
関係者各位

1

2019 年 7月 5日

PRESS RELEASE

事業開始からもうすぐ 10 年。あらゆる垣根を越えた創造の場
ポコラート全国公募 vol.9  募集開始！

　アーツ千代田 3331 では 2019 年 6 月 24 日（月）～8月 18 日（日）の期間、「ポコラート全国公募 vol.9」の作品募
集を行っております。
　「ポコラート全国公募」は、2010 年より千代田区とアーツ千代田 3331 が共同主催で取り組んでいる事業であり、
障害の有無・年齢・経験を問わず全ての人が同じ地平で交流し、芸術表現を高めあう場となっています。公募時の
応募作品数は毎年 1,000 点を超え、これまでの全 8回では延べ 10,000 点に及びます。さらに近年は岡本太郎現代芸
術賞の入選者も輩出するなど、若手作家の才能発掘の役割も担っています。
　本公募は毎回クリエイティブな分野の第一線で活躍する方が審査員をつとめることも特徴の一つ。今回は国内外
で活躍し、2017 年の東京都美術館での大規模個展も記憶に新しい美術家の杉戸洋さん、NHK E テレ『2355』
『0655』の企画・制作で知られるプロデューサーの岡本美津子さんの参加が決定しました。
　なお、ポコラート事業 10 周年を迎える 2020 年には、「ポコラート世界展」（仮称）を開催予定。本公募を含めこ
れまでのポコラート全国公募（vol.1~vol.9）に入選した作品は、世界展出品の選考対象となります。
　多様性を尊重する動きがいっそう高まる社会的動向の中、社会でのあらゆる垣根を越えて参加できる本公募をご
周知頂きますよう、何卒よろしくお願い致します。
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事 業 名 ：「ポコラート全国公募 vol.9」作品募集
募集内容：  ① 作品部門  ② 形にならない表現部門
募集期間：2019 年 6 月 24 日（月）～8月 18 日（日） ※必着
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　
企画・制作：アーツ千代田 3331
U R L ：https://pocorart .3331. jp

この事業は、「beyond2020 プログラム」
の認証を受けております。

「beyond2020 プログラ
ム」とは、内閣官房の
定める、日本文化の魅
力を発信するとともに、
2020 年以降を見据えた
レガシー創出のための
文化プログラムです。

＜詳細はこちら＞
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020
_suishin_honbu/beyond2020/



体験の喜びを分かち合うワークショップ、公演や公開制作、ライブパフォーマンスなど、「形
にならない」形式の創作を発表できます。その他、表現の記録をビデオ上映などの形式で発
表することも可能です。

平面作品、立体作品、映像作品、ドローイングブック、文芸作品をはじめ、さまざまな表現を
ジャンルを問わず募集します。

◆ 作品部門 　平面、立体、映像、ドローイングブック、文芸作品などジャンル不問

すぎと　ひろし

杉戸 洋
美術家

おおつき　ひろこ

大月 ヒロ子
有限会社イデア
代表取締役
ミュージアム・エデュケ
ーション・プランナー

ふじ　ひろし

藤 浩志
美術家
秋田公立美術大学
大学院教授

なかむら　まさと

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

◆ 形にならない表現部門　
身体を使った表現や音を使った表現など、形にならないさまざまな表現を募集
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「ごまみそ」江波戸郭子
ポコラート全国公募 vol.８「作品部門」受賞作品

クリエイティブな業界の第一線で活躍する面々が審査員に。まだ見ぬ優れた芸術表現を募ります。

■審査員一覧

■募集内容

応募要項・その他詳細は　https://pocorart.3331.jp へ

■公募の流れ

ご応募いただいた作品は、2019 年 10 月 25 日 ( 金 )～10 月 27 日 ( 日 ) の「応募作品一挙
公開 !!」（予定）で一般公開・審査を行います。
その中で入選した作品は「ポコラート全国公募展 vol .9 」（2020 年 1 月開催予定）でアー
ツ千代田 3331 のメインギャラリーで展示。同展の会期中には各審査員賞、千代田区長賞、
オーディエンス賞を選出します。そこで選ばれた受賞者は 2020 年 3 月の「受賞者展」にて再び
作品発表の機会を得ます。

2020 年「ポコラート世界展」（仮称）開催予定‼　
本公募を含むこれまでのポコラート全国公募（vol.1 ～ vol.9）に入選した作品は、2020 年に開催予定の「ポコラー
ト世界展」（仮称）での展示の選考対象となります。

予告
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京都市立芸術大学大学
院美術研究科修了後、
パプアニューギニア国立
芸術学校講師などを経
て地域をフィールドにジ
ャンルにとらわれないプロ
ジェクトを試みる。
「Kaekko」「Jurassic 
Plastic」等。

1992 年愛知県立芸術大学日本画科卒
業後、名古屋と東京を拠点に活動。近
年では、「こっぱとあまつぶ」豊田市美
術館（2016 年）、「とんぼ と のりしろ」
東京都美術館（2017 年）など国内外で
展覧会を行っている。

アートを介してコミュニティと産業を繋
げ、都市創造のしくみをつくる社会派ア
ーティスト。第 49回ヴェネツィア・ビエ
ンナーレ日本代表。平成 22 年度芸術
選奨受賞。2010 年、民設民営の文化
施設「アーツ千代田 3331」を創設。

板橋区立美術館学芸員
を経て、遊びと学びの
空間デザインやミュー
ジアムの運営コンサル
ティングを行う有限会
社イデア設立。2013 年
に日本初のクリエイ
ティブリユースの実験
拠点 IDEA R LAB を開
設。

「紙ふぶき」吉田 興平
ポコラート全国公募 vol.８「形にならない表現部門」入選作品

「ポコラート全国公募 vol.８ 応募作品一挙公開 !!」
会場の様子

＊応募用紙はチラシ付随のものをご使用、またはウェブサイトからダウンロードをお願いいたします。

おかもと　みつこ

岡本 美津子
東京藝術大学 大学院
映像研究科アニメーシ
ョン専攻教授
プロデューサー

1987年～2008年日本放送協会（NHK）
にて、編成、番組開発・制作、イベント
制作等に従事。2008 年より現職。
NHK Eテレ（教育テレビ）『2355』
『0655』企画・制作プロデューサー等
を務めている。


