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作品の解説をする学生ら。記憶を
テーマにインタビューし、そこか
ら絵画を制作した＝高松市栗林町
１丁目

香川）東京芸大×ロンドン芸大　栗林公
園で現代アート展

続きから読む

　特別名勝の栗林公園（高
松市）で、東京芸術大とロ
ンドン芸術大に在籍する芸
術家の作品展が始まった。
栗林公園の風景と、「動態
と変化」をテーマにした現
代アートが融合した展示が
来園者の目を引いている。
瀬戸内国際芸術祭の秋会期
が終わる１１月６日まで作
品を展示する。

　香川出身の教員がいた縁があり、東京芸大と県は２００
１年から芸術イベントを開いてきた。昨年、ロンドン芸大
も加わり、地理的形態に加え、ある場所の歴史や文化も表
す「トポグラフィー」を主題に栗林公園で美術展を始め
た。今年のテーマ「動態と変化」に合わせ、１６点が制作
された。

　坂田ゆかりさん（２９）とホルヘ・マルティン・ガルシ
アさん（３０）は園内の茂みの中に作品を展示した。９月
上旬、高松工芸高の生徒８人と共に、映像作品と蚊帳を使
った建物を作った。高校生から出た「未来の香川は水が無
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皇室写真館
韓国やインドネシアな
ど、各国要人を迎えた
２００３年の特集です。

週替わりで求人情報をお届けし
ます！
朝日新聞とマイナビ転職の厳選情
報一覧

世界三大高級時計といえば…国
木田彩良
がスイスをめぐりその魅力に迫る

テリー伊藤が日本で一番好きな
温泉宿？
全国のホット温まる温泉情報が満
載！

鈴木おさむ、藤本美貴などゲス
ト決定！
子育てを考えるイベントに無料ご
招待！

愛猫との幸せな生活をまもろ
う！
手遅れになる前に病気を発見する
ために

ＮＹの今を伝える最旬キャデラ
ック
アメ車はデカくて燃費悪い？違い
ます！

@asahi̲event からのツ
イート

号外：神奈川県平塚市の保育所で４カ月の男児を死なせたとして、保育士の男を逮捕　
（11:30）
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トップニュース 朝日新聞デジタルのトップページへ

トランプ氏「勝てば結果受け入れ」　疑問あ
れば訴訟示唆 (10:24)

「土人」どこから？ ネットでは福島の人に
使われる例も (05:12)

民進と共産、ＴＰＰ特別委を欠席　強行採決
の回避を要求 (11:07)

総武快速線、運転見合わせ　稲毛駅で人身事
故 (11:28)

将棋連盟、棋士への説明会を開催　ソフト不
正疑惑 (10:43)

山本農水相、辞任否定　労基法違反報道は
「調査する」 (10:45)

タレントが干される理由は　大手事務所「共
演ＮＧ」多用 (05:05)

くなっていそう」というアイデアを生かし、水をもらいに
来た未来人が建てたという設定にした。制作過程の映像に
はセリフや音楽を加え、未来人の視点で描いたようなフィ
クションに仕立てた。

　 ガルシアさんは「来る前は造り込まれた庭園という抽
象的な印象しかなかったが、探検するうちに物語のヒント
にたくさん出会えてワクワクした」と話す。

　展示された作品は、いずれも場所とその歴史、そしてそ
の変化に注目した内容だ。設置された額縁から園内の風景
を見ると、周辺のビルが見えなくなる仕掛けや、英国の
「迷子石」が栗林公園に移動してきたという設定で写真パ
ネルが移動し続ける作品もある。

　午前１０時～午後５時（１０月６、７日は展示会休
み）。鑑賞には栗林公園入園料（大人４１０円、小人１７
０円）が必要。（田中志乃）

関連ニュース
地域ページ　トップ
最新の地域面紙面イメージ
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注目コンテンツ ご案内

※Twitterのサービスが混み合って
いる時など、ツイートが表示され
ない場合もあります。

高校成績「４」以上→月３
万円　給付型奨学金の自民
案
「バイバイ」笑顔の幼子、
母は橋から落とした
中学時代、５千円で売春　
「これで上履きが買える」
ＳＭＡＰ、実は事務所の管
理下での「自由」
２０１６プロ野球ドラフト
会議、指名選手一覧

平尾誠二さん死去 12865

薄毛の客は５００円割引
5598

志賀原発に雨水６トン流入
2502

【＆BAZAAR】

いよいよ自作のお米を
食べる
サラリーマン×田んぼ

【＆TRAVEL】

茨城、磐越の紅葉を楽
しむ
フリーパスで鉄道旅

【＆M】

「ＡＭＧ Ｃ４３」に
試乗
これぞ万能スーパーマシン

【＆ｗ】

銀行員の娘に美しい弁

これで頭皮をマッサ
ージ

読まれています 昨日のトップ５
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