドキュメンタリー映画「!RT IS 'ARBAGE」として公開される予定です。 HTTPSHOOTINGPEOPLEORGWATCHFILMPHPFILM?ID に
て、 ダイジェスト動画がご覧いただけます。 また、 本シリーズの作品の売り上げは、すでに、 !#!-*'（ジャジン ・ グラマーショで労働する人々のためのアソシエーション）に寄付され、  人ものリサイ
クル労働者と家族の生活と未来のために使われています。
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ヴィック・ムニーズ｜6IK -UNIZ
ヴィック・ムニーズは、 年サンパウロ生まれ、 年よりニューヨークを中心に活動しているアー
ティストです。 これまで、 世界で多数の個展を開催し、 またヴェネツィア・ ビエンナーレ（年）などの
国際展、 多くのグループ展で幅広く活躍しています。 現在世界で最も話題性のあるアーティストのひと
りと言えるでしょう。
ヴィック・ムニーズは、 身近にあるもろくてはかない素材を用いて絵画の制作を行い、 写真に収めた
シリーズで広く知られています。 有名な作品として、チョコレート ・ シロップによる「最後の晩餐」、 ダイア
モンドによるマリリン ・ モンローを、 グラニュー糖によるサンパウロの子供たちを、 ジャムとピーナッツバ
ターで描かれた 枚の「モナリザ」などがあります。 美術史上の名作を引用し、 素材により五感へ訴え
かける形で鑑賞者へ還元を行う彼の作品は、 ポップアートの文脈においても新しく知的な挑戦を含ん
だ作品として国際的に高く評価されていま す。 年月、 ニ ューヨー クの3IKKEMA *ENKINS 

#Oに て、 -/-!や グッ ゲ ンハ イム 美 術 館 な どの 有名な 絵 画の 裏 側 を 制 作 し た 新 作 シ リ ーズ
“VERSO”を発表。 意欲的に新たなチャレンジを続けています。（HTTPWWWVIKMUNIZNET ）

主な個展

〜 「2EFLEX 」03、 シアトル美術館、マイアミ美術館などを巡回、 アメリカ合衆国
〜  「0ICTURES OF 0EOPLE」バルティック現代美術センター、ゲイツヘッド、イギリス
〜  「 4HE "EAUTIFUL %ARTH」'ALERIA &ORTES 6ILA A、サンパウロ、 ブラジル
〜 「2ETRATOS DE 2EVISTA 」サンパウロ州立美術館、サンパウロ、 ブラジル
〜  アイルランド近代美術館、 ダブリン、 アイルランド
〜  ローマ現代美術館、 ローマ、イタリア
〜  「第 回ヴェネツィア・ ビエンナーレ」ヴェネツィア、イタリア

本展展示作品
［上］《母と子  ピクチャー オブ ガベージ 》  年、デジタル # プリント、 CM×CM

6IK -UNIZ 《-OTHER AND #HILD 0ICTURES OF 'ARBAGE 》
$IGITAL # 0RINT CM×CM
［中］《クラウド クラウド マンハッタン  ピクチャー オブ クラウド 》、 年、
ゼラチン ・ シルバー ・プリント、 CM×CM
《#LOUD #LOUD -ANHATTAN 0ICTURES OF #LOUD 》

'ELATIN 3ILVER 0RINT CM×CM
［下］《アウトレット  ファブリカ 鉄鋼山 》ピクチャー オブ アースワークス、 年、
ゼラチン ・ シルバー ・プリント、 CM×CM
《/UTLET &ABRICA )RON -INE 》0ICTURES OF %ARTHWORKS 

'ELATIN 3ILVER 0RINT CM×CM

本プレスリリースに掲載しているすべての画像は、広報用画像としてデジタルデータにてお貸出しができます。広報担当へお問い合わせください。
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#
「『(APTIC ─ 触覚』ヴィック・ムニーズ キュレーションによるブラジル ・日本アーティスト」展（473 本郷）

手は人間を教え導き、 空間と時間の中に遍在させるのである。──アンリ・フォシヨン『かたちの生命』

「作品にはお手を触れないでください」──掲示が警告する。そもそもなぜ人は作品にさわろうとするのだろうか？ 作品にじかに触れる
のは、 ある簡単なことを理解するためである。視覚情報はときに作品の履歴を伝えることができない。作品の歴史に自らの手の痕跡を加
えることができない。
「触れることは信じること（百触は一見にしかず）」──これこそがイメージを、 素材の段階、 彫刻としての形態、すなわち人間工学的経験へと
回帰させるものだ。 制作過程がそうした触覚的（HAPTIC）な体験で満たされているとき、作品に残る作者の手のエネルギーは、 見る者の手
を絶えずいざなうかのようである。 思わず触れたいと感じさせる作品は、 通例また、 触れることについての思索をも促す。 これが彫刻や平
面上の再現的な絵画を十全に理解するための前提となる。
精神と物質を統合する経験としての感覚を大切にする文化においては、 芸術作品の制作と鑑賞の過程における触覚的側面は、ごく自明
なものだ。自明のあまり顧みられないことすらある。 本展は、 感覚を重視する二つの異なる文化を背景にもつ、  名のアーティストの作品に
焦点を当てる。 技法的には手仕事との結びつきが強く、 発想に関しては伝統からの霊感を緩やかに受けている作品である。

ヴィック・ムニーズ

トーキョーワンダーサイト本郷では、 年月日から年月日まで、 ムニーズのキュレーションによるグループ展を開催し
ます。
ブラジルからは、 エフライン ・アルメイダ、 エリカ ・ヴェルズッティ、 レダ・カトゥンダの名、日本からは、 窪田美樹、 長井朋子、 宮永愛子の
名の女性アーティストが選ばれました。 彫刻、ペインティング、インスタレーションなど異なる表現手法で発表する彼らは、 繊細で細やか
な手の軌跡を感じさせ、 軽やかでウィットに富んだ作風のアーティスト達です。

名は473青山：クリエーター ・イン ・レジデンスで、 月中旬よりスタジオをシェアしながら制作を行います。 展覧会では、その期間に
制作された新作を中心に発表する予定です。 選ばれたアーティストたちの多様な表現や、 473 本郷の空間に展開される個性のぶつかり
合いを、 お楽しみいただけたらと思います。
（ムニーズは、ニューヨーク近代美術館（-/-! ）のコレクションからアーティストが作品を選び、 展示を行うシリーズ「アーティスト・チョイス」展の 番目のゲストキュ
レーターに選ばれました。 年月日より年月日まで開催されます。 ムニーズの美術史を独自に解釈するキュレーションの手腕にも注目が集まっ
ています。）
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ヴィック・ムニーズ キュレーション ブラジル・日本アーティスト展 参加アーティスト

窪田美樹｜-IKI +UBOTA
年神奈川県生まれ、 武蔵野美術大学大学院彫刻コース修了。 椅子やキャビネットなどの木製
家具の表面を削り取り、その断面に木材やパテを埋め込んで研磨して「かげ」を「とり」去るシリーズ「か
げとり」など、 実像の中に虚像をはめ込んだ彫刻を制作している。 制作のプロセスを重視し、「行為に
よって生まれてくるかたち」を丁寧に捉えた作品は、 観客の身体に直に訴えかけてくる。 年月に
は資生堂による若手アーティスト登竜門「SHISEIDO ART EGG」に入選し展示を行うなど、 高い評価を
受けている。その他の展示に、「第 回府中ビエンナーレ」（府中市美術館、 年）、「かげとり」（新
宿眼科画廊、 年）、「所沢ビエンナーレ・プレ展－引込線」（西武鉄道旧所沢車両工場、 年）
などがある。 年月から年月にかけて、 丸の内の(0&2!.#% 7).$/7 '!,,%29
でも展示を行う。
《かげとり―釘付け》 、 (×7×$CM
木製家具、 合版、 パテ

長井朋子｜4OMOKO .AGAI
年愛知県生まれ、 愛知県立芸術大学美術学部油画専攻卒業。 油彩、 水彩、 色鉛筆など多様
な画材を用い、 森や雪景色などの背景にクマのぬいぐるみ、 人形、ケーキなどの彼女にとって”描き
たいもの”ばかりをキャンバスに散りばめる。 おとぎ話の一場面のようでもあり、 長井の心の深淵のよ
うにも思える非日常の世界からは、 ストレートで妥協のない表現の強さが感じられる。 年、 公募
展「トーキョーワンダーウォール」に入選し、 年 473 本郷にて個展「バラも馬に歌にミドリも庭」を
開催。 年 月には東京オペラシティ アートギャラリーの若手作家支援シリーズ「PROJECT .」、

4'+ %DITIONSで相次いで個展を開催した。 年月には小山登美夫ギャラリーにて個展開催
が予定されている。
《森での話》、 油彩、 アクリル絵の具、キャンバス ×

宮永愛子｜!IKO -IYANAGA
年京都生まれ、 東京藝術大学美術学部先端芸術表現専攻修了。ナフタリンを使用し、 展覧会期
が進むにつれて消えていく作品や、 海水を沸騰させて作り上げた塩の結晶糸によるインスタレーションな
ど、 時間の経過と変化をテーマに繊細で鑑賞者へ余韻を残すインスタレーション制作している。 年
には、 アサヒビール アサヒアートコラボレーション個展「岸にあがった花火」（すみだリバーサイド・ホール
ギャラリー）を開催。 近年は、 ニューヨークやイギリスにも発表の場を広げている。 月日まで、 釜山
ビエンナーレ 3EA !RT &ESTIVEL（HTTPWWWBUSANBIENNALEORG ）に参加している。
《凪の届く朝》、 ナフタリン、 ミクストメディア
写真提供 ミヅマアートギャラリー

本プレスリリースに掲載しているすべての画像は、広報用画像としてデジタルデータにてお貸出しができます。広報担当へお問い合わせください。
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ヴィック・ムニーズ キュレーション ブラジル・日本アーティスト展 参加アーティスト

エフライン・アルメイダ｜%FRAIN !LMEIDA
年生まれ、リオデジャネイロ在住。 アルメイダの彫刻は、 しばしば自然、 神話、 ポップカルチャー
などからのイメージを象り、 繊細、 静かで詩的な感覚を持ちながら、 身体、セクシャリティ、 宗教への
問いを投げかけている。 工芸の技法を応用し、 自己の物語への探求、 また展示空間も作品の重要な
要素と見なすことなどといった、 現代アートの顕著な問題に迫る。 年月から月にかけて開催
された「"LOOMINGブラジル 日本 きみのいるところ」（豊田市美術館）にも参加していた。
《-ENINO》、 #EDAR WOOD AND VELVET  X  X CM
0HOTO -ARK 2ITCHIE
#OURTESY 'ALERIA &ORTES 6ILA A 3ÎO 0AULO

エリカ・ヴェルズッティ｜%RIKA 6ERZUTTI
年生まれ、サンパウロ在住。 ドローイング、 コラージュ、 絵画そして彫刻など、 さまざまな表現手
法を用いて制作している。 粘土やブロンズなど、 古典的な素材を使用しているが、 筆の走り、 絵の具
の飛びはね、 傷などを“アクシデント”として作品に混ぜ込むことによりアート作品の構造を明らかにし、
古典の型を破っている。 ペインティングには、不思議な要素を取り入れた風景が常に描かれ続けてい
る。 また、 多くの彫刻には果物や野菜をブロンズの型として用いており、ヴェルズッティが自然に対し特
別な注意を払っていることがはっきりと表れている。

年月より、 東京都現代美術館の「ネオ・トロピカリア：ブラジルの創造力」展に参加。 年
月には、 東京のギャラリー -ISAKO AND 2OSENでも展示が予定されている。
《"ICHO DE  CABECAS》 、 "RONZE AND COLD PORCELAIN CLAY

-OUNTED SCULPTURE  X  X  CM 3TRUCTURE  X  X  CM
5NIQUE WORK IN A SERIES OF 

NO  OF 

#OURTESY 'ALERIA &ORTES 6ILA A 3ÎO 0AULO

レダ・カトゥンダ｜,EDA #ATUNDA
レダ・カトゥンダは自身が“柔らかさの詩学（POETICS OF SOFTNESS）”と呼ぶものを探ることで、ペインティ
ングの物質性を追求している。 使用している素材の性質を探り、 既存のデザインとプリントを用いて、 コ
ラージュと同様の手順に基づいて作られる。 織地には豊かな質感や強烈な色が横たわって置かれた
り、 織り合わされたり、切られたり、ペイントされる。 膨らまされボリュームを増したペインティングは、従
来の絵画の平面をはるかに越えたものとなって現れる。
《*U E TODO PESSOAL》 、 !CRYLIC ON FABRIC VELVET AND VOILE  X  CM
#OURTESY 'ALERIA &ORTES 6ILA A 3ÎO 0AULO

本プレスリリースに掲載しているすべての画像は、広報用画像としてデジタルデータにてお貸出しができます。広報担当へお問い合わせください。
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■会場［!］：トーキョーワンダーサイト渋谷（〒  東京都渋谷区神南   4EL     &AX   
■交通案内：渋谷駅（*2山手 ・埼京線 ・湘南新宿ライン 東急東横 ・田園都市線  京王井の頭線  東京メトロ銀座 ・ 半蔵門 ・ 副都心線）より徒歩分
＊駐車場はございませんので、 お車でのご来館はご遠慮下さい。

■会場［"］：トーキョーワンダーサイト本郷（〒  東京都文京区本郷    4EL     &AX   
■交通案内：御茶ノ水駅・水道橋駅（*2 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）各駅よりそれぞれ分

取材 ・ 掲載の際は、 事前に広報担当までご連絡下さい

担当 ： 羽田 ・ 芦部

4EL    %MAIL PRESS TOKYO WSORG

