
 今年の夏季に体験したアートとの出会いを、夏の

ひとつの出会いであった東京都現代美術館で開催

されている「あそびのじかん」と同時展開している

MOT「ひろがる地図」にインスパイアされ、ゲームブッ

ク風に紹介する。 

 「ひろがる地図」では、地図に対するとらえ方を多

視点的に拡大しており、そのひとつとして言葉を追っ

て居場所を変えるゲームブックを地図に見立ててい

る。 

 現地では、「演劇クエスト」orangcosong＋進

士遙に導かれ、現代美術館や木場公園を散策す

る体験をすることができる。 

 さて、1から冒険を

はじめたまえ。 

 

  

https://www.mot-art-museum.jp/events/2019/09/20190913165659/


1. この文章を読んでいる君は、様々な展覧会に

行くアートファンだろう。今年の夏も様々な展示

が目白押しだ。とくに表現について話題になって

いるあいちトリエンナーレ、10年目を迎える六

甲ミーツ・アートは興味深い。 

○あいちトリエンナーレに行くなら 7 へ。 

○六甲ミーツ・アートに行くなら 4へ。 

○どこへもでかけないというなら 5へ。 

  



2. 君は錦鯉が天に向かって口を開けているのを

発見した。どうやら中に入ることができるようだ。

かすかに檜の香りを感じる。鯉の口から顔を出

して見た遥か眼下の神戸の街は錦鯉とは違っ

て灰色一色だった。君は日常との乖離に戻る

気力を失いつつある。 

○あいちトリエンナーレに行くなら 7 へ。 

○日常に帰らなければならないなら 5へ。 

  



3. 君はアニメーションの最後の一瞬だけが描かれ

ていない作品に、近い未来を感じたようだ。想

像はできるが確信のない世界に、決して追いつ

くことのない現在を未来の一部ととらえた感性

は斬新だ。対話によって新たな気付きを得た

君は次のエリアに行くこととした。 

○四間道、円頓寺に行くなら 6へ。 

○豊田市に行くなら 8へ。 

○六甲ミーツ・アートに行くなら 4へ。 

○そろそろ帰ろうというなら 5へ。 

  

https://aichitriennale.jp/artwork/A17.html
https://aichitriennale.jp/artwork/A17.html


4. 六甲ミーツ・アートは六甲山観光株式会社が

新しい六甲山の魅力を発信しようと始めた現

代アートの屋外展覧会だ。六甲山の各施設

に点々と作品が配置されている。 

○記念碑台（「錦鯉ヘッド」葭村太一）に行

くなら 2へ。 

○六甲ケーブル六甲山上駅（「ここにいるよ」

岩谷雪子）に行くなら 16へ。 

○天覧台（「仏壇ポートレイト」風間天心）

に行くなら 14 へ。 

○グランドホテル六甲スカイヴィラ（「萌怪萌怪

者六地蔵菩薩立像」黒田恵枝）に行くなら

18へ。 

  

https://www.rokkosan.com/art2019/
https://www.rokkosan.com/art2019/
https://www.rokkosan.com/art2019/


5. 君の夏は終わった。どれだけの体験が心に残っ

ただろうか。満足できていない場合、夏は終わ

らない。1 へ進む。 

  



6. 四間道、円頓寺は今回から長者町エリアに代

わるまちなかエリアだ。センセーショナルな作品

が多い。人の営みを実験的に表現する作品が

並んでいるが、その中でも君が興味を持ったの

は次の作品だった。 

○「町蔵」岩崎貴宏を見るなら 9へ。 

○「声枯れるまで」キュンチョメを見るなら 4へ。 

○「葛宇路」葛宇路を見るなら 13へ。 

  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E9%96%93%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E9%96%93%E9%81%93


7. あいちトリエンナーレの今年のテーマは「情の時

代」だ。君は事前「情」報を片手に感「情」が

揺さぶられる冒険に出る。どんな人「情」に触れ

られるか、いつもは見られない「情」景を楽しみ

に愛知の風「情」を感じよう。 

○芸術文化センターに行くなら 12へ。 

○四間道、円頓寺に行くなら 6へ。 

○豊田市に行くなら 8へ。 

  

https://aichitriennale.jp/about/concept.html
https://aichitriennale.jp/about/concept.html


8. 今年リニューアルした豊田市美術館がメイン会

場だ。どうやら体感型の作品が中心になってい

る。君はここでこれという作品にであった。 

○「レンタルあかちゃん」和田唯奈（しんかぞ

く）に感銘を受けたのなら 15 へ。 

○「Fallen Star」シール・フロイヤーを気に入っ

たのなら 17 へ。 

  

https://aichitriennale.jp/search.html?offset=0&limit=1000&search=&artwork_category_bn=&venue_category_bn=venue_cat_T
https://aichitriennale.jp/search.html?offset=0&limit=1000&search=&artwork_category_bn=&venue_category_bn=venue_cat_T


9. 旧家の蔵の中に炭で名古屋の風景を作り出

している作品だ。しかしここについた時にはすで

に閉館時間が迫っていた。君に残された時間

はない。追い出されるように次のスポットへ向か

う。 

○芸術文化センターに行くなら 12へ。 

○豊田市に行くなら 8へ。 

○六甲ミーツ・アートに行くなら 4へ。 

○そろそろ帰ろうというなら 5へ。 

  

https://aichitriennale.jp/artwork/S02.html
https://aichitriennale.jp/artwork/S02.html


10. 街中で採取したガムやたばこから DNA を採取

し、持ち主の顔を再現するプロジェクトに君は

未来を見た。しかし、その作品はすでに過去の

ものだ。SF映画のような内容に未来を感じた

君だが、その技術はすでに実現していた。過去

に未来を見出した倒錯を抱えながら、次はどこ

に向かおう。 

○四間道、円頓寺に行くなら 6へ。 

○豊田市に行くなら 8へ。 

○六甲ミーツ・アートに行くなら 4へ。 

○そろそろ帰ろうというなら 5へ。 

  

https://aichitriennale.jp/artwork/A13.html
https://aichitriennale.jp/artwork/A13.html
https://aichitriennale.jp/artwork/A13.html


11. 彩乃から世治に名前を変えた青年のインタビュ

ー動画では、親の発言を受け入れ続けたこと

でずっとつらい思いをしてきたという発言があっ

た。自らの体験に思いが重なってしまった君は、

植物のセージから名前を取ったという当て字が

自分の「世」界を正しき姿に「治」すと読め、他

人事とは思えなくなった。君は誰にも理解され

ない心の内を引きずりながら新たな出会いを求

める。 

○芸術文化センターに行くなら 12へ。 

○豊田市に行くなら 8へ。 

○六甲ミーツ・アートに行くなら 4へ。 

○そろそろ帰ろうというなら 5へ。 

  

https://aichitriennale.jp/artwork/S08.html
https://aichitriennale.jp/artwork/S08.html


12. 君は芸術文化センターについた。アートプレイグ

ラウンド「はなす」では、各テーマでボランティアス

タッフと対話をすることができる。君が選んだテー

マは「未来を感じる作品」だった。あいちトリエン

ナーレのどの作品にどんな未来を感じるか。 

○「その後を、想像する」菅俊一なら 3へ。 

○「Stranger Visions, Dublin: Sample 

3Stranger Visions, Dublin: Sample 

6InvisibleStranger Visions」ヘザー・デュ

ーイ＝ハグボーグなら 10 へ。 

  

https://aichitriennale.jp/search.html?offset=0&limit=1000&search=&artwork_category_bn=&venue_category_bn=venue_cat_A
https://aichitriennale.jp/artwork/A40a.html
https://aichitriennale.jp/artwork/A40a.html


13. 君は看板の場所を見つけられず、うろうろしか

けたが、アートプレイグラウンド「もてなす」で場

所を教えてもらい無事に実物を見つけることが

できた。あいちトリエンナーレは毎回組織を解

体し、作り直すことを繰り返している。イベント

型のトリエンナーレではなかなか作品が残らな

いが、組織に持続性のない愛知はとくに残りに

くい。しかし、この作品は残せそうだ。実物がなく

なってもポケストップとしてデジタル上に残すこと

が可能なのではないだろうか。「もてなす」で採

用されることを祈りつつ提案し、スタッフに感謝

されながら四間道を後にする。 

○芸術文化センターに行くなら 12へ。 

○豊田市に行くなら 8へ。 

○六甲ミーツ・アー

トに行くなら 4へ。 

○そろそろ帰ろうと

いうなら 5 へ。 

  

https://aichitriennale.jp/artwork/S40.html
https://aichitriennale.jp/artwork/S05.html
https://aichitriennale.jp/artwork/S05.html


14. 君の家には仏壇がなかったのではないか。見た

こともない、知らない家の知らない仏壇を一望

に臨むと、ふと祖父の祀られている仏壇があっ

たことを思い出す。どのような姿だっただろう。そ

して、君の祖父の法事はいつだったか。このまま

冒険をしていてもよいのだろうか。 

○あいちトリエンナーレに行くなら 7 へ。 

○日常に帰らなければならないなら 5へ。 

  



15. 君が送ってきた人生においても、ひょっとすると

子供ができていたかもしれない分岐点はあっ

た。その一つのあり得た未来の可能性を想起さ

せるこの作品では、最後に、トレースの繰り返し

により形を変えていく、君だけの子供が君から

生まれ落ちる。誰かの子供でありながら君の子

供でもある不思議な存在のこの子に君は何を

見せるのだろうか。 

○芸術文化センターに行くなら 12へ。 

○四間道、円頓寺に行くなら 6へ。 

○六甲ミーツ・アートに行くなら 4へ。 

○そろそろ帰ろうというなら 5へ。 

  

https://aichitriennale.jp/artwork/T03a.html
https://aichitriennale.jp/artwork/T03a.html


16. 小さな植物が丁寧にディスプレイされている。触

れてしまえば崩れてしまう繊細な姿も、もとは六

甲山の緑を形作る一部だったものだ。ダイナミク

スと細かな手仕事による作品にふれ、君は

日々の自分の生活をふと振り返る。君は日ご

ろから丁寧な暮らしを送っていただろうか。次は

どうしよう。 

○あいちトリエンナーレに行くなら 7 へ。 

○日常に帰らなければならないなら 5へ。 

  



17. 君は掌の中に星を掬った。いつも変わらずここ

で輝いている星だが、今は君だけのものだ。この

宝物は持ち出すことができない。しかし星を抱

いた思いではどこへ行ってもいつまでも君に残り

続けるだろう。 

○芸術文化センターに行くなら〇12。 

○四間道、円頓寺に行くなら 6へ。 

○六甲ミーツ・アートに行くなら 4へ。 

○そろそろ帰ろうというなら 5へ。 

  

https://aichitriennale.jp/artwork/T07.html


18. 目の前に端切れで作られた六体の二足歩行

の動物が現れた。君は突然の遭遇に身構える

が襲ってくる気配はないようだ。ここで君は一体

のうさぎの前に立つ。ウサギのように耳を澄ます

と声が聞こえてきたようだ。その声に従うこととす

る。 

○あいちトリエンナーレに行くなら 7 へ。 

○日常に帰らなければならないなら 5へ。 

 


