2022 年 4 月 14 日
報道関係各位
コシノジュンコ「原点から現点」実行委員会
公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団・大分県立美術館
コシノジュンコ「原点から現点」関連イベント追加開催のお知らせ
大分県立美術館で 4 月 15 日（金）～5 月 29 日（日）に開催のコシノジュンコ「原点から現点」の関連イベン
トを以下のように追加開催することになりましたので、お知らせします。
【追加開催する関連イベント】
⚫ アマビエ designed by JUNKO KOSHINO
コシノジュンコさんがデザインした巨大アマビエが、疫病退散と多くの皆様が本展を鑑賞されることを祈
念し、大分県立美術館（OPAM）に出現します。
会期： 2022 年 4 月 15 日（金）～5 月 4 日（水・祝）10:00〜19：00 ※金・土曜日は 20:00 まで
会場： 大分県立美術館 1 階 アトリウム 観覧料： 無料
⚫ 一風堂キッチンカー JUNKO Black 期間限定販売
コシノジュンコ「原点から現点」の特別協賛者である博多一風堂のキッチンカーが大分駅前北側広場に
期間限定で出店。ここでしか食べられない「JUNKO Black」の販売を行います。
日時： 2022 年 4 月 29 日（金・祝）～5 月 3 日（火・祝）11:00～16:00（売切れ次第終了）
場所： 大分駅前北側広場 価格： 800 円（税込）
JUNKO Black： コシノジュンコ「原点から現点」をイメージした 5 日間だけの特別な一杯。
鶏清湯をベースに大阪の天然醸造の醤油（星鶴醤油）を重ねた奥行きのあるスープ。
博多らしい細麺が淡麗さを引き立てます。大阪のどて煮をイメージした牛すじを大胆にトッピング。
さらにイベント開催地・大分県産のニラや柚子胡椒を使用しました。
キリッとした醤油の口当たりとやさしさのある後味のコントラストをお楽しみください。

⚫

トークイベント「コシノジュンコ×加藤登紀子」
以前より親交が深く、コシノジュンコ「原点から現点」の展覧会カタログにも原稿を執筆された歌手 加藤
登紀子さんとコシノジュンコさんのスペシャルトークイベントを開催します。
日時： 2022 年 5 月 13 日（金）15:00～16:00 会場： 大分県立美術館 1 階 アトリウム
定員： 250 名 参加費： 無料
申込方法： 大分県立美術館のホームページに開設の申込みフォームよりお申し込みください。
申込受付は先着順となります。定員一杯になり次第、申込受付を終了します。

左から：アマビエ designed by JUNKO KOSHINO、一風堂「JUNKO Black」、加藤登紀子さん

【問い合わせ】 公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団・大分県立美術館
学芸担当：宇都宮 広報担当：渡邉、植木、山口
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コシノジュンコ「原点から現点」
世界的ファッションデザイナー コシノジュンコの過去最大規模の展覧会
大分県立美術館では、世界的なファッションデザイナー
でありアートクリエイターであるコシノジュンコの展覧会を開
催します。コシノジュンコは、新人デザイナーの登竜門とさ
れる装苑賞を最年少の 19 歳で受賞。この受賞を皮切り
に、東京を拠点にファッションデザイナーとして活動を開始
します。
1978 年から 2000 年まではパリコレクションにも参加、北
京、ニューヨークのメトロポリタン美術館、ベトナム、ポーラ
ンド、キューバなど世界各地にてショ－を開催し、世界から
コシノジュンコ
高い評価を得るほか、スポーツユニフォームやオペラ、ブ
ロードウェイ・ミュージカル、DRUM TAO の舞台衣装といった分野にも活動の幅を広げます。
近年では、その創造の対象は服飾デザインの領域を超え、インテリアや食、花火のデザインから、ファッシ
ョンやオーケストラ、オペラ、バレエダンスが響宴するアーツライブのプロデュースなど、その創造力はとどま
ることを知らず、常に新たな境地を切り開いています。
本展では、コシノジュンコの創造の原点である大阪・岸和田高校の美術部で描いた絵画や装苑賞の受賞
作から、「対極」というコシノジュンコがファッションを通じて創出した世界観のほか、琳派や能との響演など、
現在までの活動の全貌を紹介します。また、会期中には、コシノジュンコと企画する様々な関連イベントも開
催する予定です。常にモードの先端を走りつつ、新たな創造を繰り広げる、その活動の全貌をご覧いただき
ます。

装苑賞受賞作品（1960 年）

パリコレクション 1998SS
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「今、なぜ、コシノジュンコ展、そして、大分で開催するのか？」
クリエーション

コシノジュンコの 創 造 ＝生への賛歌

コシノジュンコの創作は、ほかのファッションデザイナーとは一線を画すものです。何故なら、コシノジュンコ
の創作の本質は、単に服飾のデザインやモードの創造というだけではなく、服飾とそれをまとった人が織りな
ことわり

す姿を通して、宇宙や自然、人間など、我々を取り巻く万物の 理 、そして、そこに宿される「真」「善」「美」を
指し示そうとすることにあるからです。コシノジュンコの手がけるファッションやインテリア、アートイベントを見る
者が、そこに驚きや刺激とともに、普遍なる美の姿をみとめ、心
動かされるのは、そのためなのです。
経済や情報の格差、環境、ジェンダー、パンデミックなど、
様々な課題を抱える現代社会において、今一度、私たちに宇宙
や自然、人間の真の姿とそこに秘められている力や美に気づか
せ、鼓舞させる、本展を開催する意義はまさにそこにあります。
悠久の時を刻む宇宙、その中の青く輝く美しい惑星＝地球、
そして、そこにくらす人々、これらすべてのものに捧げたコシノジ
クリエーション

ュンコの 創 造 ＝「生への讃歌」を、コシノジュンコのファッション
とともに国内外で感動のパフォーマンスを繰り広げる和太鼓パフ
ォーマンス・グループ DRUM TAO の拠点である、ここ大分から
世界に向けて発信します。
琳派コレクション

ファッションショー in キューバ（1996 年）
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【展覧会概要】
展覧会名 コシノジュンコ「原点から現点」

〇東アジア文化都市 2022 大分県・プレ事業

会期 2022 年 4 月 15 日(金)～5 月 29 日(日) ※休展日なし

会場 大分県立美術館 １階 展示室 A

時間 10:00～19:00 ※金・土曜日は 20:00 まで（入場は閉館の 30 分前まで）
主催 コシノジュンコ「原点から現点」実行委員会、公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団・大分
県立美術館
共催 大分合同新聞社、毎日新聞社、OBS 大分放送、TOS テレビ大分
特別協賛 博多一風堂、味の素株式会社、味の素 AGF 株式会社
特別協力 JUNKO KOSHINO Inc.、一般財団法人 TAO 文化振興財団、株式会社平和マネキン
協力 Artill 株式会社
後援 大分県、大分県教育委員会、竹田市、NPO 法人大分県芸振、西日本新聞社、朝日新聞大分総局、読
売新聞西部本社、エフエム大分、J:COM 大分ケーブルテレコム、大分経済新聞
観覧料 一般 1,400(1,200)円／大学・高校生 1,000(800)円
※( )内は前売および有料入場 20 名以上の団体料金 ※中学生以下は無料
【その他の関連イベント】
◼

トークイベント“コシノジュンコ「原点から現点」”

※申込受付終了

登壇者 コシノジュンコ（デザイナー）
日時 2022 年 4 月 15 日（金）13:30～15:00
会場 大分県立美術館 1 階 アトリウム
◼

JUNKO KOSHINO×DRUM TAO presents OPAM ARTS LIVE 2022

※申込受付終了

出演者 和太鼓エンターテイメント DRUM TAO
ダンサー 西島数博ほか
総合プロデュース コシノジュンコ×フランコドラオ
日時 2022 年 4 月 23 日（土）15:00～16:00
会場 大分県立美術館 1 階 アトリウム
◼

トークイベント「コシノジュンコ×DRUM TAO」 ※申込受付終了
登壇者 コシノジュンコ（デザイナー）
藤高郁夫（DRUM TAO 代表・演出家）
日時 2022 年 4 月 24 日（日）13:30～15:00
会場 大分県立美術館 1 階 アトリウム

◼

学芸員によるギャラリートーク
日時 2022 年 4 月 16 日（土）、5 月 21 日（土）14:00～15:00
会場 大分県立美術館 1 階 展示室 A

○ 上記イベントのスケジュールおよび内容は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください

公益財団法人 大分県芸術文化スポーツ振興財団

Oita Prefectural Arts, Culture and Sports Promotion Foundation

大分県立美術館

Oita Prefectural Art Museum

〒870-0036 大分市寿町2番1号
Tel. 097-533-4500 Fax. 097-533-4567
E-mail. info@opam.jp https://www.opam.jp
http://www.opam.jp

2-1 Kotobuki-Machi Oita-City, Japan 870-0036
Tel. +81-(0)97-533-4500 Fax. +81-(0)97-533-4567
http://www.opam.jp
E-mail. info@opam.jp https://www.opam.jp

