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MAHO KUBOTA GALLERY

“history in art” pop up show at MKG 展のご案内

MAHO KUBOTA GALLERY では、2017 年 2 月 4 日(土)より現代アートのスタディ・コレクティ
ブである「history in art」を迎え、その研究成果を紹介する展覧会を開催いたします。公に文字にさ
れたり語られることのなかった歴史の側面に光をあて、様々な実践を通し展覧会形式にて発表いたし
ます。
history in art はアーティストや批評家のほか、様々な形でアートに関わるメンバーによるスタデ
ィ・コレクティブです。“history in art” という名称はドイツの歴史学者アライダ・アスマン (Aleida
Assmann, b.1947-) の著書『記憶のなかの歴史』に由来します。2013 年にこのテキストの読書会
を開催したことをきっかけに、グループの活動が始まりました。
アスマンは『記憶のなかの歴史』の中で、記憶、経験、口頭での語りなど、揺らぎやすく形に残ら
ないものに歴史を見出そうとします。一家団欒の場において父親が激しい口調で戦争について語る時
に家庭内に漂う不穏な空気、あるいは、キリストの生誕やナポレオンの遠征といった歴史の有名な一
場面を歴史劇として演じる時の経験そのものなど、これまでに史料とさえ考えられてこなかったもの
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を歴史として捉えました。また、アスマンのみならず近年の歴史学の分野でも、歴史の記述からこぼ
れ落ち見過ごされてきた民衆の生活、記憶、証言などに目が向けられています。
アートにおいても、いわゆる大文字の歴史とは異なる視点から歴史を考える動きが見られます。例
えば、2014 年に日本で公開されたドキュメンタリー映画「アクト・オブ・キリング」では、インドネ
シアで 1965 年に起きた共産党員狩りの実行者らにカメラを向けることで、これまでにフォーカスさ
れることが少なかった加害者の記憶を捉えました。カナダ人のアーティスト、ジャネット・カーディ
フ&ジョージ・ビュレス・ミラーがドクメンタ 13 で発表した二つの作品は、サウンド・インスタレー
ションとオーディオ・ウォークといった音を介したかたちで、展示場所が経験した過去の追体験を観
客に促し、展示場所そのものを歴史として立ち上がらせる試みでした。また、ドキュメンタリーとフ
ィクションを織り交ぜたアピチャッポン・ウィーラセタクンの中編映画「メコン・ホテル」では、個
人と共同体の幾重にも重なる記憶を幽霊役の女優が語ることで、歴史と歴史化されないものを含む過
去そのものの存在を示しました。
アスマンのテキストを出発点として以来、history in art ではアートの作品はもちろん様々な事象を
取り上げて歴史の捉え方について多角的に考えてきました。上にあげたものは history in art の関心
の一部ではありますが、核となっている要素でもあります。史料から過去の出来事を想像し、創造す
るという従来の歴史学が採ってきた方法とは異なるアプローチを参照し、経験していないものや知り
えない出来事をどのように考えることができるのか、あるいは、どのように捉えれば考えやすくなる
のかを模索しています。また、グループでの読書会や討議といった活動のほか、アーティストや批評
家として活動するメンバーそれぞれも作品やテキストの発表、プロジェクトや展覧会の企画など、各々
の活動の中で実践を重ねています。今回の展覧会では、グループ、個人の活動双方を取り上げます。

＜展覧会概要＞
展覧会名
展覧会会期

“history in art” pop up show at MKG
2017 年 2 月 4 日（土）-3 月 4 日（土）
12:00-7:00pm
会期中 日・月および祝日は休廊

会場

MAHO KUBOTA GALLERY
東京都渋谷区神宮前 2-4-7 1F

tel 03-6434-7716

http://www.mahokubota.com
協力

TARO NASU、WAITINGROOM、大谷芳久、小泉明郎、増本泰斗
入場無料

広報お問合せ

info@mahokubota.com / 03-6434-7716
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左上：飯山由貴「ある職業の人を探しに行く」 2015〜2016、 シングルチャンネルビデオ、サウンド、テキスト ©Yuki Iiyama
左下：湯浅千紘「L’histoire」展示風景、2016 ©Chihiro Yuasa
右：遠藤麻衣「La Toilette」2017、シングルチャンネルビデオ ©Mai Endo

history in art
2013 年に杉田敦らの呼びかけで集まったアーティスト、批評家のほか、様々なかたちでアートに関わるメンバー
によるスタディ・コレクティブ。ドイツの歴史学者アライダ・アスマンのテキストの読書会として始まり、グルー
プ内でのディスカッションやスクリーニングなどをおこなってきた。今回の展覧会ではグループの有志が集まる。
展覧会参加メンバー：粟田大輔（批評家）
、飯山由貴（アーティスト）
、井上文雄（オーガナイザー）
、遠藤麻衣（ア
ーティスト、俳優）
、杉田敦（批評家）
、高橋夏菜（キュレーター）
、湯浅千紘（アーティスト）
、良知暁（アーティ
スト）
粟田大輔｜Daisuke Awata
1977 年生まれ。美術批評。テキストに「近代のアポリアと形見なるもの」
（
『物質と彫刻―近代のアポリアと形見
なるもの』2013 年）
、
「造形とマッサージ」
（
『Do it yourself, Brain massage―可塑的な身体と術』2013 年）
、
「金縛りと夢」
（
『Pa+ フォビアと芸術生産』2015 年）
、
「黒い爆弾と犬と映写技師」
（
『偽史』2016 年）など。
飯山由貴｜Yuki IIYAMA
1988 年 神奈川県生まれ。誰かの個人的な記録物や、その声から歴史の糸をたぐり寄せ、個人と社会が重層的に
結びあわされるインスタレーションを発表してきた。主な展覧会に「APMoA Project, ARCH vol.16：飯山由貴
Temporary home, Final home」
（愛知県美術館, 2015 年）
「瀬戸内国際芸術祭 2016・アーティスト in 六区
2016 : Vol.1 飯山由貴：生きている百物語 」
（直島, 2016 年）
「歴史する！Doing history!」(福岡市美術館, 2016
年)など。
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井上文雄｜Fumio Inoue
オーガナイザー。CAMP、comos-tv、基礎芸術、社会の芸術フォーラムなど。
http://ca-mp.blogspot.jp/、http://comos-tv.com/、http://kisogei.org/、http://skngj.blogspot.jp/
遠藤麻衣｜Mai Endo
俳優・美術家。東京芸術大学美術研究科博士後期課程在籍。主な発表に「あなたに生身の人間として愛されたいの。
」
（MOT アニュアル 2016 キイセイノセイキ、増本泰斗との共作／東京都現代美術館, 2016）
、
「ボクは神の子を
妊娠した。
」
（キュレーション：飯盛希／TAV GALLERY, 2015）
、
「アイ・アム・フェミニスト！」
（コーディネー
ト：河口遥／GALLERY BARCO, 2015）
。主な出演に《へんなうごきサイファー》
（二十二会, 2014~）
、
《イスラ！
イスラ！イスラ！》
（岡崎藝術座／三重県総合文化センター, 2016）
《始末をかく》
（戯曲：岸井大輔, 2013~2018）
。
http://maiendo.net/
杉田敦｜Atsushi Sugita
1957 年生まれ。美術批評。著書に『リヒター、グールド、ベルンハルト』
（みすず書房,1998）
、
『ナノ・ソート
現代美学、あるいは現代美術で考察するということ』
（彩流社, 2008）など。個展に「サンクチュアリあるいはア
ジールのあとに来るもの」
（空蓮房, 2015）など。グループ展に「critics coast」
（越後妻有大地の芸術祭, 2009）
など。プロジェクトに「picnic」
（2012-）
、
「でもいかない」
（2015-）など。
高橋夏菜｜Kana Takahashi
1989 年生まれ。芸術表象、展覧会企画。企画に「松原香織 個展《Self-Globalization》
」(gsgp 女子美アートセ
ンター準備室, 2012)、
「第 7 回展覧会企画公募展 奨励賞《TOC》
」
（トーキョーワンダーサイト本郷, 2012）
、
「
《と
きどき きこえる : aufklärung von kinder》展」
（art & river bank, 2013）など。プロジェクトに「レビューカ
フェ」
（2012-）
、
「でもいかない」
（2015-）など。
湯浅千紘｜Chihiro Yuasa
1992 年生まれ。アーティスト。個展に「Chihiro Yuasa EXPO」
（千葉、2014）グループ展に「疑い・調査・実
践」
（BankART Studio NYK、2016）
、
「第 4 回井土ケ谷ビエンナーレ」
（blanclass,2016）がある。プロジェク
トに「でもいかない」
（2014ー）
、
「野外上映会」
（2013ー）
、
「no hospitality,but cafe」
（2015）
、
「no hospitality,but
bar」
（2016）など。訳書 に『inondation 洪水』
（
『洪水』制作委員会、2016）がある。
良知暁｜Akira Rachi
1980 年生まれ。2000 年代後半より「投票」に関するリサーチを継続している。
「支流：支流：Looking for the
way of resistance」
（HIGURE 17-15 cas、2016）のほか、TARO NASU、art & river bank、blanClass、The
Photographersʼ Gallery などで作品を発表。共同企画に「Optical Art Activity : summer school」Take
Ninagawa、2015）
。

