
作家名 作品名 制作年 素材･技法  所蔵 　 
青木　野枝 蒸気管／寿町 2016 コルテン鋼  作家蔵     

                                                                       courtesy of HASHIMOTO ART OFFICE

さかぎしよしおう 16003 2016 磁土　  作家蔵 

戸田　裕介 Bonfire ／ J の夢 2016 鉄、鉛、FRP（繊維強化プラスチック）、 作家蔵

    アメリカ国防総省発行太平洋中央配置     

    世界地図（鉛に印刷）、ウレタン塗料他 

戸谷　成雄 森　2015　Ⅰ 2015 木 　 個人蔵  

戸谷　成雄 森　2015　 II  2015 木  個人蔵 

中村　洋子 雲に飛ぶ、うっ 蜘蛛 2016（蜘蛛 2014） ステンレスメッシュ、木 作家蔵

樋口　健彦 奥行きのある線　その１ 2016 陶、金　  作家蔵

真島直子 ﾄﾈ･ﾌｨﾝｸ
髙山辰雄

青木野枝

増田洋美

中村洋子

藤本由紀夫
さかぎしよしおう

留守 玲

戸谷成雄

戸田裕介

吉 雄介

村元崇洋
ﾄﾈ･ﾌｨﾝｸ

トネ・フィンク

マリアンネ・グレーバー
パフォーマンス ステージ

スティーブン・

コーヘン

樋口健彦

入口

出

口

ドリス・

ウーリッヒ

・順路はありません。思い思いに回遊してください。

・立体作品がたくさんあります。足元にお気をつけください。

・作品には手を触れないでください。

・個々の作品の中に入らないでください。

（藤本由紀夫の作品の中へは、入ることができます）

・展示台を揺らさないでください。

・写真（デジカメ、スマホ等を含む）撮影はご遠慮ください。

・動画撮影、録音はご遠慮ください。

・ステージには上がらないでください。

・会場内を走らないでください。

・会場内での飲食はご遠慮ください。

主　　催：生への言祝ぎ展実行委員会、大分県立美術館、
                     公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団　
共　　催：大分合同新聞社
後　　援：オーストリア大使館、大分県、大分県教育委員会、西日本新聞社、
                     NHK 大分放送局、OBS 大分放送、TOS テレビ大分、
                     OAB 大分朝日放送、エフエム大分、OCT 大分ケーブルテレコム
協　　力：竹田市、国東市教育委員会、大分大学福祉科学研究センター、
                      別府大学、ルフトハンザカーゴ AG、オーストリア航空、全日本空輸
助　　成：　   平成 28 年度 文化庁  文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

お願い
・順路はありません。思い思いに回遊してください。

・立体作品がたくさんあります。
   足元にお気をつけください。

・作品には手を触れないでください。

・個々の作品の中に入らないでください。
　（藤本由紀夫の作品の中へは、入ることができます。）

・展示台を揺らさないでください。

・写真（デジカメ、スマホ等を含む）撮影はご遠慮ください。

・動画撮影、録音はご遠慮ください。

・ステージには上がらないでください。

・会場内を走らないでください。

・会場内での飲食はご遠慮ください。



作家名 作品名 制作年 素材･技法  所蔵 　 
藤本由紀夫 The Music  2013 アクリルパネル、オルゴール、 作家蔵 

  (four-panel folding screen）  木製フレーム  Courtesy of ShugoArts

真島　直子 JIGOKURAKU　1990-91-1 1990-91 ミクストメディア  M コレクション

真島　直子 地ゴク楽 2003 墨､彩色､紙ほか  M コレクション

真島　直子 JIGOKURAKU 2004-2 2004 紙、鉛筆  M コレクション

増田　洋美 PLAY THE GLASS sotto voce 2016 (2010) 宙吹きガラス、ビニール　 作家蔵 

村元　崇洋 陽気な柱 2016 (2001) 洗濯ばさみ  作家蔵 

吉　雄介　 TEN-NOBORI 2016 トタン、木、アクリル絵具、色鉛筆 作家蔵 

留守　玲 解体と馳駆 2016 鉄  作家蔵 

  ―さかりの語感・蒼のあいづち―

マリアンネ・グレーバー エル・マラグーティ リオデジャネイロ 2003 白黒写真、バライタ印画紙 作家蔵  

  白黒のポートレイト

マリアンネ・グレーバー The Center #1 リオデジャネイロ 2003 C プリント  作家蔵  

マリアンネ・グレーバー リラ リオデジャネイロ 2003 白黒写真、バライタ印画紙 作家蔵

マリアンネ・グレーバー The Center #2 リオデジャネイロ 2003 C プリント  作家蔵  

マリアンネ・グレーバー 無題 リオデジャネイロ 2003 / 白黒写真、バライタ印画紙、 作家蔵    

   ウィーン 2011 ガラス

マリアンネ・グレーバー ルアナ・ムニス　 ニテロイ、ブラジル 2008 C プリント  作家蔵  

  ニテロイ現代美術館にて #1

マリアンネ・グレーバー ルアナ・ムニス ニテロイ、ブラジル 2008 C プリント  作家蔵

  ニテロイ現代美術館にて #3

マリアンネ・グレーバー ルアナ・ムニス ニテロイ、ブラジル 2008 C プリント  作家蔵 

  ニテロイ現代美術館にて #7

マリアンネ・グレーバー 最後の晩餐 リオデジャネイロ 2008 C プリント  作家蔵

マリアンネ・グレーバー 最初の朝食 大分 2016 C プリント  大分滞在制作

マリアンネ・グレーバー 最後の晩餐 リオデジャネイロ 2008 映像作品 3分 20 秒 作家蔵

マリアンネ・グレーバー 最初の朝食 大分 2016 映像作品  大分滞在制作 

スティーブン・コーヘン シャンデリア 2002 映像作品 16 分 37 秒 スティーブンソンギャラリー

スティーブン・コーヘン シャンデリア 2002 プリント  作家蔵

スティーブン・コーヘン シャンデリア 2002 プリント  作家蔵

スティーブン・コーヘン シャンデリア 2002 プリント  作家蔵

スティーブン・コーヘン シャンデリア 2002 プリント  作家蔵

ドリス・ウーリッヒ ユニヴァーサル・ダンサー 2014 映像作品　59 分  作家蔵

ドリス・ウーリッヒ レイヴ・マシン 2015 映像作品　36 分  作家蔵

ドリス・ウーリッヒ ブーム・ボディズ 2016 映像作品　58 分 作家蔵

トネ・フィンク 無題 2014-15 紙  作家蔵

トネ・フィンク 愛は難しいもの 2015 紙  作家蔵

トネ・フィンク 無題  紙  作家蔵

トネ・フィンク OPAMにインスパイアされて 2015 紙  作家蔵

トネ・フィンク 仏陀  紙  作家蔵

トネ・フィンク ふたつの骸骨  紙  作家蔵

トネ・フィンク 玉座に座る  紙  作家蔵

トネ・フィンク ドローイング  紙  作家蔵

髙山辰雄 《母》下絵 ＊ 1970 年 パステル、紙  大分県立美術館

＊特別出品


