
ポコラート全国公募 vol.9 受賞者展
□会　期 : 2020 年 2 月 29 日 ( 土 ) ー 3 月 14 日 ( 土 )※会期中無休 
□時　間：11:00-18:00　最終入場 17:30
□会　場 : アーツ千代田 3331　1 階 3331 Gallery（千代田区外神田 6-11-14 旧練成中学校）
□入場料 : 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
□U R L : https://pocorart.3331.jp/

報道関係者各位

[ 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（代表） 　FAX: 03-6803-2442
E-MAIL: pr@3331.jp（ポコラート担当：森本／広報担当 : 岩垂）　URL: https://www.3331.jp

2020 年2 月 6日

応募総数 1007 点から選ばれた受賞者 7組のグループ展

「ポコラート全国公募 vol.9 受賞者展」開催

PRESS RELEASE

展示会場で溶け合う、7組それぞれの「愛のかたち」。
　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 2010 年に始まり、今年で 10 年
を迎える「ポコラート全国公募」。 本公募は絵画や彫刻などの〈作品部門〉、身体や音を使った表現などの〈形に
ならない表現部門〉があり、2019 年夏に行った募集では 1007 作品が全国から寄せられました。
　この度開催される「ポコラート全国公募 vol.9 受賞者展」では、2020 年 1 月に「ポコラート全国公募展
vol.9」で千代田区長、各審査員、オーディエンスによって選出された受賞者 7 組の作品をご紹介します。
　展示する 7 組の作家の作品には、それぞれの「愛」がかたちとして表れています。お互いの表現に惹かれ合っ
て生まれたコラボレーション作品や、家族の絆を毎年確かめ合う年賀状、大切な思い出を懐古し、愛おしむ行為
など、時間の蓄積の中で形成された思いの深さを感じさせる表現ばかりです。
　多様性や包括性が求められる社会の中で、私たちは自分自身、あるいは他者をどのように受け入れていくので
しょうか。「愛」という共通項によって結ばれた本展の作品群は、そのあり方について教えてくれます。
　事業開始から 10 年を迎える本展に多くの方にご来場いただきたく、ご周知のご協力を賜りますよう、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。
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この事業は、「beyond2020 プログラム」の
認証を受けております。

＜詳細＞https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/beyond2020/

「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。
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千代田区長賞

藤 浩志 賞

岡本 美津子賞

杉戸 洋 賞

林航平＆八木志基「古代獣シリーズ」

【作家紹介】
八木志基
2003 年生まれ、静岡出身の神奈川育ち。下
書きなく、黒ボールペンをグーの手で握り、
画面下から紙いっぱいに怪獣を描く。

【作家紹介】
2000 年「ダンボール」を使った翌年の干支のお面づくりを開始し、処女作となる「ヘビな２人」を結婚の報
告および新年のご挨拶も兼ねて「年賀状」で発表する。その後家族が 2 人から 3、4、５人と増え、20 年目の
今年もいつもと変わらず、年賀状にして親戚や友人たちへ送る。

小野家「HAPPY FAMILY NEW YEAR」

【審査員コメント】
２人はポコラート全国公募 vol.7 に入選したことがきっかけで出会い、今回の作品の
制作にいたった。この作品はまさに、ここでしか出会えないポコラートの醍醐味を体
現している。 －石川 雅己（千代田区長）

【事務局コメント】
この年賀状を受け取ると、きっといい年になるに違いない。これは、相手に近況を伝え、1 年の幸せを運ぶ
役割の「年賀状」だからこそできる表現だ。ある家族の 20 年の時の流れを描いたドキュメンタリーのような
作品である。  －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）

藤本正人「Negative capability ーくつろいでいられる能力」
【審査員コメント】
藤本さんはかつて聞いていたカセットテープを輪ゴムで止め、それを紐につるし、その先端をもって正面にかざし、
揺れる様子を眺めて過ごします。彼の時間の過ごし方、作法、行為と視線、技術を無視してはいけない気がするのです。
　－ 藤 浩志（美術家、秋田公立美術大学教授）

【作家紹介】
1967 年愛知県生まれ。さふらん生活園リサイクルグループ所属。幼少の頃、父親とお気に入りの曲を聞
く事が好きだったが、カセットデッキが壊れてしまい、大量のカセットテープが残る。母親は、ケース
とカセットテープが別々になってしまわぬようにと、輪ゴムと紐で止めた。それからカセットテープに
ついた紐の先端を手に取り、くるくると回したり、揺れ動く様子を眺め続け、30 年以上になる。

【審査員コメント】
器の外と内に何を作者は見ているのか。灰色の画面背景でそれを探り、確認しながら取り込もうとしているように見え、
静かに吸いよせられる絵である。ー 杉戸 洋（美術家）

【作家紹介】
1986 年神奈川県横浜市生まれ。
社会福祉法人かれん　アート・メープルかれん所属。キャンバスに鉛筆で下描きした後アクリル絵の具で着色
する手法によって、本人の豊かな感性、視点から数々の作品を生み出している。

高橋裕子「無題」

【作家紹介】
1963 年生まれ、埼玉県上尾市出身。社会福祉法人 埼玉県社会福祉事業団あげお所属。
部屋のタンスの中には、他の人にはあまり見せたくない密かに大事にしている小さな世界が繰り広げら
れている。

【審査員コメント】
表現以前の、日常のこういったモノと戯れる何気ない豊かな時間が、実は、表現にはとても大切だということを私た
ちに教えてくれる気がするのです。ー 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）

ポコラート全国公募 vol.9 受賞作品

竹植耕平「椿文鉢」『長次郎桃山時代赤楽茶碗「無一物」』

 

大月ヒロ子賞

審査員コメント＆受賞者プロフィール
（一部抜粋）

林航平
1997 年東京生まれ。保育園での粘土遊びをきっ
かけに恐竜や怪獣、動物などを次々に作るように
なる。現在はグループホームで生活をしながら、
仕事後や休日に作品作りに励む毎日。

はやし・こうへい　やぎ・もとき

たかはし・ゆうこ

おのけ

たけうえ・こうへい

ふじもと・まさと
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中村政人賞

【お申込先・お申込方法】　メール又はお電話、FAX にて受付いたします。
［E-MAIL］pocorart_entry＠3331.jp　　［TEL］03-6803-2441（代表）　［FAX］03-6803-2442
［必要事項］件名に「（参加希望のイベント名）申し込み」とご記入の上、本文に以下の項目をお書きください。
①お名前（ふりがな）②参加人数  ③当日連絡がとれるご連絡先（携帯電話など）　
④障がいの有無と介助状態（介助者同伴など）　⑤その他

関連イベント情報

富田晃生「ロゴ・アート」
【審査員コメント】
本作は厚紙から納得がいくまで文字を切り出し、選りすぐりの文字を台紙の厚紙に貼り、1 点の作品につきセロ
ハンテープ 1 本分を巻きつけて制作される。作者の熱意はもちろん、作者の母が彼を支え、数十年に渡り制作さ
れる作品群を大切に保管してこられた。そうした作者と作者の母の愛情が来場者を魅了したのだろう。
ーポコラート全国公募事務局

【作家紹介】
1989 年京都生まれ。1 歳 6 ヶ月で知的障害を伴う自閉症と診断される。幼い頃からテレビコマーシャル
にとても興味を持ち、マークやロゴを正確に記録していたが中学生の頃から文字の太さや色や紙の厚み等、
総合的に本人が好む形態を生み出し、今の技法に至った。

【審査員コメント】

彼らと一緒の空間で同じように状況を知覚しているという空間体験そのものが、個の自我を抑え、寛容性が
喚起され他者を受け入れやすくなっていく。つまり本当の個性を認める多様性には、大いなる寛容性が必要
なのだ。この「知覚する身体」を目覚めさせ創発的アフォーダンスを喚起するこのワークショップは、ポコラー
トの目指す核心的な場に近い。 ー中村 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）

【作家紹介】
黒田健太
愛媛県松山生まれ。京都造形芸術大学卒業。幼少の頃よりダ
ンスを続ける。路上パフォーマーと即興セッションを行う
“cross paths” をライフワークとして継続している。

現代表現活動グルーヴ（黒田健太×檜皮一彦）　「世界の中心で I を叫んだケモノ」

作品に込められた思い、
知られざるエピソードをぜひ会場で！

 『受賞者によるアーティストトーク』

ポコラート全国公募 vol.9 の受賞者 7 組やその支援者が受賞作

品についてのエピソードを直接紹介し、スタッフのコメントを

交えながら会場内をまわるイベントです。

日時： 2020 年 3 月 1日（日）

             14：00-15：30 

会場：アーツ千代田 3331  

　　　1階 3331 Gallery

参加費：無料（要予約） 　

定員：なしポコラート全国公募 vol.7  受賞者展 

アーティストトークの様子

オーディエンス賞

檜皮一彦
大阪府生まれ。京都造形芸術大学大学院芸術研究科芸
術専攻修了。主な展覧会・受賞歴に、「第 22 回岡本太
郎現代芸術賞展」（川崎市岡本太郎美術館、2019）
「TOKYO2021 un/real engine 慰霊のエンジニアリン
グ」（TODA BUILDING、2019）など。

 『世界の中心で I を叫んだケモノ』

身体を使って他者とコミュニケーションをとり、「ワタシ」を再

確認するワークショップ。

話す、触れる、寝転がる、声を出すといったプロセスにより多様

な個に触れ、心と身体の関わりから得られる豊かさや、自身の内

なる声と他者の言葉にならない声に耳を傾けます。

注目の若手アーティストによる
身体表現のワークショップ

日程： 2020年2月29日（土）、3月1日（日） 
＊各日 2回
（詳細はHPでお知らせいたします。）
会場：アーツ千代田 3331  地下 B104
参加費：無料（要予約）　定員：10 名
＊ 動きやすい服装でご来場ください

ポコラート全国公募展 vol.9  ワークショップの様子

あいくろだ・けんた　　　　　ひわ・かずひこ
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とみた・あきお

あい

＊申し込み方法の詳細はHPでお知らせいたします。


