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主催 : 岡山県 / 岡山県備前県民局  / (公社)岡山県文化連盟 / 第54回 岡山市芸術祭/ おかやま県民文化祭実行委員 
　　   文化がまちに出る！地域いきいきプロジェクト in 備前実行委員会 
　　   クニヨシパートナーズ(国吉祭2016実行委員会)  
共催 : 岡山大学大学院教育学研究科国吉康雄研究寄付講座  / 公益財団法人福武財団(シンポジウム) 
助成 : 公益財団法人 福武教育文化振興財団 
後援 : アートプロジェクトおかやま / おかやま観光コンベンション協会  
特別協力 : 株式会社ベネッセホールディングス / 株式会社協同プレス / アイサワ工業株式会社 
　　　　   株式会社協同プレス / そごう美術館 / ナカウン株式会社/ 吹屋ふるさと村陶芸館 
　　　　　広島市立大学芸術学部美術学科油絵専攻 641 諏訪敦研究室 
　　　　　横浜国立大学ＡＥ(Art Education)ゼミ大泉研究室 　　　　　 
協力 : 出石しらゆり“国吉康雄勉強会” / 出石をどねぇかする会 / 出石文化顕彰会 
　　   株式会社内外プロセス / 岡山県立美術館 / みるを楽しむ ! アートナビ岡山 
制作 : 岡山大学クリエイティブディレクター養成講座(全受講生)＋アートとコミニケーション講座(有志) 
　      岡山市立岡山後楽館高等学校 クニヨシ部 

国吉祭 2016 

 10月8日(土) → 10月23日(日)

問い合わせ tel : 086-251-7633(岡山大学大学院教育学研究科国吉康雄研究寄付講座)

YASUO KUNIYOSHI ART FESTIVAL 2016 
LITTLE GIRL RUN FOR YOUR LIFE
作画:出原蕗子(岡山大学教育学部)

出石町界隈 
岡山大学 Jホール 
ルネスホール   
他 
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10月9日(日)　13:00 ～ 18:30　 
岡山大学鹿田キャンパス Jホール 入場無料 
日系アメリカ人アーティスト研究シンポジウム 
国吉康雄と彼の友人たちが彩った、20世紀前半の日系アメリカ人
アーティストたちの活躍を、ニューヨークで活躍する日本画家で、
国吉と同じくヴェネツィアビエンナーレに参加した千住博氏らを
迎え、報告、検証します。(定員200名・受付順) 

登壇者(予定)　～　千住博(日本画家・ニューヨーク在住)、高橋
秀治(近代アメリカ美術史・前愛知県美術館副館長)、山村みどり(　　
東京文化財研究所、日本学術振興会博士研究員)、赤木理香子(岡
山大学)、杉村浩哉(栃木県立美術館)、奥村一郎(和歌山県立近代
美術館)、才士真司 他 

国吉祭とは 

国吉祭は、岡山市出石町出身の洋画家
で社会活動家の国吉康雄(1889-1953)
の作品と研究資料をコンテンツとした
体感型アートイべントで、2013年か
ら開催されています。国吉康雄はアメ
リカで高く評価され、昨年ワシントン
のスミソニアン・アメリカン・アート・
ミュージアムで開催れた回顧展には、
44万人が訪れました。そんな国吉康雄
の作品を、世界有数の規模で保有する
のが岡山です。4回目となる今年の国
吉祭は、岡山大学設置された「国吉康
雄研究寄付講座」の講義の中で企画、
運営を試み、国吉作品のような地域芸
術文化資源を活用し、楽しみ、次世代
へ伝える主体的な人材を育て、地域の
行政、教育、文化、企業との連携事業
として企画されました。

国吉祭 2016  
10月8日(土) → 10月23日(日)

国吉康雄関連情報 ～ 岡山県立美術館　特別展 
「国吉康雄 ～ 日本とアメリカ 
　　　　　岡山のコレクションから」 
9月23日(金) ～ 11月6日(日) 9:00 ～ 17:00

岡山大学国吉康雄研究寄付講座「クリエイティブ・ディレクター
養成」の受講生が国吉を体験できる展示を企画。岡山市立岡山後
楽館高等学校の1年生から3年生20名の有志による「クニヨシ部」
が、国吉作品を使いデザイン、制作、販売。他にも2015年にアメ
リカのニューヨーク、ワシントンでロケを行った延べ8時間におよ
ぶインタビュー映像を再編集。国吉康雄ドキュメンタリー映画と
して限定初公開。国吉をイメージした舞台劇、音楽ライブ、コンテ
ンポラリーダンスなども上演。 

10月21日(金)　17:00 ～ 20:00・前夜祭　　 

18:00 ～ 19:30　日本初公開ドキュメンタリー映画上映会 
「国吉を誤解している日本・忘れたアメリカ」  　　 

10月22日(土)　11:00  ～ 20:00 

創作・絵付けワークショップ参加費無料(随時受付) 
後楽館高校クニヨシ部開発国吉康雄グッズ販売 

13:00 ～ 舞台劇「少女よ、お前の命のために走れ」 
15:00 ～ ドキュメンタリー映画上映 

「国吉を誤解している日本・忘れたアメリカ」  

10月23日(日) 11:00   ～ 19:00 

創作・絵付けワークショップ参加費無料(随時受付)  
後楽館高校クニヨシ部開発国吉康雄グッズ販売 

13:00～15:00 国吉康雄コンテンツ教育活用・連携報告会 
16:00 ～ 19:30 コンテンポラリーダンス/JAZZ Live /舞台劇

出石町界隈 / 岡山大学Ｊホール / ルネスホール 他
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10月23日(日)　13:00 ～ 15:00 

国吉康雄コンテンツ教育活用・連携報告会 
岡山、直島、横浜での国吉康雄作品、研究資料を活
用した美術鑑賞教育プログラムに関する報告会を実
施いたします。 
登壇者(予定)　～　横浜国立大学AEゼミ、後楽館高
校「クニヨシ部」、才士真司(岡山大学) 他 

10月22日(土)・13:00 ～  23日(日)・17:00 ～  

舞台劇「少女よ、お前の命のために走れ」 
作・演出:才士真司 / 映像 : 佐々木紳 他 / 出演:青木千 
これまでの国吉康雄顕彰活動の中で撮り貯められた映像を俳優が
ナビゲート。最新取材に基づく新しい国吉康雄像を提示する。

10月21日(金) ～ 23日(日)　 
ルネスホール 入場無料 

10月23日(日)　16:00 ～ 16:40 

ジャズライブ「安眠を妨げる夢」 
国吉の活躍したニューヨークで、アートと共に「ア
メリカの文化」として発展したのがジャズでした。
岡山大学のジャズ研有志が、国吉に捧げるLiveを行
います。 
Bass／谷本直樹，Alto saxophone／三宅フェルナ
ンド涼，Piano／村川紗衣，Drums／川上奈月 

10月23日(日)　18:00 ～ 19:00 

コンテンポラリーダンス 
　　　　「クニヨシズム～DANCE」 
コンテンポラリーダンスを中心に身体表現に取り組
む岡山大学ダンス部有志によるパーフォノンス。あ
まり知られていないことですが、国吉の奥様はコン
テンポラリーダンサーでした。 

１．心髪～国吉康雄「カーテンを引く子供」より 
２．ー自画像ー国吉康雄が歩んだ道 
３．ふぇすてぃばる(フラッシュモブ→当日参加あり) 

10月22日(土)・13:00 ～  23日(日)・17:00 ～  

ドキュメンタリー上映会 
「国吉を誤解している日本・忘れたアメリカ」 
ニューヨークとウッドストックで撮影された、国吉康雄の教えを
受けたブルース・ドーフマン氏、国吉研究の第一人者であるトム・
ウルフ氏のロングインタビューを初公開。(約90分)

劇場型国吉康雄美術展示報告イベント 

10月22日(土)・23日(日)　11:00 ～  

国吉作品「創作・絵付けワークショップ」 
参加無料・受付随時・手ぶらでおいでください。

国吉康雄プロジェクトHP　www.yasuo-kuniyoshi-pj.com/ 
twiter.com/FesKuniyoshi　 

facebook.com/yasuo.kuniyoshi.pj 

お問い合わせ 
岡山大学研究寄付講座 
Tel : 086-251-7633 

ルネスホールの10月21日 ～ 23日のイベントに来場くださった方に、岡山県立美術館で開催する「国吉康雄展」
の招待券 (9月23日～11月6日)を100名様に。もしくは、「 国吉康雄ポストカード(非売品)」を300名様にプレ
ゼントいたします。(なくなり次第、終了となります。)

10月8日(土) 
15:00 ～ 16:00　 
出石町三角広場 入場無料 
国吉祭2016 
 オープニングイベント 
岡山市立岡山後楽館高等学校有志のデザ
インによる「国吉康雄作品フラッグ」新
デザインのお披露目や岡山大学JAZZ研
究会によるライブを実施します。

http://twiter.com/FesKuniyoshi
http://twiter.com/FesKuniyoshi
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