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2000年後の小学校は、どうなっていると思いますか？
——— 柴川敏之

What has become of an elementary school after 2000 years?
——— SHIBAKAWA Toshiyuki
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2000年後の小学校
PLANE T SCHOOL

柴川敏之×てんとうむしプロジェクト
SHIBAKAWA Toshiyuki × Tentoumushi Project

日時：

2013年3月5日（火） — 2013年3月30日（土）

会場：

京都芸術センター ギャラリー北・南ほか館内各所

主催：

京都芸術センター

関連企画：

アーティストトーク「2000年後のギャラリーツアー」

アーティストトーク「2000年後のナイト☆ツアー」

ダンスパフォーマンス「2000年後の人類☆復活」

参加型パフォーマンス「2000年後のランドセルプロジェクト」

明倫茶会「2000年後の発掘☆茶会」
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「てんとうむしプロジェクト」は、単なる展覧会ではなく、京都芸術センターにとって施

設全体としてどうあるべきか、どんな可能性があるのかなどを、たくさんの人との対

話を通して認識する大切な事業のひとつと考えています。「てんとうむしプロジェクト」

に関わってくださるアーティストの方には、普段の展覧会とは違った形での、アウト

プットの仕方やプロセスの開示などをお願いしなければならないたいへんな事業で

あるとも言えます。でも、だからこそ、それまでに味わったことのない経験をたくさん

の人と共有できる貴重な機会と言えるでしょう。

　京都芸術センターのボランティアスタッフには、アートが大好きで、単に鑑賞する

だけではなく、もっと自分たちで能動的に楽しみたいという意思を持つ方が多いのが

特徴です。それは時には、京都芸術センターに対する厳しい意見として返ってくるこ

ともありますが、そのひとつひとつの思いが、京都芸術センターを支える大きな力に

なっていることも事実です。

「てんとうむしプロジェクト」のように、コミュニティとのかかわりを強く打ち出すアー

トプロジェクトや、そのようなプロジェクト型のアートを自律的に扱うアーティストが

生まれた背景には、現代における社会のありようの変化が強く関係しています。地理

的、物理的なつながりから生まれるコミュニティだけではなく、現代に生きる私たち

は、たくさんの緩やかなコミュニティに囲まれています。人と人が理解しあい、豊かさ

や幸福を考える時、そのような自分以外の周囲との関係、社会環境は重要かつ不可

欠な構成要素に違いありません。

　そして、アートには、そのようなコミュニティの存在自体を揺り動かし突き崩す力が

あると同時に、新しく組み立てること、広げていくこと、つなげていくこともできる力

もある。これは、アートやアーティストにとっては、厄介なことである場合も多いかも

しれませんが、ポジティブに考えるならば、新しい可能性へと変えていくことができ

る魅力的なチャンスと言えます。

今回、柴川敏之さんの協力を得て、京都芸術センターはまた新しい可能性の扉を開く

ことができました。小学校という建物を活かした展示構成は、来館者を楽しませ、多

くの人の思い出に寄り添うものになりました。

　そして同時にこのプロジェクトを通して、京都芸術センターにとって越えなければ

ならない課題も立ち現れてきました。この記録集をご覧いただきながら、それらにつ

いても改めて、みんなで考えるきっかけにしたいと考えています。

　ご協力いただいたみなさまへの感謝にかえて。

ごあいさつ
京都芸術センター
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2000年後の 41世紀、私たちの現代社会は“化石”のように発掘されているのでは

ないだろうか。私は「2000年後の未来から見た現代社会」をテーマに制作活動を続

けている。このテーマで制作を始めたきっかけは、2つの遺跡との出会いである。

　ひとつはイタリアで出会ったポンペイ遺跡である。約 2000年前に火山の噴火に

より一瞬にして街ごと姿を消した。もうひとつは、以前に 17年間暮らしていた広島県

福山市で出会った草戸千軒町遺跡 *1である。かつて「日本のポンペイ」と呼ばれたこ

の遺跡は、鎌倉・室町時代に栄え、約 300年前に大洪水で川に沈んでしまった *2幻

の集落である。どちらの遺跡からも、当時の人々のくらしや文化が生き生きと存在し

ていた様子が想像できる。しかし、現代と変わらぬ人々の営みがあったにも関わらず、

突如消失し、やがて忘れられていた。そのことに大きく衝撃を受けた。

私たちが生きている現代社会も様々な問題を抱えている。震災、津波、洪水などの自

然災害のみならず、人的な災害とも言える戦争、核兵器、原発、環境破壊、テロなどの

問題が地球規模で深刻化している。物質的には豊かで発展しているように見える現

代社会は、ポンペイや草戸千軒町遺跡の時代よりも更なる危機に瀕していると言える

かもしれない。いつか私たちの社会もこれらの遺跡のように発掘される日が来るの

ではないか、そんな想いに駆られた。

大学時代から油彩画を制作していた私は、この 2つの遺跡との出会いから更なる絵

画の可能性を目指すようになった。まず、「2000年後の発掘現場」をテーマに石板状

の絵画作品を制作し始めた。これらの石板状の作品と大量の耐火レンガや建築現場

の足場を組み合わせたインスタレーション作品へと展開していった。その後、草戸千

軒町遺跡の出土品を所蔵する広島県立歴史博物館での『2000年後の冒険ミュージ

アム』展（2003年）を機に、「2000年後の発掘現場」から出土したという想定で、化石

（出土品）タイプの作品を制作するようになった。これら一連の化石作品は、同館へ通

い、草戸千軒町遺跡の出土品と色や質感を合わせながら制作した作品である。様々

な現代を象徴するモノ（携帯電話、蚊取り線香など）を探す。それらをキャンバスに見立

てる。身近な物や各地で採取した物（土、鉱物、貝殻、金属の錆など）を顔料にして絵具

作りをし、1層を100年に見立て、20回塗り重ねる。このような絵画的技法を用いて

様々なモノに「2000年後」というイメージを定着させていった。同展ではこれらの作

品と草戸千軒町遺跡の出土品を隣り合わせに並べて展示し、歴史の重層性を表し、

現代について考える機会とした。

この度、京都芸術センターでの「てんとうむしプロジェクト」では、まず、レクチャーを行

い、上述したような私の今までの作品や体験をボランティアスタッフの皆さんと共有し

た。10ヶ月に渡るミーティングは、レクチャーの内容を踏まえた上で、展覧会のテーマ

や内容を皆でいちから話し合い、掘り起こしていく作業から始まった。前半は「2000

「2000年後の小学校」の行方
柴川敏之

「2000年後の小学校」の行方

草戸千軒町遺跡の発掘調査風景（1984年、提供：広島県立歴史博物館） 『2000年後の冒険ミュージアム』展のワークショップ
「2000年後を紙にうつそう！」の様子
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年後の京都・学校・ボランティア」という幅広いテーマ設定であったためか、なかなか

前進しなかった。後半は「2000年後の小学校」へとテーマを絞ることによって、それぞ

れの体験に基づく明確な展示のイメージが共有でき、プロジェクトは加速的に進んだ。

その過程で様々なアイデアが提案された。その全てを実現することはできなかったも

のの、京都芸術センター全体を「2000年後の小学校」に見立て、展示と複数の小企画

から構成することとなった。中でも柱となったのは次の2つであろう。

1：ボランティアスタッフの思い出の品とのコラボレーション展示（pp.52 —61参照）

私のこれまでの展覧会やプロジェクトでは、現地の歴史資料や地域遺産と自作を合

わせてコラボレーション展示を行うことが多かった。本展は、閉校となった小学校が

舞台であり、そこでぜひボランティアスタッフの皆さんの小学校時代の思い出の品と

自作を合わせて展示したいと思った。それぞれの自宅に眠る小学校時代の思い出の

品を毎回少しずつ持ち寄り、エピソードを聞きながら次第に展示物を数点に絞り込ん

でいった。そのプロセスを通じ、一人ひとりの生きてきた時代背景や個性が見えてき

た。そうする中で、それぞれにとってのリアルな「2000年後の小学校」の姿が浮かび

上がってきたのかもしれない。

2：2000年後のインタビュー、2000年後のテスト（アンケート）（pp.28—35参照）

2000年後——。それは答えのない世界であり、100人いれば 100通りの答えがあ

るだろう。このプロジェクトでは、ボランティアスタッフ、来館者、様々な分野で活躍

されている方々に、2000年後について 2つの質問を投げかけた。「2000年後の世

界は、どうなっていると思いますか？」「2000年後の小学校は、どうなっていると思

いますか？」。

2000年後がどうなっているかは誰にもわからない。このプロジェクトを通して 2000

年後の未来の視点から現代社会や学校を見つめてみる契機とし、それぞれの 2000

年後について考えてもらいたい。現代の化石から 2000年後の世界や学校を想像す

ることは、自ずと現代の社会や学校のあり方について考えることを伴うのではないだ

ろうか。このプロジェクトがその契機とアイデア共有の場となればと考えた。

このテーマで制作を始め、今年で 20年目となった。このわずか 20年間にも大震災、

津波、異常気象による自然災害、原発問題、同時多発テロ、ミサイル問題など世界は

様々な危機を経験している。2011年の東日本大震災は記憶に新しく、福島の原発問

題はリアルタイムで現代社会の問題を私たちに突きつけている。そう考えると、これ

から10年、100年、1000年の間には何が起こっても不思議ではない。

　こうした中で、京都は様々な災害を免れ、昔のままの姿を今に残す。多くの史跡や

寺社、昔ながらの暮らしと景観は雄弁に歴史を物語ってくれているようだ。また、こ

のプロジェクトでの沢山の方との出会いと協働、届けられた想いを通じ、それぞれの

中に生きている歴史、地域や学校への愛着、そして未来観に触れることができた。そ

のどれもが心に残る、リアリティに溢れるものであった。この経験から今後の制作へ

の新たなヒントをいただいた。この場を借りて感謝の意を表したい。

　今回のプロジェクトで何度も岡山と京都を行き来する中、この京都芸術センターに

2000年後の懐かしい未来の学校の姿を見たような気がする。老若男女、多様な人々

が集まり、自由に学び合い、過去－現在－未来を結ぶ場所。このプロジェクトは終わっ

たが、もう既にずっと前から「2000年後の小学校」はそこに存在していたのかもしれ

ない。2000年後もその姿を留めていて欲しいと願わずにはいられない。

*1　鎌倉時代から室町時代頃に存在したとされる集落の遺跡。芦田川の中州で発見され、1961年から

1994年まで発掘調査が実施された。出土品は広島県立歴史博物館に常設展示され、2004年には国の重
要文化財に指定された。

*2　現在の研究では約 500年前（室町時代後半）に衰退した説が有力。

小学校時代の思い出の品を持ち寄り、それら

の思い出を紹介し合うミーティングの様子

「2000年後の小学校博物館」（ギャラリー北）
でのコラボレーション展示の様子

2000年後に発掘された
ランドセルの化石作品（撮影：加藤健）

「2000年後の小学校」の行方



プロジェクト概要｜Project Outline
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京都芸術センターは、京都市、芸術家その他芸術に関する活動を

行う者が連携し、京都市における芸術の総合的な振興を目指して

2000年4月に元・明倫小学校を改修して開設された。多様な芸術

に関する活動を支援し、芸術に関する情報を広く発信するとともに、

芸術を通じた市民と芸術家などの交流を図ることを目的としている。

　京都芸術センターの特徴として以下の 3つがあげられる。

・ジャンルを問わない若い世代の芸術家の制作活動の支援

・さまざまなメディアを用いた、芸術文化に関する情報の収集と発信

・芸術家と市民あるいは芸術家相互の交流の促進

　具体的な事業として、展覧会や茶会、伝統芸能、音楽、演劇、ダ

ンスなどの舞台公演やさまざまなワークショップ、芸術家・芸術関

係者の発掘、育成や伝統芸能の継承、創造を目指す先駆的な事業

のほか、制作や練習の場である「制作室」の提供、アーティスト・イ

ン・レジデンス・プログラムでの国内外の芸術家の支援などを実施

している。このような活動をとおして、京都芸術センターは、新しい

世紀の都市文化の創造拠点となることを目指している。

1869（明治2）年に下京第三番組小学校として開校した明倫小学校

は、1993（平成 5）年に124年の歴史をもって閉校した。

明倫小学校―その名は、石門心学の心学道場「明倫舎」を校舎に

あてたことに由来する。

占出山町・錦小路通りに面した正門があったが、1875（明治 8）年

には山伏山町の土地を購入し、室町通りに面して正門を構えた。そ

の後も手洗水町の土地などを購入し、1927（昭和2）年に現在のよ

うな敷地となった。

現在ではこの頃の校舎の面影は残していないが、錦小路通りに

は門の跡が残されている。古くより呉服問屋で栄え、釜師や画家も

暮らした明倫学区。文化への関心、教育への熱意も強く、子どもた

ちへのあたたかい想いによって「明倫小学校」は育まれてきた。皆

川泰蔵や木島桜谷、菊池契月の作品をはじめ様々な芸術品も、作

者本人や明倫小学校の卒業生、町の方々らから寄贈されている（こ

れらの作品は現在、京都市学校歴史博物館に収蔵されている）。

1931（昭和6）年には、大改築を経て現在の校舎となった。当時で

は最先端の鉄骨建築である。京都市営繕課によるデザインで、赤み

を帯びたクリーム色の外壁と、スペイン風屋根瓦のオレンジ色、雨

樋の緑青色が、温かみのある雰囲気を醸し出す。明倫学区には祇

園祭の山鉾町の多くが含まれていることもあり、建物の正面は祇園

祭の山鉾を模したといわれている。

趣のある講堂や、格天井の見事な 78畳の大広間、屋上に建つ和

室などの特徴的な部屋の他にも、階段の手すりや外壁の装飾、丸

窓など、そこかしこに見所がある。また、北館には荷運びや避難経

路としても実用的なスロープが採用されている。

京都芸術センター開設に伴う改修は、その姿をほぼそのまま残し

て実施された。講堂・大広間・和室「明倫」、制作室として使用して

いる教室などは、イベントで開放している際のみの公開となるが、

図書室や喫茶スペース、廊下を巡るだけでも、明倫小学校の雰囲

気を充分に楽しむことができる。

学区に暮らす方々が、長い年月大切に育ててこられたこの「明倫

小学校」は、今も「京都芸術センター」として、たくさんの人々が学

び、創造し、憩う場として開かれている。

京都芸術センターについて 明倫小学校について

京都芸術センターについて｜明倫小学校について

京都芸術センターの外観 1887（明治20）年頃の明倫小学校の

全景（『明倫百年記念誌』より）

制作室（スタジオ）での稽古風景

（アーティスト: Monochrome Circus）
1898（明治31）年入学写真

（閉校記念誌『124年のあゆみ』より）

1931（昭和6）年竣工時の正門

（『明倫百年記念誌』より）

トラディショナル・シアター・トレーニ

ング（T.T.T.）

明倫小学校の校章

明倫小学校の「M」、アートの「A」、セ
ンターの「C」が重なり形作られた。地
域に根をはり、アートを育て、世界に

向けて発信するアンテナで、京都芸術

センターの意思を伝えている。デザイ

ン：安田正（アートジャパン）

京都芸術センターの年表
1995年｜5月：元・明倫小学校を『芸術祭典・京』の芸術共感部門の会場と
して利用（1998年まで） 

1996年｜6月：京都市芸術文化振興計画策定（京都芸術センターを京都の芸
術文化振興の拠点として位置づけ） 

1997年｜2月：都心部小学校跡地活用審議会（元・明倫小学校を芸術セン
ターとして活用することを承認） 
同年｜10月：芸術センターの試行事業として元・明倫小学校でアートアク
ション京都を実施（事業終了／1998年12月15日）

1998年｜10月：京都アートセンター検討委員会報告書提出
同年｜11月：アートセンター整備計画策定
1999年｜1月：京都芸術センター整備工事着工
2000年｜1月：竣工
同年｜3月：オープニング記念事業開催
同年｜4月：京都芸術センター開設
2008年｜7月：国の有形文化財に登録
2010年｜1—5月：開設10周年記念事業「さらなる彼方へ」
同年｜３月：同記念事業「てんとうむしプロジェクト」の第1回を開催
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京都芸術センターでは、芸術文化の分野における創造的活動を支援

し、それらの振興と普及を図るため様々な事業を展開している。中で

も、本企画「てんとうむしプロジェクト」は、2010年に京都芸術セン

ター開設 10周年の記念事業としてスタートし、京都芸術センターで

活動する約 250名のボランティアスタッフと共にアートプロジェクト

を運営するものである。

　第 1回目（2010年3月 5日— 28日）には、小山田徹と伊達伸明を出

品作家に迎え、『未来への素振り』展を開催した。ここでは、「日常の

中にこそ未来を考える要素がある」をコンセプトとし、人生をめぐる

背景や記憶、それを視覚化および追体験することによって感じられ

る未来への予感が提示された。

　続いて、第 2回目（2011年3月8日—27日）では、 『tightrope walk-

ing —てんとうむしのつなわたり』展を開催した。面白いアイデアを目の

前に提示することによって生じる興奮・共感を作品とするアーティスト

ユニットwah documentとボランティアスタッフとで交わされる真剣

な意見、思いが相互に行き来する中で、不可能とも思われた南北の校

舎間をわたる「つなわたり」をプロジェクトとして実現した。

　さらに、第 3回目（2012年3月20日—25日）は、コンセプトメイキング

に藤本由紀夫を迎え、「自発的になにかをつくる」というアートの原点を

みつめることをテーマに『京都芸術倶楽部』と名付けられたプロジェク

トを実施した。6日間で行われたイベントの全てはボランティアスタッフ

が考案したものである。趣味として生活と共にある何かを誰かと共有す

ること、日常では話すことのできない問題に向き合うこと、そして現代

において欠けているコミュニケーションへの挑戦など、毎日、さまざまな

イベントが催された。この、『京都芸術倶楽部』の取り組みは、プロジェク

トが終了した後もボランティアスタッフ有志により継続されている。

第4回目の「てんとうむしプロジェクト」として、41世紀の未来から

〈現在〉を見つめるという視点で制作を続ける美術家、柴川敏之を

招聘し、2013年3月の展覧会実施に向けての活動を行った。2012

年 5月から、10ヶ月にわたるミーティングを重ねた結果、柴川敏

之×てんとうむしプロジェクト『2000年後の小学校｜PLANET 

SCHOOL』展（2013年3月5日— 30日）を開催した。

　今回、招聘アーティストとなった柴川は、私たちの身の回りにあ

るごく普通のモノを“化石化”することによって、〈現在〉を象徴する

ものに変換し、〈現在〉とは何かを問いかけることをテーマとして作

家活動を行っている。「歴史は過去、現在、そして未来へと続いてい

る。2000年後の未来を考えるということは、〈現在〉を考えること

でもある。現代社会の諸問題を考える時、2000年後という未来か

らの視点で現代社会を眺めてみると問題解決への思わぬ発想やア

イデアが生まれるかもしれない」と柴川は語る。

　そして、京都芸術センターは、戦前の番組小学校 *の特徴をその

まま残した元・京都市立明倫小学校の歴史や建物の文化財的価値

に着目し、自由な芸術活動を行えるよう配慮しつつ、既存の施設を

できる限り生かした改修を行い、アートセンターとして運営してい

る。このことと柴川の作品制作テーマを組み合わせて、本展覧会の

テーマを「2000年後の小学校」とした。

　元小学校である京都芸術センター全体を「2000年後の小学校」

に見立て、館内各所で展示やイベントを行い、過去・現在・未来を

融合させながら 2000年後の世界へ来館者をいざなった。準備の

段階でも館内各所でミーティングや、建物自体をモチーフとした作

品制作のワークショップも行った。

　本展は、開館当初からさまざまな現代美術の作家の作品に出会

い、鋭いまなざしを向けてきた京都芸術センターのボランティアス

タッフと柴川が、10ヶ月にわたってミーティングやワークショップ

などを重ね、その結果生まれた展覧会を通して〈現在〉とは何かを

問いかける試みとなった。

『2000年後の小学校｜PLANET SCHOOL』について「てんとうむしプロジェクト」について

「てんとうむしプロジェクト」について｜『2000年後の小学校｜PLANET SCHOOL』について

『未来への素振り』展｜会場風景｜2010年

本展のフライヤー｜本展の広報物や本

記録集にフランス語で「未来」を表す書

体Avenirを使用したり、わら半紙をイ
メージした用紙を使ったりと、展覧会の

コンセプトに則りデザインされている。

『tightrope walking－てんとうむし
のつなわたり』展｜つなわたり本番｜

2011年（撮影：表恒匡）

『京都芸術倶楽部』｜会場風景｜2012年

てんとうむしプロジェクト・ロゴマーク｜

ボランティアスタッフ井上舞さんによる

てんとうむしプロジェクトロゴマーク。

プロジェクトの名称は、10周年にち
なんで名づけられたものである。「てん

（ten）」、「とう（＋）」、「むし（6む＋4し）」と

すべて数字の 10に関連している。

京都芸術センター ボランティアスタッフについて
大学生から80歳代まで年齢・性別を問わず約250名が、展覧会における監
視業務、発送作業補助、公演・演奏会などイベントの受付補助などを主な仕

事として活動している。ボランティアスタッフの中には、開設当初から継続

して活動を続ける人、地域住民として協力する人など、そのかかわり方は多

彩である。他施設で文化ボランティアとして活動するなど、地域とのつなぎ

手としても活躍している。

*番組小学校（ばんぐみしょうがっこう）
京都では、道路をはさんで形成された

町が集まって地域的に連合した自治組

織である「町組」が 16世紀初めころに
形成され、拡大発展を経ながら存続し

てきた。都が東京へと移った明治維新

後、京都の町衆は、京都の再興は人づ

くりにあると考えた。そして、「町組」を

解体・再編成すると同時に、町組ごと

に小学校と町組会所を併設する町組

会所兼小学校を構想した。そして、日

本の近代的学校教育制度のさきがけ

となる「番組小学校」が誕生したのであ

る。この番組小学校は、当初より一般

市民を対象としたものであった。
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『2000年後の小学校｜PLANET SCHOOL』ができるまで
レクチャー ミーティング

ワークショップ（ローラー拓本）

『2000年後の小学校｜PLANET SCHOOL』ができるまで

2013年 3月の展覧会実現に向けて、ボランティアスタッフと柴川敏之は 10ヶ月もの
間、ほぼ月1回のペースでミーティングなどを重ねてきた。柴川の作家活動について
のレクチャーに始まり、数回のアイデア交換会を経て、会期中に行うイベントの企画、

展示品の選定やステンドグラス作りのワークショップ、そして展示設営から撤去作業

まで、すべて両者が協働して行った。

柴川によるプレゼンテーション。自己紹介を兼ねて、これまで

の作家活動や、全国各地でのプロジェクトの様子などをスライ

ドや映像を交えてボランティアスタッフに説明した。

柴川が各地で行っている「ローラー拓本」のワークショップを、2012年11月から

2013年2月まで行った。ローラー拓本は柴川が考案。拓本の技法をアレンジし、ロー
ラーを使用して短時間でモノの形を写し取る（化石化する）技法。身近なモノを床に並

べて和紙を被せ、黒インクを付けたローラーを転がすと、レントゲン写真のように下

の絵柄が浮かび上がる。同技法で京都芸術センターの建物や備品なども写し取った。

この技法で作った拓本を「紙の化石」に見立て、大小を含め329枚を制作した。

アイデア用紙

初期のミーティングでは、参加者が何人かのグルー

プに分かれてディスカッションを行った。左は、アイ

デア交換会でそれぞれのグループが作成した「アイ

デア用紙（模造紙）」のうちの一枚（部分）。

展覧会のテーマから関連イベントの企画まで、様々な項目での

意見交換を行った。中盤以降では、ギャラリー北で展示する小

学校時代の思い出の品を持ち寄り、展示について話し合った。

ミーティングを行う「てんとうむしプロジェクト」のボランティアスタッフ
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インタビュー撮影

ワークショップ（裏彩色）

展示設営・撤去作業

小学校時代の思い出の品にまつわるエピソードについて、ボ

ランティアスタッフが語る様子を映像に収めた。この映像は、

ギャラリー北の「2000年後の小学校博物館」で投影された。

棟方志功の手法に倣った「裏彩色（うらざいしき）」という技法で、ローラー拓本で制作

した「紙の化石」の裏から着色する。まず、新聞紙に「紙の化石」を裏返して置き、上か

ら霧吹きで水をかける。その上からポスターカラーと水を混ぜたジュース状の絵具で、

絵柄に関係なく自由に着色する。その後、新しい新聞紙の上に移動して乾燥させる。

新しい新聞紙へ何度か移し替え、最後に重石を置き、1日間プレスをして完成。

柴川敏之に「てんとうむしプロジェクト」への協力依頼

柴川と担当者との打合せ

柴川と担当者との打合せ

柴川と担当者との打合せ

第 1回柴川とボランティアスタッフとの協働：レクチャー（1回目）

第 2回柴川とボランティアスタッフとの協働：一般公開の体験ワークショップ（ローラー拓本）｜レクチャー（2回目）

第 3回柴川とボランティアスタッフとの協働：レクチャー（3回目）｜ミーティング（1回目）

柴川と担当者との打合せ

第 4回柴川とボランティアスタッフとの協働：レクチャー（4回目）｜ミーティング（2回目）

柴川と担当者との打合せ、柴川が京都市内を視察

第 5回柴川とボランティアスタッフとの協働：ミーティング（3回目）、京都市学校歴史博物館の視察

柴川と担当者との打合せ

第 6回柴川とボランティアスタッフとの協働：ミーティング（4回目）｜ワークショップ（1回目｜ローラー拓本）

ワークショップ（2回目｜ローラー拓本）

柴川と担当者との打合せ

第 7回柴川とボランティアスタッフとの協働：ミーティング（5回目）｜ワークショップ（3回目｜ローラー拓本・裏彩色）

ワークショップ（4回目｜裏彩色）

第 8回柴川とボランティアスタッフとの協働：ワークショップ（5回目｜ローラー拓本・裏彩色） ｜「2000年後の発掘
現場」展示のシミュレーション

第 9 回柴川とボランティアスタッフとの協働：ミーティング（6回目）｜インタビュー撮影｜ワークショップ（6回目｜

ローラー拓本・裏彩色）

柴川と担当者との打合せ

第10回柴川とボランティアスタッフとの協働：ミーティング（7回目）｜インタビュー撮影

柴川が明倫茶会を視察

展覧会準備、会場設営等

展覧会初日｜柴川によるボランティアスタッフスタッフへの説明会（2回実施）

関連イベント：アーティストトーク「2000年後のギャラリーツアー」
関連イベント：アーティストトーク「2000年後のナイト☆ツアー」
関連イベント：ダンスパフォーマンス「2000年後の人類☆復活」
 「2000年後の発掘現場」展示期間

関連イベント：明倫茶会「2000年後の発掘☆茶会」（4回実施）

展覧会最終日

撤去作業

記録集の打合せ（以後、メール、電話、インターネット通話等による打合せ）

本展では、京都芸術センターの館内全体を展示空間とした。

設営は全てボランティアスタッフと柴川が協働して行った。ま

た、展覧会終了後の撤去作業についても同様である。

※ワークショップ（ローラー拓本、裏彩色）で

は、ボランティアスタッフのほかにスタッフ

のご家族・友人など有志の方々にもお手伝

いをいただいた。

タイムドキュメント｜pp.106—107 活動記録の写真参照

2011年

9月 7日（水）
11月 5日（土）
12月 19日（月）

2012年

3月 29日（水）
5月 27日（日）
6月 24日（日）
8月 5日（日）
8月 6日（月）
9月 2日（日）
9月 3日（月）—

4日（火）
10月 7日（日）
10月 8日（月）
11月 18日（日）
11月 19日（月）
12月 10日（月）
12月 16日（日）
12月 17日（月）

2013年

1月 13日（日）

1月 14日（祝・月）

2月 10日（日）
2月 11日（祝・月）
2月 23日（土）
2月 26日（火）—
3月 4日（月）

3月 5日（火）
3月 10日（日）

3月 17日（日）
3月 18日（月）—

23日（土）
3月 23日（土）
3月 30日（土）

3月 30日（土）—
31日（日）

5月 24日（金）

『2000年後の小学校｜PLANET SCHOOL』ができるまで｜タイムドキュメント
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展示配置図

展示配置図

インフォメーション

2000年後のプロジェクトルーム

二宮金次郎像の後ろの木（屋外）

2000年後の二宮金次郎の頭の中

前田珈琲

2000年後のカフェ

図書室

2000年後の図書室

フリースペース

2000年後の発掘現場

廊下の窓

2000年後のステンドグラス（B）

階段踊り場の窓

2000年後のステンドグラス（C）

正面入口の自動ドア

2000年後のステンドグラス（A）

ギャラリー南

2000年後の大部屋

ギャラリー北
2000年後の
小学校博物館

階段付近

2000年後の遺跡

トイレ・水飲場の窓

2000年後のステンドグラス（E）

水飲場付近の倉庫

2000年後の小部屋
談話室

2000年後の教室

階段踊り場の窓

2000年後のステンドグラス（C）

和室「明倫」の障子

2000年後のステンドグラス（F）

和室「明倫」

2000年後の茶室

階段踊り場の窓

2000年後のステンドグラス（C）

階段踊り場の窓

2000年後のステンドグラス（C）

談話室の窓

2000年後のステンドグラス（D）

印：「2000年後のいたずら」の作品設置箇所（pp.80 — 81参照）

北館 1階

南館 1階

南館 2階

南館 3階

南館 4階
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会場風景｜Installation View
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2000年後のプロジェクトルーム｜インフォメーション（南館 1階）

京都芸術センターの入口であり、「2000年後の
小学校」の導入部分である。入口のアーチ状の自

動ドアに、てんとうむしプロジェクトのイメージカ

ラーである赤・黄・黒を基調とした「2000年後の
ステンドグラス（A）」を設置。「2000年後の小学
校」へタイムスリップするトンネルをイメージして

いる。この作品は柴川と共にボランティアスタッ

フが制作した（pp.19 — 20参照）。ここでは、来館者

に本展の解説付きの会場図と「2000年後のワー
クシート」が配布された。掲示板では、このプロ

ジェクトのイベント情報等が得られる。また、ここ

は各種イベントの集合場所にもなっている。
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Q1.2000年後の世界はどうなっていると
　   思いますか？
A1. 2000年というのは、生物そのものが姿形を変え
るには、実は短い時間なんです。進化の時間、特に、

私たち哺乳類は、2000年という時間ではほとんど
姿形を変えない。人間、ホモ・サピエンスは約 20万
年前にアフリカで登場した種ですが、その姿形は、今

に至るまでほとんど変わっていません。自然の姿も、

2000年では大きく変化することはありません。都市
ができて、人間が作ったものがいっぱい溢れた、とい

う点では変化しているかもしれないけれど。熱帯林や

海といった、いろんな環境に生物たちが群れていると

いう構成要素は、2000年前も同じです。ただし、変
わったものがある。それは「コミュニケーション」です。

私たちはいろんな手段を使って情報を集め、人間や自

然、あるいは人間同士の関係を調整しているわけで

す。それが、2000年前には全然違うものだったはず
だから、2000年後というのも、コミュニケーションの
形は変わっているはず。それは、いったいどういうも

のなのか。例えば、僕が小さい頃は「ドリトル先生」の

ように、動物と話ができることというのが夢だったわ

けです。そしてそれは、未だにできていない。だから今

は、いろいろな科学の力を使って、動物や植物はこう

いう生き方をしているということをなんとか理解しな

がら、共存しようとしています。でもこれから、いろん

な技術を駆使すれば、動物と話をすることができるか

も知れない。もし、直接話ができるようになるとした

ら、それだけで人間と動物、人間と自然の関係は変わ

りますよね。生物学的には変わらないけれど、生物同

士をつなぐコミュニケーションというのは、変わる。だ

から、そこに何か面白いものが隠されているんじゃな

いか、と思いますね。

2000年後のプロジェクトルーム：2000年後のインタビュー

「2000年後のプロジェクトルーム」の正面に
ある壁面では、インタビュー映像がプロジェ

クターで投影されている。各分野で活躍する

22人が、2つの問題「2000年後の世界は、

太田耕人｜演劇評論家、京都教育大学教授

小林昌廣｜情報科学芸術大学院大学教授

酒井英一｜明倫自治連合会会長（当時）

茂山千五郎（十三世）｜大蔵流狂言師

上念省三｜舞踊研究家

隅地茉歩・阿比留修一・鈴木みかこ｜ダンス
カンパニー・セレノグラフィカ

関典子｜舞踊家、神戸大学大学院人間発達環境学
研究科講師

田中誠二｜学校法人大和学園理事長

田茂井廣道｜能楽師・シテ方観世流

土田英生｜演出家・劇作家、劇団「MONO」代表

筒井潤｜演出家・劇作家、dracomリーダー
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どうなっていると思いますか？」「2000年後
の小学校は、どうなっていると思いますか？」

について答えている。

中村典子｜作曲家、京都市立芸術大学音楽学部
准教授

橋本裕介｜KYOTO EXPERIMENT（京都国際
舞台芸術祭）プログラム・ディレクター

花本有加・松木萌｜ダンサー

平芳幸浩｜京都工芸繊維大学美術工芸資料館
准教授

広田ゆうみ｜俳優

二口大学｜俳優

村井康彦｜歴史学者、公益財団法人京都市芸術
文化協会理事長（当時）

山極寿一｜人類学・霊長類学者（ゴリラの研究者）、
京都大学大学院理学研究科教授

（五十音順）

Q2.2000年後の小学校はどうなっていると
 　  思いますか？
A2.2000年前には、子どもたちは、人から直接学ぶし
かなかった。情報というものは、人から教えられること

によって伝わっていく。それが、2000年の時を経て、
システマティックになったものが今の小学校です。で

は、2000年後は、どうなっているのか。子どもたちの
生物学的な成長の時間というのは変わらないと思いま

す。姿形は、今の小学生と同じようなもので、知識も、

おそらく今の小学生と同じくらい少ない。でも、その知

識の得方っていうのが違うのではないかと思います。

今だって、もう人から学ばなくったって、小学生たちは、

ネットの世界に入ればいくらでも、自在に情報を集め

ることができるでしょ。2000年後には、情報に関して
は、もっと技術が発達していて、人がものを教えなくて

も良くなっていると思います。でも、実は教えなくちゃ

いけないことがある。それはね、体験なんですよ。生の

身体を通して、五感を通してでないと伝えられないこ

とがあるはず。それを、人が教えるのだと思います。だ

から、教育方法というのは変わっているでしょうね。学

校というものがあるかどうかわからないけれど、人間

が生きていくために、必要な情報、技術、知恵ってい

うものがあるはず。その中で、人間から人間にしか伝

えられないもの、上の世代からしか伝えられないもの

が、やはりきちんと残っていて、それが多分教育という

形で表れるのではないでしょうか。2000年後の世界
に、まだ「家族」という単位が残っているかどうかはわ

からないので、親から子どもへ、あるいは先生から子

どもへ、というような形ではないかもしれない、という

ように、学びの方法は変化しているでしょう。だから、

その教育の現場が「場所」である必要はないのかもし

れませんね。

山極寿一｜人類学・霊長類学者（ゴリラの研究者）、京都大学
大学院理学研究科教授
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村井康彦｜歴史学者、公益財団法人京都市芸術文
化協会理事長（当時）

Q1.2000年後の世界はどうなっていると
　   思いますか？
A1.この質問に対する答えというのを、想像力を働か
せてお答えしなければならないのでしょうが、なかな

か難しいと言うか、想像を超える質問で、正直なとこ

ろ、答えようがないというのが本音かもしれません。一

つ考えられるとするならば、2000年後の世界という
ものには、大きく分ければ二つのシナリオがあるので

はないかと思います。まず一つは、このまま、科学技術

が進んで、地球以外の惑星というか、他の星に生物が

住んでいて、その生物との間のやりとり・交流が発生

し、場合によってはその星と地球とを行き来するという

ことになっているかもしれない、というものです。ある

いは、他の星で人類の新しい歴史が始まっているとい

う理解もあるかもしれません。もう一つは、この地球

が破滅して、人類も何もいなくなっていて、2000年後
の世界は存在しない、というものです。

Q2.2000年後の小学校はどうなっていると
 　  思いますか？
A2. 2000年後の小学校というのも、あまり想像がで
きないのですが。今の地球が残っているという、一つ

目のシナリオの場合の話ですけれども、科学技術が

発達し、それが学びの場にも及んだ結果、子どもが大

人なみの知識を早く得ることができるようになり、「小

学校」の教育レベルがべらぼうに高くなっていて、小

学校のような教育機関が必要なのかどうかわからな

い状況が出て来ているかもしれませんね。いかがで

しょうか。

中村典子｜作曲家、京都市立芸術大学音楽学部准教授

Q1.2000年後の世界はどうなっていると
　   思いますか？
A1.フランス革命があったのが約 200年前で、それ
のその 10倍にあたる時間ですね。また、2000年前
というと、キリストが生まれた頃、ということになりま

す。2000年後にはエネルギー資源がどうなっている
のか、ちょっと心配ではありますけれど、世界はもう少

し、良いものになっていると思います。人と人がお互い

にわかりあえる時間がたくさんあるのではないでしょ

うか。そして、2000年後の音楽はおそらく、環境とつ
ながっているのではないかと想像しています。環境と

いかに調和するか。残念ながら音楽は今のところ、調

和するという名目で、むしろ葛藤が起こってきたかもし

れません。それが 2000年後にはひと回りして、良い 2
重の円のような形になっているのではないかなと考え

ます。音楽というよりはいかに環境をモデレートするか

というような役割をする、もっと日常的なものになって

いると思います。

Q2.2000年後の小学校はどうなっていると
 　  思いますか？
A2.小学校時代で考えることで、最終的に人の人生全
体が形作られると思っています。2000年後にはおそ
らく、今よりずっと、子どもと大人で、理念や行動、状

況といったものの差が少なくなっているのではないで

しょうか。つまり、学校で教わること、学ぶことなどは、

科学技術が発達して、その過程を代替できるように

なっていて、子どもと大人の差があまりないような感じ

になっているのではないかと思います。わいわい楽し

く、というよりは、一緒に考えて一緒にドライビングし

ていく仲間、という形で子どもと大人が一緒に世界を

動かしている、という状態を想像しています。

平芳幸浩｜京都工芸繊維大学美術工芸資料館准教授

Q1.2000年後の世界はどうなっていると
　   思いますか？
A1.2000年後、なかなかイメージができないんです
けれども、人類が残っているかどうかというのも定

かではありませんが、人類が生き残っていると仮定

して、人と人とのつながりということで考えると、お

そらく今のような国家というような形の、地理的な

境界で区切られたような共同体ではない、別の形の

共同体で人々がつながっているような、そんな世界

になっているかもしれません。地球の環境が悪化し

ていくと仮定すると現実空間での共同体の規模は縮

小に向かうでしょうから、それに反比例して物理的空

間に縛られない共同体規模が拡大していくという状

況でしょうか。

Q2.2000年後の小学校はどうなっていると
 　  思いますか？
A2.そうですね、共同体がそういった地理的な制約と
は別の形ででき上がっているとすると、学校というも

のも、共同体の変化とともに、違うかたちであるかも

しれないですね。「小学校」という枠組みを支えている

「同じ年に生まれた子は横並びに同じことを学ぶ」と

いうシステムも見直されているかもしれません。子ども

が一カ所に集って学んだり遊んだりする場というのは

あるかもしれませんが、あるいは仮想空間の中で、全

く距離の離れたところにいる人たちが一カ所に集まっ

て、同じものを学ぶようなことになっていると思いま

す。出会いというようなものの感覚も変わっているかも

しれませんね。身体的な接触というのが、仮想空間の

中でもかなりリアルなものとしてありえるような状況に

なっているかもしれません。

太田耕人｜演劇評論家、京都教育大学教授

Q1.2000年後の世界はどうなっていると
　   思いますか？
A1.2000年後にも人間がこうやって社会を作って生
きているとしたら、おそらく生活の基本的な部分はコ

ンピューター、機械によって行われることになってい

るでしょうから、みんなとても、手仕事のようなものを

大切にするようになっているんじゃないかな。手書き

で手紙を書いたりとか、手作業でアート作品を作った

りとか。そういう意味では、私が専門にしている演劇の

ようなものは、きっと今と違った形にはなるでしょうけ

れども、生き残って、ますます盛んになっているような

気がします。ただ、人口は減っていると思うので、より

原始的になっているところはあるだろうけれど、それが

「文化」と言えるものなのかどうか。つまり、「文化」の質

は変わっているのではないかと思います。

Q2.2000年後の小学校はどうなっていると
 　  思いますか？
A2.小学校という単位が残っているかどうかはわかり
ませんが、おそらく教育機関は残っているのではない

でしょうか。きっと自宅にいながら、いろいろな形で自

由に学べるようなことになっていて、もしどこかの場

所に集まることがあるとしても、もっと少ない人数でク

ラスが作られているでしょうし、今のような、先生がい

て、35人とか 25人の生徒が同じ教室で学ぶ小学校、
というようなものはもう存在していないのではないか、

と思っています。知識は自分たちで学べるようになっ

ているので、いろいろな人間同士の関係性の作り方と

か、社会の中で守っていかなければならないいろいろ

な行動規範とか、そういったものを教え込むというの

ではなく、自然と身につけていけるような工夫がなさ

れているのではないでしょうか。

2000年後のプロジェクトルーム：2000年後のインタビュー
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2000年後のプロジェクトルーム：2000年後のテスト（アンケート） 問題 1.
2000年後の世界は、どうなっていると思いますか?

（12歳｜男性｜小学生｜京都市立北白川小学校：在学中）

（35歳｜女性｜教諭｜大阪府泉佐野市立日根野小学校：卒業）

（62歳｜男性｜無職｜京都市立錦林小学校：卒業）

（74歳｜男性｜無職｜三重県菰野町立菰野小学校：卒業）

00332000年後のプロジェクトルーム：2000年後のテスト

「2000年後のプロジェクトルーム」の入口側
の壁面に、テスト形式のアンケート「2000
年後のテスト」が掲示されている。「2000
年後のインタビュー」と同じ 2つの問題に
ついて、京都芸術センターのボランティアス

タッフに答えてもらったものである。どちら

の問題にも正解はなく、様々な人々が考える

「2000年後の世界」「2000年後の小学校」
に触れる機会とした。この「2000年後のテ
スト」は、「2000年後のプロジェクトルーム」
の机にも設置され、来館者も答えることが

できるようになっている。来館者の答えは、

「2000年後の教室」の黒板に掲示して紹介
されている。

0032

（24歳｜女性｜駅員｜大阪市立滝川小学校：卒業）
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問題 2.
2000年後の小学校は、どうなっていると思いますか?

問題 2.
2000年後の小学校は、どうなっていると思いますか?

人間しかいなくなっている。車が水の上でも、中でも

走っている。（12歳｜男性｜小学生｜京都府大山崎町立大山

崎小学校：在学中）

海と陸が、5:5くらいになっていると思う。（20歳｜男性｜

大学生｜福岡県京都郡苅田町立南原小学校：卒業）

医療技術の発達により、少子化は改善する。地球は環

境問題が更に深刻化し、地球の外（宇宙）に移住し始め

る。宇宙での人工的な居住施設（コロニー）が造られる。

（30歳｜男性｜休職中｜京都市立新林小学校：卒業）

今の文明は一旦は破滅。少数の人々や一部の社会は存

続。気候変動や環境破壊などの結果、原始的な世界で

自然と共存せざるを得なくなる。「足を知る」生活の中、

自然と調和し、様々な他者と共に生きることが幸福の

その他の解答

世界のみんなが、小学校に通えるようになっている。

（20歳｜女性｜学生｜沖縄県南風原町立北丘小学校：卒業）

あらゆる人種が同じ小学校で学んでいる。それぞれの

ルーツなど多種多様に学べる。給食が楽しそう！（30歳

｜女性｜飲食店勤務｜岡山県苫田郡鏡野町立南小学校：卒業）

擬似的に仮想空間の中でのみ存在している。歩いて学

校に通うのではなく、スイッチひとつで自分の精神（脳

波）を学校（仮想空間）へと移すことができる。学校とい

うシステム自体は、形を変えて残り続ける。（31歳｜男性

｜公務員｜北海道釧路市立新川小学校：卒業）

ローカルごとに、小学校というより子どもから大人まで

問題 1.
2000年後の世界は、どうなっていると思いますか?

基準。近代の経済成長をベースとした社会システムは

破綻し、限りなく後退。全ての人と自然との共感性や精

神性を高めていくことが発展や進化の水準にシフトし

ている。（36歳｜女性｜主婦｜岡山県都窪郡早島町立早島小

学校：卒業）

人口が 200億人位になり、貧富の差が縮小している。
温暖化が進んだ地球環境で、アフリカのような世界に

なっているのでは。（70歳｜女性｜無職｜京都市立伏見南浜

小学校：卒業）

人類のエゴによって、人類の適応できない地球となり、

人類や動植物も死滅してしまった地球となっているよ

うな幻想を抱くことがある。世界で三度目の原子力発

電所の爆発事故の後は、特にその感に襲われる。（83歳

｜男性｜各種ボランティア｜京都市立六原小学校：卒業）

学びの場があって、第一次産業中心に働きながら、集団

で学ぶ場が栄えている。（51歳｜女性｜無職｜東京都世田

谷区立瀬田小学校：卒業）

氷河期の真っただ中のため、昔、赤道と言われた帯域

に、数えるぐらいの小学校があり、黒板とチョークを

使って勉強している。子どもたちは、元気で明るい。氷

河期を生き抜いた 2万年前の事情について勉強してい
る。彼らだけは賢者である。（66歳｜男性｜無職｜京都市立

京極小学校：卒業）

子どもはたくさん生まれて、きれいな空気の中で、宇宙

の平和について学んでいる。（71歳｜女性｜無職｜京都市

立西院小学校：卒業）

0034 0035PL ANET SCHOOL

（12歳｜女性｜小学生｜京都教育大学附属京都小中学校：在学中）

（24歳｜女性｜駅員｜大阪市立滝川小学校：卒業）

（61歳｜女性｜公務員｜大阪府豊中市立南桜塚小学校：卒業）

（83歳｜男性｜無職｜京都市立元町小学校：卒業）

（35歳｜女性｜教諭｜大阪府泉佐野市立日根野小学校：卒業）

2000年後のプロジェクトルーム：2000年後のテスト
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2000年後の発掘現場｜フリースペース（南館 1階） 
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暗闇の中に 2000年後の発掘現場が広がってい
る。これは身近なモノや人体を、ローラー拓本で

帆布に写し取り、2000年後の化石や遺跡のよう
に見立てた作品である。子どもの人体は小学生 4
人を、大人の人体は舞踊家の関典子氏を同技法で

実際に写し取ったもの * である。これらは、2000
年後の先生と子どものようにも見える。来館者

は、靴を脱いで作品の上を歩くことができ、どん

なモノが化石になっているかを探すことができ

る。この展示は、期間限定（2013年 3月18日— 23

00392000年後の発掘現場

日）で行われた。この空間は、関典子氏のダンスパ

フォーマンス「2000年後の人類☆復活」（3月17

日）の会場、および明倫茶会「2000年後の発掘☆
茶会」（３月23日）の待合の部屋としても使われた

（pp.86— 87, 90 — 91参照）。

*小学生 4人の拓本：青森県立美術館及び三内丸山遺跡
でのワークショップ作品（2008年、p.104参照）の一部。

関典子氏の拓本：大阪市立近代美術館（仮称）心斎橋展

示室でのワークショップの際、柴川が関氏を写し取った

作品（2011年、p.104参照）。
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「2000年後のステンドグラス（B）」は、2000年後の
光のトンネルをイメージし、ギャラリー南の「2000
年後の大部屋」へ向かう横軸のアプローチとなっ

ている。この作品は柴川と共にボランティアスタッ

フが制作した。ローラー拓本の技法により、身近

なモノ（蚊取り線香、ハンガー、パソコン等）や京都芸

00412000年後のステンドグラス（B）

術センターの品 （々明倫小学校時代の瓦や表示看板

等）を和紙に写し取ると、化石化したような黒い絵

柄となる。そこに、裏彩色の技法を用いて、2000
年後をイメージした彩色を施す。完成した作品は

窓ガラスに貼られ、「2000年後のステンドグラス」
となった（pp.19—20参照）。

2000年後のステンドグラス（B）｜廊下（南館 1階）
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ここはどこ？　いつの時代？ 
Where is this?    
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2000年後の大部屋｜ギャラリー南（南館 1階）

2000年後の世界への導入部分。「2000年後に発掘された招
き猫の化石」が、左手を振りながら来館者を迎える。Google 
Earthをイメージし、「2000年後の地球→世界→日本→京
都→明倫小学校」へとズームアップするように柴川の作品

「2000年後に発掘された現代の化石」や元・明倫小学校の瓦
等を設置し、来館者を2000年後の世界へいざなっている。
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これは「2000年後に発掘された地球儀の化石」で
あると同時に、2000年後の地球の姿を表してい
る。この地球には、いくつかの穴が空いている。こ

れらの穴は、2013年時点で核が使われた場所、核
実験が行われた場所、原子力発電の放射能漏れ事

故が起こった場所である。特に広島・長崎・福島の

00472000年後の大部屋

ある日本付近では大きな穴が空いており、そこから

ひび割れを起こしている（pp.2 — 3参照）。

　地球儀の後方にある作品は、「2000年後に発掘
された日本の化石」である。本州と北海道だけが発

掘されている。
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正方形の台座にのった「2000年後の京都の化石」は、トロ
フィーの化石を京都タワーに見立て、電車玩具の化石をJRの
線路や京都駅に見立て、プラモデルの化石を碁盤の目のよう

な京都の町並みに見立てている。「2000年後の京都」の近く
には、元・明倫小学校の最上部にあった瓦を置くことにより、

床の下には小学校の建物が埋まっていることを暗示している。

まの姿で残っていて欲しいという願望が込められ

ている。
*ボランティアスタッフの倉本直治氏の作品。路面電車
の置物も同氏の思い出の品。

「2000年後の京都の化石」の中には、化石化させ
ていない五重の塔（東寺）の置物、金閣寺のプラモ

デル、路面電車の置物、祇園祭の鉾の置物 *が混
在して展示されている。これらの化石化させていな

いオブジェには、2000年後も化石化せずにそのま

0048 0049PL ANET SCHOOL 2000年後の大部屋
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大きな机は、「2000年後の考古学者の机」と「柴
川敏之の仕事場」の両者をイメージしたインスタ

レーション作品である。白衣を着た人（監視のボラ

ンティアスタッフ）が、「2000年後の考古学者」に扮

00512000年後の大部屋

して椅子に座り、来館者とのコミュニケーションを

図った。「2000年後の人形の化石」は、2000年
後の小学生に見立てている。展示作品のうち、こ

の作品だけ触る（頭のみ）ことができる。
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2000年後の小学校博物館｜ギャラリー北（北館 1階）

この部屋は、「2000年後の小学校」内にある博物
館の一室と想定されている。映像は黒板に見立て

られている。教卓には招き猫の化石が「2000年
後の先生」となり、左手を振りながら授業をしてい

る。様々な大きさの展示台は、子どもの個性をイ

メージして配置されている。展示台・壁面・机の上

には、ボランティアスタッフや柴川自身の小学校

時代の思い出の品と、2000年後の化石作品がペ

アになってコラボレーション展示されている。来

館者は、それぞれの関係性や意味を読み解きなが

ら鑑賞する。映像では、ボランティアスタッフ自身

が、展示された小学校時代の思い出の品について

エピソードを語っている。左側の机は、「2000年
後の先生の机」を表したインスタレーション作品

である。
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会場入口付近には、「2000年後に発掘されたキューピー人形
の化石」が展示されている。「2000年後に発掘された小学生」
の姿のようでもあり、校長先生の銅像のようでもある。そのま

わりにはトロフィーや絵画（モネの『睡蓮』という設定）の化石も

展示されており、この一角は「2000年後の校長室」のようでも
ある。

この机は、「2000年後の先生の机」を表したイン
スタレーション作品である。ジャージを着た人（監

視のボランティアスタッフ）が、「2000年後の先生」に
扮して椅子に座り、来館者とのコミュニケーション

を図った。机の上には、ボランティアスタッフの小

学校時代の思い出の品と、2000年後の化石作品

がコラボレーション展示されている。ここでは先生

が、「2000年後のワークシート」の答え合わせをし
てくれ、正解数に応じたスタンプを押してくれる。

また、「2000年後のランドセルプロジェクト」では、
先生がランドセルや帽子の貸し出しの管理を行っ

た（pp.88— 89参照）。

2000年後の小学校博物館
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ボランティアスタッフNさん（70代女性）が選んだ

モノは、旅先で偶然見つけたランドセルの小さな

飾りと、図画工作の授業で作った鍋敷き。ランド

セルは、物が不足していたNさんの子ども時代、
憧れの鞄であった。柴川は「通学」をテーマに、こ

のランドセルの小さな飾りと「2000年後に発掘
された人形の化石」とを組み合わせ、それらを苦

労して作った思い出の鍋敷きの上に乗せた。ラン

ドセルを持って通学するという小学校時代の夢を

叶えたNさんの喜ぶ姿を表現した。

2000年後の小学校博物館

インタビュー：ボランティアスタッフ
小学校時代の思い出の品について

私が小学校に入学したのは、第 2次世界大戦の終戦か
ら 2年後（1947年）のことでした。その時、私はランド

セルを持っていませんでした。それからずっと、ランド

セルが欲しいな、欲しいな、と思っていました。大人に

なったある時、旅行先で、この小さいランドセルを見つ

けました。このランドセルは、本当に小さいものですけ

れど、私は夢のような気持ちで、これを買い求めて帰っ

てまいりました。そしてこの鍋敷きは、小学校 5年生か

6年生くらいの時に、工作の時間に、足踏み式の糸鋸
で、木に穴をあけて模様をつけて作ったものです。あ

れからもう50数年以上経ちましたけれど、今も鍋敷き
に使っております。これを完成させるのに、糸鋸の針を

3本折る程に、一生懸命になって作ったことを思い出
します。小学校の頃のお品は、私の手元にはこれしか

残っていませんけれど、自分の心の中の大切なものだ

と思って、今までずっと持っておりました。
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① Sさん（30代女性）　②画板（図画工作が苦手。野外での風景画

だけは自由だったので好きだった）　③「図画工作」：Sさんの画
板に、柴川が小学校時代に描いた風景画（大阪市中央公会堂）

をはさんで展示した。

ボランティアスタッフYさん（70代男性、明倫小学校の卒業生、

p.94参照）が選んだモノは、明倫小学校創立七十年及び百年

の記念誌２冊と振り鐘。映像では校歌を歌い、ベルを鳴らしな

がら語った。柴川は「校歌」をテーマに、校歌の頁にリコーダー

の化石を置いた。この作品は吹くと音が鳴り、校歌が聞こえて

くるようだ。また、「チャイム」をテーマに、振り鐘の隣に風鈴の

化石を置いた。それぞれの音色を想像でき、2000年の時を経
て、変わるモノ（物質）と変わらないモノ（音）を対比させた。

ボランティアスタッフKさん（80代男性）が選んだモノは、国

民学校（現小学校）の卒業アルバムと尾形光琳筆の『小倉百人

一首』。柴川は「卒業」をテーマに、Kさんのクラスの頁を開き、
カメラのフィルムの化石を置いた。2000年後にこのフィルム
を現像すると、この集合写真が現れたと想定した。また「休

憩時間」をテーマに、百人一首の隣に玩具（ルービックキューブ、

ベイブレード）の化石を並べて、それぞれの時代の遊びを対比

させた。

2000年後の小学校博物館

①提供者　②思い出の品（エピソード）　③展示テーマ・内容

① Fさん（70代男性）　②小学校の卒業証書、賞状（表彰者の金

沢市長は初恋の人の父）、副賞の壺と文鎮　③「卒業式」：万歳す

るキューピー人形の化石の姿と卒業証書等をもらい喜ぶ小学

生時代のFさんの姿を重ねた。

①Mさん（30代女性）　②ハーモニカ（2段のハーモニカは、サン

タからのプレゼント。小学 6年生までサンタを信じていた）　③「音

楽」：隣にリコーダーの下部分の化石を置いた。壁面に小学生

の自画像を掲示し、子ども時代のMさんの姿と重ねた。  

① Fさん（70代男性）　②自由課題レポート『高山植物』（兄が代

わりに作成。押し花で構成。後年、クロユリの押し花を想いの女性に捧

げたが叶わなかった）、新聞（このレポートの授賞記事）　③「宿題」：

優勝カップの化石を合わせ、小学校時代のFさんを讃えた。
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身した姿で、展示室や館内を自由に歩くこともでき

る（pp.88—89参照）。これらのランドセルは、京都

新聞を通じて京都市民に使用済みランドセルの提

供を呼びかけ、集められたものである。

この壁面にはランドセル 11個（黒赤を交互）、赤白
帽 2個、黄色い通学帽 2個を展示した。来館者は
これらを自由に使い、小学生に変身することがで

きる。姿見の鏡を設置することにより、小学生に

変身した自分の姿を見ることができる。さらに変

2000年後の小学校博物館

①柴川敏之　②漫画『はだしのゲン』中沢啓治著
（大阪の小学校時代に学級文庫で読んだ漫画。中学３年

時に広島市に転校し、初めて原爆ドームを見てヒロシマ

を身近に感じた）　③「平和教育」：鳥かごの化石を

原爆ドームに見立て、マツダ車（本社は広島）のエン

①Hさん（30代女性）　②本『ひげよ、さらば』上野瞭著（小学校

時代に半年間かけて読み終えた猫を主人公にした本）　③「国語」：

猫の玩具の化石を挟み込み、小学校時代のHさんが主人公の
猫の気分で本を読んでいる姿と重ねた。

①柴川敏之　②給食の食器（柴川が小学校時代の給食の食器）   
③「給食」：カップ麺、乳酸菌飲料、フォーク等の化石と組み合

わせた。真中に入れ歯の化石を配置し、子どもが食べている

様子を表した。41世紀に「給食」は残っているだろうか。

① Kさん（60代女性）　②三角定規（小学校時代に使っていた

モノ）　③「算数」：2000年後の人が三角定規の化石を使っ
て、展示台の角の直角を確かめているように設置。41世紀に
「算数」は残っているだろうか。

①明倫小学校時代の資料　②表彰盾（1970年大阪万博での記

念品と1965年全国保健体育優良校の盾）　③「朝礼での授賞式」：

トロフィーの化石と並べ、明倫小学校時代の子どもたちのが

んばりと朝礼での笑顔を想像した。

① Kさん（60代女性）　②書道具、書『緑の海白い鳥』（5年生の

時に書いた。p.54参照）　③ 「書道」：書の内容に合わせ、 展示
台上面を「緑の海」に、書道具を対岸に見立てた。アヒルの水

用玩具の化石を水面に浮かぶ「白い鳥」として配置した。

① Fさん（40代男性）　②犬の置物（小学校低学年時代、高知県で

の家族旅行の時に買ったお土産）　③「理科」：明倫小学校時代の

資料である天秤をシーソーに見立て、３匹の犬の置物と犬型ロ

ボット玩具の化石が遊んでいるように設置した。

ブレムの化石を広島復興の象徴とした。漫画は、時

計の針が 7時 50分（原爆投下 25分前）を指したシー

ンを開き、明倫小学校時代の大きな置き時計の針

も同時刻にした（p.53参照）。
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2000年後のステンドグラス（C）｜階段（南館階段1— 4階）

00632000年後のステンドグラス（C）

「2000年後のステンドグラス（C）」は、2000年後の光のトンネ
ルや教会のように、1階の「2000年後のプロジェクトルーム」
から4階の「2000年後の茶室」をつなぐ縦軸のアプローチと
なっている。この作品も柴川と共にボランティアスタッフが制

作したものである。
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「2000年後の教室」をイメージし、青を基調とした「2000年
後のステンドグラス（D）」が設置されている。この作品も柴川と

共にボランティアスタッフが制作したものである。

00672000年後の教室

2000年後の教室｜談話室（南館 2階）
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入口側の戸棚には、「2000年後に発掘されたカメラの化石」
の中から、撮影当時の明倫小学校時代の写真が出現したとい

う想定で、カメラと写真をそれぞれ合わせて展示されている。

教室後方の戸棚には、現在（21世紀）の教科書と

柴川の化石作品が組み合わされて展示されてい

る。その際、作品と教科書の内容が関連付けられ

ている（上から、「小学校 6年社会」の大阪万博のペー

ジと岡本太郎の『太陽の塔』の化石、縄文時代のページ

0068 PL ANET SCHOOL

とカップ麺の化石、「小学校 2年国語」の『スイミー』の
ページと醤油差しの化石、「小学校6年家庭」の裁縫の
ページと糸切りばさみの化石、「小学校3年理科」の磁石
のページと電池や南京錠等の化石）。
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2000年後の遺跡｜階段付近（北館 1階）

床に空いた 45cm四方の穴の下には、「2000年後の遺跡」が
広がっている。無数の「2000年後に発掘された携帯電話の化
石」は、銅鐸や銅剣のように見え、41世紀には「21世紀時代
の祭具」として伝わっているかもしれない。

2000年後の遺跡
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2000年後のカフェ｜前田珈琲（南館1階） ＊喫茶利用者のみ鑑賞可

入口のカウンターでは「2000年後に発掘された招き猫の化
石」が、左手を振って来館者を迎える。その脇にある「2000
年後のコーヒーカップの化石」からは、コーヒーの香りがする。

店内の壁面には「2000年後の絵画（左側からゴーギャン・セザ
ンヌ・ピカソ、右壁面がゴッホの作品という設定）の化石」が展示さ

れている。

2000年後のカフェ0072 PL ANET SCHOOL 0073
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2000年後の図書室｜図書室（南館 1階）

2000年後のカフェ  特別メニュー：2000年後の化石シュークリーム

ここでは本の神様に見立てた「2000年後に発掘
された招き猫の化石」が祭られている。祭壇にはこ

の図書室の蔵書である本『京都と近代美術』と、そ

れに関連した柴川の化石作品が捧げられるように

設置されている。同書の中から梅原龍三郎を紹介

「2000年後のカフェ」（前田珈琲）では、このプロジェクトの特
別メニュー「2000年後の化石シュークリーム」（380円）を販売

し人気を博した。柴川の「2000年後の化石」と同じ色と質感
のシュークリームで、竹墨入りの黒い皮にココアの粉がまぶさ

れている。これをスコップ型のスプーンで中身のものを発掘し

ながら食べていく。会期中の限定販売で、毎日完売となった。

2000年後のカフェ：2000年後の化石シュークリーム｜2000年後の図書室

したページを開き、その上に「2000年後に発掘さ
れた絵画（梅原の作品という設定）の化石」を展示。

手前には「2000年後に発掘されたパレット・絵具・
筆・ペインティングナイフ（梅原が使っていたという設

定）の化石」が設置されている。
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2000年後のステンドグラス（E）｜トイレ・水飲場（北館1階） 2000年後の小部屋｜水飲場付近の倉庫（北館 1階）

「2000年後のステンドグラス（E）」は、グラウンド側から見る

と「2000年後の小部屋」へいざなう燈台のようなイメージで
設置されている。この作品も柴川と共にボランティアスタッ

フが制作した。左側のドアは「2000年後の小部屋」。

2000年後の小学校で発見された小部屋。「2000年後に発
掘された招き猫の化石」は、左手を振りながらずっとこの小学

校を見守っていた守り神のようである。

0076 PL ANET SCHOOL
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2000年後の二宮金次郎の頭の中｜正面入口付近の二宮金次郎像の後ろの木

この木を二宮金次郎の脳に見立てて、幹や枝の中

に 6つの化石作品が展示されている。来館者は、
「2000年後のワークシート（1問目：二宮金次郎の

後ろの木で、6個の化石を探そう！）」（p.107参照）を

2000年後の二宮金次郎の頭の中

用いて、宝探しのように目で発掘しながら鑑賞す

る。展示作品を通して、金次郎は現代ならばどん

な本を読み、どんなことを考えながら歩いていた

のかを想像する契機とした。
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2000年後のいたずら｜館内各所（屋内外、pp.22—23 マップの▲印を参照）

現在の小学生（柴川少年）が、いたずらをして館内各所に様々

なモノを隠し、それらのモノが化石化して思わぬところから

2000年後に発掘されたという設定で、10個の化石作品が各
所に設置されている。ヒントとして「2000年後のワークシー
ト（2問目：2000年後の小学校で、10個の化石を探そう！）」（p.107 

参照）を用いて館内を巡り、宝探しのように目で発掘しながら

鑑賞する。

0080 PL ANET SCHOOL 2000年後のいたずら

ギャラリー南・入口天井のパイプ上（南館1階）｜

少女人形の化石

廊下壁面のスピーカー上（南館1階）｜ロボット人形の化石

廊下壁面のスピーカー上（北館1階）｜キューピー人形の化石

ギャラリー北・入口のテントの支柱上（北館1階）｜ヒーロー人形の化石

屋外の館内入口付近｜猫の人形の化石

階段壁面のパイプ上（南館 2 — 3階）｜怪獣人形の化石

階段天井（南館 3 — 4階）｜ヘリコプター玩具の化石

廊下天井の蛍光灯（南館 2階）｜骸骨のキーホルダーの化石

館内入口インフォメーションのスピーカー上（南館1階）｜招き猫の化石

0081

廊下壁面（南館 1階）｜絵画（ルノワールの作品という設定）の化石
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アーティストトーク

「2000年後のギャラリーツアー」
2013年 3月10日（日） 14:00 —16:00｜館内各所

アーティストトーク

「2000年後のナイト☆ツアー」
2013年3月10日（日） 19:00 — 21:00｜館内各所

2000年後のギャラリーツアー｜2000年後のナイト☆ツアー

柴川敏之による展覧会ガイドツアー。まず初め

に、「2000年後のプロジェクトルーム」からスター
トし、2000年後の世界へのタイムトンネルの役
割を担う「2000年後のステンドグラス（B）」の道を

通って「2000年後の大部屋」へ。柴川の仕事場を
模した「2000年後の考古学者の机」にて、作品制

柴川敏之による展覧会ガイドツアー第 2弾。基本
的な行程は先に行われた「2000年後のギャラリー
ツアー」と同じだが、夜の小学校といえば…？ 実は、
お化けに扮したボランティアスタッフが館内各所で

出没するという「2000年後のきも試し」という隠し
イベントでもあった。この「2000年後のきも試し」

作のプロセスの解説が行われた。その後、「2000
年後の小学校博物館」「2000年後の遺跡」「2000
年後の小部屋」「2000年後の図書室」「2000年後
の教室」「2000年後のステンドグラス（C）」「2000
年後の二宮金次郎の頭の中」の順に会場を回り、各

展示について語った（pp.22—23 マップ参照）。

は、展覧会に向けてのミーティング・アイデア交換

会で初期の段階から構想されてきたもの。衣装な

どもボランティアスタッフの持ち寄りで、それぞれ

の場所で趣向を凝らしたアトラクションが行われ

た。昼間とは違った表情を見せる展示風景を楽しむ

イベントとなった。
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ダンスパフォーマンス

「2000年後の人類☆復活」
2013年3月17日（日） 18:00 —18:30｜フリースペース（南館1階）

2000年後の人類☆復活

時空を幻視させる影 
～「2000年後の発掘現場」で、舞う。
関 典子

床の上に、仰向けに横たわる。一枚の帆布が、そ

の上に被される。深い呼吸を一つ。布の上を転が

るローラー。頭蓋骨、鼻骨、頬骨、歯、顎、鎖骨、肋

骨、肩、肘、手首、指先、爪、骨盤、膝、脛骨、くるぶ

し、爪先………。私の骨格が、像が、21世紀人の
化石として、掘り起こされていく。

　この柴川氏との「人拓」制作の間、思い起こした

のは、絵画の起源は「影」であったという逸話であ

る。古代ローマの博物学者プリニウスの『博物誌』

によれば、炎に照らされてできた人間の影の輪郭

をなぞった痕跡が、絵画の始まりだという。いつか

は消え去る人の姿を「影」として、傍らに残しておき

たいという願望。それが絵画の起源だというのだ。

柴川氏による現在の化石化、2000年後から現代
社会を問い直す行為に、同様のロマンを感じた。

　パフォーマンスに際しては、このイメージをもと

に創作を行った。1．暗闇の中、ランプによって影
を意識させるシーン、2．バルコニーからの発掘現
場の観察、3．遺跡に降り立ち、化石たちに出会う
シーン、4．時空を超えて蘇りと化石化を行き来す
るシーン………。

　自らの分身でもある人拓、未来を予見させる子

どもたちの人拓、私たちの生活に馴染んだ様々

な物品の化石化した痕跡。半永久的に留まる事物

（空間芸術としての絵画）と、決して留まることのない

動きといつかは消え去ってしまう生身の身体によ

るパフォーマンス（時間芸術としてのダンス）。柴川氏

の作品の中で踊るのは、私にとって、未来と過去、

時間と空間の交わる今、この瞬間を実感させる稀

有な体験であった。

プロフィール

舞踊家、神戸大学大学院人間発達環境学研究科講師。ド

イツ生まれ、宝塚市出身。お茶の水女子大学大学院人間

文化研究科博士課程を経て、2008年より現職。兵庫県
芸術奨励賞、神戸市文化奨励賞など受賞。

「2000年後の発掘現場」から蘇った人類（ダン
サー）が、「2000年後の小学校」に出現する、という
イメージで、舞踊家の関典子氏によるパフォーマン

スが行われた。

＊この「2000年後の発掘現場」には、関氏自身の身体を

柴川がローラー拓本で帆布に写し取った部分が展示さ

れていた（p.39、p.83参照）。
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参加型パフォーマンス

「2000年後のランドセルプロジェクト」
会期中随時｜館内各所

2000年後のランドセルプロジェクト

「小学校」をテーマにするなら、ランドセルを皆で

背負える機会が欲しい！というボランティアスタッ

フの発案で実施されたプロジェクト。来場者は、

ギャラリー北の「2000年後の小学校博物館」壁面
に展示されたランドセルと赤白帽、黄色い通学帽を

自由に身に着け、姿見などにその姿を映して小学校

時代の思い出を懐かしむことができる（p.61参照）。

また、これらを身につけたままギャラリーの外へ出

て、「2000年後の小学校」となった京都芸術セン
ター館内を周遊することも可能。館内を幼児から高

齢者まで様々な人がランドセルを背負う姿が見ら

れた。



0090 0091PL ANET SCHOOL

明倫茶会

「2000年後の発掘☆茶会」
2013年 3月23日（土） 11:00, 13:00, 15:00, 17:00（各1時間）｜和室「明倫」（南館4階）

2000年後の発掘☆茶会

「明倫茶会」は、2000年の京都芸術センターの開
設以来、継続して行われている事業で、様々な分

野で活躍する方々を席主に迎え、それぞれの個性

でもてなすというテーマのもと、定期的にお茶会

を開催している。本展期間中は、柴川敏之が席主

となり、「2000年後の発掘☆茶会」が催された。

2000年後の発掘現場をイメージし、参加者は土
に見立てた大量のきな粉の中からお菓子を発掘

するという体験型茶会となった。お菓子の形は３つ

（○、△、□。現代のモノのデザインは、パソコンやCD

等のようにシンプルな形が多く、デザインと機能が分離

している状況を示唆した）あり、それぞれ 6色（赤、橙、
黄、緑、青、紫）の 18種類の琥珀菓子が供された。
小さなスコップで 1人３個ずつ発掘し（発掘できる
お菓子の組み合わせは 5,832通り）、刷毛を使ってき

な粉をふるい落とす。それらをキャンバスに見立て

た懐紙の上に自由に並べると、「2000年後のステ
ンドグラス」をイメージした様々な絵画ができる。

＊呈茶は京都芸術センターボランティアスタッフ有志に

よる茶の湯サークル「いっぷく」が行った。また、茶菓は

京菓子司 俵屋吉富によるものである。 撮影：青空（pp.91— 93）
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明倫茶会

「2000年後の茶室」（特別展示）
2013年 3月23日｜和室「明倫」（南館 4階）

2000年後の茶室

「2000年後に発掘された絵画（ルノワールの作品と
いう設定）の化石」を展示し、床板には花瓶に見立

てた 41個の「2000年後に発掘された蚊取り線香
の化石」を積み上げて設置した。蚊取り線香の化

石 1個を1世紀と考え、41世紀の地層のように表

茶室の入口には「2000年後に発掘された招き猫
の化石」を設置し、明倫茶会「2000年後の発掘
茶会」の参加者を迎えた。障子には、ワークショッ

プで制作した色のない白黒の「2000年後のステ
ンドグラス（F）」を設置した。床の間の壁面には、

現した。床脇違い棚には、「2000年後のお茶」を
イメージして設置した。41世紀の博物館の学芸員
が、大昔にあったという「茶道」という日本の文化

を再現したものの、多くの勘違い（例えば、茶碗を

カップ麺に、茶杓を歯ブラシに勘違い）がされている。
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2010年の第1回「てんとうむしプロジェクト」か

ら毎回参加して、2013年の第 4回も柴川敏之さ

んとの初顔合わせ勉強会（1回目のレクチャー）か

ら参加しました。最初に勉強会で柴川さんの活

動内容を知った時、それまで知らなかった面白そ

うな内容に一気に興味を持ち、京都芸術センター

では今までになかったユニークな展覧会になり

そうな予感がしました。

　その後、ほぼ毎月 1回のペースで柴川さんを囲

むボランティアスタッフ有志によるミーティング

で展覧会プランの具体化が話し合われ、私は毎

回出席できたので展覧会が形作られてゆく過程

を身近に知ることができました。また何度かステ

ンドグラス作りのワークショップに参加し、化石

の拓本や棟方志功ばりの裏彩色など制作を楽し

みました。

　展覧会のタイトルは当初「2000年後の京都・

学校・ボランティア」でしたが、場所が元小学校

なので誰もが懐かしいのは小学校の思い出では

ないかという意見が採用されて「2000年後の小

学校」になりました。

　京都芸術センターがスタートする時、母校がど

のような京都芸術センターになってゆくのか見守

りたくて始めたボランティアなので、今回の小学

校を題材に展開される展覧会は特に思い入れが

強くなりました。そして事前に用意された「2000

年後のテスト」は硬くなった頭脳をほぐすのに格

好の問題でした。

　いよいよ会期が始まるとギャラリー北は

「2000年後の小学校博物館」として、ボランティ

アスタッフが持ち寄った小学校の思い出の品が

展示されました。私の品は『明倫誌（明倫小学校創

立七十年の記念誌）』、『明倫誌第二篇（明倫小学校

創立百年の記念誌）』と授業の始まりと終わりを知

らせるのに使ったと思われる振り鐘（p.58参照）。

思い出を語る何人かのビデオ映像では拙い明倫

校校歌を歌いましたが、監視に入った同じ明倫校

卒業生のボランティアスタッフのKさんは、何度

も唱和して思い出にひたっておられたそうです。

　ギャラリー北の壁面のランドセルと帽子が人気

で、皆さん大喜びで身につけて写真を撮っていま

した。私も記念にカメラに納めましたが、この歳

で何十年ぶりかのランドセル姿（p.85参照）にな

れたのはこの展覧会のおかげでした。

　また、いくつかの関連企画のうち明倫茶会

「2000年後の発掘☆茶会」は、いつも形にとら

われない気楽で愉快な明倫茶会の中でも、とり

わけ明倫茶会ならではの楽しい「2000年後のお

茶」でした。

　そして会期中何よりも京都芸術センター全体が

2000年後の小学校になって、その雰囲気に色濃

くつつまれていたことは、10ヶ月間共に進めてき

たボランティアスタッフの一人として感激でした。

　また会期中に 2000年後の 4013年と今年

2013年のカレンダーが同じであることがわかり、

2000年後に京都芸術センター開設 2013周年

記念展覧会として「2013年前の小学校」展開催

がありうることだと今も空想をふくらませていま

す。柴川さんこのたびはありがとうございました。

てんとうむしプロジェクト「2000年後の小学校」に参加して

吉田季平｜京都芸術センター ボランティアスタッフ

京都芸術センター（以下KAC）のおよそ 250名の

ボランティアスタッフの中には、明倫小学校の卒

業生もおられたり、80歳を越える方もおられた

りして年齢層も幅広く、KACに対する思いもさま

ざまである。KAC開設当初からその活動を、さ

まざまなところで支えておられるボランティアス

タッフの核ともいえる方々の年齢層は比較的高

い。従って、「てんとうむしプロジェクト」の内容が

検討される際には、先の実情がある程度考慮さ

れた。

　一方、2000年後から見た現代社会をテーマに

身の回りにあるいろいろなモノを化石化する仕

事で良く知られる柴川敏之は、数々の美術館や

文化施設での展覧会に出品し活躍しているが、小

中学生を対象としたワークショップも多い。柴川

の仕事が説明されるときに良く用いられる未来

から現在を見つめ返すといった言い回しから、若

年齢層に向いていると捉えられがちなのだろう

が、現在を起点にしている点により注目すれば、

世代とは関係なく誰にでも身近に受け止められ

やすく「てんとうむしプロジェクト」としても実現

可能ではないかと考えた。

　2011年初夏の頃、柴川の仕事などについて

「てんとうむしプロジェクト」担当者やプログラ

ム・ディレクターと話し合っている折り、誰にも等

しく未来があり、現在を考えるのだ、という至極

あたり前なことが腑に落ちた。そして、これが柴

川の仕事の根底にある重要な点ではないか、と

思い至った。私事で恐縮だが、この頃私は両親

を見送って間もなく、死を畏れ遠ざけるのではな

く、受け入れるべきいや、受け入れ可能な出来事

として感得していた。そのように死を理解したと

き、柴川敏之の作品がそれまでとはまったく違っ

て見えはじめた。誰も死後の経験を語ることはで

きない。今を通してしか現在も未来も話せない故

に、若者は恐らく、これまで経験してきた時間よ

り長い先の時間に賭け、歳を重ねてきた者は、そ

れまでの時間が自身の存在が無くなった以後の

未来へと続いていると信じられるのではないか。

個人的な記憶や思い出の断片は、やがて多数の

しっかりとした記録となって次の時代に引き継が

れてゆく。だから現在は未来と繋がっていて、こ

うして今を肯定的に捉えようとする柴川の世界

観が彼の活動全体の魅力といえるだろうし、「て

んとうむしプロジェクト」にも適っていたのではな

いかと思う。

　明倫小学校校歌を口ずさんだり、ランドセル

を身につけたりする大人の姿を垣間見、4013年

と 2013年が同じカレンダーであることを知った

とき、2000年後の小学生に見立てられた化石

のオブジェが明るく微笑んでいるように見えたの

は、鑑賞者だけではなくてんとうむしプロジェク

トの面面にとってもそうであったことを今願って

いる。

「2000年後の小学校」展となるまでに
森口まどか｜美術評論家、宝塚大学准教授

てんとうむしプロジェクト「2000年後の小学校」に参加して｜「2000年後の小学校」展となるまでに

＊元・京都芸術センター運営委員
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さて、ここでこんなことを書くのは、『2000年

後の小学校』展もまた、星座のイメージにふさわ

しいように感じられたからだ。星の光が僕たちの

もとに届くまでにはいくらかの時間がかかるのだ

から、僕たちが受け取る星の光は、星にとっては

過去のものである。そう考えると、柴川さんとボ

ランティアスタッフが作った「化石」は未来の人が

受けとることとなる星の光になぞらえることがで

きるし、そんな「化石」がたくさん並んだ展覧会は

星の光が満ちる夜空になぞらえることができる

と思う。

では、未来の人たちはその夜空にどういう星座

を見いだすのだろう。「化石」となった地球儀と三

角定規を結びつける人がいるかもしれないし、ス

テンドグラスの中の痕跡をむすびつけて、僕たち

には想像もできないような解釈をする人もいるか

もしれない。いずれにせよ、未来の人がどういう

星座を見いだすのか、いま僕たちはどう頑張って

も知ることはできない。

でもそれは、別に悲しいことではない。だって、

いま発せられた星の光が将来どのような星座とし

て結ばれるのか分からないという事実は、裏を返

せば、僕たちの「いま」は今後どのようなかたちに

もなりえるという事実を示すものだから。未来と

いう視点を導入することで、「いま」を可能性に満

ちた場所として捉え返す。今回の展覧会は少し大

げさに言えば、未来にまだ到達していない僕たち

はこれから先どんな未来だって手にいれることが

できるのだ、ということを教えてくれたように思え

るのだけれど、どうだろう。

最近仕事で若手アーティストの成長支援事業を

担当することになったから、いまやベテランと呼

ばれるアーティストたちにアドヴァイスをもらおう

と思って、率直に「あなたはどうやって成長しまし

たか」と聞いて回ってみると、何人かの人たちは

まったく同じ言い方で「僕は成長したかなぁ」と応

えてくれた。彼らがそのように応える理由の半分

は謙遜であるだろうけれど、残りの半分はおそら

く、成長という言葉が持つイメージと自分自身の

変化とがなじまないことにあるのだろう。彼らは

自分自身のこれまでの道行きを語るにあたり、経

済成長や肉体的成長のように単線的な発展をイ

メージさせる「成長」という言葉がしっくりこない

ようなのだ。

では、ベテランアーティストたちの「これまで」

をどうイメージすればいいのか。単線ではないの

なら複線、あるいは面はどうだろう、などと考えた

結果、星座こそふさわしいように思えてきた。アー

ティストに限らず、「いまのあなたをかたちづくっ

ている出来事はなんですか」と聞くなら、人はさま

ざまな出来事を列挙する。そこで列挙される出来

事は、物語的な因果関係のもとで一直線にならん

でいるのではなく、ばらばらに存在していると考

えるほうが事実に近いだろう。とすれば、人が「あ

れがあって、こうなって」とかつての出来事を思い

出しながら自分自身のいまを語るときには、ばら

ばらな出来事のいくつかを結びつけているわけ

で、そうした振る舞いが夜空に浮かぶ無数の星の

光の中のいくつかを結んで星座を見いだす行為

に似ていると思えるのだ。

星の光、未来の星座
安河内宏法｜京都工芸繊維大学 美術工芸資料館 特任助教

＊元・京都芸術センター アート・コーディネーター：
　第 1回てんとうむしプロジェクト担当（p.16参照）

遷都 3219年祭の京都｜星の光、未来の星座

京都で「前のいくさ」というと応仁の乱をさす、と

はその歴史の長さを半ば冗談で表す言い草だ

が、そんな「歴史と伝統の町」と柴川敏之の相性

のよさに、今回初めて気づかされた。

　柴川作品に登場する「2000年」というのは、

ある種突き抜けた数字である。それは全く予測

はつかないが人類は存続しているかもしれない、

という膨大な年月であり、その「断絶」を飛び超え

て想像を働かせるところに面白さがある。一方、

歴史と伝統というのは単に古いだけではなく、

「継続」が重要である。遷都から 1200年以上繁

栄を保ち来て、既に 2000年の「折り返し点」を

過ぎた京都市中での柴川敏之展は、青森（三内丸

山遺跡）や同じ京都でも縄文土器と並置された京

都造形芸術大学（それらは「過去の断絶」と「未来の

断絶」の対比と言える。p.104参照）とは意味合いが

異なるであろう。

　無論、実際に見た人の反応は、他会場とそんな

に違わないのかもしれない。化石（出土品）となっ

た携帯電話や玩具を見て思わずほほが緩み、厳

しい現実に縮こまった想像力をいっとき解き放

つ、そんな普及的・普遍的な力があるからこそ、

各地の美術館から柴川に声がかかるのである。

むしろ少し距離をとって他会場と比較してみる

と、展覧会と都市が互いに相対化・批評しあうよ

うな関係が、作品の内容に沿って成立する会場

は京都をおいて他にないように思えてくる。今回

の展覧会は、三内丸山とはまた別の意味で柴川

にとって最高の舞台だったと言えるだろう。

　その京都芸術センターは、中京区の歴史ある明

倫小学校の校舎をアートセンターに転用したもの

である。児童教育のために作られた建物は、構造

や内装の面でも、心理的な面でも、ホワイトキュー

ブにはない意味性・象徴性を持った空間となる。

建物の持つ特徴や意味合いを取り込んで作品を

展開するのは柴川の得意技であり、本展でも展示

室をはみ出して各所に作品を置くばかりでなく、

ワークショップからカフェのケーキに至るまで「明

倫小学校」を取り込んだ展覧会となっていた。

　教育学部出身で、現在も教員養成系の学科

で教えている柴川は、自分の展覧会でもワーク

ショップをよく行い、その種類も豊富である。本

展はボランティアスタッフによる企画とのことだ

が、その展覧会を作り上げて行く過程自体、彼ら

にとってワークショップ（＝自発的で双方向的な学

習）となっていたであろうことは想像に難くない。

　柴川の作品の親しみやすさは、博物館で出土

品や化石を目にしたときに多くの人が感じるであ

ろう、「自分もいつかはこうなるのか？」「未来人

に現代の利器はどう映るのか？」という想像を現

実にしてみせるところにあり、また、ドラえもんが

仏像だと思われるような、笑いを誘う誤解をも想

像させるところにもある。（小学校を「転用」してい

る京都芸術センターは、すでにその「誤解」の第一歩を

踏み出しているのかもしれない。）

　教育の基本が相手の想像力と知性を信じるこ

とだとすれば、柴川の作品はその根底において

教育と相通じている。京都の元小学校を舞台と

した今回の展示では、その特質が一層強く感じ

られた。

遷都 3219年祭の京都
三井知行｜大阪新美術館建設準備室 学芸員
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柴川敏之に本プロジェクトへの協力を依頼した

のは、2011年 9月のことだった。それから展覧

会の実現までは 1年半、また本記録集発行の

2014年 3月までだと約 2年半の月日を要した。

この大きなプロジェクトについて、これまでの経

緯を振り返りながら綴ろうと思う。

今回のプロジェクトの企画段階では、まだ第 3

回の「てんとうむしプロジェクト」（p.16参照）が始

まったばかりであった。その時点で、第 3回も第 1

回、2回がそうであったように、作家の作品を展示

する、という通常の展覧会の形式を取らないもの

となることはほぼ確定していた。そこで、作品を展

示する方法を柔軟に捉えた活動をしていること、

および地域の人々を巻き込んだプロジェクトを複

数展開していることから、これまでとはまた違っ

た「てんとうむしプロジェクト」ができるであろうこ

とを期待して、柴川に協力を仰ぐことになった。ま

た、どちらかというと〈子ども向け〉プロジェクトの

イメージの強い柴川が、ボランティアスタッフ、来

館者いずれも年齢層の高い京都芸術センターで

の展示を行った場合に、どんな化学変化が起こる

だろうか、という期待もあった。幸い、この「てん

とうむしプロジェクト」に興味を持ったという柴川

は、こちらの協力依頼をすぐに快諾してくれた。

　何回かメールや電話でのやり取りの後、2011

年11月に柴川との初回の打ち合わせを行った。

これまでに出会ったどのアーティストよりも時間

をかけて、彼は館内をじっくりと観察して回った。

それから展覧会までに柴川は何度も京都を訪れ

たが、いずれの回も、センターのみならず京都の

街中を巡りながら、その身をなじませていった。

　2012年3月、第 3回のてんとうむしプロジェ

クト『京都芸術倶楽部』が開催された。このプロ

ジェクトは、ボランティアスタッフが、京都芸術セ

ンターで何を考え、アートとどんな関係を築いて

いるのか、という話し合いを出発点としていた。そ

して最終的に、アートに関心を持ってはいるが、

アートが何かを変えてくれるのを待つにとどまる

自分たちの現状を少し変えてみる、ということを

目指して『京都芸術倶楽部』を立ち上げることと

なった。それは、ボランティアスタッフ自身が、ボ

ランティアスタッフの「自主性」について考え、取

り組むというテーマのもと、さまざまなイベントを

一から企画して運営する6日間の試みであった。

複数のトークイベントやギャラリー巡り、手芸や

はんこ作り、書道、茶会。そして毎日パーティーが

行われた（本プロジェクトの報告書は、京都芸術セン

ターのウェブサイトからダウンロードが可能。http://

www.kac.or.jp/197/）。そして、この6日間が終

わってからも、ボランティアスタッフが発案したイ

ベントを自主的に行うという形で、『京都芸術倶

楽部』は継続していくことになった。私は、この流

れの後に、第 4回の「てんとうむしプロジェクト」

を、全く新しい形で仕切り直して進めていかねば

ならぬことに不安を感じずにはいられなかった。

ボランティアスタッフと柴川との初めての顔合わ

せとして、5月末に初回ミーティングの日程を設定

した。月例の通信とともに書面で呼びかけを行っ

たが、実際にミーティングに集まったのは 2人で

あった（うち 1人はこの後、一日たりとも休まず全ミー

ティングに参加することになる）。嫌な予感の的中し

た私は終止、柴川に申し訳ない気持ちでいっぱい

であった。しかし柴川は、そんなことには一向に

構わないかのように、自己紹介と作家活動のプレ

ゼンテーションをにこやかに、そして驚くほど丁

寧に行った。

　この現状を打開するにはどうするべきか、柴川

と夜遅くまで話し合った。そして、次回のミーティ

ングには柴川が各地で行っていた〈ローラー拓

本〉によるワークショップを実施し、まずは興味

を持ってもらおうということになった。また、その

際には一般からも参加者を広く募集し、これを

きっかけとしてプロジェクトに関心を持った人に

はボランティアスタッフ登録後、継続して参加し

てもらうことに決まった。

　ウェブサイトなどでその旨を告知し、一般から

も多くの参加者が集まった（ワークショップには京

都新聞の取材も入り、後日プロジェクトの始動の様子

が掲載された）。そしてこの日の参加者に向けても、

柴川は再び、作家活動のプレゼンテーションを

行った（この後も、それぞれの回からの新規参加者が

いる限り、柴川は同じ内容の説明を何度でも行った。

それに毎回立ち会っていた私は、彼が次に何の話をす

るか完全に暗記してしまったほどである）。そのうちの

何人かは、是非プロジェクトに参加したい、と新

規ボランティアスタッフとなった。

　人数が増えたのは喜ばしいことだったが、私の

不安が消えたわけではなかった。従来のボラン

「2000年後」につながる笑顔
藤田瑞穂｜京都芸術センター アート・コーディネーター

ティアスタッフと、この新規ボランティアスタッフ

とは、ボランティア活動をしようとする動機も異

なる。両者がうまくやっていくには、どうすればよ

いのか。より良いプロジェクトにするために自分

にできることは何か、と苦悩する日々であった。

　しかし、あるとき一人のボランティアスタッフ

の言葉に、はっとした。「柴川先生は、いつも笑顔

で、人当たりが良くて、熱心で。きっと全国各地で

いろんな方が、この人のやりたいことを実現させ

てあげよう、協力しよう、と思わはったんやと思う

わ。そんな気持ちになるの、ようわかるわ…」確か

に柴川はいつも笑顔だ。困ったときや込み入った

考えごとをするときなどは、ちらっと表情が硬く

なることもあるが、それでも次の瞬間には、さっ

と満面の笑顔に戻る。そして、やりたいことは絶

対にあきらめない。こうだと決めたことがあれば、

梃子でも動かない。実現のためには、待つことも

全く厭わない。いくらでもじっと待つ。この笑顔

と、恐るべき粘り腰を武器に、柴川は何でもやり

通してみせるのだ。私は、もう心配しないことに

決めた。

それから、ほぼ毎月のペースでミーティングが行

われた。柴川が展覧会のプランについてたたき台

となる案を語り、続いてボランティアスタッフが

グループディスカッションをしながらそれぞれの

プランを練って発表する、そして次のミーティン

グでは前回のボランティアスタッフのアイデアを

盛り込んでビジュアル化して紹介するというスタ

イルが何回か続いた。ミーティングの度に、新し

「2000年後」につながる笑顔
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くプロジェクトに参加する従来のボランティアス

タッフも増えていった。いろいろと調べ物をして

ミーティングに臨む熱心な人もあった。そしてそ

の度に、柴川と私は、夜遅くまで次のミーティン

グはどのように進めようかと話し合ったのであっ

た。この頃には、柴川は必ず泊まりがけで京都に

滞在するようになっていた。

　回を重ねるごとに、展覧会のプランはいよいよ

その輪郭をはっきりとさせてきた。ボランティア

スタッフと柴川は、「2000年後のステンドグラス」
（pp.40 — 41などを参照）の作品を協働して制作し

た。また「2000年後の小学校博物館」（pp.52 —

61参照）で展示することになる、ボランティアス

タッフ一人ひとりの〈小学校時代の思い出の品〉

とそのエピソードを集めては、どれを展示する

か吟味していった。また、並行して各種イベント

（pp.83—93参照）の詳細も徐々に確定していった。

「2000年後のインタビュー」（pp.28 —31参照）の

録画や「2000年後のテスト」（pp.32 —35参照）の

ボランティアスタッフ向け事前実施、「2000年

後のランドセルプロジェクト」（pp.88—89参照）に

向けての京都新聞での不要ランドセル提供の呼

びかけ、と順調に準備が進み、いよいよ展覧会の

搬入のときがやってきた。

　しかし、作品の搬入初日、柴川にぎっくり腰が

襲い掛かった。そんな柴川を、ボランティアスタッ

フが随時サポートしながら設営は進んでいった。

大量の作品を運び込んだり、ギャラリーの白い床

をより白くするためにみんなで掃除をしたり、い

くつもの窓にステンドグラスの作品を貼り付けた

り。そして無事、京都芸術センターは「2000年後

の小学校」となったのだった。

柴川作品と、油引きの廊下を始めとした濃い茶色

の木材と白い漆喰の壁を基調とする京都芸術セ

ンターの建物はよく似合った。柴川は打ち合わせ

やミーティングでセンターを訪れるたびに、彼の

作品の代表的なモチーフである《2000年後に発

掘された招き猫の化石》を連れて館内中を巡りな

がら、無数の写真を撮影していた（一部はポスター・

チラシ、本記録集の表紙にも使用された）。その熱中

ぶりがあまりに微笑ましく、彼の後ろ姿をこっそ

り写真に収めたほどだ。その際に階段の手すりに

たたずんでいた招き猫は、あたかも元からの建築

意匠であるかのように、完璧に馴染んでいた。そ

して、「2000年後のいたずら」（pp.80 —81参照）

で館内各所に配置された作品たちも、それと同

様にまるでもとからその場にあった物のように溶

け込んだ。これらは「2000年後の二宮金次郎の

頭の中」（pp.78 —79参照）に隠された作品とともに

「2000年後のワークシート」の〈問題〉となってい

たが、その全15問の〈答え〉を探し出すことはさ

ぞかし容易ではなかったことだろう。

　本展覧会の最大の見せ場である「2000年後の

小学校博物館」は、普通の美術館やギャラリーで

はあり得ないような、空間いっぱいにものが詰め

込まれた場所となった。まるで宝箱かタイムカプ

セルのように。

　展示期間中は、監視に入るボランティアスタッ

フはすべて展示の一部となった。「2000年後の

大部屋」（pp.44— 51参照）では〈2000年後の考古

学者〉に扮し、「2000年後の小学校博物館」では

〈2000年後の先生〉となって「2000年後のワー

クシート」の丸付けをしたり、ランドセルの貸出を

行ったりしてもらった。これまでプロジェクトの

ミーティングには参加して来なかった従来のボラ

ンティアスタッフも、それぞれ楽しそうにこの不

思議なコスプレを楽しんで、中にはすっかり〈考

古学者〉や〈先生〉になりきってしまう人もあった。

監視の担当時間の前後には、「2000年後のラン

ドセルプロジェクト」の貸出ランドセルを背負っ

てみたりもしたようだ。そういう意味では、今回の

「てんとうむしプロジェクト」は、さまざまな参加

の仕方はあるものの、今までで最も関わった人

数の多いプロジェクトになったとも言える。これ

は柴川自身の笑顔と同じように、柴川の作品が、

ユーモラスでなんだか懐かしく、人の気持ちを和

やかにさせるからかもしれない。

　今回の展示を観た多くの人は、「2000年後」

というよりは、自らの小学校時代を思い出して懐

かしい気持ちになった、との感想を述べていた。

私は、そんな声を聞きながら、「2000年後の未

来を考えるということは、〈現在〉を考えることで

もある」という柴川の言葉を思い出していた。柴

川が20年間追い続けてきた「2000年後の世界

から現在を見つめる」というテーマが、今まさに、

元・小学校の校舎を運用した京都芸術センター

という舞台と、ボランティアスタッフの小学校の

思い出と、そして柴川の作品とがつながることで、

いよいよ具体的な感覚として鑑賞者のもとに舞

い降りてきているのだと感じた。

　それに、一つ驚かされたことがある。会期初

日、展示会場の一つである「2000年後の教室」
（pp.66 — 69参照）にある黒板に「4013年3月5

日～30日 日直：柴川」と書きこんだのだが、次の

日から毎日、その日付が更新されていったのだ。

小学校でそうされているのと同じように、訪れた

鑑賞者の誰かが、黒板消しで昨日の日付を消して

新しい日付を書きこんでいたのである。毎日その

筆跡は違ったので、同じ人によるものというわけ

でもない。「2000年後の小学校」で、それぞれの

小学校時代に思いを馳せての行動だったのだろ

うか。これまで、親しみ易い作風に焦点が当てら

れ、子どもたちに向けた楽しいワークショップな

どに注目の集まっていた柴川の作家活動の本質

が、よりわかりやすい形でここに表れ、人々の心

に働きかけたということは、本プロジェクトの一

つの大きな達成であったと信じたい。

柴川の「2000年後」は、キャラバンのようにこれ

からも、全国各地を巡っていくことであろう。そ

れぞれの土地で、いくつもの「2000年後」が生ま

れていくけれど、そこで柴川作品が問いかけるの

は、鑑賞者自身の中にある、その人自身の生きて

きた記憶なのである。それは、一つとして同じも

のはない。だから彼は、いつでも満面の笑みをた

たえながら、これからもずっと、粘り強く「2000

年後」を語り続けていくに違いない。

「2000年後」につながる笑顔
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柴川敏之 SHIBAKAWA Toshiyuki｜略歴

1966 アルベルト・ジャコメッティの命日（1966.1.11）に大阪府で生まれる

1978 寝屋川市立国松緑丘小学校卒業（大阪：5—6年生）、岩倉市立岩倉東小学校（愛知：2— 5年生）、枚方市立開成小学校（大阪：1— 2年生）

1991 広島大学大学院修了

1997 文部省在外研究員としてイタリアに滞在（ミラノ国立ブレラ美術学校）

2006 エネルギア美術賞受賞／財団法人エネルギア文化･スポーツ財団

 現在、岡山市在住、就実短期大学教授

主な個展・プロジェクト
2013 PLANET SCHOOL：柴川敏之×てんとうむしプロジェクト｜2000年後の小学校／京都芸術センター（京都）*
2013 PLANET TACTILE：柴川敏之｜2000年後の今に触れる☆プロジェクト／川崎市市民ミュージアム（神奈川）*　
2012 PLANET SCROLL：柴川敏之展｜2000年後の化石絵巻／秋吉台国際芸術村（山口）*
2010 大原美術館の80歳をお祝いしよう!  プロジェクト／大原美術館（岡山）*　＊大原美術館 80周年事業
2010 PLANET ANTIQUES：2000年後の骨董市｜柴川敏之展／YOD Gallery（大阪）*
2009 PLANET WALL：柴川敏之展／a piece of space APS（東京）*
2008 PLANET SANNAI：柴川敏之｜2000年後の未来遺跡｜三内まるごとミュージアム／青森県立美術館、三内丸山遺跡（青森）*
2008 PLANET MUSEUM ☆ PROJECT：柴川敏之｜2000年後の美術館☆プロジェクト／高知県立美術館、他 17 施設（高知）*
2007 TRAVELER：縄文土器と美術家 柴川敏之の世界／京都造形芸術大学芸術館（京都）*
2007 PLANET CAPSULE：柴川敏之｜2000年後のタイムカプセル／鶴岡アートフォーラム（山形）
2006 PLANET STREET：柴川敏之｜2000年後に発掘された〈駅～まち～美術館〉／佐倉市立美術館、栄町、京成佐倉駅（千葉）
2006 時のかけら：柴川敏之展｜2000年後のミュージアム～縄文と現代の行方／辰野美術館（長野）
2006 PLANET DRAGON：龍の道：2000年後の龍の行方／千光寺道、尾道市商店街、尾道市内小学校他（広島）　
2006 PLANET PIECES：柴川敏之展／a piece of space APS、巷房階段下他（東京）*
2005 未来美術館へ行こう!  柴川敏之展：PLANET MUSEUM OF ART / TWO ROOMS／奈義町現代美術館（岡山）*
2004 アート・ネットワーク柴川敏之展：PLANET MUSEUM OF ART / ONE ROOM／ふくやま美術館（広島）*
2004 PLANET MUSEUM／ONE ROOM：柴川敏之展／夢創館（神戸）
2003 2000年後の冒険ミュージアム “ 川に埋もれた伝説の町～草戸千軒”と“ 現代の美術” 展／広島県立歴史博物館（広島）*
2001 PLANET CIRCLE：今日の作家シリーズ 柴川敏之展／大阪府立現代美術センター（大阪）*
1999 PLANET GARDEN：柴川敏之展｜惑星の箱庭／しぶや美術館（広島）
1999 41世紀からのメッセージ：美術の時間 vol.6 柴川敏之展／デビットホール（岡山）
1995 新人選抜レスポワール展：柴川敏之展／銀座スルガ台画廊（東京）

主なグループ展
2014 Af fordable Art Fair Brussels／ Tour & Taxis（ベルギー） 
2014 Collection Gilles Balmet／ÉSAD de Grenoble（フランス）*
2013 岡部昌生・柴川敏之展～未来の考古学／ギャラリーてんぐスクエア（広島）*　
2013 ようこそ鞆へ !  遊ぼうよパラダイス／鞆の津ミュージアム（広島）*
2012 始発電車を待ちながら 東京駅と鉄道をめぐる現代アート 9つの物語／東京ステーションギャラリー（東京）*
2012 岡山芸術回廊 特別展「つながる景色」／岡山後楽園（岡山）*
2012 T-ART in Taichung 2012／Evergreen Laurel Hotel Taichung（台湾）
2012 Spoon Art Fair／Grand Hyatt Hong Kong（香港）
2012 NEW CITY ART FAIR／hpgrp GALLERY NEW YORK（アメリカ）
2011 夏休み・みんなで楽しむ展覧会『いつの人？ どこの人？ どんな人？』 ／大阪市立近代美術館（仮称）心斎橋展示室（大阪）*
2010 エマージング・ディレクターズ・アートフェア「ウルトラ 003」／スパイラルガーデン（東京）
2010 ART GWANGJU 2010／KDJ Convention Center（韓国）
2009 SUMOAURA（相撲オーラ）展／十和田市現代美術館（青森）
2007 おもちゃの今～未来展 藤浩志と柴川敏之／篠山チルドレンズミュージアム、歴史美術館、丹波古陶館他（兵庫）
2006 TAMA VIVANT 2006 「今、リズムが重なる」／多摩美術大学（東京）、みなとみらい駅（横浜）*
2006 Art in 福寿会館／福寿会館（広島）*　＊ふくやま美術館企画
2006 印象派から広がる美術の世界／浜田市世界こども美術館（島根）

2006 さわって楽しむ現代美術展／浜田市世界こども美術館（島根）*
2006 現代の造形 — Life & Art —「酔いのかたち」／東広島市立美術館（広島）*
2005 ARTOM60 現代美術展 被爆60年に向けて／旧日本銀行広島支店（広島）*　
2005 VOCA展「現代美術の展望 — 新しい平面の作家たち」／上野の森美術館（東京）*
2002 ヒロシマアートドキュメント 2002／旧日本銀行広島支店（広島）*
2000 龍の國・尾道 ～その象徴と造形／尾道市立美術館（広島）*
1999 クロスオーバー 10 若い表現者たちの ?（問い）／岡山県総合文化センター（岡山）*
1994 アジアひろしま芸術大賞展〈優秀賞〉／中国電力ホール（広島）

1994 第 11回 現代日本絵画展〈準大賞（朝日新聞社賞）〉／宇部市文化会館（山口）*

柴川敏之に関する資料

http://www.planetstudio41.com

柴川敏之の制作風景（撮影：納所和正）
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主なワークショップ 
2013 紙で作ろう!  2000年後のステンドグラス／北九州市立美術館（福岡）　
2013 2000年後のひろしまを発掘しよう!／広島県立美術館（広島）*　＊アート・アーチ・ひろしま 2013 サテライト企画
2012 電車に乗ってタイムスリップ !?　2000年後の紙の化石を作ろう!／青梅鉄道公園（東京）　
2010 2000年後の化石を作ろう!／John Muir School（アメリカ）
2010 2000年後のおみくじをつくろう!／尾道市立美術館（広島）
2009 2000年後の音の化石／東京都荒川区立尾久宮前小学校（東京）　＊学校への芸術家派遣事業
2009 親子でトライ☆ 2000年後の化石図鑑 !／ウッドワン美術館（広島）
2008 2000年後の壁画をつくろう☆ピカソに挑戦 !／呉市立美術館（広島）　＊ピカソ展
2007 2000年後の美術館をつくろう!／七つ梅酒造跡（埼玉）　＊深谷オンセンプロジェクト 2007「ふかやであそぼ !」
2007 2000年後の部屋をつくろう!／伊丹市立美術館（兵庫）*　＊夏休み企画「子どもと造形」
2007 2000年後のステンドグラスをつくろう!  —子どもたちと丹下健三の建築と柴川敏之のコラボレーション／倉敷市立美術館（岡山）*
2006 2000年後の大蛇（おろち）をつくろう!／浜田市世界こども美術館（島根）*　＊こども美術館まつり 2006
2005 2000年後の学校を紙にうつそう!／東京都北区西ヶ原小学校（東京）　＊ニシガハラズコウスクール チャレンジプログラム
2005 2000年後の風景をつくろう!!／丸亀市猪熊弦一郎現代美術館（香川）　＊風景遊歩 sight -cruising
2003 現代を版画にしよう!  —ミロに挑戦／成羽町美術館（岡山）　＊版画の魅力 7人の巨匠展 ～ゴヤからミロまで
2003 現代を版画にしよう!  —棟方志功に挑戦／ひろしま美術館（広島）　＊生誕 100年記念 棟方志功展

その他
2011 講演「2000年後のアートプロジェクト」／Southern Oregon University（アメリカ）
2009 講演「2000年後の美術館・博物館プロジェクト」／北海道大学総合博物館（北海道）
2008 シンポジウム「2000年後のまちの行方～地域文化を活かしたアートプロジェクト～」／辰野美術館（長野）
2006 講演「2000年後に発掘された現代の遺跡」／多摩美術大学（東京）
2006 映画『ちゃんこ』：脚本・美術協力、題字デザイン、出演他／カンヌ映画祭、ベルリン映画祭他 *　＊制作：ドリームワン 

*印：図録、記録集、カタログを発行

柴川敏之に関する資料

主な文献

新聞
江見 肇 「創造の現場から：現代文明を化石で表現」：『山陽新聞』、1999.11.28
大西若人 「展評：『現代』が埋もれた遺跡」：『朝日新聞』、2000.1.20
田原直樹 「21世紀人：遺跡としての現代～2000年後から行く末考える」：『中国新聞』、2000.8.23  
加藤義夫 「人類の誤算への警告」：『朝日新聞』、2004.5.15
堀 浩哉 「特集：2005年美術界をふり返る：すべてが潰れ、焼きつくされ、その灰の中からこそ新しい芽が出てくる③」：『新美術新聞』、 
  2005.12.11・21
山盛英司 「ナビゲーター：2000年後から見る今」：『朝日新聞』、2006.12.19
菊地 毅  「『2000年後から見た現代』表現～身の回りの品、すべて『化石』に」：『日本経済新聞』、2010.1.20
手塚さや香 「極めたい：未来の視点で現代掘り出す」：『毎日新聞』、2010.7.14
関 優子 「廃材から『原初』の胎動～モノの意義、アートで再考」：『日本経済新聞』、2010.7.27

雑誌
長曽我部 誠 「展評：未来から現代を照射」：『てんぴょう』創刊号、アートヴィレッジ、1999.10、pp.45— 46
中村共子 「美術と歴史をつなぐ新たな試み」：『美術手帖』、美術出版社、2003年11月号、pp.220 — 221
柳沢秀行 「ジャーナルポケット『2000年後の冒険ミュージアム』」：『月刊ミュゼ』vol.61、アム・プロモーション、2003.11.15、pp.4 — 5    
中山ゆかり 「2000年後の冒険ミュージアムをドキュメント」：『DOME』vol.71、日本文教出版、2003.12.1、pp.4 —13
山本育夫 「語ローグ 15　2000年後の冒険ミュージアム」：『DOME』vol.81、日本文教出版、2005.8.1、裏表紙
山下治子  「映画『ちゃんこ』と美術館」：『月刊ミュゼ』vol.75、アム・プロモーション、2006.3.15、p.37
米門公子 「私の仕事場：美術作家・柴川敏之」：『旬遊』vol.17、メディクス、2007.6.26、pp.96 —97
永山智子 「まちを舞台にするミュージアム」：『月刊ミュゼ』vol.81、アム・プロモーション、2007.7.25、pp.10 —16
竹邨 章 「未来の化石に願いをこめて」：『日経マガジン』、日本経済新聞社、2008年 8月号、pp.18—19 

カタログ・パンフレット等
柳沢秀行 「41世紀からのメッセージ｜柴川敏之展」：『DAVID HALL通信』vol.8、1999.5.25
中村共子 「秘蹟の地図」：『惑星の箱庭 1989 —1999｜柴川敏之展：パンフレット』、しぶや美術館、1999.11 
宇根元 了 「惑星のある地我像 —Dragon Well — 」：『龍の國・尾道～その象徴と造形：図録』、尾道市立美術館、2000.3、pp.76—77
小口斉子 「PLANET CIRCLE」：『今日の作家シリーズ｜PLANET CIRCLE｜柴川敏之展』、大阪府立現代美術センター、2001.7、p.3 
岸本和明 「『絵画』の可能性ー未来の視点で現代社会を考察」：『VOCA 2005：図録』、上野の森美術館、2005.3、pp.42— 43
柳沢秀行 「イマジネーション」：『2000年後の冒険ミュージアム：記録集』、2005.3.31、pp.14 —19  
倉林 靖 「遠い視線」：『PLANET PIECES：記録パンフレット』、a piece of work APS、2006.10.31、p.5
岸本和明 「2000年後の未来を現代人の目線で考察」：『未来美術館へ行こう!  柴川敏之展：記録集』、奈義町現代美術館、2007.1.11、pp.4 —5
佐々木千恵 「PLANET GLASS」：『2000年後のステンドグラス：記録パンフレット』、倉敷市立美術館、2008.3.31、p.5  
多 忠秋 「演出家・柴川敏之による『子どもと造形』」：『2000年後の部屋：記録パンフレット』、伊丹市立美術館、2008.3.31、p.5 
岡本康明 「縄文土器と美術家 柴川敏之の世界」：『TRAVELER：記録集』、京都造形芸術大学芸術教育資格支援センター、2008.7.31、pp.4—5
河村章代 「2000年後の思い出のため…」：『2000年後の美術館☆プロジェクト：記録集』、高知県立美術館、2009.3.20、pp.8 — 9、pp.118 —119
松本教仁 「大容量高速ネットワークとしての柴川敏之さん」：『2000年後の美術館☆プロジェクト：記録集』、高知県立美術館、2009.3.20、p.119
堀越聡子 「41世紀の三内丸山人に引き継ぐもの」：『2000年後の未来遺跡｜三内まるごとミュージアム：記録集』、青森県立美術館、2009.3.31、p.5
鬼本佳代子 「龍が結んだ人・街・美術館」：『大原美術館の 80 歳をお祝いしよう!  プロジェクト：記録集』、大原美術館、2010.3.10、pp.44—45
堀切正人 「化石の虚実」：『PLANET WALL：記録パンフレット』、a piece of work APS、2011.7.30、p.5
山中俊広 「絡み合った時間軸を読み取る」：『PLANET ANTIQUES：記録パンフレット』、YOD Gallery、2011.7.30、p.5
三井知行 「柴川敏之｜2000年後の“いま”を発掘しよう!」：『夏休み・みんなで楽しむ展覧会「いつの人？ どこの人？ どんな人？」：
   ワークショップ記録集』、大阪市立近代美術館建設準備室、2011.9.30

雑誌・カタログ・パンフレット等／自筆
柴川敏之 「欠片からの創造」：『現代美術家の肖像』vol.37（インタビュー）、夢創館、2004.6 
柴川敏之 「2000年後の冒険ミュージアム 誕生」：『2000年後の冒険ミュージアム：記録集』、2005.3.31、pp.14—19  
柴川敏之 「41世紀の美術館～その光と影」：『2000年後の美術館☆プロジェクト：記録集』、高知県立美術館、2009.3.20、pp.6—7
柴川敏之 「41世紀の行方～未来遺跡からのメッセージ」：『 2000年後の未来遺跡｜三内まるごとミュージアム：記録集』、青森県立美術館、2009.3.31、p.4
柴川敏之 「時と雑誌と私」：時をめくる雑誌『 fold』創刊号、東京大学コマプレス、2009.7.25、Section 01 p.4
柴川敏之 「Happy Birthday dear 大原美術館♪」：『大原美術館の80歳をお祝いしよう!  プロジェクト：記録集』、大原美術館、2011.3.15、pp.6—7
柴川敏之 「2000年後のパラダイス☆鞆の浦」：『ようこそ鞆へ !  遊ぼうよパラダイス：記録集』、鞆の津ミュージアム、2013.8.17、pp.10 —11

ウェブサイト
柳沢秀行 「学芸員レポート：2000年後の冒険ミュージアム」：『artscape』、2003
藤田千彩 「people：柴川敏之インタビュー」：『PEELER』、2005 
横永匡史 「『形あるもの』と『形ないもの』を見つめて」：『PEELER』、2005
横永匡史 「重なり合う世界、そのための仕掛け」：『PEELER』、2007
日沼禎子 「相撲王国・十和田（青森）で出会う心技体の美 ─「SUMOAURA（相撲オーラ）」展」：『artscape』、2009
友利 香 「くゆり合う時間軸のスパイラル」：『PEELER』、2012

その他 中学校美術科教科書『美術 1｜美術との出会い』、日本文教出版、2012、p.35

2012｜岡山後楽園の八橋での展示

2008｜高知県立美術館でのワーク
ショップ作品

2008｜青森県立美術館、三内丸山遺
跡でのワークショップ

2012｜東京ステーションギャラリー
での展示（撮影：末正真礼生）

2009｜a piece of space APSでの
インスタレーション（撮影：佐々木敏晴）

2011｜大阪市立近代美術館（仮称）
心斎橋展示室での展示

2010｜大原美術館でのプロジェクト

2007｜京都造形芸術大学芸術館で
の会場風景

2006｜尾道市商店街でのワークショッ
プ作品（撮影：三上清仁）

2010｜YODギャラリーでのインスタ
レーション

2001｜大阪府立現代美術センターで
のインスタレーション（撮影：末正真礼生）

1999｜デビットホールでのインスタ
レーション（撮影：末正真礼生）
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2012年 5月27日
初顔合わせ｜

レクチャー 

3月23日
明倫茶会「2000年後の
発掘☆茶会」参加、運営

3月30日・31日
撤収作業

3月18日
「2000年後の発掘現場」
展示作業

3月10日
「2000年後のナイト☆
ツアー」でのお化け役

3月5日̶30日
展覧会の監視｜

ワークシートの添削｜

ランドセルの貸し出し

2月11日
ミーティング｜

インタビュー撮影

2月26日̶3月4日
展覧会の準備

3月 5日
ボランティアスタッフ

への展示説明会

2013年1月13日・14日
ミーティング｜

ワークショップ｜

展示シミュレーション等

11月18日・19日
ミーティング｜

ワークショップ

10月7日
ミーティング

12月16日・17日
ミーティング｜

ワークショップ

9月2日
レクチャー｜ミーティング

8月5日
レクチャー｜ミーティング

6月24日
一般公開の体験ワーク

ショップ｜レクチャー

てんとうむしプロジェクト・ボランティアスタッフの
活動記録｜p.21 タイムドキュメント参照

0106 0107PL ANET SCHOOL てんとうむしプロジェクト・ボランティアスタッフの活動記録
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2000年後の世界は、どうなっていると思いますか？
——— 柴川敏之

What do you think the world would become after 2000 years?
——— SHIBAKAWA Toshiyuki
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京都芸術センターボランティアスタッフのみなさま

茶の湯体験サロンいっぷく（京都芸術センターボランティアスタッフ・友の会有志）

青森県立美術館

大阪新美術館建設準備室

京菓子司 俵屋吉富
京都市学校歴史博物館

前田珈琲明倫店

阿比留修一、太田耕人、尾関吉重、小林昌廣、酒井英一、茂山千五郎、

上念省三、鈴木みかこ、隅地茉歩、田中誠二、田茂井廣道、土田英生、

筒井 潤、 中村典子、橋本裕介、花本有加、平芳幸浩、広田ゆうみ、
二口大学、松木 萌、村井康彦、山極寿一、Sandra J. Holstein

関 典子、三井知行、森口まどか、安河内宏法

ランドセルをご提供いただいた京都市民のみなさま


