ドラえもんがいてくれたらと︑今日も思う︒

村上 隆「あんなこといいな

出来たらいいな」
（部分）
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SPECIAL TICKET

CATALOG & GOODS

▶ 公式図録 2,750円 210ページB5版

▶オリジナルグッズ付き券
オリジナルグッズ
（非売品ステッカー）
を会期中会場で引き換え

［収録内容］展示作品のカラー図版、参加アーティスト28 組の
制作風景・インタビュー、
マンガ
「ロボットがほめれば・・
・」、
特別付録「ひょうろんロボット」
など

▶ グッズ

2,000円

▶村上隆オリジナルクリアファイルセット券
村上隆 オリジナルクリアファイル
（550円）
と入場券
（一般）
のお得なセット券

オリジナルグッズが300アイテム以上！

※クリアファイルは会期中会場で引き換え

○アーティストグッズ
1,080 円

＜村上隆＞扇子

9, 350 円

©Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. ©Fujiko-Pro

京都会場限定！
老舗の宮脇賣扇庵との
コラボによる特別な扇子で
京都の夏を涼しく！

＜村上隆＞クッキー缶

※券種は一般のみ

＜町田久美＞トートバッグ

2,200円

※券種は一般のみ

© Fujiko-Pro

【販売期間】2021年 4月26日（月）– 7月9日
（金）
《数量限定販売

無くなり次第終了となります》

【販売場所】チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス

▶京都に行こう！ おやこペア券
「THE ドラえもん展 KYOTO 2021」
の夏を親子でじっくり楽しむ
お得なペア券です。

2,000円（一般＋小・中学生）

3 , 300 円
©Kumi Machida ©Fujiko-Pro

A 4 クリアファイル 各 385円

（京都市内在住 / 通学の小・中学生は無料のため、
京都市外在住の方が対象です。
）

© 2017 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd.
All Rights Reserved. © Fujiko-Pro

※左から蜷川実花、
坂本友由、
増田セバスチャン、
山本竜基、
しりあがり寿

チケットの取り扱い
ローソンチケット（Lコード：55544）、チケットぴあ（Pコード：993 -101）、ほか主要プレイガイドなど。
※前売券・SPECIAL TICKETの販売期間は2021年 4月26日（月）から7月9日（金）まで

＜Mr.＞Tシャツ

3 ,080 円
©Mr./ Kaikai Kiki Co., Ltd.
All Rights Reserved.
©Fujiko-Pro

COLOR THE DORAEMON
カラーチェンジンググラス 各1, 540 円

AUDIO GUIDE

▶ 音声ガイド 520円
©mika ninagawa ©Fujiko-Pro
©Tomoyoshi Sakamoto ©Fujiko-Pro
©Sebastian Masuda/Lovelies Lab.Studio ©Fujiko-Pro
©YAMAMOTO Ryuki ©Fujiko-Pro Courtesy of Mizuma Art Gallery
©Shiriagari Kotobuki ©Fujiko-Pro

本展覧会の音声ガイドはフリーアナウンサーの羽鳥慎一さん。アーティストの純粋な、
そして奥深いドラえもんへの思いを分かりやすく導いてくれます。THE ドラえもん展を
より楽しんでいただくため、是非とも音声ガイドをご活用ください！

羽鳥慎一（はとりしんいち）1971年

埼玉県生まれ

小・中学生 500円（前売 300円）| 未就学児無料

▶ 京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ 〒606 – 8344 京都市左京区岡崎円勝寺町124
電車

市バス

・地下鉄東西線
「東山駅」
から徒歩約 8分

・
「岡崎公園 美術館・平安神宮前」
下車すぐ

・京阪電車
「三条駅」
から徒歩約16分

・
「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」
下車すぐ

お問い合わせ：075 –771– 4334

※ 8月9日（月・振休）は開館

入場料 : 一般 2,000円（前売 1, 800円）| 大学生・専門学校生 1,500円（前売 1, 300円）| 高校生 1,000円（前売 800円）|

ACCESS
※価格はすべて税込みです。

京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ
2021年7月10日（土）—9月5日（日）月曜休館
10:00 —18:00 ※入場は閉館の30分前まで

WEB：http://thedoraemontentokyo2017.jp/kyoto.html

今後の新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、内容を変更する場合があります。最新の情報は公式ウェブサイトにてご確認ください。

※
※
※
※

当日一般ペア券 3 , 800 円
京都市内在住（通学）の小・中学生は無料
団体割引料金（団体は 20 名様以上前売料金）
障害者手帳等をご提示の方は本人及び介護者1名無料

主催：THE ドラえもん展 KYOTO 2021 実行委員会
特別協力：藤子プロ
後援：京都市教育委員会
ADK EM、小学館、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション、乃村工藝社）
（テレビ朝日、
朝日新聞社、
企画・制作：THE ドラえもん展 TOKYO 2017 実行委員会

ドラえもん
—

「あなたのドラえもんをつくってください。」
国内外で活躍する28 組のアーティストたちに、
こんなお願いをしました。

1970 年の誕生以来、日本中に夢を届けてきたドラえもん。
みなさんの心の中にも、思い出のドラえもんや、

× 組のアーティスト

梅 佳代「私の家のドラえもんの写真」
タイプCプリント ©2001 Kayo Ume

いつでもそばで優しく助けてくれるドラえもんの姿が、

渡邊 希「タイムドラベル」乾漆 ©Nozomi Watanabe ©Fujiko-Pro

28

刻まれているのではないでしょうか。

変わりゆくこの時代の中で、
奈良美智「依然としてジャイアンにリボンをとられたままのドラミちゃん＠真夜中」
キャンバス、
アクリル ©YOSHITOMO NARA ©Fujiko-Pro

アーティストたちに「あなたのドラえもん」を
表現してもらったら、どんな世界が生まれるだろう。
何を願い、未来へ何を伝えてくれるだろう。
蜷川実花「ドラちゃん1日デートの巻2017」インクジェットプリント、合板
©mika ninagawa ©Fujiko-Pro

中里勇太
「選んだゆめときぼう」
樟、
彩色
©Yuta NAKAZATO, FUMA Contemporary Tokyo｜
BUNKYO ART ©Fujiko-Pro

へや

鴻池朋子「しずかちゃんの洞窟」
牛革にクレヨンでドローイング、
毛皮
（四次元ポケット）
©Tomoko KONOIKE ©Fujiko-Pro

—

山口英紀「ドラえもん ひみつ道具図典〜タケコプター〜」紙本水墨
©Hidenori Yamaguchi ©Fujiko-Pro

2002年の「 THE ドラえもん展」から19 年。

この展覧会のために、様々な発想や技法によって
生み出された新たな作品をお届けします。

2021年KYOTO 。

ドラえもんが、またあなたのそばに。
佐藤雅晴
「かくれんぼ」
シングルチャンネル・ビデオ／歌声：二階堂和美
©Masaharu Sato ©Fujiko-Pro

坂本友由
「僕らはいつごろ大人になるんだろう」
（部分）キャンバス、
アクリル
©Tomoyoshi Sakamoto ©Fujiko-Pro

増田セバスチャン
「さいごのウエポン」
立体
（巨大ぬいぐるみ）
©Sebastian Masuda/Lovelies Lab. Studio ©Fujiko-Pro

監修者からのメッセージ

参加アーティスト

山下裕二（美術史家・明治学院大学教授）

2002 年の「 THE ドラえもん展」から19 年。満を持して開催される続編
が今回の「 THE ドラえもん展 KYOTO 2021 」である。思えば、この間に
日本の現代アートシーンは、大きく裾野を拡げた。前回の出品作家で、そ
©Tomoko Konoike
撮影：長瀬 賢

Photo by Bunpei Kimura

の後さらなる活躍を続ける人が再び新作を出品してくれることが嬉し

美術家

写真家

美術家・彫刻家

メディアアーティスト

アーティスト

アーティスト

画家

画家

アーティスト

アーティスト

画家

漫画家・アーティスト

彫刻家

書家

会田 誠

梅 佳代

小谷元彦

クワクボリョウタ

鴻池朋子

後藤映則

近藤智美

坂本友由

佐藤雅晴

シシヤマザキ

篠原 愛

しりあがり寿

中里勇太

中塚翠涛

い。さらに、この19 年の間に目覚ましい成長を遂げた作家を選び、制作
を依頼した。彼らはまさにドラえもん世代といえるだろう。国民的キャラ
クターと、最先端の現代アートとのコラボレーションに、多くの観客が瞠

Photo by Yohei Sokabe
Courtesy Mizuma Art Gallery

美術家

美術家

写真家・映画監督

画家

アーティスト

奈良美智 ◎

西尾康之

蜷川実花 ◎

福田美蘭 ◎

増田セバスチャン 町田久美

画家

提供：POLA
撮影:川田雅宏

アーティスト

アーティスト

アーティスト

画家

水墨画家

画家

画家

漆造形家

Mr.

村上 隆 ◎

森村泰昌 ◎

山口 晃

山口英紀

山本竜基

れなれな

渡邊 希

アーティスト

ペーパーアーティスト

コイケジュンコ

伊藤 航

（中島玲菜）

目されるにちがいない。
◎は 2002 年の「 THE ドラえもん展」にも出品したアーティストです

