
行楽(こうらく)弁当から毎日のお昼ごはんまで、お弁当は私たちの生活の中に深く根付いています。行楽

弁当など誰かと一緒に食べる共食(きょうしょく)のお弁当は、地域の共同体を維持しそのつながりを深める

ソーシャル・ツールとして、日本古来、農耕社会のハレの場などにおいても重要な役割を果たしてきました。

誰かが誰かのために作るひとり用のお弁当は、その一つ一つに作る人と食べる人をつなぐ物語があり、作

る人から食べる人への贈りものともいえます。どちらのお弁当も食べる時や場など、その人を取り巻く状況

をよく考え、食材をよく見て、食べる時間や空間をデザインするかのように、箱の中に丁度よく詰めていきま

す。

お問い合わせ先

東京都美術館 広報担当

press＠tobikan.jp

本展は、日本独自の食文化であり、人と人をつなぐ「おべんとう」をコミュニケーション・デザインの視点か

ら捉え、その魅力を来場者自身が体験しながら発見できる空間を作ります。会場は、「おべんとう」から見え

てくるコミュニケーション・デザインをテーマに、遊び心のある江戸時代のユニークなデザインのお弁当箱や、

現代の作家たちのインスタレーション、参加型の作品などを展示します。

出品作家は、この分野の第一人者でもあるオランダ在住の“イーティング・デザイナー”マライエ・フォーゲ

ルサングをはじめ、NHK番組「サラメシ」でも有名な“お弁当ハンター”の写真家 阿部了、“発酵デザイナー”

の小倉ヒラクらを始めとしたアーティスト8名の予定です。

大人もファミリーも楽しい、見る・聞く・触れる、参加体験型の展覧会です。

東京都美術館ではこの夏、企画展「BENTO おべんとう展－食べる・集う・つながるデザイン」［会期：2018

年7月21日(土)～10月8日(月・祝)］を開催いたします。
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BENTO おべんとう展―食べる・集う・つながるデザイン

2018年7月21日(土)～10月8日(月・祝)

9：30から17：30まで（入室は閉室の30分前まで）

金曜日は20：00まで

※ただし7月27日(金)、8月3日(金)、10日(金)、17日(金)、24日(金)、31日(金)は

サマーナイトミュージアムにより21:00まで

月曜日、9月18日(火)、9月25日(火)

※ただし8月13日(月)、9月17日(月・祝)、9月24日(月・休)、10月1日(月)、

10月8日(月・祝)は開室

ギャラリーA・B・C

東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）

オランダ王国大使館（予定）

観覧料：一般 800円 ／大学生・専門学校生 400円／ 65歳以上 500円

団体 600円 ※団体割引の対象は20名以上

※高校生以下は無料

※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお

持ちの方とその付添いの方（1名まで）は無料

※毎月第3土曜日と翌日曜日は「家族ふれあいの日」により、18歳未満の子を同伴する保護

者（都内在住、2名まで）は、一般当日料金の半額

※8月15日(水)、9月19日(水)はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料（当日は混雑が

予想されます）

※いずれも証明できるものをご持参ください

※10月1日(月)は「都民の日」により、どなたでも無料

サマーナイトミュージアム割引

7月27日(金)、8月3日(金)、10日(金)、17日(金)、24日(金)、31日(金)の17:00以降は、一般600

円、大学生・専門学校生無料（証明できるものをご持参ください）

相互割引

特別展「没後50年 藤田嗣治展」の観覧券（半券可）を本展会場入口でご提示の方は、一般

料金から300円引き（1枚につき1名1回限り）。

「おべんとう展」の観覧券（半券可）を館内のチケットカウンターでご提示の方は、「没後50年

藤田嗣治展」の当日券が100円引き（1枚につき1名1回限り）

展 覧 会 名

会 期

開 室 時 間

夜 間 開 室

休 室 日

会 場

主 催

後 援

観 覧 料

特設サイト

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 http://bento.tobikan.jp



〈本展の４つのみどころ〉

１ 歌って踊れる「おべんとう」！？

本展はお弁当をテーマとした、小倉ヒラクの新作のアニメー

ション作品から始まります。親しみやすいキャラクターが登場

するこの作品を見ることで 男女年齢問わず、まずは来館者に

お弁当のことを思い起こしてもらいます。口ずさみやすいメロ

ディと歌詞、振り付けで、歌って踊ると自然とお弁当のことが

よくわかる作品です。

２ 「おべんとう」が生み出すコミュニケーションに注目

お弁当を作ることや食べることが生み出す、日常のコミュニ

ケーションに注目した作品を展示します。

読者からの「誰々にこんなお弁当を作ってあげたい」という

お便りに応えて、大塩あゆ美がお弁当を作り、平野太呂が撮影

し、読者にレシピとお弁当箱が届けられるプロジェクト《あゆ

み食堂のお弁当》や、お弁当を黙々と食べる姿から、食べてい

る人とお弁当を作った人との関係性にまで想いが馳せられるよ

うな阿部了の作品《ひるけ》を紹介します。

また、お弁当を介したコミュニケーションをみることで、自

分と自分の身の回りの世界との関係について、じっくり考える

ことができる作品も紹介します。

小山田徹は自身が日々実践する家族とのお弁当づくりのアー

カイブ《お父ちゃん弁当》を展示します。幼稚園に通う弟のた

めに、小学生の姉がお弁当の指示書を書き、父親である小山田

がそれを作ります。その指示書に描かれた桜島の噴火や蛇行す

る川と三日月湖といったテーマは、夜寝る前に読んだ本や散歩

のときに見つけた植物や虫から着想されることもあります。

森内康博は、中学生が親の手を借りず自分でお弁当を作る

様子を子どもたち自身がドキュメンタリー映像にするワークシ

ョップを行い、そのプロジェクトを映像作品として展示します。

阿部了 《ひるけ》 2018年

森内康博《Making of  BENTO》イメージスケッチ 2018年
小山田徹 《お父ちゃん弁当》 2017年

小倉ヒラク 《おべんとうDAYS》イメージスケッチ（参考）

《あゆみ食堂のお弁当》 2017年

料理：大塩あゆ美、写真：平野太呂



３ 参加体験型作品を通じて「おべんとう」を再発見

お弁当が生み出すコミュニケーションに注目する作品の中でも、

私たちの慣れ親しんだお弁当を、普段とは違う視点で捉える参加型

作品を紹介します。

食べることをデザインするイーティング・デザイナーであるマラ

イエ・フォーゲルサングは、お弁当の「触ることや見ることができ

ない」側面、例えば人と人とのつながりや記憶、その未来像などを、

生き生きとした物語として表現し、その物語に来館者を誘います。

北澤潤は、お弁当を「箱」と「布」によって自由にコミュニケー

ション空間を創出するツールとして捉え、美術館の中に、お弁当の

「おすそわけ」マインドを考える《おすそわけ横丁》という異空間

を作り出します。

来館者自身が、よくみて、考え、お弁当を再発見することができ

る実験室のような空間です。

４ 遊び心のあるユニークなお弁当箱

宴などの共食の場で使われたユニークなデザインが施された江戸時代のお弁当箱や、食べる状況に応じてデザインされた

ひとり分のお弁当箱、そして世界のお弁当箱の展示を通じて、目的に合わせてデザインされたプロダクトとしてのお弁当箱に

注目します。

（出品予定）

江戸時代から昭和・現代までの日本のお弁当箱

・お辧當箱博物館所蔵、北区飛鳥山博物館所蔵、新宿区立新宿歴史博物館寄託、個人所蔵

アジア、アフリカ、ヨーロッパなどの世界のお弁当箱

・国立民族学博物館所蔵

マライエ・フォーゲルサング 《intangible bento》 イメージスケッチ

北澤潤 《FRAGMENTS PASSAGE -おすそわけ横丁》イメージスケッチ 2018年マライエ・フォーゲルサング 《intangible bento》 展示イメージ（参考）



阿部了（あべ さとる）：1963年東京都生まれ。国立館山海上技術学校（千葉県）を卒業後、気象観測船「啓風

丸」に機関員として４年間乗船。その後、シベリア鉄道で欧州の旅に出て写真に目覚める。東京工芸大学短

期大学部（現在は東京工芸大学）で写真を学び、立木義浩氏の助手を経て、95年に独立。2000年頃より日

本全国を回って手作りのお弁当と、食べる人のポートレート撮影を開始。作品は2007年４月号からANAの機

内誌『翼の王国』にて「おべんとうの時間」として連載、現在も続く。書籍『おべんとうの時間』（木楽舎）シリー

ズは現在までに３巻が発行され、台湾、韓国、フランス、中国語版も出版されている。2011年からはNHK「サ

ラメシ」にてお弁当ハンターとして出演中。2016年より鎌倉女子大学主催の「お弁当甲子園」にて審査員も。

本展の展示に合わせて、写真集『ひるけ』並びに『おべんとうの時間（４）』を（木楽舎）より出版。

〇出品作家プロフィール（五十音順）

大塩あゆ美（おおしお あゆみ）：1986年静岡県生まれ。出張料理 “あゆみ食堂” として、様々なイベント、展

示会などでケータリングを行う。料理を食べる人、食べる環境、コンセプトに合わせて作る“オーダーメイドレ

シピ”も多く手がける。季節ごとの食材で楽しくおいしい食卓を作りながら、日本の生産者の食材と食べ手を

つなぎたいと思いながら活動中。著書に、本展での出品作品でもある、朝日新聞デジタル＆Wにて2年間連

載した連載をまとめた『あゆみ食堂のお弁当 23人の手紙からうまれたレシピ』（文化出版局）がある。

小倉ヒラク（おぐら ひらく）：1983年東京都生まれ。発酵デザイナー。「見えない発酵菌たちのはたらきを、デ

ザインを通して見えるようにする」ことを目指し、全国の醸造家たちと商品開発や絵本・アニメの制作、ワーク

ショップを開催。東京農業大学で研究生として発酵学を学んだ後、山梨県甲州市の山の上に発酵ラボをつく

り日々菌を育てながら微生物の世界を探求している。《てまえみそのうた》でグッドデザイン賞2014を受賞。

新著に『発酵文化人類学』（木楽舎）。

小山田徹（こやまだ とおる）：1961年鹿児島県生まれ。京都市立芸術大学日本画科卒業。1984年、大学在

学中に結成した「ダムタイプ」の活動と並行して90年代からさまざまな共有空間の開発を始め、コミュニティセ

ンター「アートスケープ」「ウィークエンドカフェ」などの企画を行う。近年は東日本大震災後に宮城県女川町

にて住民や建築家らと結成した「対話工房」のメンバーとして、コミュニティーの再生に携わる。京都市立芸

術大学教授。

北澤潤（きたざわ じゅん）：1988年東京都生まれ。美術家。北澤潤八雲事務所代表。2007年に佐渡島と新潟

市をつなぐ客船「おけさ丸」を舞台に初めてのプロジェクトを実施。以来、国内外約30の地域に関わりながら、

中長期的なフィールドワークを経て多様な人びとと協働し、日常に問いを投げかける場を共同体の内部に生

み出す「コミュニティ・スペシフィック」を志向したアートプロジェクトを実践しつづけている。2016年から2017年

にかけて国際交流基金アジアセンターのフェローシッププログラムで1年間インドネシアに滞在。以降、日本

とインドネシアを行き来しながら活動を展開している。東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。

米経済誌フォーブス「30 Under 30 Asia 2016」アート部門選出



平野太呂（ひらの たろ）：1973年生まれ。写真家。武蔵野美術大学卒。2000年よりフリーランスとして活動。

スケートボードカルチャーを基盤にしながら、カルチャー誌やファッション誌や広告で活動中。主な著書に

『POOL』（リトルモア）、『ばらばら』（星野源と共著／リトルモア）、『東京の仕事場』（マガジンハウス）、フォ

トエッセイ『ボクと先輩』（晶文社）、『Los Angeles Car Club』（私家版）、『The Kings』（ELVIS PRESS）がある。

2004年より東京都渋谷区にてNO.12 GALLERYを主宰している

〇ワークショップ作家プロフィール

アーティストと一緒に本展を楽しむプログラムを会期中に行います。

詳細は決まり次第お知らせします。

アーティスト（予定）：

阿部了、大塩あゆ美、小倉ヒラク、北澤潤、小山田徹、マライエ・フォーゲルサング、森内康弘、山本千織

〇関連イベント

ワークショップ・プログラム

photo by Ilja Keizer

森内康博（もりうち やすひろ）：1985年福岡県生まれ。映像作家。株式会社らくだスタジオ代表取締役。

2009年横浜国立大学教育学部人間科学部卒業。らくだスタジオプロデュースによるドキュメンタリー映画

や、ＣＭ・ＰＶ・アートプロジェクトの記録映像の撮影、また大学研究機関との映像アーカイブプロジェクトに

携わる。

マライエ・フォーゲルサング（Marije Vogelzang）：1978年オランダ・エンスヘデ生まれ。2000年デザインアカ

デミー・アイントホーフェン卒業。2004年ロッテルダムに実験的なレストラン「プルーフ」を設立。2011年「プ

ルーフ」を売却し、デザインワークに専念。レストランのコンセプト開発から医療や教育など様々なフィール

ドにおいて、食べる行為にまつわるデザイン提案を展開するイーティング・デザインのパイオニア。2014年

デザインアカデミー・アイントホーフェンのフード/ノンフード学部の学部長に就任。日本では、2008年に初

の個展「eating+design デザインにできること２」をアクシスギャラリーで開催。2014年には六本木アートナイ

トでワークショップを開催。

山本千織（やまもと ちおり）：料理人。北海道生まれ。美大を卒業後、様々な飲食店で料理を手がけ、妹が

経営する札幌の「ごはんや はるや」に12年間関わる。上京後、2011年に東京・代々木上原で弁当販売店

「chioben（チオベン）」を開業。見た目と味の意外性、定番の春巻きやたこめしの安定感で、一度食べたら

忘れられないと評判に。現在は、撮影現場への弁当の仕出し、ケータリング、雑誌や広告へのレシピ掲載、

イベント出店など幅広い場面で活躍している。著書に『チオベン 見たことのない味 チオベンのお弁当』（マ

ガジンハウス）、『チオベンの弁当本』（Kadokawa）、『chioben flip cook book vol.01』（自費出版）がある。

Instagram/chiobenfc

キッズデー

こどもたちのために閉室日を特別にオープンします。

親子でゆったり楽しめる特別な１日です。詳細は決まり次第お知らせします。



広報用画像ダウンロードパスワード／読者プレゼント 申請書

下記項目を記載の上、申請書を press@tobikan.jp 宛てにお送りください。

画像ダウンロードに必要なパスワードをお送りいたします。

貴社名・ご所属

ご担当者名

E-mail

電話番号

貴媒体名

発行（掲載）予定日

〇読者プレゼント

画像1点以上を掲載の上、展覧会をご紹介いただける場合、展覧会の無料観覧券（5組10枚）をお送します。

ご希望の方は、下記にチェックの上、送付先をご記入ください。発送は6月中旬以降の予定です。

□ 読者プレゼント希望（無料観覧券 5組10枚）

郵送先 〒

お問い合わせ先

東京都美術館 広報担当

press＠tobikan.jp

mailto:press@tobikan.jp

