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2013 年 11 月吉日

PRESS RELEASE

障がいのある人×ない人×アーティストによる全国公募展　開催のお知らせ

「ポコラート全国公募展 vol.4 」は、障がいのある人、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 年よりスタートした全国公募です。障がいの有無、年齢、展覧会歴など既存の枠組
みにとらわれることなく、人間の表現、創造力と向き合う機会となることを願い開催を重ね、４回目
となる今年も「作品部門」「ワークショップ部門」の 2部門にて実施致します。

今年の「作品部門」は、北海道から九州まで 667 人・1,193 作品の応募がありました。審査時には、今
回初めて取り入れた実物審査に伴い、全応募作品が展示された審査会場を一般公開し、審査員による
選出のほか、来場者投票も実施しました。審査員には、障がい者アートの専門家や画家に加え、脳科学者・
茂木健一郎氏を迎えるなど、多角的な視点により選出された 187 人による 252 点の作品を一堂に展示
します。

今年開催された第 55 回ベニス・ビエンナーレには、自閉症と知的障害をかかえる澤田真一氏が参加アー
ティストのひとりとして選出され、日本代表として出展しました。また、同年 6月には、厚生労働省
と文化庁が「福祉」や「美術」という管轄を超えて、「障害者の芸術活動への支援を推進するための懇
談会」を発足・共催するなど、障がいのある人たちの創造力や作品そのものの芸術性に注目が集まり、
社会に少しづつ変化のきざしが見え始めています。

障がいのある人、ない人、アーティストが同じ舞台に立ち参加する全国規模の公募展は、本公募のほ
かには国内で類がなく、先駆的な取り組みといえます。あらゆる垣根を超えて、表現の核となる部分
で交流・交感する場の創出を目指すポコラート全国公募に、今年もぜひご期待ください。

ポコラート全国公募展 vol.4                                                   http://pocorart.3331.jp
□会　期：2013 年 11 月 24 日（日）～12 月 25 日（水）　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 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：500 円　※65 歳以上の方は 300 円、千代田区民と中学生以下および障害者手帳をご提示の方とそ 
の付添者 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：AOL オンライン・ジャパン株式会社、三菱地所株式会社

“忘れられない作品があった。
つまりそれは、その作者の人生そのものの感触だったのだろう。”

-- 茂木健一郎（脳科学者）
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今年初めて実物審査を取り入れた「作品部門」。本展では、応募総数1,193点の中から選出した、252作品を展示します。
作品の形態は、絵画、立体、インスタレーションなどさまざま。アートの固定概念にとらわれないダイナミックな作品や、
日常の活動を積み重ねてかたちづくられた作品など、それぞれの作品が放つ純粋で力強いエネルギーをぜひ感じてく
ださい。

11 月 24 日（日）14:00-16:00　無料／予約不要
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。昨年は40人以上の出展者
が参加。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。

必聴！
アーティスト
トーク！

ポコラート
会議 2013
開催！

12 月 23 日（月・祝）14:00-17:00　参加料：500 円／定員 80 名／要予約
【第一部】14:00-15:30「ワークショップの力を考える」
パネリスト：大月ヒロ子、藤浩志、中村政人

【第二部】15:30-17:00「ポコラートのこれからを考える」　
パネリスト：O JUN、大月ヒロ子、藤浩志、保坂健二朗、茂木健一郎、中村政人

応募作品数 1,193 点

667 人

86%

入選作品数 252 点

187 人

91%

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）

26 52 2650 9 8 4 1

10歳
未満

1

4 17 113 8 38 3 2 2 0

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】

【関連イベント】制作者本人や審査員に直接ご取材いただける機会です。ぜひご来場下さい。

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
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【審査員による選評】

“アートという概念を超えた新しい価値観が必要とされている。”

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

「純粋な精神力 × 切実な表現力 × 逸脱した作品力」この 3 つの力を持っている人間
力を私達はなんと呼ぶべきなのか？アーティストと言ってしまうには、どうもきれい
事すぎる。667 人・1,193 点全ての応募作品の公開審査を経て、私達が生きていく態
度には、アートという概念を超えた新しい価値観が必要とされていると切に感じた。

“一つのアート作品に向き合うことは、結局、
ひとりの人間と向き合うことと同じことである。”

茂木健一郎／脳科学者

脳にとって認識の手がかりはある程度必要だが、それが縛りになってしまうこともあ
る。一つのアート作品に向き合うことは、結局、ひとりの人間と向き合うことと同じ
ことである。そんな「原点」の広さと深さに還ることができた。いくつか、忘れられ
ない作品があった。つまりそれは、その作者の人生そのものの感触だったのだろう。

“アール・ブリュットのこれまでとこれからの連結点を担うポコラート”

O JUN ／画家

ポコラート展は回を重ねる度に表現の新しい意味を生み出し、広げ始めていると思う。
そのような意味において本展はこの国におけるアール・ブリュットのこれまでとこれ
からの連結点を担っておりその役割は大きい。展示空間の充実と更なる展開のために
是非公立美術館の協力が必要な時期にもきている。

“ポコラートは、確実に成長している。”

保坂健二朗／東京国立近代美術館主任学芸員

今回は大半が現物審査。しかも、ちゃんと壁に展示された。当然、審査はより楽しく、
そして、より難しくなった。なぜか。「写真うつりが悪くって」という言い逃れが許
されなくなったし、なによりも、実物の方がやっぱりよいからだ。書や刺繍の作品が
少なくなった気もしたが、新たな出会いもあった。ポコラートは、確実に成長している。

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。各賞の受賞者は、2014 年に開催する受賞者グループ展に参加します。
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昨年からスタートした「ワークショップ部門」。教育関係者や美術専門家、活動歴に限らず、学び・創造・交流の場を
生み出したい方から幅広く企画を募集しました。23 の個人・団体から応募された企画の中より、福祉／美術といった
枠組みにとらわれない 5つのワークショップを会期中に開催します。障がいの有無に限らずご参加いただけます。

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、十和田市現代美術館副館長）、中村政人

【実施ワークショップ】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□ every day ブラボー！
11月 23 日（土）13:00-15:00 　　　　　　
企画者：倉 紀子／美術作家

壁いっぱいに貼った紙に絵具で描くワークショップ。その日
集まったメンバーによって、どんな作品ができあがるかはお
楽しみ！手で描いたり、カラダで描いたり、思い思いの描き
方で大きな絵を一緒につくります。完成した絵は館内で展示
します。

□ SHINPEI が描く！
居合わせたみんなが作るグルーヴ次第

12 月 15 日（日） 13:30-15:00 
企画者：大野晋平とダラダラーズ／
studio COOCA所属作家
アーティスト・大野晋平を描く気にさ
せるのはグルーヴだけ！大野さんを盛
り上げるダラダラーズによる演奏に、
参加者もパーカッションで加わりま
す。あなたの演奏によって絵がどのよ
うに変化するのか！？

□ 闇の中を疾走するメソッド　　　
12 月１日（日）13:30-16:30 　
企画者：たむらひろし／（株）BF.REC 代表取締役、ワーク
ショップクリエーター 

目隠しをしたままで人は全速力で走れるのでしょうか？簡単
な動きで徐々に身体の感覚を鋭敏にしていき、最終的には目
隠しした状態で全力疾走を体験するワークショップです。身
体の可能性の広がりを体験してみませんか。

□ 写すって !! ナニ　　　　
12月7日・8日（土・日）13:30-15:30 
企画者：森裕貴（サポート：森美智子）
／HIROKI 工房 

1 日目は日常にある色々なモノを型に
して張り子を制作。2日目にその張り
子を組み合わせて造形物をつくりま
す。それぞれが写した形を再構成する
ことで、想像もしなかった形が出現し
ます！

□ ふわふわ星 
～あそぶ・つくる・おくる～　　　

12 月 14 日（土）13:30-15:30 　
企画者：ゆにここ（鈴木さとみ＋鈴木
淳也）／アトリエゆにここ主宰 

ふわふわ柔らかぬいぐるみ風オブジェ
「むにゅ」の感触を全身で楽しんでか
ら、同じ素材で「ふわふわの作品」を
作るワークショップ。触感を通して世
代や言葉や障がいの有無をこえた豊か
なコミュニケーションが生まれます。 

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

参加料：各 300 円


