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2019 年 9 月吉日

PRESS RELEASE

　事業開始から間もなく 10 年。 応募作品約 1000 点を一堂に公開

「ポコラート全国公募 vol.9 応募作品一挙公開 !!」 開催のお知らせ

　ポコラート全国公募は 「障害のある人、 ない人、 アーティストが、 自由な表現の場を目指してつくる全国公募」 であり、

2010 年の事業開始から間もなく 10 年を迎えます。 2019 年の夏に募集を行った 「ポコラート全国公募 vol.9」 では日本全

国から 1000 点を超える応募作品が集まりました。 それら全てをアーツ千代田 3331 の体育館に並べて公開し、 審査を行

うのがこの 「応募作品一挙公開 !!」 です。 展示の際には応募者の経歴や障害の有無は公開されないため、 全ての作品

が同一の地平で表現を競い合うこととなります。

　会期中は、 審査員による審査に加えて、 来場者による一般投票も行われ、 選ばれた作品は 2020 年 1 月に開催予定

の入選者展に展示されます。 来場者が新たな表現の発掘に関わることができるのも本展の特徴のひとつです。 また今回

入選を果たした作品は、 2020 年に開催予定の 「ポコラート世界展」 （仮称） で展示する作品の選考対象となります。

　この 「応募作品一挙公開 !!」 は縦横無尽に作品が広がる渾然とした空間の中で、 未だかつて見たことのない表現に出

会える機会となるでしょう。 是非とも本展をご周知くださいますよう、 何卒よろしくお願い申し上げます。

[ 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 （旧練成中学校）　　TEL: 03-6803-2441 （代表） 　FAX: 03-6803-2442
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ポコラート全国公募 vol.9　応募作品一挙公開 !!

会期 ： 2019 年 10 月 26 日 （土）〜10 月 28 日 （月）　3 日間

時間 : 11:00-18:00 　※ 最終日は 16:00 まで

会場 ： アーツ千代田 3331 ２階 体育館
　　　　　　（〒101-0021 東京都千代田区外神田 6 丁目 11-14 （旧練成中学校））

料金 ： 入場無料　

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

企画 ・ 制作 ： アーツ千代田 3331    

WEB サイト ： https://pocorart.3331.jp/

ポコラート全国公募 vol.6 応募作品一挙公開 1 !

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_honb
u/beyond2020/

「ポコラート全国公募 vol.8 応募作品一挙公開 !!」 (2018 年 2 月開催 ) 会場の様子



◆ 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

◆ 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、より幅広い表現

■ポコラート全国公募 vol.9  応募作品一挙公開 ! !   
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【２部門共通審査員】　作品部門 &  形にならない作品部門 作品部門

みどころ① あらゆるジャンルやカテゴリーを超えて生まれる新たな表現
ポコラートとは 「障害のある人 ・ ない人 ・ アーティストが核心の部分で相互に影響し合う場」 という理念を示すアーツ千代田 

3331 が独自に考案した名称です。 障害の有無や、 年齢、 性別、 経歴など、 一切の社会的なカテゴライズから解き放たれ、

表現を競い合う 「応募作品一挙公開 !!」 は作品発表の場として、 全国でも希有な例として位置づけられるでしょう。

また彫刻や絵画、 工芸、 パフォーマンス、 インスタレーションといったジャンルも問わず応募できることも特徴の一つです。

みどころ②フィルターを通さずに、ただ、表現のエネルギーそのものに向き合う場所

全国でも類を見ない新しい表現を追求する目的で、社会のあらゆる人々がフラットに競い合う「ポコラート全国公募」。

この理念を実現するため、「応募作品一挙公開 !!」では、応募者の経歴や障害の有無は公開せずに作品を展示し、審

査を行います。

また来場者による一般投票も行われ、「自分が選んだ作品が入選するかもしれない」という期待が、イベントを一層

盛り上げます。

■ポコラート全国公募 vol.9 審査員
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2020 年 1月、アーツ千代田 3331 メインギャラリーにて開催予定
ポコラート全国公募展 vol.9 

ポコラート全国公募展 vol.8 
会場の様子

みどころ③クリエイティブ業界の第一線で活躍する面々が審査員に！

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

すぎと　ひろし

杉戸 洋

美術家

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

ふじ　ひろし

藤 浩志

美術家

秋田公立美術大学

大学院教授

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
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本公募は毎年、 クリエイティブ業界の第一線で活躍する方々を審査員に迎えています。 今年は国内外で活躍し、 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も新たに審査に参加します。


