
 

 

 

 

 

 

会  場：セゾン現代美術館  

会  期：2020 年 7 月 26 日（日）（予定）－11 月 23 日（月・祝） 

開館時間：10:00-18:00（11 月は-17:00）最終入館は閉館 30 分前 

休 館 日：木曜日（8月は無休） 

⼊ 館 料：⼀般 1500 円（1400 円）、⼤⾼⽣ 1000 円（900 円）、中⼩⽣ 500 円（400 円） 
(  )は団体 20 名以上の料⾦ 

主  催：一般財団法人セゾン現代美術館 

       ゲスト･キュレーター：團紀彦 （建築家、青山学院大学教授） 
協  力：團紀彦建築設計事務所 

 
元々は生物学の分野で使用されていた「共生」という用語は、環境問題や人権問題の標語にも用

いられるようになり、今では一般的な言葉として使われるようになりました。この「共生」とい

う言葉が広くに知られるようになったのは、1970 年代より「共生の思想」を提唱してきた建築家・

黒川紀章によるところが大きいといえるでしょう。黒川と共に日本発の建築運動「メタボリズム」

に参加した建築家・槇文彦に薫陶を受け、現在国内外のプロジェクトで活躍する建築家・團紀彦

が、本展の展示構成を手掛けています。 

2020年より軽井沢町の今後の都市と自然環境に対する提言を行うマスターアーキテクトに就任さ

れた團の建築は、その特徴として「自然との共生」を挙げることができるでしょう。本展では、

團の「共生」に関連した作品や画像資料に加え、複数のプロジェクトで團と共同制作をしてきた

美術家・大久保英治の新作インスタレーションを展示いたします。さらに「共生的社会」と題し

たセクションでは、当館館長の堤たか雄がキュレーションを担当し、ブックアーティストの太田

泰友、独自の視点で社会問題に向き合う磯村暖の近作をご紹介いたします。美術作品、関連資料

他、様々な展示物を通じ、日本の自然観、都市観に基づいた團紀彦の解釈による「共生」の展観

を試みます。 

 

＊ゲスト・キュレーター、作家略歴、作品画像等については、別紙をご参照ください。 

 
「都市は⾃然」展  



＜関連企画＞ 
○ワークショップ「セゾン現代美術館でしか作れない本」 
日時:2020年8月1日(土)13:00-16:00  

定員：5組（親子2名様1組）参加費：1組／1000円 ＊予約制 

初心者にもできる簡単な綴じ方を用いて、本を作ります。セゾン現代美術館ならではの素材探し

をして、綴じ込み、ブックアートの第一歩となるオリジナル作品を仕上げます。 ワークショップ

の最後には、完成した作品を並べて写真撮影も行います。(天候により撮影場所は変更する場合が

ありますことをご了承ください)  

○ワークショップ「本の境界線 at セゾン現代美術館」 

日時:2020年8月29日(土)13:00—16:00   

対象:大人 定員:最大10名 参加費:1000円 ＊予約制 

どういう状態のものを〈本〉と認識するのでしょうか。木材に色を塗るなど様々な加工を加えて、

〈本〉らしく見える瞬間を探ります。完成したオブジェを、参加者それぞれが屋外の好きな場所

に設置して撮影し、最後に完成品について発表します。（天候により撮影場所は変更する場合が

ありますことをご了承ください）   

 
ご予約⽅法 
FAX : 0267-46-2021 もしくは、e-mail : karuizawa@smma.or.jp にて、下記の項⽬をお知らせださ
い。 
1. 参加希望イベント  ２. お名前  ３. ⼈数  ４. ご連絡先（お電話番号/ E-mail アドレス） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜ゲスト・キュレーター＞ 
團紀彦/ Norihiko Dan（建築家、都市計画家、⻘⼭学院⼤学総合⽂化政策学部教授） 
 
1956 年神奈川県⽣まれ。1979 年東京⼤学⼯学部建築学科卒業、同⼤学院で槇⽂彦に師事。1984
年⽶国イェール⼤学建築学部⼤学院卒業。 
1999 年建築学会賞業績賞(⽇吉ダム周辺整備計画)、2002 年⼟⽊学会デザイン賞(⽇吉コミュニテ
ィーセンター橋梁)、2012 年台灣建築奬⾸奬受賞（⽇⽉潭⾵景管理処）、2014 年台灣建築奬⾸奬
受賞（台湾桃園国際空港第⼀ターミナル再⽣計画）、2014 年⽇本都市計画学会計画設計賞受賞（⽇
本橋室町東地区再⽣計画）、2014 年⽇本建築家協会優秀建築賞受賞（表参道 keyakiビル）等を受
賞。「トポスの復権」展 1・２・３（東京、1995-1997）、 
「Symbiotic Thoughts of Architecture」（Architekturgalerie Muenchen, 2015）、 
「CHIKEI」（Architekturgalerie Berlin,2016）等を企画、出品している。 
 
環境万博として知られる 2005 年愛知万博の⽇本政府案を作成。誘致決定後、環境重視型の原案
を破棄し⾥⼭の破壊を伴う⼟地造成案を復活させた建設省(当時)⼟建⾏政派と激しく対⽴。⽤地
変更により当初計画地であった海上の森の保全に道を開いた。⻑野県⽥中康夫前知事のもとで軽
井沢町の環境保全のためのマスターアーキテクトに就任（2003-2006）。台湾南投県⽇⽉潭⾵景管
理処と台北桃園国際空港第⼀ターミナルの設計で国際的に注⽬されるとともに⽇本橋室町東地区
のマスターアーキテクトとして街路再⽣型都市計画を実践するなど環境及び歴史との共⽣型の建
築及び都市計画で国内外から注⽬される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 （上）團 紀彦《共⽣のスケッチ》2015 年 
                 （左上、下）「⽇⽉潭⾵景管理処」(台湾)＜１、2＞ 

 



＜主な出品作家＞ 

 

大久保 英治／Eiji Okubo 
 
1944 年兵庫県に生まれ。岡山県に育つ。1967 年日本体育大学卒業。1975 年京都教育大学養護教

育課程専攻科修了。独学で美術を学び、1973 年に大阪で初個展を開催。1980 年イギリスに渡り、

ランドアートに強い影営を受け、帰国後は日本文化の根底にある自然観をテーマ、森や谷、海岸

を歩き、その場を感じながら自然の要素や素材をそのまま生かした制作活動を展関している。 
 
【主な個展】 
1994 年「風の音・海の音 vol.2」高知県立美術館 
1999 年「大久保英治 四国と天と地の間ー阿波の国から歩く」徳島県立近代美術館 
2001 年「地球を歩く 風を見る 大久保英治展」Le Forum 銀座メゾン・エルメス 
2006 年「大久保英治―ボーダレスサイト/TOTTORI〜OKAYAMA―」智頭、奈義町現代美術館、 

津山他 
2011 年「大久保英治 あるくことからはじまる」 鳥取県立博物館 
2018 年「大久保英治展 日常保歩行ー伽耶六国から吉備へー」岡山県美術館 
【主なグループ展】 
1993 年「第２回ヨーロッパ・ビエンナーレ」（ドイツ） 
1994 年「アルテセラ・ビエンナーレ‘94」（イタリア） 
2000 年「越後妻有アート・トリエンナーレ 2000」（新潟） 
 
＊本展のために制作された、美術館庭園の野外インスタレーション 

 

 

 

 

 

 

《森と物の時間物語》2019 年 

木製パネル、手製紙粘土、朱口（顔料）、墨汁、ベン

ガラ、桃の種、石、骨 他 

243.0×315.5×264.0cm 

 

「森が古墳とするなら、この作品は玄室にあたるでしょう。その玄室が開かれて最初の光が差し

込み、森の一部として時間が始まる。」（大久保 英治） 



磯村暖／Dan Isomura 
 
1992 年東京生まれ。2016 年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。2017 年ゲンロン カオ
ス*ラウンジ 新芸術校第２期卒業(卒業時 金賞受賞)。 
 
【主な展覧会】 
2019 年 個展「Hell on Earth」UPLINK（東京） 

個展「わたしたちの防犯グッズ」銀座蔦屋書店（東京） 
       「TOKYO 2021- un/real engine慰霊のエンジニアリング」TODA BUILDING（東京） 
       「City Flip-Flop」空總臺灣當代⽂化實驗場 台北 
       「The Middleman,the Backpacker,the Alien Species,and theTimeTraveler」 

耿畫廊（台北） 
       「ロンドン/ 東京 Y-AIR エクスチェンジ・プログラム 5 周年記念展  アイ ミ タ ガイ」 

旧平櫛⽥中邸アトリエ（東京） 
2018 年 個展「LOVE NOW」EUKAYOTE（東京） 
2017 年 個展「Two glasses of water/2000000000000000000000000 water molecules」 
 The Vitrine, Central Saint Martins（ロンドン） 

個展「A glass of water/1000000000000000000000000 water molecules」遊工房（東京） 
個展「Good Neighbors」ON SUNDAYS/ワタリウム美術館（東京） 

2016 年 個展「Planet of Hell」Tav Gallery（東京） 
2016 年より自宅でパーティーを度々主催し、2017 年にネパール人移民と共に行なったパーティ

ー《HOME PARTY#1》をギャラリー空間内で再構築、再解釈したインスタレーション《HOME 
PARTY#2》（カオス*ラウンジ五反田アトリエ, 東京, 2017）を発表した。 
 

参考画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左）磯村暖「Hell on Earth」展⽰⾵景（2016）撮影：松尾宇⼈ 

（右）磯村暖「LOVE NOW」ワットパイローンウア寺院（タイ）での展⽰⾵景（2018） 



太田泰友／Yasutomo Ota 
 
1988 年生まれ、山梨県出身。ブックアーティスト。OTAブックアート代表。 
2017 年、ブルグ・ギービヒェンシュタイン芸術大学（ドイツ、ハレ）ザビーネ・ゴルデ教授のも
と、日本人初のブックアートにおけるドイツの最高学位マイスターシューラー号を取得。これま
でに、ドイツをはじめとしたヨーロッパで作品の制作・発表を行い、ヨーロッパやアメリカを中
心に多くの作品をパブリックコレクションとして収蔵している。平成 28年度ポーラ美術振興財
団在外研修員。 

 
【主な展覧会】 
2019 年 Brillia ART AWARD 2019 ⼊選作品展⽰（東京） 

瀬⼾内国際芸術祭 2019（⾹川） 
個展「背を⾒て育つ」⼋⼾ブックセンター（⻘森） 

2018 年「Freud on the Couch」The Center for Book Arts（NY） 
       「深化する本のカタチ」Nibunnoギャラリー（東京） 
2017 年 「Neue Seiten̶Zugänge zur Künstlerbücher」Herzog August Bibliothek 

（フェンビュッテル） 
       「美術館の本棚」⾜利市⽴美術館（栃⽊） 
2016 年 個展「太⽥泰友ブックアート展」伊勢丹 新宿店 アートギャラリー（東京） 
       「Bücher tanzen aus der Reihe」Basel University Library（バーゼル） 
       「BEST OF: Sabine Golde als Künstlerin als Professorin an der Burg  
 Giebichenstein Kunsthochschule Halle」Galerie DRUCK und BUCH（ウィーン） 
2015 年「Freundschaften und tiefe Einblick in die Zeit」Museum Fürstenfeldbruck 

（フュルステンフェルドブルック） 
       「単位展ーあれくらい それくらい どれくらい？」21_21 DESIGN SIGHT（東京） 
 

 
 
 
 
 
 
《Frucht I》2017 

ハンドオフセット印刷、麻糸、紙 

12×12×13cm 

 


