
（ふりがな） （ふりがな）

（ふりがな）

記入不要

氏名またはグループ名 所属名

電話番号　

参加形態（○で囲む）

材料・技法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　制作年（　　　　　　年）

障がいのある方は、該当するすべての障がいを○で囲んでください。障がいのない方は未記入でご提出ください。
身体障がい（　視覚 ・ 聴覚 ・ 肢体 ・ 内部　） ・ 知的障がい ・ 精神障がい ・ 発達障がい ・ その他（　　　　　　　　　　　）

所属（会社名／施設名／学校名など）

個人　・　団体応募（施設や教室からの複数口応募） 応募形態（○で囲む）

作品の形態（○で囲む）

実物作品　・　写真資料

1. 平面（　絵画 ・ 写真 ・ 書道 ・ その他  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　）　
2. 立体（　彫刻 ・ インスタレーション ・ 陶芸作品 ・ その他  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　）　
3. 映像作品　　　　4. 文芸作品　　　　5. ドローイングブック 
6. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

作品のサイズ 平面（縦：　　　　cm ×横：　　　　cm）
立体（横幅：　　　　cm ×高さ：　　　　cm ×奥行：　　　　cm）        映像（  　　　　　分）
本  （縦：　　　　cm　×　横：　　　　cm　×　約　　　　ページ）

EメールまたはFAX番号　

※必須

都・道・府・県
住所（〒　　　　̶　　　　　）　 （建物の名称、部屋番号までお書きください。）

制作者との続柄（○で囲む） 本人　・　家族　・　友人　・　施設担当者　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

制作者プロフィール（発表歴など。グループの場合はメンバーの構成もご記入ください。）

作品の補足説明があればお書きください。

※審査の参考にするものではありません。

※審査の参考にするものではありません。

制作者（グループで応募の場合はグループについてご記入ください。）

審査結果の通知先 （必ず連絡の取れる個人名をお書きください。制作者本人でなくても構いません。）

【個人情報の取り扱いについて】 ポコラート全国公募では、本応募申込書に記載いただく個人情報を、審査結果の通知、作品の返却、本展の催行・運営に必要な範囲でのみ用います。
なお入選作品は、展示、図録、情報紙誌への掲載および広告に使用する際に、作者の氏名を明示する場合があります。

応募申込書

キリトリ線

作品名

技法・材料

氏名
（ふりがな）

所属施設名
施設または教室からの
複数口応募の場合
チェックを入れてください

年齢 　　　歳 性別　　男　・　女氏名またはグループ名
（ふりがな） ※雅号、アーティストネームを使用の場合は本名も併記してください。

作品名
（ふりがな）

受付日 受付番号 備考

作品票は記入して切り取り、実物作品は裏右下（平面の場合）か
背面（立体の場合）、写真資料は最終ページの裏に貼ってください。

vol.7
①作品部門

審査員

ポコラート全国公募展 vol.7　作品部門　作品票

やぶまえ ともこ

藪前 知子
東京都現代美術館学芸員

1974年、東京生まれ。これまで企画担当した主な展覧
会は、「大竹伸朗 全景 1955-2006」(2006)、「山口
小夜子 世界を着る人」(2015)、「おとなもこどもも考える 
ここはだれの場所？」「MOTサテライト2017春」など。
札幌国際芸術祭2017の企画チームに参加中。

なかむら まさと

中村 政人
アーティスト、東京藝術大学教授、
アーツ千代田 3331
統括ディレクター

1963年秋田生まれ。｢美術と社会｣｢美術と教育｣を
テーマに様々なアート・プロジェクトを進めている。
2010年にアーティスト主導、民設民営のアートセン
ター｢アーツ千代田 3331｣立ち上げる。平成22年度芸
術選奨文部科学大臣新人賞受賞。

「無題」田中啓示（工房集）

表紙作品の紹介

啓示さんは新しい素材を見ると興味津々です。そ
れを渡そうとすると、腕を出したりひっこめたり
…。うれしいあまりすぐには受け取れない様子か
ら、彼の関心の強さがわかります。素材と向き合
い始めるとものすごい集中力で手を動かし、迷い
がありません。ひとりでいるのが好き、でも周り
の人がとても気になるやさしい人です。

特別協賛 協賛

募集内容
 

募集期間

主催：千代田区、アーツ千代田  3 3 3 1 企画・制作：アーツ千代田  3 3 3 1　

①作品部門  ②形にならない表現部門
2 0 1 6  1 2 / 1（木）～ 2 0 1 7  2 / 1 1（祝・土）※必着

ポコラート
全国公募 vol.7

やない みちひこ

箭内 道彦
クリエイティブディレクター、
東京藝術大学美術学部
デザイン科准教授

タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」、リクルート
「ゼクシィ」など、数々の話題の広告を手掛けるクリ
エイティブディレクター。
「月刊 風とロック」（定価0円）の発行人でもあり、
2011年のNHK紅白歌合戦に出場した猪苗代湖ズのギタ
リストでもある。

作品部門

ほり こうさい

堀 浩哉
美術家・多摩美術大学名誉教授

1947年富山県生まれ。1969年「美共闘」結成。
1977年パリビエンナーレ、1984年ベニスビエンナー
レに選ばれるなど国内外での発表多数。2016年は釜山
ビエンナーレに参加。絵画やドローイングの他「堀浩
哉＋堀えりぜ」のユニットでのインスタレーションや
パフォーマンスなど、多様な表現を行っている。

作品部門 形にならない表現部門 作品部門

ふじ ひろし

藤 浩志
美術家、
秋田公立美術大学教授

京都市立芸術大学大学院修了。パプアニューギニア
国立芸術学校講師、都市計画事務所、藤浩志企画制
作室、十和田市現代美術館館長勤務を経て秋田公立
美術大学教授。全国各地でシステムとツールを創出
するデモンストレーションを実践。

作品部門 形にならない表現部門

おおつき ひろこ

大月 ヒロ子
IDEA,INC. 代表取締役

ミュージアムの企画、遊びと学びの空間デザイン、ラーニ
ングデバイスデザイン、ワークショップを活かした
デザイン開発を行う。2013年クリエイティブリ
ユースの実験室・情報ハブ・レジデンスのIDEA R LAB
を倉敷市玉島に開設。

形にならない表現部門 作品部門 形にならない表現部門

POCORART（ポコラート）とは「障がいのある人、ない人、アーティストが、
核心の部分で相互に理解し合う場」という理念を示す名称です。

ポコラート全国公募は、「障がいのある人、ない人、アーティストが、自由な表現の場を目指してつくる全国公募」として2010年にはじ
まりました。これまでの６回の公募では応募数延べ 7,500 点を超え、２歳から 94 歳までの幅広い方々の豊かな人間性と表現力を感じ
させる作品を発掘してきました。
　7回目を迎える同公募では、より開かれた表現の場を目指して「ワークショップ部門」の名称を、「形にならない表現部門」に改め再
スタートします。絵画や彫刻のような形にならなくともパフォーマンスだったり、何気ない日常で行われている習慣だったり。ささや
かでひそやかな表現もあるかもしれません。あらゆる社会での垣根を越えて、表現の可能性について考えられる場を目指しています。

受付番号
受付日

備考

記
入
不
要

http://pocorart.3331.jp関連情報をWebサイトから
ご覧いただけます

ポコラート宣言2014出品作品「無題（黃）」
ポコラート全国公募展 vol.5 入選作品「無題」

きり、はり、ならべ
つぎへ、つぎへ。

撮影：VERNAL PICTURES　　デザイン：田代  卓

ポコラート全国公募の流れ
応募申込

審査

審査結果の通知

公募展準備

全国公募展vol.7
開催

vol.7受賞者展
開催

応募期間：
2016年12月1日（木）～2017年2月11日（祝・土） ※必着

実物作品での審査をご希望の場合は、
送付搬入または持ち込みでご応募ください。
資料での応募は郵送またはメールでご応募ください。

2017年 3月3日（金）～5日（日）［予定］
会場／アーツ千代田 3331 2 階 体育館

メールまたは FAXでお知らせします。
※郵送での通知を希望する場合は、
   お申し込み時に返信用封筒を
   同封してください。

2017 年 9月［予定］
会場／アーツ千代田 3331
1階メインギャラリー

公募展入選作品の中から各審査員賞、
千代田区長賞、オーディエンス賞を選出

2017 年度秋以降開催［予定］
次なる展開が…！
日本国内、海外への巡回展を計画中！

全国公募展 vol.7で選ばれた
受賞者によるグループ展を開催。

資料で入選した作品は、実物作品を搬入。

事務局と発表に向けた調整、協議。

応募作品一挙公開および作品審査。
来場者による一般投票も行います。

作品部門

形にならない表現部門

アーツ千代田 3331
〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目11-14（旧練成中学校）

A. 参加料は無料です。ただし資料や作品の提出・返却にかかる送料は、
    応募者負担になります。

A. ポコラートでは一般的な画材だけでなく、身のまわりにある日用品を 
    使った作品をはじめ、形にはならないような表現まで、さまざまな
    表現が審査対象です。

A. 応募者１名につき３作品まで応募できます。
    たくさんの作品を合わせて１組とした「組作品」での応募もできます。

A. 各部門ごとに３作品まで応募可能です。

A. 入選作品は公募展会期終了まで事務局で保管します。
　　ただし、一時返却を希望される場合は、事務局へご相談ください。
　　落選した作品は審査結果通知後に返却いたします。

A. 梱包を一つにまとめて送られた場合、落選作品も公募展会期
    終了まで事務局で保管し、入選作品とあわせて返却いたします。

A. 写真資料・応募必要書類は返却いたしません。

A. 応募作品一挙公開では、受付番号のみ表示します。
    入選した場合は公募展において氏名や都道府県名まで記載しますが、
    公開の可否は再度ご確認いたします。

A. 審査は応募形態（実物作品、写真資料）を問わず平等に行います。
　　作品に合った応募方法でご応募ください。

Q. 公募への参加にお金はかかりますか？

Q. 応募したい作品が審査の対象になるか心配です。

Q. たくさんの作品があるのですが、
     どのように応募したら良いでしょうか？

Q.「作品部門」「形にならない表現部門」両方に
     応募することはできますか？

Q. 審査のあと、応募した作品はどうなりますか？

Q. 複数の作品を応募して、入選した作品と落選した作品が
    ある場合はどうなりますか？

Q. 応募した際に送った資料は返ってきますか？

Q. 個人情報はどこまで公開されますか？

Q. 実物作品での応募の方が審査に有利ですか？

アーツ千代田 3331
〒101-0021 東京都千代田区外神田6

［予定］［予定］
会場／アーツ千代田 3331会場／アーツ千代田 3331
1階メインギャラリー

次なる展開が…！

2016年ポコラート全国公募vol.6
審査会場

2016年ポコラート全国公募vol.6
審査会場

2016年ポコラート全国公募展
vol.6会場風景

2016年ポコラート全国公募展
vol.6会場風景

2016年ポコラート全国公募展vol.6
会場風景

2016年ポコラート全国公募展vol.6
会場風景

2015年ポコラート全国公募vol.5
受賞者展

2015年ポコラート全国公募vol.5
受賞者展

2014年ポコラート宣言2014
高知展

2014年ポコラート宣言2014
高知展

次なる展開が…！

2014年ポコラート宣言2014
十和田展

2014年ポコラート宣言2014
十和田展

2016年ポコラート全国公募展vol.6
入選ワークショップ

2016年ポコラート全国公募展vol.6
入選ワークショップ

日本国内、海外への巡回展を計画中！2017 年度秋以降開催［予定］2017 年度秋以降開催［予定］2017 年度秋以降開催［予定］

2015年ポコラート全国公募vol.5
受賞者展

2015年ポコラート全国公募vol.5
受賞者展
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