
田 中 敦 子
―未知の美の探求 1954‐2000―

主 催：静岡県立美術館／田中敦子展実行委員会／
財団法人地域創造

協 賛：ＪＲ東海
会 期：����年７月��日(土)～９月９日(日)
開館時間：９時��分～午後５時 (入館は４時��分まで)
夜間開館：５月から９月までの毎週土曜日は午後７時

��分閉館 (入館は７時まで)
休 館 日：毎週月曜日 (祝日・振替休日の場合は開館

し､ 翌日休館)
入 場 料：一般・大学生 ���円 (���円)／小・中・

高生 ���円 (���円)／��歳以上無料
＊ ( ) 内は前売・団体料金

田中敦子 (�	��－) は､ 戦後日本美術史において重

要な位置を占める具体美術協会の主要なメンバーとし

て広く知られている｡ ｢誰もやらなかったことで面白

いこと｣ を常に模索してきた田中は､ 数字をモティー

フにした作品や､ 音や電気を使った作品を次々と発表

し､ その斬新さは海外で高く評価されていった｡ その

後､ 円と線による独自の絵画スタイルを確立し､ 戦後

美術を検証する国内外の展覧会において欠くことので

きない存在となった｡

本展は､ 田中敦子のほぼ半世紀にわたる活動を浮き

彫りにした､ 日本の公立美術館では初の本格的な回顧

展である｡ 出品作品は､ 画歴の最初期から最新作まで

を含むタブロー約��点､ 素描や習作類約��点､ 映像資

料に加えて､ 具体美術協会時代に野外で展示された大

型作品の再制作までも含む､ 計�
�点余りの幅広い作

品群によって､ 田中の活動を包括的に紹介し､ その魅

力の多角的な検証を試みた｡

なお､ 本展を軸として現代美術の普及をはかるため､

複数の関連イベントを実施した｡ 詳細は､ ｢関連イベ

ント｣ を参照されたい｡

■カタログ
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加藤瑞穂 ｢境界の探索｣

フランソワーズ・ルヴァイアン ｢�	
�年代の日本にお

ける田中敦子の電気服｣
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南 美幸 ｢不在のメッセージ―《作品 (ベル)》への

一考察｣

文献再録

作品目録

年譜

文献目録

出品目録

■関連イベント

＊再制作作品の展示および公開インスタレーション

以下の４作品は､ �	
�年代半ばに具体美術境界関連の

展覧会に出品された大型作品で､ 本展に合わせて再制

作され､ 期間限定で展示した｡ ①と③に関しては､ 野

外でのインスタレーションの模様を公開した｡
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■企画展

ポスター

カタログ



①《舞台服》

７月��日(土)～８月��日(木)､ 美術館正面階段《ア

マリリス》横に展示

②《作品 (ピンクの人絹)》

全会期中､ 晴天の土・日曜日および県民の日に､ 県

民ギャラリー・テラス前に展示

③《作品 (十字架)》

８月��日(金)～９月９日(日)､ 正面玄関に展示

④《作品 (ベル)》

全会期中､ エントランス階段に展示

＊連続アート・フォーラム

本展から導き出された現代美術をめぐる４つのテー

マで計４回､ おひとりずつ講師を迎え､ アート・フォー

ラムを開催した｡ ４つのテーマとは､ 田中敦子の作品

世界そのものに加え､ 作家と活躍する土地 (国) の関

係性､ 大人と子どもの美術の相違の有無､ 芸術におけ

る色彩の意味などであり､ これらは田中作品の基本的

要素を中心に設定されたものである｡

またこのフォーラムは､ 現代美術に関する様々な問

題について､ 講師と参加者とが積極的に議論し､ 交流

する ｢開かれた場｣ とすることを目指した｡ 各フォー

ラムの講師への質問・疑問を開催前からホームページ

でも受け付け､ 当日会場で講師からご回答いただいた｡

参加者は､ 各日によって数の多少はあったものの､ 普

段現代美術にあまり接触したことがないながらも､ 全

てのフォーラムに参加いただいた方もいた｡ なお､ 本

展終了後も各講師への質問が当館宛てに寄せられるこ

ともあり､ 普及の効果の一端を推し測ることができる｡

第１回 中津川浩章氏 (美術家)

｢日本の現代美術 東と西｣

８月５日(日) ��：��～��：�� 講座室

第２回 田中敦子氏 ｢田中敦子・自作を語る｣

８月��日(日) ��：��～�	：
� 講堂

第３回 倉科勇三氏 (芦屋市立美術博物館)

｢大人の美術のはなし｡ ワークショップのココロみ｣

８月��日(日) ��：��～��：�� 講座室

第４回 奥村靫正氏 (グラフィック・デザイナー)

｢多様な色の意味について｣

９月２日(日) ��：��～�	：
� 講堂

＊子どもワークショップ ｢ビビッ
美 微 っ

と感じて､ じっくり

描こう｣

本展に関連したテーマを設定し､ 制作・鑑賞の両面

からアプローチする､ 小学生対象のワークショップを

開催した｡ 田中敦子氏の作品世界を ｢運動＝エネルギー

の表現｣ と捉え､ 動き／エネルギー (生命力) やその

伝導を物理的に体験するオリエンテーション (ビビッ

と感じる部分) と､ それを描く行為に置き換える技術

を身につける実技 (じっくり描く部分) を並行して行

なった｡ ワークシートを使い､ からだ全体で展覧会を

鑑賞したり､ 人体の動きや自然の形・色などの観察に

よる視覚的な心理体験を重ねつつ､ 最後に､ 円と線の

モティーフによって参加者全員による作品制作に挑ん

だ｡

タイトルの前半にある ｢ビビッと感じて｣ は､ 田中

の《電気服》からヒントを得たもので､ 後半の制作

｢じっくり描こう｣ に向けた入念なレッスンとも言え

るが､ 後者が完成目標としてあるのではなく､ 自己を

表現するための動機とツール探し､ いわばプロセスを

重視した内容となった｡

○７月
�日(火)～８月５日(日) 実技室および講座室

○講 師：新田あけみ氏 (造型作家)

内山久子氏 (当館自由工房インストラクター)

脇田千晶氏 (当館チーフインストラクター)

○参加者：小学生��名

＊ギャラリー・ツアー

当館では､ 有志のボランティアによるギャラリー・

トークを実施している｡ 本展では､ この輪を広げるた

め､ 展覧会と鑑賞者との掛け橋となるギャラリー・ツ

アーのガイドを､ ボランティアと美術館外部の双方か

ら募集した｡ ボランティア８名に加えて､ ホームペー

ジや印刷物等で広報を行なった結果､ 館外部から��名

の申し込みがあり､ 計�	名のツアー・ガイドが誕生し

た｡ ８つのグループに分かれたツアー・ガイドは､ 会

期前から複数回の勉強会を行い､ ギャラリー・ツアー

に臨んだ｡ アンケートを実施したところ､ これらのツ

アーは概ね好評であり､ 今後も継続されたいとの希望

が多かった｡ またガイドを務めてくれた方々からも､

美術館との距離が縮んだとの声が多く聞かれた｡

○実施日：８月４日(土)､ ５日(日)､ ��日(日)､

��日(土)､ ��日(日)､ ��日(日)､

９月１日(土)､ ２日(日)､ ９日(日)

��時～ (�	分から１時間程度)､ 展示室その他
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■出品目録

№ 作品名 制作年 材質
寸法
〈タテ×ヨコ
(×高さ)､㎝〉

所蔵

� カレンダー ����年頃 インク・鉛筆､ 紙､ コラージュ ����	���� 芦屋市立美術博物館


 カレンダー ����年頃 油彩､ インク､ 紙､ コラージュ ����	���� 芦屋市立美術博物館

� 作品 ����年頃 インク､ 接着剤､ 芯地 
���	���� 芦屋市立美術博物館

� 作品 ����年頃 インク､ 接着剤､ 芯地 ����	���� 奈良県立美術館

� 作品(６) ����年 インク､ クレヨン､ 綿布 ����	�
�� 東京都現代美術館

� 作品 ����年 木綿 �����	
���� 作家

� 作品 ����年 木綿 �����	
�
�� 作家

� 作品 ����年 木綿 �����	����� 作家

� 無題 ����年 油彩､ 紙 ����	���� 芦屋市立美術博物館

�� 無題 ����年 油彩､ 紙 ����	���� 芦屋市立美術博物館

�� 無題 ����年 油彩､ 紙 ����	���� 芦屋市立美術博物館

�
 作品 ����年 人絹 ���	���	�
 作家

�� 電気服 ����年(����年再制作)
管球､ 電球､ 合成樹脂エナメル塗料､
コード､ 制御盤

�����	����	���� 高松市美術館

�� 作品 ����年 油性インク､ 水性インク､ 紙 �����	���� 兵庫県立近代美術館

�� 作品 ����年
油性インク､ 水性インク､ 合成樹脂
エナメル塗料､ 紙

�����	���� 芦屋市立美術博物館

�� 作品 ����年 油性インク､ 油彩､ 紙 �����	���� 芦屋市立美術博物館

�� 作品 ����年
油性インク､ 油彩､ 合成樹脂エナメ
ル塗料､ 紙

�����	���� 芦屋市立美術博物館

�� 作品 ����年
油性インク､ 油彩､ 合成樹脂エナメ
ル塗料､ 紙

�����	���� 芦屋市立美術博物館

�� 作品 ����年 油彩､ 合成樹脂エナメル塗料､ 合板 �����	�
�� 奈良県立美術館


� 作品 ����年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 

���	����� 兵庫県立近代美術館


� 作品 ����年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 

��
	����� 広島市現代美術館



 作品 ����年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス �����	��
�� 兵庫県立近代美術館


� 作品１ ������年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 

���	����� 福岡市美術館


� 作品 ����年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス �����	���� 芦屋市立美術博物館


� 作品 ����年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス �����	�����
大阪市立近代美術館建設準
備室


� 作品 ����年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス �����	����� 兵庫県立近代美術館


� ���� ����年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス ��
��	����� ����������


� 作品 ����年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス �����	���� 兵庫県立近代美術館


� ���赤と黒 ����年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス �����	����� 和歌山県立近代美術館

�� 黒い三ツ玉 ���
年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス �����	����� 滋賀県立近代美術館

�� 金の����� ���
年
合成樹脂エナメル塗料､ メタリック・
パウダー､ キャンヴァス

��
��	��
�� 千葉市美術館

�
 金の����� ���
年
合成樹脂エナメル塗料､ メタリック・
パウダー､ キャンヴァス

�
���	�

��
ギャラリーたかぎ／白石コ
ンテンポラリーアート

�� 作品 ���
年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 

���	����� 高松市美術館

�� �������
 ���
年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス �����	����� 北九州市立美術館

�� 作品 ���
年 合成樹脂エナメル塗料､ 合板 �
���	���� 個人

�� 作品 ���
年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス �
���	���� 個人
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№ 作品名 制作年 材質 寸法
(タテ×ヨコ､㎝) 所蔵

�� ������� 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ 合板 	
���	���� 京都国立近代美術館

�� 作品 (たが) 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	
���	�	�� 東京都現代美術館

�
 作品 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	
�	�� �駒形十吉記念美術館

�� 作品 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス ���������� 芦屋市立美術博物館

�	 ��������� 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス �����	
��� 千葉市美術館

�� 作品 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	����		��� 個人

�� ����	
��� 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス �
�������� 宮城県美術館

�� ����	
��� 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	����	���� 個人

�� ����	
�� 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	
���	�	�� 宮城県美術館

�� 三ツ玉のコンポーズ 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	����
��� �喜多美術館

�� 青 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	
���	�
�� 滋賀県立近代美術館

�� 作品 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス �������� 個人

�
 作品 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス �������� 個人

�� 地獄門 	
����
年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス ��	������� 国立国際美術館

�	 ��� �!	
�� 	
��年
合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァ
ス､ 合板､ モーター

直径	�	�� 芦屋市立美術博物館

�� 作品 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	�	���	�� 作家

�� �� 	
��年
合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァ
ス､ 合板

直径	���� ふくやま美術館

�� 作品 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	�	��
��� 作家

�� ����	
�� 	
��年
合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァ
ス､ 合板､ モーター

直径	
��� 福島県立美術館

�� 作品 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	�������� "�##$�%&�'

�� ��	� 	
�	年 合成樹脂エナメル塗料､ 帆布 	����	���� 個人

�� ���( 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ 帆布 	����	���� 宇都宮美術館

�
 	
��" 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ 帆布 	�������� 個人

�� ���� 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	��������� 京都国立近代美術館

�	 ��	" 	
�	年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	
���	���� 作家

�� 	
��� 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ 綿布 �	�������� 静岡県立美術館

�� ���� 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 		��		���� 個人

�� ���" 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス �	�������� 作家

�� ���& 	
��年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	
�������� 芦屋市立美術博物館

�� �����
	� 	

	年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 直径����� 芦屋市立美術博物館

�� �����
	" 	

	年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 直径����� 和歌山県立近代美術館

�� �
�) 	

�年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	����		��� 作家

�
 �
�" 	

�年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	
���	
��� 作家

�� �
�� 	

�年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス ������	��� 作家

�	 �
�� 	

�年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	
�������� 作家

�� �

* 	


�����年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス 	����	���� 作家
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№ 作品名 制作年 材質 寸法
(タテ×ヨコ､㎝) 所蔵

�� ����� ����年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス ���	�
��	� 作家

�� ����Ｇ ����年 合成樹脂エナメル塗料､ キャンヴァス ���	�
���	� 作家

【素描】

�� ｢電気服｣ のための素描 ����年 クレヨン､ 紙 ��	�
��	� 作家

�� 素描 ����年 クレヨン､ 水性インク､ 水彩､ 紙 ���	�
��	� 兵庫県立近代美術館

�� 素描 ����年 クレヨン､ 水性インク､ 鉛筆､ 紙 ���	�
��	� 兵庫県立近代美術館

� 素描 ����年 クレヨン､ 水性インク､ 水彩､ 紙 ���	�
��	� 兵庫県立近代美術館

�� 素描 ����年 クレヨン､ 水性インク､ 紙 ���	�
��	� 兵庫県立近代美術館

� 素描 ����年 クレヨン､ 油性インク､ 水性インク､ 紙 ���	�
��	� 兵庫県立近代美術館

� 素描 ����年 クレヨン､ 水性インク､ 水彩､ 紙 ���	�
��	� 兵庫県立近代美術館

� 素描 ����年 クレヨン､ 紙 ���	�
��	� 兵庫県立近代美術館

� 無題 (１) ����年 クレヨン､ 紙 ���	�
��	�
大阪市立近代美術館建設準
備室

� 無題 (２) ����年 クレヨン､ 紙 ���	�
��	�
大阪市立近代美術館建設準
備室

� 無題 (３) ����年 クレヨン､ 紙 ���	�
��	�
大阪市立近代美術館建設準
備室

� 無題 (４) ����年 クレヨン､ 紙 ���	�
��	�
大阪市立近代美術館建設準
備室

� 無題 (５) ����年 クレヨン､ 水性インク､ 紙 ���	�
��	�
大阪市立近代美術館建設準
備室

 無題 (６) ����年 クレヨン､ 紙 ���	�
��	�
大阪市立近代美術館建設準
備室

� 無題 (７) ����年 クレヨン､ 紙 ���	�
��	�
大阪市立近代美術館建設準
備室

�� 無題 (８) ����年 クレヨン､ 紙 ���	�
��	�
大阪市立近代美術館建設準
備室

�� 無題 (９) ����年 クレヨン､ 水彩､ 紙 ���	�
��	�
大阪市立近代美術館建設準
備室

�� 無題 (��) ����年 クレヨン､ 紙 ���	�
��	�
大阪市立近代美術館建設準
備室

�� ｢電気服｣ のための素描 ����年 クレヨン､ 油性インク､ 水性インク､ 紙 ���	�
��	� ����������

�� ｢電気服｣ のための素描 ����年 水性インク､ クレヨン､ 水彩､ 紙 ���	�
��	� ����������

�� ｢電気服｣ のための素描 ����年 水性インク､ クレヨン､ 紙 ��	�
��	� 作家

�� ｢電気服｣ のための素描 ����年 水性インク､ 紙 ��	�
��	� 作家

�� ｢電気服｣ のための素描 ����年 水性インク､ 紙 ��	�
��	� 作家

� ｢電気服｣ のための素描 ����年 水性インク､ 紙 ��	
��	� 作家

�� ｢電気服｣ のための素描 ����年 クレヨン､ 紙 ��	�
��	� 作家

��� ｢電気服｣ のための素描 ����年 水性インク､ クレヨン､ 色鉛筆､ 紙 ��	�
��	� 作家

��� 素描 ����年 クレヨン､ 水彩､ 紙 ��	�
��	� 兵庫県立近代美術館

��� 素描 ����年 クレヨン､ 水彩､ 紙 �	�
��	� 兵庫県立近代美術館

��� 素描 ����年 クレヨン､ 水彩､ 紙 �	�
��	� 兵庫県立近代美術館

��� 素描 ����年 クレヨン､ 水彩､ 紙 �	�
��	� 兵庫県立近代美術館

��� 素描 ����年 クレヨン､ 水彩､ 紙 �	�
��	� 兵庫県立近代美術館

��� 素描 ����年 クレヨン､ 水性インク､ 水彩､ 紙 ��	�
���	� 兵庫県立近代美術館

��� 素描 ����年 水性インク､ 水彩､ 紙 ���	�
���	� 兵庫県立近代美術館
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��� ｢電気服｣ のための素描 ����年 墨､ クレヨン､ インク､ 色鉛筆､ 紙 ����	�
�� ドイツ証券会社東京支店

��� ｢電気服｣ のための素描 ����年 クレヨン､ 紙 ����	�
�� ドイツ証券会社東京支店

��� ������� ����年 グアッシュ､ 紙 ����	���� 個人

��� ������
 ����年 グアッシュ､ 紙 ����	���� 作家

�� �� ����年 グアッシュ､ 紙 ����	���� 奈良県立美術館

��� �������� ����年 グアッシュ､ 紙 ���
	���� 作家

��
 �� ����年 グアッシュ､ 紙 ����	���� 奈良県立美術館

��� ������ ����年 コンテ､ 紙 �����	���
 作家

��� ������ ����年 合成樹脂エナメル塗料､ 紙 �����	���� 作家

��� ������ ����年 グアッシュ､ 水性インク､ 紙 ����	�
�� 作家

��� ������� ����年 鉛筆､ 水性インク､ グアッシュ､ 紙 ����	���� 作家

��� ������ ����年 合成樹脂エナメル塗料､ 紙 �����	���� 作家

【素描(習作)等】

�� 無題(《ベル》の習作) ����年 鉛筆､ インク､ 紙 ���	�� 個人

�� 無題(《ベル》の習作) ����年 インク､ 紙 ����	�� 個人

� 無題(《ベル》の習作) ����年 鉛筆､ 紙 直径
��� 個人

�� 無題(《ベル》の習作) ����年 鉛筆､ 紙 ��
	���� 個人

�
 ベル設計図 ����年 インク､ 紙 ��
	��
 東京都現代美術館

�� ノッチ ����年 木､ 銅板 直径���� 東京都現代美術館

�� 手帖 �������年 インク､ 色鉛筆､ 鉛筆､ 紙 ����	��� 作家

�� 広告塔習作� ����年頃 鉛筆､ 色鉛筆､ 紙 ���	���� 作家

�� 広告塔習作� ����年頃 鉛筆､ 色鉛筆､ 紙 ���	���� 作家

�� 広告塔習作� ����年頃 水性インク､ 色鉛筆､ 紙 ���	��� 作家

��� ｢舞台服｣ 習作 ����年頃 水性インク､ 紙 ���	���� 作家

��� ｢舞台服｣ 習作 ����年頃 水性インク､ 水彩､ 紙 ���	�� 作家

�� ｢舞台服｣ 習作 ����年頃 水性インク､ 水彩､ 色鉛筆､ 紙 ���	�� 作家

��� ｢舞台服｣ 習作 ����年頃 水性インク､ 色鉛筆､ 紙 ��	���� 作家

��
 ｢舞台服｣ 習作 ����年頃 水彩､ 紙 
���	��� 作家

��� ｢舞台服｣ 習作 ����年頃 水彩､ 水性インク､ 紙 ���
	��� 作家

��� ｢舞台服｣ 習作 ����年頃 水性インク､ 紙 ���	��
 作家

���
������������ �
���������

�������年
クレヨン､ 色鉛筆､ 鉛筆､ 水性イン
ク､ 油性インク､ 墨､ 紙

���	��� 作家

��� ������� ����年 鉛筆､ 紙 ����	���� 作家

��� ������ ����年 鉛筆､ 紙 ���	���� 作家

�
� ｢����｣ 習作 ����年 鉛筆､ 紙 ���	���� 作家

�
� ���
���習作 ���
年 鉛筆､ 紙 ���	��� 作家

�
 ｢���｣ 習作 ����年 鉛筆､ 紙 ��	���� 作家
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��� ｢����｣ 習作 ����年 クレヨン､ 紙 ��	�
��	� 作家

��� ｢�����｣ 習作 ����年 色鉛筆､ 紙 ��	�
��	� 作家

��� ｢�����Ｇ｣ 下絵 ����年 色鉛筆 �	
��	� 作家

【再制作】

�� 作品 ����年(オリジナル) 人絹 �
���, �
���

��� 作品 (ベル) ����年(オリジナル) ベル､ コード､ スイッチ､ 操作盤
ベル：��個､ コー
ド：����

��� 舞台服 ���年(オリジナル)
管球､ 合成樹脂エナメル塗料､ コー
ド､ 合板､ ビニールシート､ 操作盤

��
��(×�)

��� 作品 ���年(オリジナル)
電球､ コード､ 合板､ ビニールシー
ト､ 操作盤

��
���

【映像資料】

��� 野外具体美術展 ���年
８㎜､ モノクローム､ カラー
(ＶＨＳに変換)

１分��秒 芦屋市立美術博物館

��� 第２回具体美術展 ���年 ８㎜､ モノクローム (ＶＨＳに変換) ��秒 芦屋市立美術博物館

��� ｢舞台服｣ リハーサル ���年 ８㎜､ モノクローム (ＶＨＳに変換) ２分��秒 芦屋市立美術博物館

��� 舞台を使用する美術 ����年
８㎜､ モノクローム､ カラー (ＶＨＳ
に変換)

４分��秒 芦屋市立美術博物館

���
グタイピナコテカ開
館披露パーティー

���年 ８㎜､ モノクローム (ＶＨＳに変換) ��秒 芦屋市立美術博物館

���
�����������
(撮影・編集：福澤博)

���年 �㎜､ カラー (ＶＨＳに変換) ９分��秒 個人蔵

��
田中敦子 もう一つの具体(監督：
岡部あおみ､ 撮影・編集：岸本康)

����年 ＶＨＳ, カラー ��分
ウーファーアートドキュメ
ンタリー制作

関連イベント・ガイド
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