
ポコラート全国公募展 vol.6
□会　期 : 2016 年 7 月 16 日 ( 土 ) ー 8 月 8 日 ( 月 ) 12:00-19:00　( 最終入場 18:30) 
□休場日 : 毎週火曜日
□会　場 : アーツ千代田 3331　1 階メインギャラリー（千代田区外神田 6-11-14 旧練成中学校）
□入場料 : 一般 500 円、65 歳以上 300 円、中学生以下無料　
　※千代田区民は身分証明書のご提示で無料　※障害手帳をお持ちの方とその付き添いの方 1 名は無料
□主　催： 千代田区、アーツ千代田 3331　
□特別協賛： 中外製薬株式会社　□協賛： 三菱地所株式会社

関係者各位

[ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ]
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331

〒101-0021 東京都千代田区外神田 6丁目 11-14　　TEL: 03-6803-2441 　FAX: 03-6803-2442
E-MAIL: pr@3331.jp（ポコラート担当：嘉納、清水／広報担当 : 伊多波）　URL: http://www.3331.jp

2016 年6 月吉日

障がいのある人× ない人× アーティストによる全国公募展
ポコラート全国公募展 vol.6   開催のお知らせ

PRESS RELEASE

“作品はどこから来たのか。作品はどこへ行くのか。”
　「ポコラート全国公募展」は、障害のある人、ない人、アーティストによる自由な表現の場を生み出す
べく 2011 年に始まった全国公募展です。
　本展は開始以来、多種多様な背景を持つ作家たちが作品を発表・展示し、表現を通じて社会とつなが
る出発点としての役割も担ってきました。6 回目となる今回は、出展作家の希望に応じて作品の販売も
行います（総出展数 154 点のうち販売作品数 46 点を予定）。会場に作品購入希望者と作家をつなぐ情報
ブースを設け、ポコラートスタッフが相談に応じながら作品売買の窓口となります。
　一個人の表現が社会的に価値あるものとして評価され、「価格」がつけられるということは、経済との
関わりなど新しいつながりが生まれるということです。今回の「ポコラート全国公募展」は、作品販売
を通じて、表現に社会的価値が生まれることとそのプロセスついて考える機会となるでしょう。
　美術大学を卒業したばかりの作家、独学の作家、障害を持つ作家と、あらゆる創作の現場から生まれ
た作品に「価格」という価値をつけるのは大変難しいことです。しかしながら「ポコラート全国公募展」
はその難関に挑み、作家と作品が新しい社会との関係を築くための第一歩を踏み出します。
　つきましては、本展覧会開催を広くご周知いただきたくご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し
上げます。
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http://pocorart.3331.jp

（右）高橋 舞《はってる感じ》　※ポコラート全国公募展 vol.3 入選 ( 過去出展作品 ) ／（左）具志堅 誉《朝・昼・夜》　※ポコラート全国公募展 vol.6 入選 ( 本展出展作品 )
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■ポコラート全国公募展 vol.6　作品部門

「作品部門」では、応募作品 1,632 点の中から選ばれた入選作品 154 点を展示します。
絵画、立体作品、スケッチブック、今年も驚くべき表現の数々が並びます。

【審査員による選評】

入選作品の中から、各審査員が 1 作品を選出する「審査員特別賞」、千代田区長による「千代田区長賞」、来場者
投票による「オーディエンス賞」を選出します。会場投票は 8 月 7 日（日）まで。結果は 8 月 8 日（月）に WEB
サイトと会場にて発表します。賞の受賞者は、2017 年に開催する受賞者グループ展に参加します。

“四角い画面というのは守られている世界なのだと感じた。守られて
いる世界で絵というのは書くのだなと思った。今回のポコラートは、
元気はあるし、バイタリティもあるが、強い否定がぶつかるような
作品が少なかった。安定して穏やかに作品を見ることができたのが
一つの大きな特徴だった。”   

“障害が少しの人から重度の人まで、美大生からメンヘラと呼ばれる
ような方々までまぜまぜで応募し、評価の基準がないようなもの。
審査する側も、ブレ続けて軸なくジャッジした。全部がフラットな
感じで軸足がちゃんと定まらないのが面白い。本当言えば、プロの
作家や美大生など障害のない人々がもっと多く混ざって鬩ぎあって
欲しい。”                                       　

“（ポコラート全国公募の審査の）初めの頃は、絵としての構図、色
彩の面白さで評価していたが、回を重ねるにつれて審査するときの
思いが変わってきた。周りの環境に対してどう反応しているのか、
その反応をどう定着させているのか、どうしてこの絵が生まれたの
かということについて見てみたい、評価したいと。”

“体育館一杯に敷き詰められた作品群。1 枚 1 枚に込められた感情や
イメージ、時間の密度は、ただならぬ空間の肌理を抱いている。
1300 ものイメージが何かの核心地を形成しているように感じる。
生命体である我々人間の集合知が大きく新陳代謝するために創造力
の全てをさらけ出しているような空間感だ。自らを革新していくた
めの核心地。ポコラートは、次のステージに脱皮しなくてはならな
い時期にきている。”

会田誠 / 美術家

鴻池朋子 / 美術家

保坂健二朗 / 東京国立近代美術館主任研究員

中村政人 /アーティスト、東京藝術大学教授、
　　　　　    アーツ千代田 3331 統括ディレクター

応募作品数 1,632点

923 組

81%

入選作品数 154点

87 組

79%

入選者数
（年代別）

10代　20代　30代　40代　50代　60代　70代  80代  

入選者数
（地域別）

10歳
未満

1         7        26         24        14          4            2           2          2

12          6        63        10        31          1          2           3          1

北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 沖縄九州

【応募・入選データ】

応募者数 入選者数

応募者のうち
障がいのある方

入選者のうち
障がいのある方

磯部 涼《はなわ》
鉛筆・ボールペン・ケント紙

室井悠輔《無題（国宝）》
半年分の捨てられるはずだったもの
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3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331
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■ポコラート全国公募展 vol.6 作品部門 関連イベント

★関連イベントの詳細・お申込方法は、http://pocorart.3331.jp まで！★

ポコラート会議 2016　7月 18 日 ( 月・祝 )　 
会　場：アーツ千代田 3331 　1 階コミュニティスペース
参加料：500 円 / 定員 80 名
※ 要予約　7/16（土）12:00 申込締切

第一部　17:00-18:30「みんなで考えるポコラート」
作品が創作の場、発表の場を経て、その後社会と関わって
いく上でどのように価値評価されていくのか。美術、福祉
など異なる立場のゲストを交えて意見交換をします。

第二部　19:00-20:30「審査員トークショー」
【登壇者】会田誠、鴻池朋子、大月ヒロ子、藤浩志、中村政人

作品部門とワークショップ部門の審査員たちが、ポコラー
ト全国公募展 vol.6 の入選作品やポコラートの今後 の可能
性について語ります。

アーティスト・トーク
7月 23 日 ( 土 )　14:30-16:30　　
会場：アーツ千代田 3331　1 階メインギャラリー
※ 展覧会チケットでご参加いただけます

出展中の作品のこと、日々の活動についてなど、制作者自
身が会場でお話します。さまざまな制作者の声が聞ける大
変貴重な機会です。支援者も交えた意見交換など、参加者
同士の交流の場にもなっています。

みえかたイロイロ ! ポコおしゃべりツアー
7月 24 日 ( 日 )・ 30 日 ( 土 )　各日 14:00-15:00

会場：アーツ千代田 3331　1 階メインギャラリー
※ 展覧会チケットでご参加いただけます

参加者同士で対話をしながら会場を巡るツアーです。 障害
の有無に関わらず、みんなでポコラートについて語り合い
ます。
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■ポコラート全国公募展 vol.6　ワークショップ部門
公募展では先駆的な “ワークショップの公募”です。情熱にあふれたワークショップ企画を募集し、
入選した 4 つの企画を会期中に開催します。障がいの有無に関わらずご参加いただけます。

会場：アーツ千代田 3331　参加費：各 300 円
ワークショップ部門 審査員 :大月ヒロ子 (IDEA, INC. 代表取締役 )、藤浩志 (美術家、秋田公立美術大学教授 )、
　　　　　　　　　　　　 中村政人 (アーティスト、東京藝術大学教授、アーツ千代田 3331 統括ディレクター )

ちらし彫刻
企画者：宮田篤

身近なチラシからまっすぐな線を見つけてどんどん折っていく
と、どんなかたちになるでしょうか？自分だけの「ちらし彫刻」
をつくったら、トントン相撲で遊んでおたがいの彫刻を比べて
みましょう！ふしぎなかたちをつくってあそぶワークショップです。

あたらしいあそびかいはつクラブは、こどもと大人であたらし
いあそびを作るクラブ活動です。今回は障害のある方々をゲ
スト部員に招いて、あそびの種からこどもたちが自由にあそび
を作るワークショップを開催します！

参加者一人一人がインドネシアの伝統的な手法を用いた影
絵人形をつくります。みんなでその場でつくった音楽に合わ
せて影絵人形を動かしてみましょう！あなただけの影絵人形
は光と影のなかでどんな動きをするでしょうか？

たくさんのピンポン球を頭上から降らせると、ピンポン球は
縦横無尽に放物線を描いて頭や肩、手や頬に優しくぶつかっ
てきます。そこで聞こえる音はどんな音でしょうか？ピンポン
と弾む音、ドドーと響く音、それとも新しい音でしょうか。参
加者みんなではじめての体験に向き合うワークショップです。

あたらしいあそびかいはつクラブ
inポコラート
企画者：古原彩乃

降らせよう！浴びよう！ピンポン球の音たち。
企画者：野田小栄子

おどる影絵！ ─即興でつくる影と音楽の
ワークショップ
企画者：影の色彩ワヤンプロジェクト

定員：20名　
対象年齢：7才以上　
小学3年生以下保護者同伴

定員：50名
対象年齢：6才から15才まで

定員：20名　
小学生未満保護者同伴

定員：40名
小学生未満保護者同伴

8 6（土）,
7（日）
14:00‒16:00

8 7（日）

14:00‒17:00

7 17（日）,
18（月・祝）
14:00‒16:00

7 31（日）

14:00‒16:00

★ワークショップの詳細・お申込方法は、http://pocorart.3331.jp まで！★


