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2020-21  浦里年度 レッツトライ！ ワンチームで
It is the 35th year since 1986 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.
国際ロータリー 2820 地区
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2020 年 11 月 19日

招待卓話「現代アートとは、何か・・・」筑波大学名誉教授・彫刻家　篠田守男様
／ニコニコ BOX　他

ロータリー特別月間　11月：ロータリー財団月間ロータリー特別月間　11月：ロータリー財団月間

招待卓話「現代アートとは、何か・・・」

上野　修プログラム委員長挨拶

篠田先生は筑波大学の名誉教授で、前任はカルフォルニア大学、
ヒューストン大学、ボストンのハーバード大学、コロラド大学など
に所属をしていました。
今回は「現代アートとは、何か・・・」を語るには本当に短い時

間ですが作品を紹介していきながら、卓話をしていただきます。

筑波大学名誉教授・彫刻家・篠田守男様

2、30 分で現代美術を語るのは非常に難しいのですが、40年～
50年、世界各地の大学で教えてきました。それでもまだ現代美術
については語りきれていません。
美術はフランスが流出産業で、芸術家のほとんどの方が、フラン

ス・パリに修行に行く事が今までの歴史の流れです。
フランスの最後の不定形芸術ができて、それからを私の作品も含

めお話したいと思います。

不定形芸術（アンフォメル）

左の作品は、不定形芸術がパリで流行った時の作品
です。不定形芸術はフランス語でアンフォメル（ART 
AMORPHE）といいます。それまでが芸術の中心はフランス・
パリにあり、故・岡本太郎 氏もフランス・パリに留学し
ました。私は1955年に彫刻をはじめました。（◀左 写真 ）
右のブロンズ像ですが、知人が砂の中に木材を埋め、

その中に溶けたブロンズを流し込みできた作品です。ほ
とんど人間が形成していない自然が作った造形作品です。
（右 写真▶）
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レディメイド
1917 年のポップアートが流行る前は、レディメイド（READY MADE）と呼ばれ、マルセル・デュシャ

ン（MARCEL DUCHAMP）というフランス人が、20世紀初頭にニューヨークに移り、すでに出来上がってい
るものを作品として発表しました。レディメイドでは『デュシャンの泉」が代表として有名です。
レディメイドとは英語で既製品という意味です。

ハイパーリアリズム
その後、ハイパーリアリズム（高解像度の実物と同様の絵画や彫刻の表現をするジャンルです）と

いう手法が出てきて、芸術家はジョン・カセールが代表的です。彼は綺麗に対するフェチズム（フェティ
シズム）があり、女性に下着の写真や女性に絹の布を着せエロチックな作品を作っています。（左 写真）
さらに人間のような人形、写真のような国旗や缶も油絵で描かれています。

レディメイド『デュシャンの泉』 篠田氏の作品

（上野会員の診療所に設置）

デュシャンの作品
自転車の車輪とストゥール
多少レディーメイドですが、造
形性が多少みられます。

ジョン・カセールの作品
女性に下着の写真や女性に絹の

布を着せエロチックな作品を作っ
ています。

リアル・ハンセン作品
座っているこの２人は人形です。

この国旗は油絵で描いています。 ワンディフォオールというこれ
も写真のようですが、油絵です。
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私は今、地球を開放するという題材で「新治プロジェクト」というプロジェクトを行っています。今は
森がどんどん買われてしまい、太陽光発電に変わっていますが、地球が作った造形物、デュシャンの向こ
う側ということで作品を作っています。

上野プログラム委員長
３０分という短い時間の中で現代アートとは何かを説明するのは非常に難しのですが、得体のしれない

ものが高額で取引され、これは素晴らしいと表現されるのを今回お伝えしたいと思いましたが、なかなか
伝わらないと思います。
現代アートとはどのようにお伝えすればよろしいですか？

篠田守男氏
作品の中から選ぶということが芸術に関わる事だという考えを持ち、なんでも良いという訳ではなく、

美術館にこういう設置の仕方で置く、タイトルを付けるなど、セレクションというものがアートの重要な
部分ではないかと思います。

ニコニコBOX

塚田　陽威会員 篠田先生、今日はありがとう。久し振りに良い話が聞けて感謝。
   上野会員いい講師紹介をいただきありがとう。
馬場　清康 会員 孫が１才になったので一升餅の儀式を行った。テーブルに手をついて餅を背負って
   いる姿があまりにしっかりしていたので、手をどけてみたら、仰向けにひっくり返っ
   て泣き出した。息子の嫁ににらまれてしまった。
海堀　利光会員 年末にかけ、コロナの動向が心配です。皆様、注意しましょう。
鈴木　一雄会員 今日は浦里会長と一緒に日航に来ました。永ちゃんの話で盛り上がりました。
村上　義孝会員 長男が今日、自動車運転免許の試験に合格しました。
   佐賀県の唐津にある教習所に通っていました。
石井　一　会員 孫が生まれ半年がたちますが、日々可愛くなってきてます。近況報告ですが。
高田　稔美会員 誕生祝いありがとうございます。今夜家で頂きます。
北島　睦男会員 今月は研究学園液の周辺にイルミネーションの設置が始まります。28日（土）は
   点灯式です。高所での作業もありますので、高齢者は苦労しますが、飾り終えた
   後の達成感は格別です。機会があれば、是非ともお出かけください。
   コロナ収束を祈願致します。
浦里　浩司会員 篠田先生卓話ありがとうございました。上野さんのベンツがどういう形になるか
   とでも楽しみです。



つくば学園ロータリークラブ『レッツトライ！　ワンチームで』
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

例会日：木曜日　１２：３０～１３：３０
例会場：ホテル日航つくば
茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４－１
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

つくばオールロータリアン FaceBook 同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報
などを FaceBook 上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト
公開 https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts 公開QRコード 非公開QRコード

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

2020-21 年度池田　正純ガバナー　地区スローガン
ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力！

http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
  １．真実かどうか   ２．みんなに公平か
  ３．好意と友情を深めるか  ４．みんなのためになるかどうか
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2020-21 年度　Ｒ I テーマ　ホルガー・クナークＲＩ会長 第２８２０地区

無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

会員数 出席数 欠席数 無断欠席数 出席免除数 メイクゲスト 出席率

89 62 27 0 5 2 76.76%
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11 月 26 日  19：00 ～ 20：30　 移動例会 「３クラブ合同夜例会」会場 ホテルグランド東雲


