
展覧会担当：以倉・伊藤　広報担当：大庭・岡田



　1980 年代は、「インスタレーション」や「メディア・アート」など、今日の美術につながる重要な動向が生まれた時代です。「美術」
ではなく「アート」という言葉がよく使われ、美術館やギャラリー以外にも「オルタナティブ・スペース」が登場し始めたのも
この時代でした。近年、「具体」や「もの派」など 1970 年代までの戦後日本美術に関する研究は国内外で急速に進んでいます。
また 90 年代以降のサブカルチャーに影響を受けた表現が注目を浴びるなか、その狭間に位置する 80 年代の検証はまだこれから
と言えるでしょう。
　本展は、「メディウムを巡って」「日常とひそやかさ」「関係性」「記憶・アーカイヴ・物語」という今日的な 4 つのキーワードをあげ、
19 人の作家を紹介しながら 1980 年代の日本の美術を見つめます。懐古的にこの時代を振り返るのではなく、現在の視点から照
射することで、80 年代に築かれた豊かな表現が見えてくることでしょう。
　本展は、金沢 21 世紀美術館、高松市美術館と当館の 3 館による共同企画展で、当館が最終会場となります。また、静岡の 80
年代のアートシーンの一端をアーカイヴ展示する「Shizubi Project 7 アーカイヴ／ 1980 年代－静岡」も同時開催します。

●出品作家●
石原友明、今村源、大竹伸朗、岡﨑乾二郎、川俣正、杉山知子、諏訪直樹、辰野登恵子、戸谷成雄、中原浩大、中村一美、日比野克彦、
藤本由紀夫、舟越桂、松井智惠、宮島達男、森村泰昌、横尾忠則、吉澤美香

【開催要項】

起点としての80年代 Starting Points: Japanese Art of the ̓ 80s

■開催期間： 2019 年 1 月 5 日（土）－3 月 24 日（日） 全 68 日間

■ 休 館 日：毎週月曜日（ただし 1 月 14 日（月・祝）、2 月 11 日（月・祝）は開館）、1 月 15 日（火）、2 月 12 日（火）

■開館時間：10:00－19:00（展示室入場は閉館 30 分前まで）

■ 観 覧 料：一般 1,100（900）円、大高生・70 歳以上 700（500）円、中学生以下無料
　　　　　　 ＊（ ）内は前売および 20 名以上の団体料金（団体は来館当日に限り購入可能）　＊障がい者手帳等をご持参の方および介助者原則 1 名は無料
　
80 年代割引！
　
　　　　　　　

■ 前 売 券：11 月 17 日（土）から 2019 年 1 月 4 日（金）まで以下の箇所にて販売
　　　　　　静岡市美術館（12/24 まで）、チケットぴあ、ローソンチケット、セブンチケット、谷島屋（パルシェ店、マークイズ静岡店、高松店、
　　　　　　流通通り店）、戸田書店静岡本店、MARUZEN& ジュンク堂書店新静岡店

■ 主 催 等   主催＝静岡市、静岡市美術館 指定管理者（公財）静岡市文化振興財団、静岡朝日テレビ、日本経済新聞社
　　　　　　  助成＝一般財団法人地域創造

1980-1989 年生まれの方は観覧料 800 円！ （要身分証提示・その他割引併用不可）
生まれた時代のアートを見てみよう！

金沢 21 世紀美術館での展示風景　撮影：木奥惠三　画像提供：金沢 21 世紀美術館

1968 年展・80 年代展 相互割引！
静岡県立美術館「1968 年 激動の時代の芸術」展（2/10－3/24）の観覧券（半券可）をお持ちの方は、本展を団体料金でご覧いただけます。
なお、本展観覧券（半券可）を、静岡県立美術館でご提示いただくと、1968 年展が団体料金となります。

SNS 企画 あなたにとっての 80 年代とは？ハッシュタグ「＃わたしの 80 年代」「＃静岡市美術館」をつけて Twitter もしくは Instagram に
投稿してください。投稿画面のご提示で日比野克彦デザイン本展オリジナル缶バッジをプレゼント！（先着 200 名）
※「起点としての 80 年代」をご観覧の方に限ります。
※公開された投稿は、当館 HP、SNS 等でご紹介させていただく場合がございます。



【みどころ】

①現在のアートシーンの源流は 80 年代にある！？
空間全体を作品化する「インスタレーション」やデジタルテクノロジーを活用した「メディア・アート」をはじめ、社会や
地域との関係性を重視する表現、“美術” という制度を相対化する視点、日常に根差した感性など、今日のアートシーンで
は当たり前となっている表現は、すでに 80 年代に試みられていました。コンセプチュアルでストイックな表現の 70 年代と、
サブカルチャーに影響を受けた 90 年代の狭間に位置し、戦後の日本美術のなかで見過ごされてきた 80 年代の表現を検証
します。

②大竹伸朗 / 川俣正 / 日比野克彦 / 舟越桂 / 宮島達男 / 森村泰昌 / 横尾忠則—
　日本を代表する作家たちの若き日の作品が集結！
海外でも高い評価を得ている 19 人の作家たちを紹介。当時 20 代～ 40 代だった彼らの作品は、サイズも大きく、ダイナミッ
クでエネルギーに満ち溢れていたものも多数ありました。1980 年代、戦後日本の経済はバブル景気によって絶頂期を迎え
ます。電電公社が NTT に、国鉄が JR へと変わり、コンビニエンスストアが全国に普及、家庭用パソコンが発売されたの
もこの時代でした。また、東京ディズニーランドの開園、アイドル新時代、「オタク」という言葉も広がり、様々なカルチャー
が活気を帯びていました。今日につながるいくつもの重要な動向が生まれた時代状況と照らし合わせてみると、80 年代が
築いた豊かな表現に気がつくでしょう。

③金沢 21 世紀美術館、高松市美術館との 3 館共同企画展。静岡が最終会場。 
近年、80 年代の見直しが様々な分野で行われています。現代アートの世界でも、80 年代に焦点をあてた展覧会や、当時か
ら活躍する作家の回顧展が盛んに開催されています。本展は、「ニューペインティング」「関西ニューウェーブ」「超少女」
といった、80 年代当時に使われていたタームで括るのではなく、「メディウムを巡って」「日常とひそやかさ」「関係性」「記憶・
アーカイヴ・物語」といった今日的な 4 つの視点から 80 年代の美術をみつめます。これまでの評価に縛られることなく、
新鮮な気持ちで作品に接する機会を提供します。

④この冬は静岡で現代アートの流れを一気に体感！
同時期、静岡県立美術館では「1968 年　激動の時代の芸術」（2/10-3/24）が開催されます。20 世紀の歴史の転換点とされ、
現代美術にとっても重要な年でもある 1968 年を、写真、デザイン、建築、演劇、音楽、マンガにまで視野を広げて検証す
る展覧会です。横尾忠則は、「起点としての 80 年代」では画家として、「1968 年」ではグラフィックデザイナーとしての姿
に焦点が当てられています。両展を見れば 1968 年から 80 年代までの現代美術の流れがわかる、またとない機会です。

⑤横尾忠則、森村泰昌、日比野克彦による豪華イベント決定！
シンポジウム、トークイベント、公開制作など、多彩なイベントを豪華ゲストを招いて実施します。様々な角度から 80 年
代という時代を読み解きます。　※詳細は別紙チラシをご覧ください。

金沢 21 世紀美術館での展示風景　撮影：木奥惠三　画像提供：金沢 21 世紀美術館



映像やパフォーマンス、プロジェクトなど、表現のメディウムが拡張した今日からすると、「絵画・彫刻の復権」が謳われ
た 1980 年代の作家たちは一見保守的なように見えます。しかし彼らは、伝統的な絵画や彫刻の歴史を踏まえながらも、そ
の形式や物質性に揺さぶりをかけ、新たな表現を追求しました。
戸谷成雄や中原浩大は、木や石、粘土といった古典的な素材を用いていますが、その関心は戸谷は彫刻の成り立ちとその表
面に、中原は従来の彫刻にはない構造の軟体性へと向けられています。岡﨑乾二郎のレリーフ的な絵画作品や、中村一美の
異なる 3 つの奥行を 1 つの画面に同居させた作品は、１点の作品だけでなく複数の作品同士の関係性にまで意識が向けられ
ています。また諏訪直樹は屏風や掛け軸といった日本画の形式を引用しながら、透明感のあるアクリル絵具による動きのあ
る筆致によって、辰野登恵子は色彩と形態、マチエールの緊張関係によって絵画を探求しました。

メディウムを巡って
Contemplations on MediumⅠ

岡﨑乾二郎（おかざき・けんじろう） 

1955 年東京都生まれ。多摩美術大学中退、79 年 B ゼミ Schooling System 修了。81 年
の初個展「たてもののきもち」（村松画廊）で本展出品作品「あかさかみつけ」シリーズに
より注目を集めた。日常的な素材を用いた軽やかな作風のうちに、複数の平面や色彩、壁
と作品、作品と鑑賞者、同じシリーズに属する異なる作品など、様々な関係性が含み込ま
れている。絵画、立体、建築設計、アースワーク、美術批評など活動は多岐にわたり、『ルネ
サンス 経験の条件』、『れろれろくん』（共著）などの著書でも知られる。

辰野登恵子（たつの・とえこ）

1950 年長野県岡谷市生まれ。74 年東京藝術大学大学院修了。70 年代に版画でグリッド
やストライプなどミニマルな表現を試みた後、70 年代末から油彩やアクリルで大画面
に曲線やひし形、円や直方体といった形象を豊潤な色彩と豊かなマチエールで描き、抽
象表現主義以降の新たな絵画空間を切り開いた。本展では、80 年代に入り、カンヴァス
に向かいながら「マチエールと色彩の差異にひたすら身をまかせて」描いた《WORK 
80-P-20》（80 年）をはじめ、花模様のパターンを描いた《WORK 86-P-13》（86 年）やひ
し形が現れる《WORK 89-P-13》（89 年）を展示する。

諏訪直樹（すわ・なおき）

1954 年三重県四日市市生まれ。75 年 B ゼミ Schooling System に入学し、翌年より作
品発表を開始。70 年代は点を集積した規則性のある平面作品を試みた。80 年に制作さ
れた本展出品作《波濤図 No.1》《波濤図 No.2》は、作風を大きく転換する契機となった
作品である。屏風に見立てたカンヴァスに、メタリックな絵の具の下塗りを施し、その上
に透明感のあるアクリル絵の具で動きのある筆致を重ねている。以降、諏訪はドローイ
ングとしての絵画の可能性を追求していった。90 年神奈川県にてカヌーの事故のため
死去。

戸谷成雄（とや・しげお）

1947 年長野県生まれ。73 年愛知県立芸術大学大学院修了。70 年代に活動を始め、ヴェ
スヴィオス火山の溶岩に巻き込まれて焼失した人体が中空の状態で残ったことに触発
された作品《POMPEII・・79》（74 年）を発表。本展に出品される《搭状のもの》（82 年）
は「《彫る》から」シリーズの 1 点で、中に埋めた鉄筋が現れるまで石こうを彫っていくと
いう、内部のヴォリュームに関わる作品である。他方、もう 1 点の出品作《中庭Ⅱ》は、
チェーンソーで木を彫って制作されており、表面への関心が顕著な「森」シリーズに属
する。

（左より）《かっぱばし》《あかさかみつけ》《うぐいすだに》 
1981 年　高松市美術館蔵

（左より）《波濤図 No.２》《波濤図 No.1》 
1980 年　三重県立美術館蔵　
撮影：木奥惠三　

（左より）
《「《彫る》から」塔状のもの》1982 年　MTM コレクション
《中庭Ⅱ》1990 年　高松市美術館蔵　
撮影：木奥惠三　

《WORK 86-P-13》 1986 年
高松市美術館蔵



日常とひそやかさ
Everyday and Modesty

80 年代は、若き作家たちが等身大の日常を拠りどころに、自由な表現を展開した時代でもあります。モダニズムの「大き
な物語」が失墜し、世の中が消費文化に湧くなか、今村源は日常に潜むひそやかさに目を向けました。また私的な思い出や
気持ちを作品にした杉山知子、身近な家具にドローイングを施した吉澤美香、普段着の人物を彫刻にした舟越桂にも、同じ
感性を見て取ることができます。さらに、「夏休みの工作風」の段ボール作品で登場した日比野克彦の存在は、「美術」が「アー
ト」として日常に溶け込んでゆく 80 年代を象徴しています。彼らの作品は、自由奔放に描くこと、作ることの楽しさを謳
歌するかのようですが、しかし改めて今から見ると、しっかりとした造型性に裏打ちされていたことがわかります。

Ⅱ

今村源（いまむら・はじめ）

1957 年大阪府生まれ。83 年京都市立芸術大学大学修了。学生時代にミニマリズムの洗礼
を受けた最後の世代だが、80 年代半ばからボール紙や紙粘土、針金やビニールなどおよ
そ彫刻らしからぬ素材で、空間に浮遊するような軽やかな「彫刻」を制作するようにな
る。本展では、88 年に信濃橋画廊（大阪）で発表された《ʼ88-12》、89 年に国立国際美術館

（大阪）で発表された≪ʼ89-6≫を再現展示する。針金による渦状の形態やオレンジ色のビ
ニール、柿の枝など、日常的な素材による様々な形象が天井からつるされ、表裏も中心も
ない「彫刻」が透明に浮遊する。

杉山知子（すぎやま・ともこ）

1958 年神戸市生まれ。84 年京都市立芸術大学大学院修了。81 年より、カットした段ボー
ルや発泡スチロールにアクリル絵の具で彩色し、それらのパーツを壁面や床に設置し、
空間にカラフルなイメージが乱舞する独自の巨大な絵画作品を制作。83 年に発表され
た、本展出品作《the midnight oasis》も同様の手法で制作されている。杉山はその時々
の自身にとっての身近な思い出や気持ちを個々のフォルムに込めて描き出し、いずれの
作品もある種彼女の「日記」のような様相を帯びている。

中村一美（なかむら・かずみ）

1956 年千葉県生まれ。84 年東京藝術大学大学院修了。80 年半ば、樹木のかたちを構成
要素として取り出した「Y 字形」の形象で注目を浴びる。その後「斜行グリッド」や「開か
れた C 型」を展開。アメリカの抽象表現主義絵画から出発し、日本をはじめ東アジアの伝
統的な絵画における空間表現を研究している。本展では「Y 字形」のシリーズから《湿潤
気候の樹林 II》（84 年）、「斜行グリッド」のシリーズから《モレーン》をそれぞれ出品。前
者は養蚕農家であった中村の実家の桑の木を、後者は、日本の絵巻物を参照している。

中原浩大（なかはら・こうだい）

1961 年岡山県倉敷市生まれ。86 年京都市立芸術大学大学院修了。80 年代から石、石こ
う、粘土、金属、樹脂など多彩な素材を駆使し巨大な彫刻や絵画を制作。中原の 80 年代の
彫刻は従来の彫刻概念から大きく逸脱しており、本展に出品される《夢殿》や《金碗》（85
年）は見る者を圧倒する存在感を放つ。90 年代からはレゴブロックやフィギュア等の既
成の玩具を用いて彫刻の概念を問う作品を発表。95 年以降、阪神淡路大震災で被災した
児童のための活動、京都・宇治川河畔でのツバメの生態記録など、広範な活動を展開し
ている。

《夢殿》2014 年（オリジナル 1984 年）　作家蔵

《モレーン》 1987 年　高松市美術館蔵

《ʼ89-6》 1986 年　作家蔵
国立国際美術館（大阪、1989 年）での展示風景

《the midnight oasis》 1983 年　作家蔵　
撮影：木奥惠三　



関係性
Relationships

現代アートにおける「関係性」という言葉は、ニコラ・ブリオーが 1998 年に刊行した著作『関係性の美学』に端を発し、
今ではより広義の意味で使われています。90 年代以降、観客の参画やその過程で生まれる出来事に力点を置いた「リレーショ
ナル・アート」と呼ばれる作品が広まったことは、近年各地で開催されている芸術祭の降盛にも通じているでしょう。しか
しこうした作品のあり方は、すでに 80 年代、第二次世界大戦で爆撃された教会を舞台にした川俣正のプロジェクト、見る
者に夢想を促す松井智惠のインスタレーション、アートと社会を結びつける宮島達男のデジタルカウンターを用いた作品、
藤本由紀夫によるインタラクティブな仕掛けなどに、その萌芽を見ることができます。

Ⅲ

日比野克彦（ひびの・かつひこ）

1958 年岐阜県生まれ。84 年東京藝術大学大学院（デザイン）修了。在学中に段ボールを
用いた作品で注目を浴び、82 年日本グラフィック展（日グラ）で大賞を、翌年東京 ADC 
賞最高賞を相次いで受賞。本展では日グラで大賞を受賞した 3 部作を中心に、80 年代の
段ボールによるポップで軽やかな作品を紹介する。近年では地域の特性を活かしたワー
クショップや、異なる背景を持つ人々がアートを通じて関わり合うプログラム「TURN」
の監修など、ジャンルやメディアを超えた幅広い活動を行っている。

舟越桂（ふなこし・かつら）

1951 年岩手県盛岡市生まれ。77 年東京藝術大学大学院修了。本展の出品作である初期
の作品《積んである読みかけの本のように》（83 年）は、彩色された木彫に大理石の目を
はめ込んだメランコリックで現代的な雰囲気の人物像という、80 ～ 90 年代のスタイ
ルがすでに見てとれる。同じく本展出品作の《森へ行く日》（84 年）《冬の本》（88 年）は、
いずれも 88 年のヴェネツィア・ビエンナーレに出品された。2000 年以降、異形の人物
像を発表するようになるが、憂いを帯びた表情は初期の頃から一貫している。

吉澤美香（よしざわ・みか）

1959 年東京都生まれ。84 年多摩美術大学大学院修了。82 年駒井画廊で初個展。本展に
出品される《無題（茶だんす）》などの一連の作品は、「今日の作家展」（82 年、横浜市民
ギャラリー）で展示されたもので、家具や掃除機など日常的な既製品の表面が真っ白に
塗られ、そこにカップや蚊取り線香などの日用品や抽象的な文様が、淡い色彩の軽やか
なドローイングにより描かれている。それに対し、80 年代末以降は、硬質な素材に明瞭
な形態を勢いのある力強い線の集積で描くようになった。ポリプロピレンに工業用イ
ンクで抽象形態を描いたその時期の作品も合わせて展示する。

川俣正（かわまた・ただし）

1953 年北海道三笠市生まれ。84 年東京藝術大学大学院博士課程満期退学。80 年代初
頭から、「インスタレーション」の先駆けともいうべき、材木による仮設的な展示を試み
る。本展で紹介する「デストロイド・チャーチ・プロジェクト」は、87 年のドクメンタ 8 
に際し、第二次世界大戦で破壊された教会の廃墟で行われ、場所の記憶を呼び起こすと
同時に、現地のコミュニティとのつながりをもたらした。以降、周囲の環境に積極的に
関わり、その意味を引き出したり異化したりする作品で高く評価されている。

《PRESENT AIRPLANE》 1982 年　岐阜県美術館蔵

《冬の本》 1988 年　作家蔵

（左から）《無題（テーブル）》《無題（茶だんす）》
《 無題（掃除機）》《無題（三脚）》1982 年　千葉市美術館蔵
撮影：木奥惠三　

《デストロイド・チャーチ・プロジェクト、プラン（C-2）》 
1986 年　高松市美術館蔵

来静・イベント決定！



記憶・アーカイヴ・物語
Memory, Archive, Narrative

モダニズムの禁欲主義が排除した「物語性」を取り戻そうとする意識は、80 年代の美術において共有されていた関心事で
した。横尾忠則や大竹伸朗は、日々の生活にまつわる個人的な記憶や出来事を作品に取り入れ、注目を集めました。また、
自身の姿を繰り返し描くことで「私」の歴史を更新した横尾をはじめ、名画に扮したセルフポートレートによって独自の美
術史を批評的に編み直した森村泰昌、セルフヌードを舟形や楕円の変形カンヴァスに焼き付けた石原友明らにより、個人の
物語を直截に語る「自画像」も新たな意味を帯び始めます。彼らは自らの記憶や、世の中に流布しているイメージのアーカ
イヴを掘り起こすことで、私的で多層的な物語を紡ぎ出したのです。

Ⅳ

石原友明（いしはら・ともあき）

1959 年大阪府生まれ。84 年京都市立芸術大学大学院修了。83 年から舟形をはじめと
する変形カンヴァスに自身のヌードを焼き付けた作品で注目を集めた。本展の出品作
も同様の技法によるものであり、ミケランジェロやロダンの彫像を意識したという図
像には、手を合わせて祈ったり、天を仰ぎ見たりと、官能的でドラマチックな雰囲気が
漂う。他方、舟形の背後に貼られる、フロッタージュで制作場所の床をこすり出した紙
は、石原の作品における「労働」のテーマを喚起する。

藤本由紀夫（ふじもと・ゆきお）

1950 年名古屋市生まれ。75 年大阪芸術大学卒業。70 代から電子機器を用いたパフォー
マンスやインスタレーションを展開し、80 年代半ばからはオルゴールを用いたサウン
ドオブジェの制作を行う。以後レディメイドの手法で聞くことや見ることの意味を問
い直す思索的な作品を制作している。本展に出品される《CUBE SUGAR》（86-88 年）
や《HERMETIC SCALE（DIAMETER）》などの作品は、音や視覚の分解・結合を試み
たもの。また、2 本のパイプを両耳にあて、周囲の音を聞く《EARS WITH CHAIR》で
は、周囲の音が不思議な響きに変換される。

松井智惠（まつい・ちえ）

1960 年大阪市生まれ。84 年京都市立芸術大学大学院修了。80 年代初頭より関西を拠点
に活動し、多様な素材を配置することで、訪れた者に物語を連想させるような隠喩的空
間によるインスタレーションを確立した。80 年代末頃からは階段や通路などの構造物
を作り、その中で観客に特異な身体的経験を促すような作品へと変化していく。本展で
は、87 年に信濃橋画廊で開催された個展でのインスタレーション《あの一面の森に箱
を置く》を、記録写真や映像、自筆テキスト、構成物（オブジェなど）により紹介する。

宮島達男（みやじま・たつお）

1957 年東京都生まれ。86 年東京藝術大学大学院（絵画）修了。87 年、ドゥルーズ＝ガタ
リの共著『アンチ・オイディプス』と仏教思想から「変化」「関係」「永遠」という三つの基
本コンセプトを導き出し、LED（発光ダイオード）が数字を刻み明滅するデジタル・カウ
ンターを制作。本展出品作《Monism/Dualism》（89 年）では、赤と緑のガジェットが交
互に配置され、1 から 99 の数字が次々と表示される。また、LED 作品に先立つ、80 年
代前半のパフォーマンス《NA. AR.》（自然と人為）におけるフィジカルな実践も記録写
真で紹介する。

《EARS WITH CHAIR》 1990、2018 年　作家蔵
撮影：木奥惠三　

《あの一面の森に箱を置く》
信濃橋画廊（大阪、1987 年 ) での展示風景　
撮影：石原友明

《Monism/Dualism》部分　
1989 年　京都国立近代美術館蔵

《約束Ⅰ》 1984 年　高松市美術館蔵



大竹伸朗（おおたけ・しんろう）

1955 年東京都生まれ。80 年武蔵野美術大学卒業。在学中ロンドンに留学。82 年に初個
展。以後、絵画・写真・立体・コラージュ・音楽といった多彩な表現により時代のちょ
う児となる。本展出品作品《家系図》は大竹が 88 年、東京から愛媛県宇和島に移住して間
もない頃に、写真や廃材などを、時間や記憶の脈絡なく寄せ集めて制作した作品である。
同じく出品される《網膜》シリーズでは、ポラロイドのフィルムに様々な画材や素材で変
形やコラージュを加え、未知の視覚世界を切り開いた。

森村泰昌（もりむら・やすまさ）

1951 年大阪市生まれ。京都市立芸術大学卒業。85 年ゴッホの自画像に自らふんし写真撮
影した作品《肖像（ゴッホ）》を発表。以後、名画の登場人物、女優、歴史上の人物などにふ
んした作品を制作している。本展では、《肖像（ゴッホ）》に加えて、ロダンの彫像、アング
ルの絵画《泉》をそれぞれ題材にした《肖像（赤Ⅰ）》《肖像（黒）》（86 年）および《肖像（泉
1・2・3）》（86-90 年）も展示する。森村の芸術はそのユーモアと同時に、美術史の引用や
性や文化の越境など、ポストモダンやジェンダーの観点からも注目されている。

横尾忠則（よこお・ただのり）

1936 年兵庫県生まれ。兵庫県立西脇高校卒業。60 年代後半から 70 年代にかけてグラ
フィックデザイナーとして活躍。80 年夏、ニューヨーク近代美術館で見たピカソ展を
きっかけに画家への転向を決意する。本展で展示する《うまい作り話》は、「画家宣言」後
の初個展（82 年、南天子画廊）出品作で、映画『ギルダ』（1946 年米国公開）のポスターか
ら引用されたイメージと、自画像や鳥などが重ねられている。横尾は、個人的な記憶やイ
メージを自由に組み合わせながら、自らの創作活動を現在まで更新し続けている。

金沢 21 世紀美術館での展示風景　撮影：木奥惠三　画像提供：金沢 21 世紀美術館▶▼

 《うまい作り話》 1982 年　高松市美術館蔵　
撮影：木奥惠三　

《肖像（ゴッホ）》 1985 年　高松市美術館蔵

《家系図》 1986-88 年　セゾン現代美術館蔵

来静・イベント決定！

来静・イベント決定！


