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　　- 対象年：1945年 〜 1999年       
　　- 対象国：主に　英・米・日         
　　- 対象内容：アート、フェミニズムアート、フェミニズム思想、世界史 

Timeline Project
WOMEN : Artists and History - Sheet 1

【凡例】 「　」………展覧会名、グループ名、テキスト題、レクチャー題、ムーブメント、動向、施設名
（　）………場所名および都市名、氏名の英語表記や別名（初出の場合のみ）
《　》………作品名
『　』………著書名
  ※女性氏名は全て「赤字」で表記

［　］………補足説明
　☆…………主な参考資料
　●…………☆の補足として参照した資料

内　容
1940年代 1950年代

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

１

主な日本の女性アーティスト
もしくは

フェミニズムに関わる
女性アーティスト

［グループ、運動、展覧会、出来事など］

女流美術家絵画展 ☆2
片岡球子第31回院展で入賞、日本美術院
賞［女性初］☆7

赤松俊子（丸木俊）前衛美術会結成に参
加 ☆7

秋野不矩、広田多津ほか、創造美術協会
結成に参加 ☆7

桜井浜江個展（北荘画廊）☆7

富山妙子、筑豊炭鉱（ちくほうたんでん）
や鉱山をテーマに労働者を描き始める 
●3

仲田菊江個展、高村智恵子遺作紙絵展
（以上、資生堂画廊） ☆7

三岸節子ほか、サロン・ド・メ出品作品発表
会（日本橋高島屋） ☆7 岡上淑子個展［瀧口修造の熱心な勧めに

よる］、榎本和子個展、早瀬滝江・白木正
一二人展（以上、タケミヤ画廊）☆7

三岸節子個展 ☆2
桜井悦が女子美術専門学校助教授となる
（1949〜1951年、女子美術大学）☆2

桂ユキ子（ゆき）、神谷信子ほか、日本ア
ヴァンギャルド美術家クラブ結成に参加 ☆7

桂ユキ子ほか、第1回モダンアート展 ☆7

榎本和子第9回美術文化協会展で入選／
片谷暖子ほか、第3回女流画家協会アン
デパンダン展 ☆7

桂ユキ子ほか、九室会展 ☆7
神谷信子、斉藤愛子ほか、第5回新樹会
展（日本橋三越）☆7 漆原英子個展、神谷信子個展、片谷曖子

個展、笹川由為子・小川孝子二人展、福
島秀子実験工房第3回発表会（以上、タケ
ミヤ画廊、東京）☆7女流美術家協会第1回展 ☆2 仲田菊代個展 ☆2 赤松俊子、滞ソ小作品（天元画廊） ☆7 佐伯米子個展（資生堂画廊、東京）☆7

片谷暖子、第4回女流画家協会アンデパ
ンダン展 ☆7

井上千鶴子・吉田穂高二人展（丸善画
廊、東京）☆7

富山妙子個展（梅田画廊、大阪）／山崎
つる子ほか第1回ゲンビ展（朝日ホール、
神戸）☆7

日本女流美術家協会展 ☆2
片谷暖子（美香）第8回美術文化協会展で
会員となる ☆7

小川マリ子（マリ）個展、斉藤愛子個展（以
上、北荘画廊）☆7 江見絹子、第5回行動美術展で奨励賞／

桂ユキ子、第35回二科展で推挙／田中田
鶴子、第14回新制作波協会展で新作家賞 
☆7

福島秀子、バレエ《生きる悦び》で衣装デ
ザイン担当  ☆7

草間彌生個展（松本市第1公民館、長野
県） ☆7

安倍真知、神谷信子、桂ユキ子、岡上淑
子、漆原英子ほか「抽象と幻想展」☆7  ●7

田中田鶴子第12回新制作派協会展で岡
田賞、桜井浜江第16回独立展で独立賞 
☆7

斉藤愛子、福島秀子ほか、第1回モダン
アート展（日本橋三越） ☆7

三岸節子、昭和25年度芸術選奨美術部
門で文部大臣賞／榎本和子、第11回美術
文化協会展で会員となる ☆7

三岸節子油絵近作個展（兜屋画廊、東京）
☆7

井上長三郎・照子油絵展（日本橋三越）☆7

福島秀子、柳田美代子ほか、七燿会展
（北荘画廊、東京） ☆7

三岸節子個展（梅田画廊、大阪）☆7 「女流建築家の会ポドコ」発足 ☆7

上村松園、女性初の文化勲章 ☆7

片谷曖子「平和のための美術展」（前衛美
術会）／松尾明美バレエ発表会（日比谷公
会堂）☆7

江見絹子、第8回行動美術協会展で会員
に推挙［女性初］／赤穴桂子、第17回新
制作協会展で新作家賞 ☆7

２

主な日本の
フェミニズム思想／運動

［グループ、運動、関連出来事など］

婦人参政権実現 ☆2
宮本百合子、佐多稲子ら、「婦人民主ク
ラブ」結成 ☆2

神近市子、山川菊栄、平林たい子ら、「民
主婦人協会」設立 ☆1

優生保護法成立 ☆1 「婦人団体協議会」結成 ☆7 「全国未亡人団体協議会」結成 ☆7 「地方婦人クラブ」結成 ☆7 全国社会福祉協議会内の婦人福祉連絡
協議会が、売春制度の否定、売春禁止法
の制定および婦人福祉対策要綱の決定を
請願 ☆1

「全国未亡人団体協議会」結成 ☆7

占領軍慰安所を全て閉鎖 ☆7 男女共学始まる ☆1
公娼制度廃止後の行政借地として全国16
カ所に婦人保護施設設置される ☆1

優勢保護法改正で経済理由による中絶合
法化 ☆7

久布白落実ら「公娼制度復活反対協議
会」結成 ☆1

「日本婦人団体連合」結成（会長：平塚ら
いてう） ☆1

第1回参議院議員選挙実施、女性候補39
名が初当選 ☆2

家制度廃止 ☆1 厚生省、「母子手帖」配布開始 ☆7
第1回ガリオア留学生選抜試験（女性27名
合格）☆7

山高しげり等、全国地域婦人団体連絡協
議会結成 ☆1

第1回日本婦人大会開催 ☆7

『主婦の友』、『婦人公論』、『婦人朝日』、
『婦人生活』創刊 ☆7

労働省発足（初代婦人局長：山川菊栄） ☆7
主婦連、配給毎の1日3合配給運動始める 
☆7

コペンハーゲン世界婦人大会に赤松俊子
（丸木俊）参加 ☆7

戦争未亡人が「戦争犠牲者遺族同盟」を
結成 ☆7

鶴見和子ほか、主婦、勤労女性に生活を
綴る運動提唱 ☆7

全日本女性学生大会開催 ☆7

全国一斉街娼取り締まり ☆7 「伸びゆく婦人の職業展」労働省主催 ☆7
シモーヌ・ド・ボーヴォワール『第二の
性』の翻訳が出版される ●8

３
主な日本の美術

［グループ、運動、展覧会、出来事など］

「二科会」再建 ☆2 GHQ、戦争画押収 ☆2
「第1回日本アンデパンダン展」（日本美
術会主催）☆4

『美術手帖』創刊 ☆6 藤田嗣治、離日 ☆4 『芸術新潮』創刊 ☆6
「実験工房」結成（東京）、福島秀子らが参
加 ☆4 ●5

第26回ヴェネチア・ビエンナーレ、正式参
加 ☆4

「第1回ニッポン展」［ルポタージュ絵画、密
室の絵画の出現］☆4

「行動美術協会」結成 ☆2
「第1回日本美術展覧会（日展）」［新文展
の改称］ ☆4

「日本アヴァンギャルド美術家クラブ」結成 
☆6

「パンリアル」創立 ☆4
「第1回読売アンデパンダン展」（読売新
聞社主催） ☆4

村井正誠、山口薫らが「モダンアート協
会」設立 ☆6

タケミヤ画廊開廊、瀧口修造の企画展
始まる ☆6

『美術批評』創刊 ☆6
池田龍雄、桂川寛らが「日本青年美術家
連合（青美連）」結成 ☆6

政府、「新文展」の復活を決議 ☆2 『みずえ』『三彩』『アトリエ』復刊 ☆6 八木一夫ら、「走泥社」結成 ☆6 「パンリアル美術協会」結成 ☆4
日本橋高島屋で「現代世界美術展」［現代
アメリカ絵画の初紹介］ ☆6

『墨美』創刊［アメリカ抽象表現主義、画家
フランツ・クライン特集］☆4

岡本太郎「縄文土器論」☆6 岡本太郎らが「アートクラブ」を結成 ☆6

「日本美術乃工芸統制会」解散 ☆6 「アヴァンギャルド芸術研究会」結成 ☆6 「東京芸術大学」創立 ☆6 イサム・ノグチ来日 ☆6
サンパウロ・ビエンナーレで日本が国際展
に初参加 ☆6

「東京国立近代美術館」、「ブリヂストン
美術館」開館 ☆6

山下菊二《あけぼの村物語》、池田龍雄
《網元》☆6

柳瀬正夢が戦災死 ☆6 花田精輝、岡本太郎ら、「夜の会」発足 ☆6 丸木位里＋赤松俊子《原爆の図》☆6 「神奈川県立近代美術館」開館 ☆6 横山大観《或る日本の太平洋》☆6

岡本太郎《森の掟》☆6

4

世界と日本の主な歴史

［出来事、運動］　

* 国の名前は漢字で表記
 （一般的でない場合はカタカナ表記）

例：日本＝日、アメリカ＝米、
多数国もしくは世界＝記載なし

ポツダム宣言発表 仏＋ベトナムでインドシナ戦争開戦 ☆3
印：英から独立、印・パキスタンの2国に分
離 ☆3

米：トルーマン、大統領に／アメリカ州機
構（OAS） が設立 ☆3

北大西洋条約機構（NATO）設立 ☆3 朝鮮戦争勃発 ☆3 サンフランシスコ平和条約 ☆1

米：ドゥワイト・D・アイゼンハワー、大統領
に／初の水爆実験 ☆3

朝鮮戦争終結 ☆3

米：8/6広島に原爆投下、8/9長崎に原爆
投下

独：14名のナチ戦犯に有罪判決が下る。
ニュルンベルク裁判終結 ☆3

米：ジャッキー・ロビンソン、黒人として初
めてメジャー・リーグの野球チームに雇用
される ☆3

印：マハトマ・ガンジー暗殺 ☆3 毛沢東、中華人民共和国の樹立宣言 ☆3
米：連邦通信委員会（FCC）国内カラー・テ
レビ放映を許可 ☆3

WHO、日本加盟承認 ☆7 DNA二重螺旋構造が発見される ☆3

イスラエル誕生 ☆3 ソ：初の原爆実験 ☆3
日：GHQ、沖縄に恒久的基地の建設を発
表 ☆7

英：チャーチル、首相に再選 ☆3 中：周恩来首相、モスクワ訪問 ☆3

ソ：首相、ヨシフ・スターリン死去 ☆3

日：無条件降状、敗戦 日：天皇の人間宣言、日本国憲法公布  ☆2 日：勅令9号公布 ☆1 世界人権宣言採択 ☆7 米：エセルおよびジュリアス・ローゼンバー
グ夫婦、原子爆弾設計事件のスパイ容疑
で死刑を宣告される（1953年執行）☆3日：GHQ、財閥解体を指令 ☆2

1940年代 1950年代

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

主要 アートムーブメント
参考文献：Susie Hodge、2017、THE SHORT STORY OF ART、Fletcher Books　→

1943年〜
抽象表現主義

抽象表現主義 抽象表現主義 カラーフィールド・
ペインティング 空間主義 抽象表現主義 カラーフィールド・

ペインティング 空間主義 抽象表現主義 カラーフィールド・
ペインティング 空間主義 抽象表現主義 カラーフィールド・

ペインティング 空間主義 抽象表現主義 カラーフィールド・
ペインティング 空間主義 抽象表現主義 カラーフィールド・

ペインティング

空間主義
抽象表現主義 カラーフィールド・

ペインティング

空間主義

ネオ・ダダ ネオ・ダダ

5
世界の美術史

［グループ、運動、展覧会、出来事など］

仏：ジャン・デュビュッフェ（Jean Dubuffet）
が「アール・ブリュ（生の芸術）」という言葉
を発案／パリでアンリ・マティスの回顧展
開催、多大な影響を与える ☆3

米：『ニューヨーカー』で「アブストラクト・エ
クスプレッショニズム（抽象表現主義）」と
いう言葉がロバート・コーツ（Robert Myron 
Coates）によって初めて使われる ☆3

英：ロンドンに「 ICA （Institute of 
Contemporary Art）」開館 ☆3

ジョルジュ・ブラック（Georges Braque）、
ヴェネツィア・ビエンナーレで第1席を受賞 
☆3

蘭：アムステルダムで第1回コブラ・グルー
プ（CoBrA）［1948年結成］の展覧会開催 
☆3

米：ザ・イラシブルズ（The Irascibles）がメト
ロポリタン美術館の保守的な方針に対し
抗議 ［メンバー15人中ヘッダ・スターン
（Hedda Sterne）のみ女性］☆3

白：リエージュで最後のコブラ・グループ展
開催 ☆3

仏：ミシェル・タピエ（Michel Tapié）の『もう
ひとつの芸術』出版、「アンフォルメル」とい
う言葉が流行 ☆3

伯：第1回サンパウロ・ビエンナーレ開催 
☆3

米：ジャクソン・ポロック（Jackson Pollock）
《Undulating Paths》発表 ☆3

ジャクソン・ポロック《No.1》☆3 米：ロバート・マザウェル（Robert 
Motherwell）編集『ダダの画家と詩人』出
版 ☆3

米：ハロルド・ローゼンバーグ（Harold 
Rosenberg）により「アクション・ペインティン
グ」という言葉が生まれる ☆3米：ヴェネツィア・ビエンナーレの米代表に

アーシル・ゴーキー（Arshile Gorky）、ウィ
レム・デ・クーニング（Willem de Kooning）、
ジャクソン・ポロックが選ばれる ☆3

英：ICAでインデペンデント・グループ結成 
☆3

6

主な世界の
フェミニズム思想／運動

［グループ、運動、出来事など］

国際婦人デー（3月8日）復活 ☆7

仏：シモーヌ・ド・ボーヴォワール（Simone 
de Beauvoir）『第二の性』出版 ☆3

米：レイチェル・カーソン（Rachel Louise 
Carson）『われわれをとりまく海』出版、世
界が環境問題に対する意識を高める ☆3

米：アルフレッド・キンゼイ（Alfred Kinsey）
『人間女性の性行動』出版 ☆3

7

主な世界の女性アーティスト
もしくは

フェミニズムに関わる
女性アーティスト

［グループ、運動、展覧会、出来事など］

米：ニューヨーク現代美術館（MoMA）
「ジョージア・オキーフ（Georgia O’Keeffe）
展」、初の女性アーティスト回顧展 ☆5

米：ルイーズ・ブルジョア（Louise 
Bourgeois）プリント連作《He 
Disappeared into Complete Silence》☆5

アグネス・マーティン（Agnes Martin）
《Untitled》［後に50s後半よりグリットスタイ
ルの作品へ移行、それ以前の作品の殆ど
を破壊したため、現存の作品は少ない
が、初期作品はシュールレアリズムと抽象
表現主義からの影響が強く見受けられる］
●1 ●2

米：グレース・ハーティガン（Grace 
Hartigan）、Koontz Gallery（NY）「NEW 
TALENT 1950」展の参加作家として、クレ
メント・グリーンバーグとマイヤー・シャピロ
により選ばれる ●4

米：ヘレン・フランケンサーラー（Helen 
Frankenthaler）、「Nineth Street Show」展
に参加［アート �ディーラーのレオ・キャステ
リ（Leo Castelli）が金銭的サポートをし、
アーティストによって �オーガナイズされた
展覧会］ ●6

米：ヘレン・フランケンサーラー、代表作 
《Mountains and Sea》発表 ●6

8

参考資料・文献

- 書籍 -
『著書タイトル』著者名（発行年、発行元）

- インターネット-
記事もしくはページタイトル、執筆者名、

URL、発表年、閲覧年月日

●1｜『THE SHORT STORY OF ART』Susie Hodge
（2017、Fletcher Books）                          ●3｜「Brushing with Authority: The Life and Art of 

Tomiyama Taeko 威厳ある絵筆による権力との抵触——富
山妙子の人生と芸術」Laura Hein and Nobuko TANAKA、
https://apjjf.org/-Laura-Hein/3334/article.html、
2010/3/29、2019/10/4

●5｜ 栃木県立美術館　福島秀子、http://www.art.pref.
tochigi.lg.jp/collection/artist/c0042.html、記載なし、
2019/10/15  

●7｜Artue アート用語「岡上淑子」、https://artue.
jp/words/%E5%B2%A1%E4%B8%8A%E6%B7%91%E5%AD%
90、2019/10/4  

●2｜The Art Story「Agnes Martin」
 https://www.theartstory.org/artist/martin-agnes/、記載なし、
2019/12/1

●6｜『WOMEN ARTISTS』FLAVIA FRIGERI（2019、
Thames&Hudson）

●8｜『女性学事典』編：井上輝子、上野千鶴子、江原由
美子、大沢真理、加納実紀代、（2002、岩波書店）  

●4｜The Art Story「Grace Hartigan - Biography and Legacy」、
https://www.theartstory.org/artist/hartigan-grace/life-and-
legacy/#biography_header、記載なし、2019/10/15
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Timeline Project
WOMEN : Artists and History - Sheet 2

1950年代 1960年代：ポストモダニズム、コンセプチュアルアート、パフォーマンスアート、フェミニズムアート、ミニマリズム、ランドアート （全て現代まで▶ ）

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

女
性
ア
｜
テ
ィ
ス
ト

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
関
わ
る

も
し
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1

福島秀子個展、榎本和子個展、田中田鶴
子作品展、漆原英子個展、安倍真知・小
山田チカエほか「新具象七人展」（以上、タ
ケミヤ画廊） ☆7

赤穴桂子・草間彌生・福島秀子ほか「第18
回国際水彩画ビエンナーレ」（ブルックリン
美術館、NY）、田中田鶴子ほか「日米抽象
美術展」、芥川沙織・福島秀子・漆原英子
ほか「今日の新人・1955年展」 ☆7

江見絹子個展、芥川沙織ほか「四人展」
（以上、村松画廊）、野中ユリ・南佳子ほか
「第2回銅板画展」（タケミヤ画廊）、漆原秀
子個展、福島秀子・榎本和子2人展、田中
田鶴子・流政之2人展（以上、養清堂画
廊）、桂ユキ子油絵展（兜画廊）、芥川沙
織ほか「4人展」（サトウ画廊） ☆7

福島秀子・榎本和子「2人展」、榎本和子
ほか「女流創作版画展」（以上、養清堂画
廊）、安倍真知個展（サトウ画廊）、芥川沙
織個展（村松画廊）、浜口陽三・南佳子「2
人展」（東京画廊）、内海柳子個展、森秦
木版画（以上、白鳳画廊）、矢嶋三枝子個
展（櫟画廊、以後64年まで毎年） ☆7

榎本和子個展（養清堂画廊）、江見絹子
油絵展、荒木高子オブジェ展（以上、銀座
画廊、東京）、赤穴佳子個展（サトウ画
廊）、長瀬子個展（トキワ画廊） ☆7

草間彌生個展（ブラタ画廊、NY）、桂ユキ
子・福島秀子「第11回プレミオ・リソーネ
展」 ☆7 草間彌生ほか「モノクローム絵画展」（ドイ

ツ、レーファークーゼン市立美術館）、桂
ユキ子・草間彌生ほか「日本の抽象芸術」
展（グレース・ギャラリー、ワシントン） ☆7

田中田鶴子「第6回サンパウロ・ビエン
ナーレ」出品、福島秀子「第2回パリ青年ビ
エンナーレ」出品、渡仏（〜62年）、オノ・
ヨーコ個展（AGギャラリー、NY）、森秦個
展（A.A.Aギャラリー、NY） ☆7

江見絹子、第3回ヴェネツィア・ビエンナー
レ、草間彌生ほかヌル国際美術展（アム
ステルダム市立美術館、オランダ）、田中
敦子ほか「繰り返しの構造展」（スタドラー
画廊、パリ）、田中敦子ほか「構造と様式
展」（トリノ市現代美術館、イタリア） ☆7

田中敦子個展、山崎つる子個展（以上、
グタイピナコテカ、大阪）、ケイト・ミレット個
展、田中敦子個展、福島秀子個展（以上、
南画廊）、白井昭子個展（おぎくぼ画廊、
東京）、富山妙子個展（白木屋）、幸美奈
子個展、久保田成子個展（以上、内科画
廊、東京）、幸美奈子個展（夢士画廊、東
京）、矢嶋美枝子オブジェによる個展（風
月堂）、山崎つる子作品展（中央画廊、東
京） ☆7

田中敦子ほか、グッゲンハイム国際賞展
（グッゲンハイム美術館、NY）、草間彌生
個展（リチャード・カステラー二画廊、NY）、
第9回国際女流美術クラブ展（近代美術
館、パリ） ☆7

神谷信子個展、宮脇愛子個展（以上、養
清堂画廊）、長瀬子個展（南画廊、東京）、
野中ユリ銅版画展（画廊ひろし）、福島秀
子作品展（村松画廊） ☆7

芥川（間所）沙織作品展、神谷信子個展、
赤穴桂子・大住関子ほか「四人展」、芥川
沙織・安倍真知・草間彌生・オノサト・トモ
コほか「女流八人展」（以上、養清堂画
廊、東京） ☆7

草間彌生個展、小山田チカエ個展、小山
田チカエほか「新具象グループ展」（以上、
タケミヤ画廊） ☆7

芥川沙織・福島秀子・藤田昭子ほか「親悦
15人展」（中央公論画廊、東京）、田中敦
子ほか「一日だけの野外展」（武庫用河口
の廃虚、尼崎）、内海柳子・森秦ほか
「1956グループ連合展」（大阪市立美術
館）、福島秀子・田中田鶴子・芥川沙織ほ
か「世界・今日の美術展」、大原紀美子・
白髪富士子・田中敦子・山崎つる子ほか
「野外具体美術展」、江見絹子ほか「実験
工房3人展」（鳳月堂、新宿） ☆7

江見絹子ほか「ピッツバーグ国際現代絵
画彫刻展」、江見絹子「抽象絵画の展開」
展、長瀬子ほか「第10回読売アンデパン
ダン展」、田部光子「九州派展」、福島秀
子・田中敦子・山崎つる子ほか「新しい絵
画世界展ーアンフォルメルと具体」、田部
光子ほか「第1回九州アンデパンダン展」
（西日本新聞社講堂） ☆7

江見絹子個展（白木屋）、荒木高子個展
（白鳳画廊）、富山妙子個展（養清堂画
廊）、野田好子個展（フィルム画廊）☆7

江見絹子個展、桂ユキ子個展、田中田鶴
子個展（以上、東京画廊）、平岡弘子個展
（村松画廊）☆7 芥川沙織個展（昭和画廊、東京）、出光孝

子個展（南画廊）、田部光子「英雄たちの
大集会」、平岡弘子個展（鳳月堂）、宮脇
愛子個展（東京画廊）☆7

田部光子個展、森本紀久子個展（以上、
夢士画廊）、名坂有子個展（グタイピナコ
テカ）、白井昭子銅版画個展（秋山画廊）、
オノ・ヨーコ「タッチ・ポエム」、「FLY」、林三
從個展（以上、内科画廊）、オノ・ヨーコ個
人イヴェント（内科画廊ほか）、林三從個
展（スルガ台画廊） ☆7田中田鶴子ほか「アートクラブ・グループ

展No.5」、福島秀子・芥川沙織ほか「アート
クラブ・グループ展No.7」、小川孝子・神谷
信子・斉藤愛子ほか「アートクラブ・グルー
プ展」（以上、サトウ画廊、東京） ☆7

福島秀子ほか「サマー・エクスビジョン」
（鳳月堂）、赤穴佳子・芥川沙織ほか「女
流15人展」（ブランシェ、新宿）、野中ユリ・
南佳子ほか「前衛美術の15人展」、山崎
つる子・田中敦子ほか「舞台を使用する具
体美術」、田中敦子ほか「今日の新人
・1957年展」（白木屋） ☆7

田部光子・大黒愛子ほか「第2回九州アン
デパンダン展」（西日本新聞社講堂、福
岡）、田部光子ほか「九州派展」（銀座画
廊、東京） ☆7

芥川沙織・安倍真知・桂ユキ子・野田好子
・早瀬龍江ほか「超現実絵画の展開」展、
田中敦子・山崎つる子ほか「第9回具体美
術展（「インターナショナル・スカイ・フェス
ティバル」併催）」（高島屋屋上、大阪）、岸
本清子ほか「第2回ネオ・ダダ展」（吉村益
信アトリエ、新宿）、岸本清子・平岡弘子ほ
か「第3回ネオ・ダダ展」（日比谷画廊、東
京） ☆7

大原紀美子・白髪富士子・田中敦子・山崎
つる子・福島秀子ほか「日本の伝統と前
衛」展、田中敦子ほか「現代美術の実験」
展、田部光子・大黒愛子ほか「九州派展」
（銀座画廊）、「近代百年を彩る女流画家」
展（日本橋高島屋） ☆7

草間彌生作品展、丸木スマ個展（以上、
白木屋、日本橋）、草間彌生個展（美松画
廊、東京）、富山妙子個展（資生堂画廊）、
小田広喜・リラ二人展（文房堂画廊）
 ☆7

大原紀美子・田中敦子・山崎つる子ほか
「だいじょうぶ月はおちない〈具体美術と森
田モダンダンス〉」、女流彫刻展（東急東横
店、渋谷） ☆7

久保田成子ほか「SWEET16 パフォーミン
グ・フェスティバル」（草月会館ホール、東
京）、多田美波ほか「彫刻の新世代展」、
田部光子・大黒愛子ほか「九州派展」（美
目画廊）、山口勝弘・福岡道雄・多田美波
「三人展」（新宿第一画廊） ☆7

三島喜美代・山崎つる子ほか「現代美術
の動向  絵画と彫塑展」（国立近代美術館 
京都分館）、岸本清子ほか「Off 
MUSEUM」展、多田美波「今日の作家64
年展」 ☆7富山妙子個展（資生堂画廊）、芥川沙織

個展（村松画廊、東京）、芥川沙織ほか
「四人展」（美松画廊）、片谷曖子・桂ユキ
子ほか「アートクラブ・グループ展」（なす
び画廊）、白髪富士子・田中敦子・山崎つ
る子ほか「真夏の太陽にいどむモダン
アート野外実験展」 ☆7

江見絹子、第2回シェル美術賞展で3等 ☆7 芥川沙織、渡米 ☆7

上田民子、山崎つる子ほか「具体美術協
会」結成に参加 ☆7

荒木高子「白鳳堂画廊」（大阪）を開廊、荒
木高子2人展 ☆7

草間彌生渡米、個展（ゾウ・ドゥザンス画
廊、シアトル） ☆7

朝倉響子ほか「集団現代彫刻」結成に参
加／塩見充枝子「グループ・音楽」結成に
参加 、赤穴佳子、第24回新制作協会展で
新作家賞／福島秀子、第4回シェル美術
展賞で2等／田中田鶴子、第4回現代日本
美術展で優秀賞、「日米女流画家展」（東
京都美術館、女流画家協会）☆7

オノ・ヨーコ演奏会（カーネギー・リサイタ
ル・ホール、NY）、塩見充枝子「グループ・
音楽」第1回公演、元藤燁子舞踏リサイタ
ル（草月会館ホール） ☆7

オノ・ヨーコ作品発表会（草月会館ホール） 
☆7

オノ・ヨーコ小冊子『グレープフルーツ』自
費出版 ☆7

オノ・ヨーコ《カットピース》上演（山一ホー
ル、京都）、「小野洋子さよなら演奏会」
（草月会館ホール）、『グレープフルーツ』
初版刊行 ☆7

芥川沙織、モダンアート協会展で新人賞 
☆7

田中敦子ほか具体美術協会に参加／芥
川沙織「制作者懇談会」結成に参加 ☆7

桂ユキ子渡仏／福島秀子、実験工房《月
に憑かれたピエロ》で衣装担当 ☆7

田中光子「九州派」結成に参加 ☆7
江見絹子、第5回現代日本美術展で神奈
川県立近代美術館賞 ☆7

重延瓔子、第7回シェル美術賞展で3等 ☆7 森本紀久子、第8回シェル美術賞展で3等
／第6回現代日本美術展（東京都美術館）
田中敦子優秀賞、森紀久子コンクール賞
／森本紀久子・山崎つる子ほか、第1回長
岡現代美術館賞展、久保田成子、塩見充
枝子渡米（NY） ☆7

芥川沙織、第40回二科展岡本太朗室で特
待賞 ☆7

片谷曖子、第10会女流協会展で船岡賞 
☆7

芥川沙織、女流画家協会展で船岡賞 ☆7

森秦、ジャパン・ソサエティーの招きで渡
米（〜62年）／内間安瑆・俊子、渡米（NY） 
☆7

荒木高子、渡米／富山妙子、南米に旅立
つ ☆7

平岡弘子渡米、宮脇愛子渡仏 ☆7 斉藤陽子渡米、フルクサスに参加 ☆7 ●16
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東京で売春禁止法制定期成全国婦人大
会 ☆7

石垣綾子、『主婦という第二職業論』発表 
☆7

売春防止法公布 ☆1 売春防止法一部施行 ☆1
売春防止法全面施行、赤線街消える ☆1 
☆7

磯野富士子『婦人開放論の混迷』
［第2次主婦論争が始まる］ ☆7

『女子学生亡国論』『女子学生世にはばか
る』など ☆7

保育所要求全国婦人大会 ☆7

「水爆禁止署名運動杉並協議会」結成。
女性を中心に、組織的な水爆禁止署名運
動が東京都杉並区から始まる（魚商の主
婦：菅原トミ子） ☆1  ●9

第1次主婦論争 ☆1 大阪市に「主婦の店ダイエー」が開店 ☆7 中山マサ厚生大臣、初の女性官僚 ☆1
国連婦人の地位委員会第16回会議に谷
野せつ、日本代表で参加 ☆7

第9回「はたらく婦人の中央集会」で社会
堂・共産党対立激化 ☆7

第1回日本母親大会開催 ●9 『週刊女性』創刊 ☆7 謝国権『性生活の知恵』刊行 ☆7 日本婦人会議結成（松岡洋子、田中寿美
子ら）／婦人問題懇話会創立（山川菊栄、
田中寿美子ら）／ 『大学女渦論』（『婦人
公論』） ☆7

母子福祉法公布 ☆7

家族制度復活反対連絡協議会結成 ☆1 厚生省『売春白書』発表 ☆7

加藤シヅエ 避妊教育を訴え日本家族計
画連盟結成 ☆1

新日本婦人の会結成（代表：平塚らいて
う）日本婦人会系と対立 ☆1 ☆7

主婦連「10円牛乳」販売
高群逸枝、『女性の歴史』出版開始 ☆7

農業の後継ぎ結婚難深刻化 ☆7

主
な
日
本
の
美
術

3

具体美術協会設立 （代表：吉原治良、山
崎つる子など17名）☆4

具体美術協会、機関誌『具体』発刊 ☆4
具体、アメリカ『ライフ』誌取材のため「1日
だけの野外展」（武庫川畔、兵庫） ☆4

アンフォルメル旋風 ☆4
九州派の作品が「第10回読売アンデパン
ダン展」で受付拒否第1号となる ☆4

「国立西洋美術館」開館 ☆6 「第12回読売アンデパンダン展」☆4
「第1回宇部市野外彫刻展」開催、日本初
の本格的野外彫刻展 ☆6

第14回読売アンデパンダン展、複数の無
断撤去事件 ☆4

読売アンデパンダン展、読売新聞社企画
部長名で廃止通達 ☆4

松澤宥「観念美術」を創始
観光芸術研究所設立（立石紘一）「第1回観光芸
術展」（東京、多摩川）ほか多数☆4

第1回現代日本美術展 具体、「真夏の太陽にいどむ野外モダン
アート実験展」（芦屋川畔の松林）☆4

具体「第2回野外展（具体野外美術展）」
（芦屋川畔、兵庫）、「第2回具体美術展」
（小原会館、東京）☆4

「第3回具体美術展」（京都市美術館）「第1
回舞台を使用する具体美術」（産経ホー
ル、大阪・京都） ☆4

「新しい絵画世界展／アンフォルメルと具
体」（高島屋百貨店、大阪）☆4

ジャン・フォートリエ来日［抽象表現主義の
本格的紹介によってアンフォルメル熱が
終息］☆6 「ネオ・ダダイズム・オルガナイザーズ」結

成宣言（上記展初日）

「第1回ネオ・ダダイズム・オルガナイザー
ズ展」（銀座画廊、東京）、[第2回展（吉村
益信アトリエ、東京［通称「革命芸術家の
ホワイトハウス］岸本清子、田辺三太郎、
田中信太郎、吉野辰海が加わる）よりネオ
・ダダと自称］、「ビーチ・ショー」（材木座海
岸、鎌倉）、「第3回ネオ・ダダ展」（日比谷
画廊屋内外） ☆4

国立博物館「フランス美術展」72万人を動
員 ☆6

九州派「英雄たちの大集会」（百道海岸、
福岡）［運動の実質的な終焉］ ☆4

内科画廊開廊
「第5次ミキサー計画」（新宿第一画廊）ハ
イレッドセンター第1回展 ☆4

読売新聞社、読売アンデパンダン展中止を発表 
、「アンデパンダン’64」（東京都美術館）［読売ア
ンデパンダン点廃止を受け、評論家と作家の自
主管理によるアンデパンダン展開催］、「荒野に
おけるアンデパンダン'64展」
☆４

美術出版社が第1回芸術評論募集を主
催、東野芳明が1席入選 ☆6

「第1回具体美術展」（小原会館）☆4

「世界・今日の美術展」（高島屋百貨店、
東京）［アンフォルメル絵画が紹介される］
☆4 「九州派」結成（主要メンバー：桜井孝身、

オチオサム、菊畑茂久馬、石橋泰幸、田
部光子ら）（九州）
「西日本美術展出品大会」、「グループ
Q48人展」、機関誌『九州派』発刊、「第2回
街頭展 グループQ／詩科・アンフォルメル
屋外展」☆4

「具体ニューヨーク展」（マーサ・ジャクソン
画廊、NY） ☆4

麻生三郎《家族》☆6
サンパウロ・ビエンナーレで斎藤義重が受
賞 ☆6

東京都美術館「陳列作品規格基準」制
定 ☆4

「ゼロ次元」（岩田信市らが60年頃結成）、
６３年以降名古屋で「儀式」の実践 ☆4 

河原温《浴室》☆6 池田龍雄らが「製作者懇談会」を結成 ☆6
「シェル美術賞」「安井賞」設立、若手美術
家の登竜門に ☆6

東京・青山に「草月会館」創立、前衛芸術
の拠点に ☆6

瑛九《つばさ》☆6
パリ青年ビエンナーレで池田満寿夫が受
賞 ☆6

高松次郎、中西夏之らによる「山手線事
件」がおこる ☆6

赤瀬川原平 模型千円札事件［裁判は
63−70年］☆4 ●15

瓜生良介ら「発見の会」結成 ☆6、
荒川修作《図形絵画》を開始 ☆4

池田満寿夫らが「グループ自在者」を結成 
☆6

横山操《溶鉱炉》《炎々桜島》、土方巽が
暗黒舞踏初公演 ☆6

「ピッツバーグ国際絵画彫刻展」に麻生三
郎、斎藤義重らが参加 ☆6

ジョン・ケージ来日 ☆6 宮川淳「アンフォルメル以後」☆6
『美術手帖』誌上で「反芸術論争」本格化、公開
討論会開催 ☆6

第1回京都アンデパンダン展 ☆6 ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館竣工☆6 『美術批評』休刊 ☆6
「第4回現代日本美術展」で斎藤義重が最
優秀賞 ☆6

第2回国際青年美術家汎太平洋展で工藤
哲巳が大賞受賞☆6

ハイレッド・センター「シェルター計画」他、多数の
ハプニング・展覧会を開催 ☆6

「0会」のメンバー 金山明、村上三郎、白
髪一雄、田中敦子具体に合流 ☆4

斎藤義重《鬼》☆6
「グループ音楽」結成（水野修孝、小杉
武久、刀根康尚、塩見允枝子など）☆4

時間派結成(中沢潮、田中不二、土井樹
男、長野祥三）☆4

「ヤング・セブン展」（南画廊、東京）［ジャスパー・
ジョーンズ（Jasper Johns）、ロバート・ラウシェン
バーグ（Robert Rauschenberg）初来日］ ☆4

世
界
と
日
本
の
主
な
歴
史

4 アルジェリア戦争勃発 ☆3 ワルシャワ条約機構設立 ☆3

米：アイゼンハワーがアメリカ大統領に再
選 ☆3

ヨーロッパ経済共同体（EEC）設立 ☆3
英：ロンドン・ノッティングヒルで人種問題
による暴動 ☆3

キューバ：フィデル・カストロ、フレヘンシオ
・バティスタ大統領政権を打倒 ☆3

米：ジョン・F・ケネディ、大統領に ☆3
ソ：ユーリ・ガガーリン、
初の宇宙飛行、地球一周 ☆3

米・ソ：キューバ・ミサイル危機 ☆3

米：ジョン・F・ケネディ暗殺 ☆3 米：議会が公民権条例を可決 ☆3

米：アメリカ最高裁、効率学校での人種に
よる差別待遇を違憲とする ☆3

英：民法テレビ局が放映開始 ☆3
ソ：世界初の人工衛星スプートニク1号と2
号打ち上げる ☆3

米：NASA開設 ☆3
米：公民権デモが激化、マーティン・ル
サー・キング・ジュニアが逮捕され、ワシン
トンDCでワシントン大行進が起こる ☆3

中：初の原爆実験 ☆3

日：原水爆禁止日本協議会結成 ☆7
日：国際連合加盟が承認される ☆3 、水俣
病発生 ☆1 、『経済白書』「もはや戦後では
ない」と宣言 ☆7

米：初の大規模な原子力発電所開設 ☆3 日：高度経済成長期に入る ☆7 日：安保闘争が勃発 ☆1 独：「ベルリンの壁」が建つ ☆3 日：東京五輪 ☆3

日：第五福竜丸がビキニ環礁でアメリカ軍
の水素爆弾実験により被爆 ☆1

日：東海村原子炉設置 ☆3 米・ソ・英：部分的核実験禁止条約調印 ☆3

若者の間で音楽が国際言語に。「ビートル
ズ」、「シュープリームス」 ☆3

アウシュビッツ裁判開始 ☆7

1950年代 1960年代：ポストモダニズム、コンセプチュアルアート、パフォーマンスアート、フェミニズムアート、ミニマリズム、ランドアート （全て現代まで▶ ）

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
抽象表現主義 カラーフィールド・

ペインティング

空間主義 抽象表現主義 カラーフィールド・
ペインティング

空間主義 カラーフィールド・ペイ
ンティング 空間主義 カラーフィールド・ペイ

ンティング 空間主義 カラーフィールド・ペイ
ンティング 空間主義 ハードエッジ　ペイン

ティング
カラーフィールド・ペイ
ンティング 空間主義 ハードエッジ　ペイン

ティング
カラーフィールド・ペイ
ンティング 空間主義 ハードエッジ　ペイン

ティング
カラーフィールド・ペイ
ンティング 空間主義 ハードエッジ　ペイン

ティング
カラーフィールド・ペイ
ンティング 空間主義 ハードエッジ　ペイン

ティング
カラーフィールド・ペイ
ンティング 空間主義 ハードエッジ　ペイン

ティング
カラーフィールド・ペイ
ンティング

空間主義 | アルテ 
ポーベラ

▶ オプ　アート ネオ・ダダ ネオ・ダダ ポップ アート ネオ・ダダ ポップ アート ネオ・ダダ ポップ アート ネオ・ダダ フルクサス ポップ アート ネオ・ダダ フルクサス ポップ アート ネオ・ダダ フルクサス ポップ アート ネオ・ダダ フルクサス ポップ アート ネオ・ダダ フルクサス ポップ アート ネオ・ダダ フルクサス ポップ アート ネオ・ダダ

世
界
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5

米：ピーター・ヴォルコス（Peter 
Voulkos）、オティス・アート・インスティ
テュート（LA）に「セラミック・アートセン
ター」設立 ☆3

独：カッセルで第1回ドクメンタ開催 ☆3

英：リチャード・ハミルトン（Richard 
Hamilton）のコラージュ作品《いったい何が
今日の家庭をこれほどまでに変え、魅力
的にしているのか》ICA（ロンドン）で展示
［ポップアートの始まり］☆3

米：「版画工房ULAE」がNYロング・アイラ
ンドに設立、プリント・リヴァイヴァルの先
駆けとなる ☆3

米：『アートニューズ』誌で初めて「ネオ・ダ
ダ」という言葉が使われる ☆3

米：リューベン・ギャラリー（NY）でアラン・
カプロー（Allan Kaprow）《6パートに分かれ
た18のハプニング》公開 ☆3

ダニエル・ベル（Daniel Bell）『社会学の終
焉』にて「ポストモダニズム」という言葉が
使われる［ポストモダニズムの開始］ ☆3

欧：ジョージ・マチューナス（George 
Maciunas）、「フルクサス」という言葉を初
めて使う ☆3 米：シドニー・ジャニス・ギャラリー（NY）で

ポップ・アートの展覧会「New Realists（新
しい写実主義者たち）」開催 ☆3

独：ウッパタールにて、ナム・ジュン・パイク
（Nam June Paik）初のテレビ彫刻の展覧
会を開催 ☆3

米：ジョージ・リッキー（George Rickey）、
「オプ・アート」という言葉を発案 ☆3

米：60カ国から503点の絵画を出品した
「The Family of Man」がMoMAで開催され
る ☆3

仏：パリでグループ「シチュエーショニスト・
インターナショナル」結成 ☆3

米：ジュールス・ラングスナー（Jules 
Langsner）、「ハード・エッジ・ペインティン
グ」という言葉を発案 ☆3 「アッサンブラージュ」という言葉をウィリア

ム・サイツ（William C. Seitz）とピーター・セ
ルツ（Peter Selz）が発案 ☆3

米：アンディ・ウォーホル（Andy Warhol）、
「ザ・ファクトリー」開設、映画作品《眠り》
撮影 ☆3

ロバート・ラウシェンバーグ、ヴェネチア・
ビエンナーレで第1席を受賞 ☆3

ジョルジュ・マチュー（Georges Mathieu）
《カペー王朝の無限空間》☆3

独：デュッセルドルフで「ゼロ」設立 ☆3

米：ローレンス・アロウェイ（Lawrence 
Alloway）、「ポップ・アート」という言葉を初
めて使う ☆3

仏：第1回パリ・ビエンナーレ開催 ☆3
仏：ピエール・レスタニー（Pierre Restany）
「ヌーヴォー・レアリスム」を発案 ☆3

米：『タイム』、『ライフ』、『ニューズウィー
ク』などの雑誌の表紙にポップアートが使
われる ☆3

米：パサデナ美術館（CA）にて「マルセル・
デュシャン回顧展」開催 ☆3

米：ロサンゼルス・カウンティ・ミュージアム
「ポスト・ペインタリーアブストラクション」展
開催 ☆3

米：ジャスパージョーンズ（Jasper Johns）
《石膏像のある標的》☆3

米：フランク・ロイド・ライト（Frank Lloyd 
Wright）《グッゲンハイム美術館》（NY）の
設計論争が起こるが着工される ☆3

仏：ダニエル・スペーリ（Daniel Spoerri）、
パリにMAT（Multiplication Arts 
Transformable）設立 ☆3

仏：イヴ・クライン（Yves Klein）《人体測定》
で裸の女性を絵筆として使用 ☆3

ヴォルフ・フォステル（Wolf Vostell）、ビデ
オ作品《Sun In Your Head - Television 
Décollage》発表 ●17

ヴァチカン市国、NY万博にミケランジェロ
《ピエタ》出品 ☆3

米：レオ・キャステリ・ギャラリー（NY）で初
めてシェイプト・キャンバスの展覧会開催 
☆3

ジョーン・ブラウン（Joan Brown）《ロリー
タ》☆3

ナム・ジュン・パイク、ビデオ作品《TV 
Cello》発表 ●18

米：ジャン・ティンゲリー（Jean Tinguely）
《ニューヨーク讃歌》、MoMAで自壊 ☆3
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6 米：キャロル・ダンカン（Carol Duncan）
『When Greatness is a Box of Wheaties』☆5

英：第21回国際廃娼会議開催、芸者と妓
生が議論の中心 ☆7

米：産児制限のためのピルが入手可能と
なる ☆3

米：ベティ・フリーダン（Betty Friedan）、
『女らしさの神話（The Feminine 
Mystique）』出版 ●14

米：シーカス（合衆国政情報・性教育議
会）結成 ☆7

米：アメリカ女性の社会的地位に関する
報告書 ☆7
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7
米：オノ・ヨーコ、NYへ。ジョン・ケージ
（John Cage）、ジョージ・ブレヒト（George 
Brecht）、ジョージ・マチューナス（George 
Maciunas）、ラ・モンテ・ヤング（La Monte 
Young）等に出会う［フルクサスの原型とな
る］ ●6

日：草間彌生、シアトルへ ●6

米：ヒルトン・クレイマー（Hilton 
Kramer）、ルイーズ・ネヴェルソン
（Louise Nevelson）の作品を賞賛 ●11

米：「16 American展」(MoMA）にて、ル
イーズ・ネヴェルソン（Louise Nevelson）
が《Dawn's Wedding Feast》発表 ●11

米：ハンナ・ウィルケ（Hannah Wilke）《名
前のないヴァギナー男根とウンコのよう
な七つの彫刻》（60-63）制作 ●12

ニキ・ド・サンファル（Niki de Saint 
Phalle） 《Shooting Paintings �
（射撃絵画） 》を始める［ヌーヴォー・レア
リスム唯一の女性メンバー］ �●6

ルイーズ・ネヴェルソン、米代表として
ヴェニス・ビエンナーレに招待 ●11 メキシコ：レオノーラ・キャリントン（Leonora 

Carrington）、国立人類学博物館より巨大
壁画《The Magic World of the Maya》制作
を依頼される ●6

米：キャロリー・シュニーマン（Carolee 
Schneemann）《Meat Joy》（ジャドソン・メ
モリアル教会、NY）発表 ●18

米：ジョアン・ミッチェル（Joan Mitchell）
「Artists of the New York School: 
Second Generation展」［抽象表現主義
第2世代に注目した展覧会］に出品 ●6

アリソン・ノウルズ（Alison Knowles）
《Make a Salad》発表 ●13

米：ヘレン・フランケンサーラー（Helen 
Frankenthaler）《洞窟の前で》☆3 米：アリス・ニール（Alice Neel）、ロバート

・フランク（Robert Frank）監督の短編映
画『Pull My Daisy』に出演 ●6

Gego（Gertrud Louise Goldschmidt）の彫
刻作品《Sphere》（1959）、 MoMAのコレク
ションに ●6

リー・ボンテクー《無題》☆5

リー・クラスナー（Lee Krasner）
《Seasons》（57-58）☆5

米：アグネス・マーティン、 Betty Person 
Gallery（NY）で初個展 ●6 マリア・エレナ・ヴィエイラ・ダ・シルヴァ

（Maria Helena Vieira Da Silva） 、サンパウ
ロ・ビエンナーレで大賞受賞 ●6ミリアム・シャピロ（Miriam Schapiro）

《Beast Land and Plenty》●10
日：草間彌生、NYへ �●6

米：リー・ボンテクー（Lee Bontecou）
《Flit》☆5

マグダレーナ・アバカノヴィッチ
（Magdalena Abakanowicz）ワルシャワで
の初個展、社会主義リアリズムの自然
主義とかけ離れているとみなされ、キャ
ンセルに ●6仏：イヴ・クライン《Anthropometry》☆5
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●9｜『現代日本女性史 ーフェミニズムを軸としてー』鹿
野政直（2004、有斐閣）  

●10｜ Art Story「Miriam Schapiro」、https://www.
theartstory.org/artist/schapiro-miriam/、記載なし、
2019/12/1 ●11｜ The Art Story「Louise Nevelson - Biography and 

Legacy」、https://www.theartstory.org/artist/nevelson-
louise/life-and-legacy/#biography_header、記載なし、
2019/10/13

●12｜ 『撹乱分子＠境界ーアート・アクティビズムⅡ』北
原恵（2000、インパクト出版）

●13｜The Art Story「Fluxus Artworks」、https://www.
theartstory.org/movement/fluxus/artworks/、記載なし、
2019/11/1  

●14｜ThoughtCo.「Feminism in the United States」、Tom 
Head、https://www.thoughtco.com/feminism-in-the-
united-states-721310、2018/12/23、2019/10/15

●18｜The Art Story「Paula Rego Artworks」、https:
//www.theartstory.org/artist/rego-
paula/artworks/#pnt_1、記載なし、2019/12/1  

●15｜artscape Artwords「千円札裁判」、成相肇、https:
//artscape.jp/artword/index.php/%E5%8D%83%E5%86%86%
E6%9C%AD%E8%A3%81%E5%88%A4

●16｜Howling Pixel、斉藤陽子、https://howlingpixel.
com/i-ja/%E6%96%89%E8%97%A4%E9%99%BD%E5%AD%90、
記載無し、2019/10/15

●17｜The Art Story「Video Art Artworks」、https:
//www.theartstory.org/movement/video-art/artworks/、
記載なし、2019/11/29
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1

田中敦子・山崎つる子ほか「ヌル国際美
術展」（アムステルダム市立美術館）☆7

草間彌生、第33回ヴェネツィア・ビエン
ナーレに自主参加 ☆7

オノ・ヨーコ個展（リッスン・ギャラリー、ロン
ドン）、野中ユリほか「第5回パリ青年ビエ
ンナーレ」 ☆7 草間彌生、映画作品《草間の自己消滅》

NY各地で上映／多田美波「現代日本美
術展'68」（ICA、ロンドンほか） ☆7

今中クミ子個展（グタイピナコテカ）、荒木
高子個展（紀伊國屋画廊、東京） ☆7

出光真子、アメリカでグループ展「コンシャ
スネス・ライジング」に参加 ☆7

オノ・ヨーコ個展（エヴァーソン美術館、NY
州シラキュース） ☆7

合田佐和子個展（村松画廊）、片谷曖子
個展（第七画廊）、田中敦子個展（南画廊
／藤美画廊、大阪） ☆7

芥川沙織遺作展（東京セントラル美術
館）、中林富紀子個展（ルミナ画廊）、野中
ユリ個展（シロタ画廊） ☆7

合田佐和子作品展（村松画廊）、出光真
子個展（楡の木画廊）、片谷曖子個展（第
七画廊）、福島秀子個展（アメリカンクラ
ブ、麻布）、三島喜美代個展（南画廊） ☆7

多田美波ほか「第13回アントワープ国際
野外彫刻ビエンナーレ」（ミデルハイム美
術館、ベルギー） ☆7

篠原桂尾個展、林三從展、幸美奈子展
（以上、内科画廊）、森本紀久子個展（夢
士画廊）、野中ユリ個展（ルナミ画廊、東
京）、岸本清子個展（椿近代画廊、東京）、
白井昭子個展（秋山画廊、東京）、今中ク
ミ子個展（東京画廊）、荒木高子個展（画
廊紅、京都）、合田佐和子個展（銀芳堂画
廊、東京）☆7

芥川沙織遺作展（村松画廊）、藤田昭子
彫刻展（画廊クリスタル）、岸本清子個展、
大町公子ほか「3人展」（以上、椿近代画
廊）、矢嶋美枝子個展（日本画廊）、今中
クミ子個展（東京画廊）☆7

大町公子個展（村松画廊）、合田佐和子
オブジェ展（ルナミ画廊）、岸本清子個展
（桜画廊、名古屋）、野中ユリ個展（シロタ
画廊／ルナミ画廊）、宮脇愛子個展（東京
画廊）、森本紀久子個展（フランネル・ギャ
ラリー、東京／画廊あの、大阪）☆7

岸本清子個展（銀芳堂画廊）☆7
多田美波、第9回現代日本美術展で神奈
川県立近代美術館賞 ☆7 森本紀久子個展、片谷曖子個展（以上、

第七画廊、東京）、荒木高子個展（今橋画
廊、大阪） ☆7

多田美波・野中ユリほか「今日の100人」
展（兵庫県立近代美術館）、荒木高子ほ
か「現代の陶芸」展（京都国立近代美術館
ほか）、野中ユリほか「現代日本版画展」
（横浜市民ギャラリー） ☆7

多田美波ほか「現代美術の鳥瞰」展、野
中ユリ「第8回東京国際版画ビエンナーレ
展」（東京国立近代美術館、国際交流基
金） ☆7

多田美波・宮脇愛子ほか「第11回現代日
本美術展 現代美術20年の展望」、田中敦
子・多田美波ほか「戦後日本美術の展
開—抽象表現の多様化」展、白井昭子ほ
か「アメリカの日本作家展」（京都国立近
代美術館） ☆7

荒木高子個展（泉画廊、大阪／今橋画
廊）、出光真子の映像（アート・コアギャラ
リー、京都）、内海柳子個展（平安画廊、
京都）、オノサト・トモコ個展（みゆき画廊、
東京）、管野聖子個展（ギャラリー射手
座、京都／大阪府民ギャラリー）、草間彌
生個展、篠原桂尾版画展（以上、西村画
廊、東京）、野中ユリ個展（青画廊、東京）
☆7

森本紀久子ほか「現代美術の新世代」
展、白井昭子ほか「今日の作家66年展」
（横浜市民ギャラリー） 、今中クミ子・岸本
清子ほか「現代美術の動向」展（国立近代
美術館京都分館）☆7

宮脇愛子「現代の空間'68〈光と環境〉」
展、多田美波・宮脇愛子ほか「第1回神戸
須磨離宮公演現代彫刻」、野中ユリほか
「第6回東京国際版画ビエンナーレ展」（東
京国立近代美術館）、宮脇愛子・今中クミ
子ほか「今日の作家68年展」（横浜市民
ギャラリー）、宮脇愛子ほか「第5回長岡現
代美術館賞展」（池袋西武／長岡現代美
術館）☆7

多田美波ほか「現代彫刻シンポジウム展」
（栃木県立美術館）、多田美波ほか「今日
の作家74年展」☆7

岸本清子、林三從ほか「Big Fight」展、田
中敦子ほか「日本の新しい絵画と彫刻」
展、森本紀久子・重延瓔子・多田美波ほ
か「現代美術の動向 絵画と彫塑」展（国立
近代美術館 京都分館）、田部光子・大黒
愛子ほか「九州派展」（福岡県立文化会
館）、塩見充枝子・林三從・幸美奈子ほか
「FLUX WEEK」（画廊クリスタル、岩手）、
森本紀久子・栃木順子・藤田昭子・松本陽
子ほか「今日の作家65年展」（横浜市民
ギャラリー）☆7

名坂有子「第4回国際青年美術家展」、今
中クミ子・桂ユキ子・白井昭子・野中ユリ・
多田美波ほか「第9回日本国際美術展」、
野中ユリほか「今日の作家67年展」（横浜
市民ギャラリー）、白井昭子・野中ユリ・宮
脇愛子ほか「現代美術の動向展」（京都国
立近代美術館）、篠原桂尾・野中ユリほか
「芸術の不自由展」（村松画廊）、大黒愛
子・田部光子ほか「九州派女性群展」（櫟
画廊）☆7

「万国博美術展」山崎つる子・名坂有子ら
協同制作とグループ展示参加／山崎つる
子ほか「具体美術祭り」（万国博お祭り広
場）参加 ）☆7

多田美波、第4回日本芸術大賞展で大
賞、第3回神戸須磨離宮公園現代彫刻展
で朝日新聞社賞 ☆7

多田美波・宮脇愛子「空間から環境へ」
展。会期中、塩見充枝子ほか《コンパウン
ド・ヴューNo.1》行う（草月会館ホール）☆7

三島喜美代、第1回日本陶芸展（大丸東
京、毎日新聞社）前衛部門で入選／多田
美波、第4回現代日本彫刻展（宇部市野
外彫刻美術館）で大賞／石黒直子、第15
回シェル美術賞展で3等 ☆7

草間彌生、帰国 ☆7

久保田成子・出光真子ほか「東京ニュー
ヨーク・ビデオ・エクスプレス」（天井桟敷
館、渋谷）☆7

今中クミ子、第5回日本芸術祭で優秀賞）
☆7 荒木高子・三島喜美代ほか「アート・ナ

ウ'75」（兵庫県立近代美術館）、多田美波
ほか「現代日本の展望」展（西武美術館）
☆7

桂ユキ子、第7回現代日本美術展で最優
秀賞／荒木高子、第17回西宮市美術展
（市立春風小学校）で1席
☆7

多田三波「第8回現代日本美術展」で優秀
賞／荒木高子、第2回女流陶芸展（京都
府ギャラリー）で女流陶芸賞 ☆7

多田美波、第8回日本国際美術展で優秀
賞／第9回シェル美術賞展で岸本清子3
等、名坂有子佳作賞
☆7

野中ユリほか「絵次元画集」展（画廊春
秋）、画集刊行 ☆7

多田美波、現代日本彫刻展（宇部市野外
彫刻美術館）で宇部市興産賞 ☆7

オノ・ヨーコ映画作品《No.4（お尻）》公開 
☆7

神谷信子、渡米（NY）☆7
出光真子《At Any Place 4 ヨネヤマ・ママ
コ作「主婦のタンゴ」より》●23

多田美波《1924-2014》☆4
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主
な
日
本
の

２

中央教育審議会［家庭を愛の場と提起］ 
☆7

「経済社会発掘計画」女性の能力の有効
活用施策推進を方向づける ☆7

ILO100号条約発効［男女の同一労働・同
一賃金］☆7

日本初ウーマンリブ大会 ☆1 田中みつらが「ぐるーぷ闘う女」を結成  
●8

日本人「慰安婦」 城田すず子自伝『マリヤ
の讃歌』出版 ☆1

優勢保護法改悪阻止運動、広がる ☆1
高橋喜久江ら「売春問題ととりくむ会」創
立 ☆1

海外売春旅行阻止運動
東京女子師範学校設立 ☆1

「国際婦人年をきっかけとして行動を起こ
す女たちの会」結成 ☆1

国立市公民館（東京）、主婦の学習参加
のために託児を始める ☆7

三池炭坑主婦会、坑内座り込み開始 ☆7 『高群逸枝雑誌』創刊 ☆7
石牟礼道子『苦海浄土』刊行、反公害の
戦い始まる ☆7

コインロッカーに嬰児死体発見 ☆7 ウーマンリブ合宿大会 参加者200名 ☆1 ☆7
「ぐるうぷ闘う女」が軸となり「リブ新宿セン
ター」開所 ☆1 ☆7

ケート・ミレット『性の政治学』翻訳が出版
される ●8

「家庭科の男女共修をすすめる会」結成
（市川房枝ら）☆7

沖縄在住ペ・ポンギ、特別在留許可申請
の過程で元慰安婦とわかる ☆1

母子保健法公布［母と乳幼児一体の対
策］ ☆7

飯田橋職安に有能婦人センター、渋谷職
安にパートタイマークリエートセンター開設 
☆7

田中美津『便所からの解放』発表 ☆7
『女から女たちへ — アメリカ女性解放運動
レポート』翻訳刊行 ☆7

田中京子「主婦こそ解放された人間像」
（『婦人公論』）☆7

『女・エロス』創刊 ☆7
最高裁、妻の家事労働の価値を認める新
判断を示す ☆7

育児休業法公布 ☆7

矯風会、性産業の取り締まり強化 ☆7
日本のウーマン・リブ、初めての街頭デモ 
☆7

勤労婦人福祉法公布、施行 ☆7
「キーセン観光に反対する女たちの会」羽
田空港でビラ撒き ☆7

『女の体　性と愛の真実』出版［原題
「Women’s Bodies: The Truth about 
Sexuality and Love」著：Boston Women's 
Health Collective、翻訳：秋山洋子・桑原
和代・山田美津子（合同出版）］☆1 ●28 

東京都議会「婦人の社会的地位工場に関
する決議」を採択 ☆7

ベティ・フリーダン『女らしさの神話』翻訳
版『新しい女性の創造』が出版 ●8

日本最初のウーマン・リブ大会、討論会
「性差別への告発」☆7

リブ・グループ、優性保護法改正に反対す
る全国同時デモ ☆7

総理府の男女平等に関する世論調査、約
6割の男女が「職場における不平等を意識
している」と発表 ☆7

主
な
日
本
の
美
術

3

東京国立近代美術館の竹橋移転が決定
☆6

「現代アメリカ絵画展」（東京国立近代美
術館）
河原温、日付絵画開始 ☆4

寺山修司ら「天井桟敷」設立 ☆4
飯村隆彦ら「日本アンダーグラウンド・セン
ター」結成 ☆6

社団法人日展が大幅改組 ☆6
大阪万博の関連イヴェントとして「万国博
美術展」、「具体美術祭り」が開催 ☆6

『美術史評』創刊 ☆6 『針生一郎評論集』全6巻が完結 ☆6 『美術情宣』『芸術倶楽部』創刊 ☆6 「東京都美術館新館」が竣工 ☆6 「西武美術館」（西武百貨店池袋店）開館 
☆6

赤瀬川源平、「千円札事件」で起訴 ☆6
ヴェネツィア・ビエンナーレで池田満寿夫
が版画部門グランプリ受賞 ☆6

千円札事件第一審で赤瀬川源平に有罪
判決 ☆4

藤田嗣治死去、東京セントラル美術館で
追悼展開催 ☆6

新宿に「美學校」開校 ☆6
「人間と物質展」（企画＝中原祐介）開催、
大きな注目を集める ☆6

講談社『現代の美術』創刊 ☆6
「戦後美術の展開展」（東京都国立近代美
術館）開催 ☆6

第8回パリ青年ビエンナーレ、国別参加が
廃止される ☆6

ヴェネツィア・ビエンナーレが中止 ☆6 「アーティスト・ユニオン」結成 ☆6

三木富雄《EAR》☆6 東野芳明が「色彩と空間展」組織する
（南画廊、東京）
「空間から環境へ展」（銀座松屋デパー
ト）☆4

岡本太郎が日本万国博覧会のプロデュー
サーに就任、展示構想を発表 ☆6

関根伸夫《位相ー大地》
土方巽《肉体の叛乱》☆6

掘浩哉、彦坂尚嘉が「美共闘」結成（中心
メンバー：堀浩哉、彦坂尚嘉、石内都、宮
本隆司、米津知子）☆4 ☆6

「美共闘REVOLUTION委員会」結成
日本宣伝美術協会が解散 ☆6

高松次郎、アトリエに「塾」を開設 ☆6
吉原治良の死に伴い「具体美術協会」が
解散 ☆6

第12回サンパウロ・ビエンナーレに高松次
郎らが出品 ☆6

東京国立博物館で《モナ・リザ》が公開、
約150万人を動員 ☆6

宮川淳『引用の織物』☆6

グループ「位」パフォーマンス（長良川畔、
岐阜県）☆4

観念美術「ハガキ絵画」開始 ☆4

グループ「ザ・プレイ」（池水慶一・水上旬
ら）パフォーマンス《VOYAGE》（和歌山県
沖）☆4

香月泰男《シベリア・シリーズ》、第1回日
本藝術大賞を受賞 ☆6

岡本太郎《太陽の塔》☆6 小清水漸《表面から表面へ》☆6 榎倉康二《予兆ー海・肉体》☆6 寺山修司《田園に死す》☆6
北井一夫、第1回木村伊兵衛写真賞を受
賞 ☆6

「バス名所観光ハプニング」靉嘔他（東京）
☆4

加藤好弘らを中心に「万博破壊共闘派」
結成 ☆6

「ニルヴァーナ 最終美術のために展」（展
覧会と集会、京都市美術館）☆4

李禹煥《点より》《線より》シリーズで絵画
回帰の急先鋒 ☆4

美共闘「ポイエーシス（制作）の禁止」☆4
田窪恭二、イベント《バーボンが一本空く
までのはなし》☆4

観念美術「松澤宥物質消滅式1966」執行
☆4

「トリックス・アンド・ヴィジョン：盗まれた眼
展」（松村画廊・東京画廊、東京）☆4

野村仁《Tardiology》☆4

狗巻賢二、糸や針金、紙を使用した作品
の制作開始 ☆6

「1970年8月　現代美術の一断面展」（東
京国立近代美術館）☆4

高見澤文雄《柵を越えた羊の数》☆4
秋山祐徳太子、都知事選立候補（75年、
79年）☆4

世
界
と
日
本
の
主
な
歴
史

4

日韓：国交正常化 ☆1                インディラ・ガンジー、インド初の女性首相
に ☆3  ●6

イスラエルとアラブ諸国との間に、六日間
戦争勃発 ☆3

ソ：チェコスロヴァキアに侵攻 ☆3

米 : ベトナムから徴兵しはじめる

アメリカン・インディアン、サンフランシスコ
のアルカトラズ島を占拠

NYでのストーンウォール運動、同性愛者
解放運動への契機になる

宇宙船アポロ11号、月面着陸に成功、
ニール・アームストロング船長、月面を歩く 
☆3

米：カンボジアの共産主義勢力の要塞を
爆撃

反戦デモ激化 

二千万人が初の「地球の日」に参加 ☆3

�米：ベトナム戦争終結を要求し、20万人が
ワシントンDCを行進 

煙草の宣伝のテレビ放映が禁止される ☆3

米：ウォーターゲート事件 ☆3

米、北ベトナム、南ベトナム、民族解放戦
線臨時政府の4者、パリで和平条約に調
印 ☆3

世界的なインフレと不景気 ☆3
レバノン、アンゴラ、エチオピア各地で内
戦勃発  ☆3

米：北ベトナムを爆撃、ワシントンDCで学
生の反対デモ ☆3

米：「ブラック・パンサー（黒豹党）」が
ヒューイ・P・ニュートンとボビー・シールに
よって結成される ☆3

ボリビア軍、キューバ革命家エルネスト・
チェ・ゲバラを殺害 ☆3

ヨーロッパと米で学生運動激化、パリでは
ゼネスト ☆3

日：浅間山荘事件、日中国交正常化、沖
縄返還 ☆1

�米：ジェラルド・フォードが米大統領になる 
☆3

クーメル・ルージュ、プノンペンを陥落、米
大使館は閉鎖され、全アメリカ人がカンボ
ジア退国 ☆3

中：初の水爆実験 米：ロバート・F・ケネディと、マーティン・ル
サー・キング・ジュニア、暗殺される ☆3

天文学者たちが「ブラック・ホール」理論を
正式に認める ☆3

アラブ石油産出国、イスラエル支援を非
難、報復として、米、西ヨーロッパ、日本へ
の石油輸出差止め。

第1次オイルショック、第4次中東戦争勃発 
☆3 ☆1☆7

印：初の原爆実験、世界で6番目の実施国
となる ☆3

米：「ブラック・モスリム（黒人イスラム教
徒）」元リーダー、マルコムXがNYで暗殺さ
れる ☆3

スペイン：マドリッド大学生2,000人が、デモ
中に警官隊と衝突 ☆3

米：各地で反戦デモが展開、同時に人種
問題による暴動が頻発 ☆3

日：学園闘争激化 ☆1 ナイジェリア内戦終結 ☆3
日：国連安保理事国就任 ☆7、沖縄返還協
定調印 ☆1

日：原子力船｢むつ｣放射能漏れ事故 ☆7 べトナム戦争終結 ☆7

中：文化大革命勃発（1969年終結） ☆3 ASEAN結成 ☆7 仏：フランス5月危機始まる ☆7 日：東大安田講堂事件 ☆1 日：よど号ハイジャック事件 ☆1
第1回先進国首脳会議、フランスで開催 
☆7

米：ロサンゼルスのワッツ地区で人種問題
による暴動が起こる ☆3

米：アンディ・ウォーホル、ヴァレリー・ソ
ラナスに銃撃され、瀕死の重傷 ☆3

日米：日米安全保障条約、自動延長 ☆7

1960年代 1970年代

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
ハードエッジ　ペイン
ティング

カラーフィールド・ペインティ
ング

空間主義 | アルテ 
ポーベラ

ハードエッジ　ペイン
ティング

空間主義 | アルテ 
ポーベラ

ハードエッジ　ペイン
ティング

空間主義 | アルテ 
ポーベラ

ハードエッジ　ペイン
ティング

ストリートアート ▶ アルテ ポーベラ ハードエッジ　ペイン
ティング アルテ ポーベラ ハードエッジ　ペイン

ティング 新表現主義 アルテ ポーベラ ハードエッジ　ペイン
ティング 新表現主義 アルテ ポーベラ 新表現主義 アルテ ポーベラ 新表現主義 新表現主義 新表現主義

フルクサス ポップ アート ネオ・ダダ フルクサス ポップ アート ネオ・ダダ フルクサス ポップ アート ネオ・ダダ フルクサス ポップ アート ネオ・ダダ フルクサス ポップ アート ネオ・ダダ フルクサス ポップ アート ネオ・ダダ フルクサス フルクサス フルクサス フルクサス フルクサス
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「ミニマリズム」という言葉が一般に広まる 
☆3

米：「プライマリー・ストラクチュアズ展」（ユ
ダヤ美術館、NY）開催 ☆3

ジェルマーノ・チェラント、「アルテ・ポー
ヴェラ」という言葉を発案 ☆3

英：「人口頭脳の思いがけない発見／コン
ピュータと芸術展」（ICA）開催 ☆3 独・米：プロセス・アートの展覧会

「When Attitudes Becoem Form（態度が
形になるとき）」（キュレーション：ハラル
ド・ゼーマン（Harald Szeemann）、クンス
トハレ、ベルン）エヴァ・ヘス参加 ●6 、
「過程／素材」（ホイットニー美術館、
NY）開催 ☆3

米：コンセプチュアル・アートの展覧会「イ
ンフォメーション」（MoMA）と「ソフトウェア」
（NYユダヤ美術館）開催 ☆3

米：アート&テクノロジーのプログラム
（1967年より開始）、ロサンゼルス・カウン
ティ・ミュージアムで展覧会として集大成さ
れる ☆3

英：ロンドンの二ゲール・グリンウッド・ギャ
ラリーでアーティスツ・ブックスの最初の展
覧会開催 ☆3

フィラデルフィアのムーア美術大学で開か
れた展覧会を機に、ダイアン・ヴァンダー
リップが「アーティスツ・ブックス」という言
葉を発案 ☆3

米：ビデオ・アートの国際会議「オープン・
サーキッツ」が �MoMAで開かれる ☆3

米：NYのアーティスツ・スペースでグラフィ
ティ・アートの最初の展覧会開催 ☆3

米：オプ・アートの展覧会「反応する眼」開
催（MoMA） ☆3

米：E.A.T.（Experiments in Art and 
Technology／アート&テクノロジーの実
験）、NYで設立 ☆3

「コンセプチュアル・アート」という言葉が一
般に広まる ☆3

米：MoMA「機械時代の終焉に見る機械
展」開催 ☆3

米：NEA（National Endowment for the 
Arts／国立芸術基金）とNEHがワシントン
DCで設立 ☆3

ロバート・ヴェンチューリのポストモダニズ
ム論『建築の複合と対立』出版、多大な影
響を与える ☆3

米：「ファンク展」（カリフォルニア州立大学
バークレー校附属美術館）☆3

独：第4回ドクメンタでポップ・アートが主流
を占める ☆3

米：トム・マリオーニ、サンフランシスコに
「ミュージアム・オブ �・コンセプチュアル・
アート」創立 ☆3

ロバート・ピンカス＝ウィッテン「ポスト・ミ
ニマリズム」という言葉を発案 ☆3

米：MoMA、ダイアン・アーバス回顧展開
催、不快な作品として一部の来場者は厳
しく嫌悪 ☆3

エセルおよびロバート・スカル夫妻のコレ
クションがオークションに出され、NYの現
代美術市場が急激に高騰する引き金とな
る ☆3

ソヴィエト当局、モスクワで開かれていた
「反体制」美術の野外展を掃討する。以後
同展は「ブルドーザー・ショウ」として知ら
れる ☆3

米：ICA（Institute of Contemporaray Art、
シカゴ）「ボディ・ワークス」開催 ☆3

米：ナム・ジュン・パイク初のビデオ・アー
ト作品を公開（カフェ・ア・ゴー・ゴー、
NY） ☆3

米：ロサンゼルス・カウンティ・ミュージアム
でのエドワード・キーンホルツの展覧会
「ダッジ '38の後部座席」が性的な内容ゆ
え問題に、評議会委員会が展覧会中止を
決する寸前にいたる ☆3

米：マサチューセッツ工科大学（ケンブリッ
ジ）、先端視覚研究センター開設 ☆3

米：「アース・アート展」（コーネル大学内ホ
ワイト・ミュージアム、NY州イサカ） 開催 
☆3

米：ケネス・ノーランド（Kenneth Noland） 
《内奥の縁》☆3

米：サウンド・アートの展覧会「サウンド」と
「サウンド・スカルプチュア・アズ展」開催 
☆3 米�: NYの不動産所有権をめぐるハンス・

ハーケの展覧会、グッゲンハイム美術館
で中止となる ☆3

独：第5回ドクメンタ（カッセル）、フォト・リア
リズムを含む世界の新しい美術動向を概
観 ☆3

米：クラウス・オルデンバーグ（Claes 
Oldenburg）《落ちるポテトフライ》☆3

米：マルセル・デュシャン死去、《遺作》
（フィラデルフィア美術館） 常設展示 ☆3

米：NYに初のオルタナティブ・スペースが
オープン ☆3

独: 「ハプニングとフルクサス」（クンストラ
フェライン、ケルン）開催 ☆3

ジョン・バルダッサリ（John Baldessari）
ビデオ作品《Teaching A Plant The 
Alphabet》発表 ●17

《for coloured girls who have considered 
suicide / when the rainbow is enuf...》（パ
ブリックシアター、NY）翌年ブロードウェ
イ。出演者全員有色人種という、ブロード
ウェイ歴史史上少ないショーのひとつ ☆5

米：久保田成子、パフォーマンス《ヴァギ
ナ・ペインティング》（Perpetual Fluxfest 
in New York）発表 ●12

ブルース・ナウマン（Bruce Nauman）ビ
デオ作品《Art Make-Up》発表 ●17

ミケランジェロ・ピストレット（Michelangelo 
Pistoletto）《ボロ布の壁》☆3

米：セス・シーゲローブ・ギャラリー（NY）で
初めて完全なコンセプチュアル・アートの
展覧会 ☆3

米：ロバート・スミッソン（Robert Smithson）
《スパイラル・ジェッティ》☆3

英：ロンドンで『アート＝ランゲージ』誌創
刊 ☆3
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米：「全米女性機構（NOW）」ベティ・フ
リーダンによって組織 ☆3

ヴァレリー・ソラナス（Valerie Solanas）
「SCUM Manifesto（Society for Cutting Up 
Men／男性撲滅の会）」立ち上げる ●19 米：シャーリー・チザム（Shirley 

Chisholm） アフリカ系アメリカ人女性初
の米連邦議会下院議員となる ●20

ニューヨーク・ラディカル・フェミニスツ宣
言、『エゴの政治学』公表 ●22

�米：ケイト・ミレット（Kate Millett）『性の政
治学』出版 ☆3

スイスで婦人に投票権が与えられる ☆3

米：シャーリー・チザム（Shirley Chisholm）
民主党の大統領指名候補者予備選挙に。
米2大政党初の黒人候補、また民主党初
の女性候補として出馬 ●26

米：ロー対ウェイド事件 ●26 第1回アジア婦人会議開催 ☆7 メキシコで初の「世界女性会議」開催 ☆1

米：「ストーンウォール事件」［欧米の現
代同性愛史が始まったといわれている］
●23 英：ジャーメイン・グリア（Germaine Greer）

『�虚勢された女（The Female Eunuch）』出
版 ●22

シュラミス・ファイアストーン（Shulamith 
Firestone）『A Dialectic Sex』、ケイト・ミ
レット『Sexual Politics』☆5

米：ベティ・ドットソン（Betty Dodson）が
NOWのセクシャリティ会議で女性器のイ
メージをスライドで発表 ●12

米：ベティ・ドットソン『マスターベーション
を解放する』出版 ●12

「The Pregnancy Discrimination Act」が実
現［一切の妊娠に関わる暴力や差別が禁
止に］ ●6

第22回国連総会「婦人に対する差別撤廃
宣言」採択 ☆7

米：ミス・アメリカコンテストへの抗議（アト
ランティックシティ）☆5

ローラ・マルヴィ、エッセイ「Visual 
Pleasure and Narrative Cinema」
（『Screen』所収）☆5

米：第1回全米女性解放会議開催、アン・
コート『膣オーガズムの神話』発表 ●12

米：ラディカルレズビアン宣言 ●22
ロビン・モーガン編『Sisterhood Is 
Powerful』☆5

米：フェミニズム系雑誌『ミズ（Ms.）』創刊 
☆7

米：リンダ・ノックリン（Linda Nochlin）「Why 
Have There Been No Great Women 
Artists? （なぜ女性の偉大な芸術家はい
なかったのか?）」発表 ●1

Helga Pedersen、欧州人権裁判所初の
女性裁判官になる　●1
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英：バーバラ・ヘップワース（Barbara 
Hepworth） テートギャラリー初の女性理事
に任命される
（〜72年まで） ●6

マリア・エレナ・ヴィエイラ・ダ・シルヴァ、女
性初のFrench Grand Prix Nationale des 
Arts �受賞 ●6

米：マーサ・ロスラー（Martha Rosler）
《Bringing the War Home》（67-72）☆5

ブラジル：リジア・ペイプ（Lygia Pape）
《Divisor》☆5

米：ジュディ・シカゴ（Judy Chicago）、カリ
フォルニア州立大学フレズノ校で、初の
フェミニスト・アートの講座 ☆3

米：フェイス・リンゴールドが「人民の旗展」
を組織する。（ジャドソン・メモリアル教会、
NY）●12

ルーシー・リパード（Lucy R. Lippard）、
フェイス・リンゴールド、ブランダ・ミラー
（Brenda Miller）、ポピー・ジョンソン
（Poppy Johnson）ら「女性アーティスト臨
時委員会（Ad Hoc Committee of 
Women Artists）」結成。女性の作品を展
示するよう、ホイットニー美術館などに要
求  ●12

仏：「Tamara de Lempicka de 1925 a 
1935」展（Galerie du Luxembourg、パリ）
にて、タマラ・ド・レンピッカ（Tamara de 
Lempicka）に再注目 ●6

米：ミエルレ・ラダーマン・ウケレスがパ
フォーマンス作品
《Washing／Tracks／Maintenance:
Outside》をWadsworth Atheneum 
Museumで発表 ●21

英：ロイヤル・カレッジ・オブアートがマグ
ダレーナ・アバカノヴィッチに名誉博士を
授与 ●6 英：「The Women's Postal Art Event 」

［女性アーティスト同士が作品を郵送し
合うプロジェクト］始まる（77年まで） ●21

ポーラ・レゴ（Paula Rego）コラージュ作品
《The Firemen of Alijo》●1 ●18

アナ・マリア・マイオリーノ（Anna Maria 
Maiolino）「Nova Objectividade Brasileira
（New Brazilian Objectivity）展」 
（Museum of Modern Art、リオデジャネ
イロ）に参加 ●6

シンディ・シャーマン（Cindy Sherman） 
写真制作を開始 ●6

「Hon-en Katedral展」（ストックホルム）、
ニキ・ド・サンファル《Nana》発表（ジャン・
ティンゲリー、Per Olof Ultvedtと共作）、
来場者にNanaのヴァギナから彫刻を通
り抜けさせる ●6

米：草間彌生、ファッションレーベル
「Kusama Fashion Co. Ltd. �」立ち上げ、NY 
6thアヴェニューにブティックを開く �●6

米：第1回フェミニスト・アート・プログラム
（ジュディ・シカゴ設立）☆5

米：ハーモニー・ハモンド（Harmony 
Hammond）らにより、NYでA.I.R.（Artists 
in Residence）［女性のアートの協同組
合］が発足、A.I.R. Gallery（NY）を設立 ☆5 
●25

米：メアリー・ケリー（Mary Kelly）《Post-
Partum Document》☆5

米：ジュディ・シカゴ 《Dinner Party》（74-
79）☆5

ナンシー・スペロ（Nancy Spero）
《Torture of Women》☆5

草間彌生の Infiniry Mirrored Room が 
NYのCastellane Galleryで初めて展示さ
れる ●6

米：フェイス・リンゴールド（Faith 
Ringold）、壁画《死》、《国旗は血まみれ
だ》発表 ●12

米：エイドリアン・パイパー（Adrian Piper）
《Catalysis》☆5

米：第2回フェミニスト・アート・プログラム
（ジュディ・シカゴ、ミリアム・シャピロ共催）
☆5 米：ローラ・マルヴィ（Laura Mulvey）

「Visual Pleasure and Narrative Cinema」
［出版は75年］☆5

リンダ・ベングリス（Lynda Benglis）
《Artforum advertisement 》発表 ●29

ジュディ・シカゴ自伝『Through the 
Flower: My Struggle as a Woman Artis』
出版 ●6

米：ジュディ・シカゴ（Judy Chicago）
「Primary Structures展」（ユダヤ美術
館、NY）に参加 ●6

米：ミエルレ・ラダーマン・ウケレス
（Mierle Laderman Ukeles）が「メンテナン
ス・アート」マニフェストを書く ●21

独：レベッカ・ホルン（Rebecca Horn）
《Einhorn (Unicorn) 》を制作、パフォーマ
ンスを通じて発表（70-71） ●24

 「"Where We At" Black Women Artists
展」（アクツ・オブ・アートギャラリー）☆5

米：ベティ・サール（Betye Saar）
《The Liberations of Aunt Jemima》☆5

ローマ：スザンヌ・サントロ（Suzanne 
Santoro）『新しい表現に向けて』出版 ●12

キャロリー・シュニーマン（Carolee 
Schneemann）《Interior Scroll》☆5

米：ルイーズ・ネヴェルソン《Night 
Presence Ⅳ》NYに寄贈［現在はEast 92nd 
Streetに］ ●6

米：ギャラリー「SOHO20」設立 ●27
マーサ・ロスラー《Semiotics of the 
Kitchen》発表 ●6

エヴァ・ヘス（Eva Hesse）「Working 
Drawings and Other Visible Things on 
Paper Not Necessarily Meant to Be 
Viewed as Art 展」（Visual Arts Gallery、
School of Visual Arts、NY）に参加 ●1

エールフランスがシェイラ・ヒックス（Sheila 
Hicks）に自社のジャンボジェット機ファー
スト・クラス席のための19個のテキスタイ
ルパネルの制作を発注 ●6

ジョアン・ジョナス（Joan Jonas）ドクメンタ5
に参加 ●6

米：エレノア・アンタン（Eleanor Antin）
《Carving: A Traditional Sculpture》☆5

ベルギー：シャンタル・アケルマン（Chantal 
Akerman）《Janne Dielman, 23 Quai du 
commerce, 1080 Bruxelles》☆5

米：「ウーマンハウス展」（フェミニスト・アー
ト・プログラム主催）☆5

フェイス・リンゴールド《Flag for the Moon:
Die Nigger》☆5
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●19｜ati「Valerie Solanas — The Radical Feminist Who 
Shot Andy Warhol」、Kara Goldfarb、https:
//allthatsinteresting.com/valerie-solanas、2018/2/8、
2019/10/18

●20｜ ThoughtCo.「Shirley Chisholm: First Black Woman 
to Run For President」、Linda Lowen、https://www.
thoughtco.com/shirley-chisholm-first-black-woman-
president-3534018、2017/3/18、2019/10/24

●21｜『The Art of Feminism: Images that Shaped the 
Fight for Equality, 1857-2017』編：Helena Reckitt（2018、
Chronicle Books）

●24｜The Art Story「FEMALE FEMINIST ARTISTS」、
https://www.theartstory.org/artists/feminist-art-
female-artists/、記載なし、2019/11/29                                

●25｜A.I.R. Gallery、https://www.airgallery.org/ ●27｜SOHO20、http://soho20gallery.com/

●28｜Our Bodies Ourselves「Japan: Shokado Women’s 
Bookstore」、https://www.ourbodiesourselves.org/global-
projects/japan-shokado-womens-bookstore/、記載なし、
2019/10/18

●22｜『別冊宝島85　わかりたいあなたのためのフェミニ
ズム・入門』編：石井慎二（1988、JICC出版局）

●26｜ThoughtCo.「Feminism in the United States」、Tom 
Head、https://www.thoughtco.com/feminism-in-the-
united-states-721310、2019/10/２4、2019/11/29  

●29｜The Art Story「Lynda Benglis Artworks」、https:
//www.theartstory.org/artist/benglis-
lynda/artworks/#pnt_4 、記載なし、記載なし、
2019/11/29

●23｜『ジェンダー写真論 1991-2017』笠原美智子
（2018、里山社）
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三島喜美代《Comic Book》☆6 石内都《絶唱・横須賀ストーリー》●23 石内都《アパート》●23

石内都写真集『絶唱・横須賀ストーリー』
出版 ●23

石内都《連夜の街》●23 前本彰子《BLOODY BRIDE》☆4→●33 吉澤美香《三脚》☆6 前本彰子《嫁入支度》☆6 辰野登恵子《Work 84》☆6 霜田恵美子、渡米 ●36

「超少女」（篠原資明）という言葉が『美術
手帖』（1986年8月号、特集＝超少女身辺
宇宙）をきっかけに生まれる

超少女：吉澤美香、前本彰子、菅野由美
子、矢野美智子、大塚由美子、小泉雅
代、寺田真由美、松井智恵、杉山知子ら
計39名を紹介 ☆4 ●39

山口はるみ 『HARUMI GALS』出版
 ☆4 ●31

出光真子《英雄ちゃん、ママよ》●23
イチハラヒロコ初個展「B級クラスのマイ
ペース」（平安画廊、京都）●37

イチハラヒロコ《クロッキー帳。》
（1983-）●23

飯田三代、東京で制作を始める ☆4 ●38

中村幸子個展「ピテカントロプスエレクト
ス」☆4 ●35

東京工作クラブ（久木田知子、前田さゆり
による女性ユニットSMO）初個展
（ギャラリー・アートワッズ、渋谷）
☆ 4

末続あけみ 日本イラストレーション展入選
☆4
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「アジアの女たちの会」結成、売春ツアー
への抗議 ☆1

土井たかこ、国会で性差別法を追求 ☆1
優勢保護法改悪の動きをきっかけに
「SOSHIREN」設立 ☆1

「女と健康国際会議」開催 ☆1 女性差別撤廃条約を批准 ☆1 土井たか子、社会党委員長に就任 ☆1

メアリ・ウルストンクラフ『女性の権利の擁
護』（オリジナル：英、1792年） 邦訳出版 
●8

男女雇用機会均等法成立 ☆1
矯風会100周年記念として、多言語に対応
した女性とその子どものためのシェルター
「HELP」を設立 ☆1国籍の父系血統主義が父母両血統主義

に変更 ☆1

西船橋事件 ☆1
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『アール・ヴィヴァン』創刊 ☆4
東京国立近代美術館で戦争画の一部公
開が始まる ☆4

第4回インド・トリエンナーレ、伊藤公象が
金メダル受賞 ☆6

荒川修作が国内初の帰国展（西武美術
館） ☆6

原美術館にて「ハラ・アニュアル」がス
タート、若手作家の登竜門に ☆4

「平行芸術展」（企画：峯村敏明）がスター
ト ☆4

ニューペインティング現象が上陸 ☆4

横尾忠則が画家宣言 ☆6

「ニューウェイブ」と呼ばれる若手作家の
台頭が顕著に ☆4

「ヨゼフ・ボイス展」（西武美術館）☆6、「ナ
ム・ジュン・パイク展」（東京都美術館）☆4

「パフォーマンス・アート・フェスティバル」
（ラフォーレ原宿）☆4

「前衛芸術の日本：1910−1970」（ポンピ
ドゥー・センター、パリ）☆4

ヴェネツィア・ビエンナーレに篠山紀信
《家》出品（コミッショナー：中原佑介）☆6

原口典之《Matter and Mind》☆6 彦坂尚嘉《ウッドペインティング》☆6 川俣正が初個展（真木画廊）☆6 デュシャン《大ガラス》東京版が完成 ☆4
岡﨑乾二郎《かっぱばし》、《あかさかみつ
け》、《うぐいすだに》☆6

湯村輝彦や安西水丸の「ヘタうま」絵画が
流行 ☆6

東京都庭園美術館、土門拳記念館が開
館
☆4

ローリー・アンダーソン来日公演（ラフォー
レ赤坂）☆4

「再構成・日本前衛芸術」（オックスフォー
ド近代美術館、英）☆4

「モノ派展」（鎌倉画廊、神奈川）☆4

榎忠《ハンガリ（半刈）でハンガリー》☆4 村岡三郎《乾燥機》☆6 堀浩哉《エリゼの肖像へ》☆6
「画廊パレルゴン」オープン（東京、神田） 
☆4

杉本貴志＋若林奮《バー・ラジオ》☆6 中西夏之《紫》☆6 藤井雅実（画廊パレルゴン主宰）、冊子
『現代美術の最前線』出版（47名の美術家
の図版とコメント、座談会記録、論文など。
女性美術家は吉澤美香、前本彰子、矢野
美智子、菅野由美子、岩瀬京子、平林薫
など）☆4

伊東順二『現在美術』☆4 川俣正《ライムライト》☆6

峯村敏明「ポストもの派」提唱 ☆4
公募展「第1回日本グラフィック展」始動
（主催：パルコ）☆4

「ニューペインテッド・レリーフ展」（企画：荻
野裕政）（Gアートギャラリー、銀座）☆4

「フジヤマ・ゲイシャ展」（京都市立芸術
大学、東京藝術大学、両大学院生と学
生有志自主企画交流展、大学ギャラ
リーと大学展示室）京都の参加者に池
田周功、中原浩大、椿昇、杉山知子など 
☆4

公募展「JACA日本イラストレーション
展」始動（社団法人国際芸術文化振興
会主催）第一回大賞日比野克彦☆4

「七福神展」（伊勢丹美術館、東京）☆4
奄美大島在住の日本画家、田中一村が
大きな注目を集める ☆6

針生一郎『戦後美術盛衰史』☆4
「ハッピーアート展」（Bゼミ美術家自主企
画連続展、松村画廊、銀座）☆4

「T・F・S展」開催（グループ「東京ファン
キースタッフ」主催）［霜田恵美子結成／メ
ンバー：太田螢一、根本敬、日比野克彦、
蛭子能収、安斎肇、渡辺祐、湯村輝彦、
ユムラタラ、スージー甘金、伊藤桂司］☆4 
●34

『美術手帖』「ニューウェイヴの旗手たち」
特集
『東京ミキサー計画』赤瀬川原平 ☆4

「イラスト新鋭作家展（イラストレーション・
ピクニック）」（西武アートフォーラム+スタジ
オ200、東京）☆4

千葉成夫『現代美術逸脱史1945-1985』、
中村信夫『少年アート』☆4

榎忠《バー・ローズ・チュウ》☆4
「第3回日本グラフィック展」日比野克彦大
賞 ☆4

公募展「第1回オブジェTOKYO展」始動
（主催：パルコ）☆4

舟越桂《森へ行く日》☆6

グループ展「ラデカルな意志のスマイル」
（ギャラリー16、京都）にて森村泰昌、ゴッ
ホの自画像に扮する ☆4

「ギャラリー・アートワッズ」オープン（開廊
展：中ザワヒデキ初個展）（渋谷、東京）☆4
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世界初の人口合成の遺伝子、マサチュー
セッツ工科大学（ケンブリッジ、米）で造ら
れる ☆3

米：パナマ運河の統治権をパナマに返還
する条約に調印 ☆3

米：ジム・ジョーンズ牧師と彼の信奉者900
人以上が、ガイアナの人民寺院で集団自
殺 ☆3

英：マーガレット・サッチャー（Margaret 
Thatcher）、首相となる ☆3

米：ロナルド・レーガン、大統領に選出され
る ☆3

仏：フランソワ・ミッテラン、大統領となる ☆3

ソ：ブレジネフ共産党書記長兼最高会議
幹部会議長死去。ユーリー・アンドロポフ
が後任に ☆3

ラウル・アルフォンシン、アルゼンチン大統
領に選出。軍事政権と大量「抹消」事件を
告発 ☆3

米：レーガン、大統領再選 ☆3

ソ：ミハイル・ゴルバチョフ、共産党第一書
記となり、ペレストロイカ（民主党）とグラス
ノスチ（情報公開）政策に着手 ☆3

イラン・コントラ事件

中：毛沢東と周恩来死去 ☆3
映画「サタデーナイト・フィーバー」とともに
ディスコ・ブームが起こる ☆3

ニカラグア内戦勃発 ☆3 ソ：アフガニスタンに侵攻 ☆3
独：環境問題を政治課題とする組織「緑の
党」が結成される ☆3

ローマ法王ヨハネ・パウロ2世、及びレーガ
ン大統領、暗殺未遂事件で負傷 ☆3

大西洋岸南部諸島の領有をめぐって、イ
ギリスとアルゼンチンの間にフォークラン
ド紛争が勃発 ☆3

米：グレナダに侵攻、マルクス主義政権を
打倒する ☆3 南アフリカ共和国：大規模な暴動や学校

ボイコット。アパルトヘイト撤廃のため非暴
力運動を提唱した、英国国教会の主教デ
ズモンド・ツツ、ノーベル賞を受賞 ☆3

米：中東でのテロ活動に対する報復借地
としてリビアを爆撃 ☆3

米：ジミー・カーター、大統領に選出 ☆3

日：「新東京国際空港（成田空港）」開港 
☆1

米：ペンシルヴァニア州スリーマイル島に
ある原子力発電所で大事故 

惑星探査機パイオニア11号、土星の環の
撮影に成功 ☆3

カナダ：ケベック州の有権者、分離独立政
策を拒否 ☆3

エジプトのサダト大統領、イスラム教徒の
過激派に暗殺される ☆3

米：エイズ、防疫センターの特別指定を受
ける。年末までに、国内で1200名のエイズ
患者の死亡を報告 ☆3

親イランのシーア派イスラム教徒、ベル
イートでトラック爆弾を暴走、237名のアメ
リカ海兵隊員を殺害 ☆3

「ライブ・エイド」コンサートがロンドンから
衛星中継、16億人の視聴者がアフリカの
飢饉緩和に協力 ☆3

ソ：チェルノブイリ原発事故で、13万5千人
が立ち退き ☆3 ☆8

ロッキード事件 ☆1
印：インディラ・ガンジ—、劇的な政界復
帰、首相となる ☆3

ポーランドで戒厳令、連帯の新しい労働通
商組合活動が中断 ☆3

メキシコ、海外銀行への債務不履行、第
三世界の借款危機を招く ☆3

ポーランド連帯議長レフ・ヴァウェンサ、
ノーベル平和賞を受賞 ☆3

印：ボーパルにあるユニオン・カーバイド
社の化学工場でガス漏れ事故、約2500人
が死亡 ☆3

ラジウ・ガンジー、選挙で圧勝し、インド首
相となる ☆3

米：スペース・シャトル、チャレンジャーが
爆発、乗組員全員が死亡 ☆3

大司教オスカル・ロメロがエルサルバドル
で暗殺され、内戦激化 ☆3

ロンドン、パリ、ブリュッセル、ポツダム、ア
ムステルダムで大規模な核兵器撤廃デモ
起こる ☆3

エチオピア飢饉、600万人以上を餓死寸前
に追い込む ☆3

スウェーデンのオロフ・パルメ首相、暗殺
される ☆3

米：MTVがテレビに登場 ☆3 チェルノブイリ原発事故 ☆8

1970年代 1980年代

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
新表現主義 新表現主義 新表現主義 新表現主義

ポストモダニズム、コンセプチュアルアート、パフォーマンスアート、フェミニズムアート、ミニマリズム、ランドアート　(これ以降現代へ▶ ）
フルクサス フルクサス フルクサス
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クリスト、《ランニング・フェンス》［カリフォ
ルニア州北部で実施した24マイルにおよ
ぶプロジェクト］で一挙に名声を得る ☆3

米：アース・アートの展覧会「地球にメス
を入れる展」（ハーシュホーン美術館・彫
刻庭園、ワシントンDC）☆3

「 "バッド" ペインティング 展」（ニュー
ミュージアム・オブ・コンテンポラリーアー
ト、NY）開催 ☆3

フレデリック・エドウィン・チャーチの作品
《氷山》（1861）が250万$で落札、米絵画と
して最高値記録 ☆3

「過去の現前展」（ヴェネツィア・ビエンナー
レ）開催［世界のポストモダン建築を概観］ 
☆3

ピカソ《ゲルニカ》、作家の遺志を汲み、民
主主義が復活したスペインに返還 ☆3

「トランスアヴァンギャルディア展 イタリ
アーアメリカ」（モデナ、シヴィカ） 開催 ☆3 グラフティ・アートの展覧会（ボイマンス・

ファン・ボーニング、ロッテルダム）開催、
同様の展覧会「ポスト・グラフィティ展」 （シ
ドニー・ジャニス・ギャラリー、NY）開催　☆3

「差異性とはー表現と性差展」（ニュー
ミュージアム、NY）開催 ☆3 

レス・レヴィン（Les Levine）《ブロック・ゴッ
ド》☆3

ネオ・ジオの展覧会（ソナベント・ギャラ
リー、NY）開催 ☆3 

米：ジャン・ミッシェル・バスキア（Jeasn-
Michel Basquiat）《パキダーム》☆3

米：ロバート・アーナソン（Robert Arnason）
《ジョージの肖像》☆3

独：シュトゥットガルトに「ノイエ・シュターツ
・ギャラリー（新州立美術館）」開館 ☆3

米：「芸術における精神的なもの／抽象絵
画、1890-1985展」（ロサンゼルス・カウン
ティ・ミュージアム） ☆3

ロバート・ウイルソンとフィリップ・グラ
ス、パフォーマンス・アート《浜辺のアイ
ンシュタイン》初公演（アヴィニョン祭、
仏） ☆3

スーザン・ソンタグ（Susan Sontag）『写真
論』出版 ☆3

ナショナル・ギャラリー（ワシントンDC）にI.
M.ペイが設計した「近・現代美術のための
東館」が附設 ☆3

レオン・ゴルブ（Leon Golub）《傭兵 Ⅱ》☆3 米：NYでニュー・ウェイヴ・アートの展覧会
「タイムズ・スクウェア・ショウ」開催　☆3

米：NYイースト・ヴィレッジに「ファン・ギャ
ラリー」オープン（1985閉鎖） ☆3

マイケル・グレイヴス設計「ポートランド市
役所」竣工［建築における「ポストモダニズ
ム」が注目を集めるように］ ☆3

ナイトクラブ「アルティスコ」［アーティストが
仮設インスタレーションを制作］が流行、
NY「エリア」ディスコがその頂点に。バスキ
ア、ウォーホル、フランチェスコ・クレメンテ
（Francesco Clemente）、キース・ヘリング
（Keith Haring）、ジュリアン・シュナーベル
（Julian Schnabel）らが参加 ☆3

パリに「ジョルジュ・ポンピドゥ国立芸術文
化センター」開館 ☆3

MoMAでパブロ・ピカソ回顧展、100万人以
上の入場者数を記録 ☆3

独：ゲオルグ・バゼリッツ（Georg Baselitz）
《オルモの少女たちⅡ》☆3

「ロサンゼルス現代美術館（MOCA）」開館 
☆3

米：ピーター・シール（Peter Shire）《ロッド
とトランジット》☆3

ロザリンド・クラウス（Rosalind Krauss）、ア
ネット・マイケルソン（Annette Michelson）
と共に『オクトーバー』誌を創刊 ☆8

「超大型展」のなかでも最大級の展覧会
「ツタンカーメンの秘宝」がアメリカ国内を
巡回する ☆3 英：ネオ・エクスプレッショニズムの展覧

会「絵画における新しい精神展」（ロイヤ
ル・アカデミー）開催 ☆3

米：「拡張する感性／現代美術に見るホモ
セクシュアリティの表出展」（ニューミュー
ジアム、NY） ☆3

ロドニー・アラン・グリーンブラット（Rodney 
Alan Greenblat）《暖炉》☆3

マドリッドに「王妃ソフィア・アートセンター」
開館 ☆3

独：「ルートヴィヒ美術館」開館（ケルン）☆3
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ルーシー・リッパード（Lucy Lippard）『中
心から』出版 ●12

雑誌『ヘレシーズ（Hresies）』刊行、ジョイ
ス・コズロフ（Joyce Kozloff）、エリザベス・
ヘス（Elizabeth Hess）、ミリアム・シャピ
ロ、ハーモニー・ハモンド（Harmony 
Hammond）、ルーシー・リッパード ●12

英：イギリスで世界初の「試験管ベビー」
が誕生 ☆3

マザー・テレサ、ノーベル平和賞受賞 ●6
米：NOWが「ゲイとレズビアンの権利」につ
いての綱領を採択 ☆5

米：グリセルダ・ポロック（Griselda 
Pollock）、ロジカ・パーカー（Rozsika 
Parker）『Old Mistresses』☆5

米：性別による差別を禁ずる男女平等の
ための憲法改正案、十分な賛成者数を得
られず、アメリカ上下院議会で却下 ☆3

米：ロザリンド・クラウス、エッセイ
「Antivision」☆5

シェア・ハイト（Shere Hite）『The Hite 
Report on Female Sexuality』☆5

オードリー・ロード（Audre Lorde）エッセ
イ『Uses of the Erotic』［エロティシズム
を「喜びの共有」と定義］ ☆5

国連で女性差別撤廃条約が採択 ☆1

米：アドリエンヌ・リッチ（Adrienne Rich）
『Of Woman Born』☆5 米：シェリー・モラガ（Cherríe Moraga）、グ

ロリア・アンザルドゥア（Gloria E. 
Anzaldúa）編集『This Bridge Called My 
Back』出版 ☆5

スーザン・グリフィン（Susan Griffin）
『Woman and Nature: The Roaring inside 
Her』☆5

女
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米：ロサンゼルス・カウンティミュージアム
で展覧会「女性アーティスト／1550−1950」
開催 ☆3 英：「The Women's Postal Art Event」でコ

レクションされた作品の展覧会、ロンドン
ICAで開催 ●21

伊：ニキ・ド・サンファル、《タロットガーデ
ン》（トスカーナ地方）制作開始［タロット
カードをモチーフにした彫刻公園］●6

米：ジュディ・シカゴ《ディナー・パーティ》
公開（サンフランシスコ近代美術館） ☆3

伊：キャロル・ラマ（Carol Rama）「The 
Other Half of the Avant - Garde 展」（キュ
レーション：Lea Vergine（美術批評家）、ミ
ラノ）注目され、彼女の作品が再発見され
ることに ●6

ロジカ・パーカー、グリセルダ・ポロック
『Old Mistresses: Women, Art and 
ideology』（邦題『女、アート、イデオロ
ギー』）出版 ☆5

ルイーズ・ブルジョア回顧展がMoMAで
開催 （MoMa初の女性作家回顧展） ●6

アナ・メンディエタ（Ana Medieta）、ローマ
のアメリカンアカデミーよりRome Prize受
賞 ●6

米：マルレーネ・デュマス（Marlene 
Dumas）
《Evil Is Banal》☆5 米：ルイーズ・ネヴェルソン、National 

Medal of the Arts at the White House受賞 
●6 米：ヒルマ・アフ・クリント（Hilma af Klint）

の作品、展覧会「The Spiritual in Art: 
Abstract Painting 1890−1985」（Los 
Angeles Country Museum）に出品 ●6

ハンナ・ヘッヒの大規模回顧展（パリ市立
近代美術館・ベルリンナショナルギャラ
リー・ベルリン美術館） ●6

米：スザンヌ・レイシー（Suzanne Lacy）、レ
スリー・ラボウィッツ（Leslie Labowitz）《In 
Mourning and in Rage》☆5

リンダ・モンターノ《Mitchell's Death》☆5
米：イヴォンヌ・レイナー（Yvonne Rainer）
《Journeys from Berlin/1979》☆5

独：マルガレーテ・フォン・トロッタ
（Margarethe von Trotta）《Marianne and 
Julianne》☆5

シェリー・モラガ、グロリア・アンザルドゥア
（Gloria E. Anzaldúa）編『This Bridge 
Called My Back: Writings by Radical 
Women of Colour』出版 ☆5

米：エイドリアン・パイパー《Funk 
Lessons》（82-84）☆5

スー・コー（Sue Coe）《バーに入った女
が、20人の男たちの目の前で、撞球台
の4人の男にレイプされた》☆3

米：シェリー・レヴィン（Sherrie Levine）
《無題（ワシリー・カンディンスキーに倣っ
て）》☆3英：フランチェスカ・ウッドマン（Francesca 

Woodman）初個展（Addison Gallery of 
American Art）●6

米：ハンナ・ウィルケ《So Help Me 
Hannah Series: Portrait of the Artist 
with Her Mother, Selma Butter》（78-81
年）☆5

仏：ソフィー・カル（Sophie Calle）《The 
Sleepers》☆5

米：「Dialectics of Isolation: An Exhibition 
of Third World Women Artists of the US
展」（AIR Gallery）☆5

米：ティ・コリン（Tee Corinne）写真集『女
性愛のヤントラ』●12

英：スーザン：ヒラー（Susan Hiller）《Dream 
Mapping》☆5

米：スーザン・ローゼンバーグ（Susan 
Rothenberg）《守護者ヘクトル》☆3

英：ローラ・マルヴィ＋ピーター・ウォレン
《Riddles of the Sphinx》☆5

米：シンディ・シャーマン《無題〈Film Still〉》
（77−80） ☆5

米：ナン・ゴールディン（Nan Goldin）《The 
Ballad of Sexual Dependency》（81ｰ）☆5

米：フランチェスカ・ウッドマン《On Being 
an Angel》☆5

米：ローリー・アンダーソン《Handphone 
Table》発表 ●30

ジュディ・ファフ（Judy Pfaff）《深い水》☆3
米：バーバラ・クルーガー（Barbara 
Kruger）《無題》☆5

キャロリー・シュニーマン『Cézanne, She 
Was A Great Painter』を出版 ●6

米：マグダレーナ・アバカノヴィッチ《The 
Session》☆5

ミリアム・シャピロ（Miriam Schapiro）《黒
いボレロ》☆3

米：ジェニー・ホルツァー（Jenny Holzer）
《Living Series: "Some Days..."》発表 ●1 
●32

参
考
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料
・
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●30｜The Art Story「Laurie Anderson」、https://www.
theartstory.org/artist/anderson-laurie/、記載なし、
2019/11/29

●32｜Art Story「Jenny Holzer」、https://www.
theartstory.org/artist/holzer-jenny/、記載なし、
2019/12/1 ●34｜goo辞書「東京ファンキースタッフ」、https:

//dictionary.goo.ne.jp/word/person/%E6%9D%B1%E4%BA%
AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%
BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%95/  

●36｜goo辞典「霜田恵美子」https://dictionary.goo.ne.
jp/word/person/%E9%9C%9C%E7%94%B0%E6%81%B5%E7%
BE%8E%E5%AD%90/  

●39｜artscape Artwords「超少女」、福住廉、https:
//artscape.jp/artword/index.php/%E8%B6%85%E5%B0%91%
E5%A5%B3、記載なし、2019/11/29  

●31｜山口はるみHP、http://yamaguchiharumi.
com/profile

●33｜前本氏本人よりタイトル表記の訂正有り（元表記
「水色のドレス」）  

●37｜鎌倉画廊、https://www.kamakura.
gallery/ichiharahiroko/

●35｜GALLERY HOUSE MAYA、https://www.gallery-h-
maya.com/schedule/22694/

●38｜はてなブログ タグ「飯田三代」、http://d.hatena.ne.
jp/keyword/%C8%D3%C5%C4%BB%B0%C2%E5
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Timeline Project
WOMEN : Artists and History - Sheet 5

①〜⑦の展覧会をめぐって97年、98年にジェンダー論争が起こる。

1980年代 1990年代

1987 1988 1989（日：元号「平成」に） 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

女
性
ア
｜
テ
ィ
ス
ト

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
関
わ
る

も
し
く
は

主
な
日
本
の
女
性
ア
｜
テ
ィ
ス
ト

1

西山美なコ初個展（アート・スペース虹、 
京都）☆4 ●41

出光真子《清子の場合》●23 豊島康子初個展（田村画廊、東京）☆4 ●43 笹原恵美子《Untitled - 石の花-》☆4 内藤礼《遠さの下》☆6
ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館にて草
間彌生個展（企画：建畠晢）☆6

辰野 登恵子《UNTITLED 94-7》☆4 吉澤美香《ち−26》☆4

写真集『シャッター＆ラブ』刊行（企画：飯
沢耕太郎）
長島有里枝、辻佐織、コバヤシマサコ、飯
塚三枝、白土恭子、中島古英、金子亜矢
子、中野愛子、小島（おじま）ゆかり、マ
ヤ、高橋万里子、戸崎美和、岡本真菜
子、岡久美、藤岡亜弥、蜷川実花 ☆6 ●49

タカノ綾《ブリッジ（海の幸）》、やなぎみわ
《案内嬢の部屋1F》、野口里佳《鳥を見る》
☆6

堂本右美初個展（佐賀町エキジビット・ス
ペース、東京）☆4 ●44

福田美蘭《Women with a Letter》☆4
BuBu「アートスケープ」「AIDS Poster 
Project」設立に参加 ●12

「AIDS Poster Project（APP）」始動 ●12 石内都《1906 to the Skin》●23 HIROMIX、写真新世紀グランプリ受賞☆6
鴻池朋子初個展「SOFT」（アクシスギャ
ラリー 、東京）●55

「女性のまなざし、日本とドイツの女性作
家たち展」（川崎市市民ミュージアム、神
奈川）●12

BuBu、ダムタイプの活動に参加 ●12
イトー・ターリ「WAN（ウィメンズ・アート・
ネットワーク）」設立 ●12

長島有里枝写真集『empty white room』刊
行☆6 ④ハン・ティ・ファム「ベトナムXアメリカ〜

わが身を奪還せよ！展」（企画：黒田雷
児、福岡市美術館）［「アジア現代美術作
家シリーズ第10回」として開催］ ●12

「私という未知に向かって　現代女性セ
ルフ・ポートレイト展」（企画：笠原美智
子、東京都写真美術館）［日本の美術館
で初のフェミニズム、ジェンダーの視点
からの展覧会 ］●23

「モードと諷刺展」（企画：小勝禮子、栃
木県立美術館）●12

出光真子《加恵、女の子でしょ》●23

嶋田美子 「Labour of Love （愛の労働）
展」●12

石内都《1・9・4・7》●23 「絵の中の女たち展」（群馬県立美術館） 
●12

①「ジェンダーー記憶の淵から展」嶋田
美子参加（企画：笠原美智子、東京都写
真美術館）［女性作家11名の展覧会］●50

⑤「デ・ジェンダリズムー回帰する身体
展」（企画：長谷川祐子、世田谷美術館）
●50

「ザ・サイレント・パッション、日本の女性
アーティストたち展」（栃木県立美術館）
●12

石内都《Hiromi1955》、
《Chromosome SX》●23

②「女性の肖像ー日本現代美術の顔展」
白井美穂、鏑木昌弥ら参加（企画：光田由
佳、渋谷区立松濤美術館）●50 ●52 ●53

⑥「しなやかな共生展」石内都、嶋田美
子、和田千秋ら参加（企画：逢坂恵理
子、水戸美術館）●50

③「Female Identityー女はどう表現されて
きたか展」（企画：福富幸、岡山県立美術
館）●50

⑦「揺れる女／揺らぐイメージ展」（企
画：小勝禮子、栃木県立美術館）●50

イトー・ターリ《自画像1996》でレズビアン
としてカミングアウト［日本では初めての
出来ごと］ ●23

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
思
想
/
運
動

主
な
日
本
の

２

池袋事件 ☆1 国内初のセクシャルハラスメント裁判 ☆1 「韓国挺身隊問題対策協議会」発足 ☆1 育児休業法が成立 ☆9
第1回東京国際レズビアン&ゲイ・フィルム
&ビデオ・フェスティバル ☆1

土井たか子、初の女性衆議院議長に就任 
☆9

第1回東京レズビアン&ゲイパレード ☆1
沖縄で米兵による少女暴行事件、沖縄強
姦救援センター「REICO」創立 ☆1

優勢保護法から母性保護法へ ☆1
全ての中学歴史教科書に「慰安婦」が記
述される ☆1

「子連れ出勤」是非を問う「アグネス論
争」●23

「セクシャル・ハラスメント」流行語大賞 ☆1
金学順「慰安婦」として名乗り出て、日本
政府へ補償請求訴訟 ☆1 「イメージ&ジェンダー研究会」発足（笠

原美智子、若桑みどり、千野香織ら立ち
上げ）●23

第1回ダイク・マーチ ☆1

主
な
日
本
の
美
術

3

「もの派とポストもの派の展開―1969年以
降の日本の美術」（監修：峯村敏明、西武
美術館）☆4

ヴェネツィア・ビエンナーレでアペルト部門
スタート、宮島達男、遠藤利克、森村泰
昌、石原友明が出品 ☆6

「アゲインスト・ネイチャー展」、「プライマ
ル・スピリット展」全米巡回 ☆6

「水戸芸術館」開館 

ダムタイプ《pH》スタート ☆6

国際シンポジウム「美術の未来」開催（ス
パイラルホール、表参道）☆6

第1回NICAF開催☆6『みづゑ』休刊 ☆6

「TAMA VIVANT'92」（シードホール、東
京）☆4

「アンゼルム・キーファー展」（セゾン美術
館＋佐賀町エキジビット・スペース、東京）
開催 ☆6

第1回VOCA展開催
「ファーレ立川」（東京）竣工 ☆6

《養老天命反転地》（岐阜県養老町）開園 
☆6

中止された世界都市博の代替企画「アト
ピックサイト展」、作品の検閲が大きな議
論に ☆6

「NTTインターコミュニケーション・センター
（ICC）」（初台、東京）開館 ☆6

安田火災海上保険（現・損保ジャパン）、
ゴッホ《ひまわり》を53億円で落札 ☆6

「白州アートキャンプ」スタート ☆6
「大地の魔術師たち展」（ポンピドゥー・セ
ンター）開催 ☆3

ギャルリー・ワタリ、「ワタリウム美術館」に
改組 ☆6

「X-デパートメント展」（伊勢丹美術館、新
宿）☆6

「アノーマリー展」（レントゲン藝術研究所、
東京）［中原浩大、ヤノベケンジ、村上隆、
伊藤ガビン］☆4

小沢剛《なすび画廊》☆6
「戦後日本の前衛美術展」（横浜美術館）
開催 ☆6

「東京都写真美術館」、「東京都現代美術
館」開館 ☆6

開館を控えた東京国際フォーラムに大規
模なコミッションワークが設置される ☆6

アートグッズショップ「NADiff」（南青山、東
京）開店 ☆6

「ジョナサン・ボロフスキー展」（東京都美
術館）☆6

「荒川修作ー意味のメカニズム展」（西武
美術館、東京）☆6

北澤憲昭『眼の神殿』☆6
東京都国立近代美術館で初のマンガ展
「手塚治虫展」開催☆6

キャノン・アートラボが第1回企画展を開催
☆6

国際交流基金「美術前線北上中展」［アジ
ア美術に注目集まる］☆6

「fo(u)rtunes展」（監修：西原珉、レントゲン
藝術研究所）☆4

「昭和40年会」結成 ☆6
ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館、初のコ
ンペによるコミッショナー選定。当選した伊
藤順二企画「SUKI」に千住博、河口洋一
郎らが出品 ☆6

小山登美夫、ギャラリストとして独立 ☆4 「文化庁メディア芸術祭」スタート☆6

田窪恭治＋鈴木了二《絶対現場1987》
☆6

「近代芸術集団（Neo Art Group）」結成（ヒ
ロ杉山［竹屋すごろく名義］、谷田一郎）☆4

中ザワヒデキ『近代美術史テキスト　印象
派からポスト・ヘタうま・イラストレーション
まで』☆4

中ザワヒデキ個展「大ぼけつ」（HBギャラ
リー、東京）☆6

椹木野衣『シミュレーショニズム』
「丸亀市猪熊弦一郎現代美術館」開館  ☆6

杉本博司《劇場》シリーズ ☆6

『美術手帖』「ポップ／ネオ・ポップ」特集 
☆4

「マラリアアートショー」オープン（原宿、東
京）☆4

「バーンズ・コレクション展」（国立西洋美
術館）動員100万人を記録 ☆6

「TOKYO POP展」（平塚市美術館、神奈
川）☆4

「不易流行展」（KPOキリンプラザ大阪）［ア
ジア美術の展覧会］☆6

「ファルマコン'90―現代の美術展」（幕張
メッセ、千葉）☆4

「東京シミュレーショニズム」開始（東京藝
術大学の学生たち、「ネオ・ポップ」、「東京
ポップ」とも）☆4

中村政人＋村上隆「中村と村上展」（ス
ペース・オゾン、ソウル／SCAI、東京／
メタリアスクエア、大阪）
大阪初日には「大阪ミキサー計画」が再
現芸術集団「スモールヴィレッジセン
ター」により行われる。その4日後日本初
フロッピーディスク・マガジン『Japan Art 
Today』創刊（メンバー：原久子、吉田裕
子、中ザワヒデキ） ☆4

路上展覧会「ザ・ギンブラート」岩井成
昭、飯田哲子、小沢剛、申明銀、中村政
人、西原みん、ピーター・ベラーズ、村上
隆（企画：中村政人、銀座全域、東京）☆4

共同アトリエ「スタジオ食堂」（中山ダイス
ケ、須田悦弘、中村哲也、佐藤勲、松下ユ
リ子、尾上由希子、坂東慶一、藤原隆洋、
笠原出など）☆6

奈良美智個展「深い深い水たまり展」
（SCAI THE BATHHOUSE、東京）☆4

村上隆、ヒロポンファクトリーたちあげ ☆6
中ザワヒデキ《文学座標型絵画》、《単
一曲線》☆4

柳幸典《ワールド・フラッグ・アントファー
ム》☆6 中ザワヒデキ個展「ハマルコン'91」（ギャラ

リー・アートワッズ、東京）、「第5回東京イ
ラストレータラーズソソサエアエティ展」
（HBギャラリー、東京）同時開催 ☆4

「視ることのアレゴリー - 1995：絵画・彫刻
の現在」（セゾン美術館）☆4

「こたつ派展」(山口晃など、企画：会田誠）
☆4

森村泰昌個展「美術史の娘」（佐賀町エキ
ジビット・スペース、東京）☆4

路上展覧会第二弾「新宿少年アート」（企
画：中村政人、新宿）☆4

『批評空間1995 臨時増刊号 モダニズムのハード
コア - 現代美術批評の地平』共同編集：浅田彰、
岡崎乾二郎、松浦寿夫 ☆4

世
界
と
日
本
の
主
な
歴
史

4

米：議会による「イラン・コントラ」公聴会が
テレビ放映される ☆3

米：ジョージ・ブッシュ、大統領に選出され
る ☆3 

東西冷戦終結 ☆1 ソ：ゴルバチョフ大統領就任 ☆9 ソ連解体 ☆1 中・韓が国交樹立 ☆9 日：河野談話 ☆1 ルワンダ虐殺 ☆9 世界貿易期間（WTO） ☆9
米・英・仏が南太平洋非核地帯条約議定
書に調印 ☆9

英：世界初クローン羊「ドリー」の誕生を発
表 ☆9

米：NY株式市場大暴落 ☆3 ソ：アフガニスタンからの撤兵開始 ☆3 中：天安門事件 ☆1 ナミビアが南アフリカから独立宣言 ☆9 湾岸戦争勃発 ☆9
日：暴力団対策法施行 ☆9、PKO協力法成
立、自衛隊海外派遣 ☆1

チェコとスロバキアが分離独立 ☆9
南アフリカ：ネルソン・マンデラ大統領就任 
☆9

米・ベトナム国交正常化発表 ☆9 アフリカ非核兵器地帯条約の調印 ☆9 露：チェチェン共和国和平調印 ☆9

エイズ問題が深刻化 ☆1 独：ベルリンの壁崩壊 ☆1 イラクがウェートへ侵攻 ☆9 南アフリカ：アパルトヘイト撤廃 ☆9 米：クリントン大統領就任 ☆9 北朝鮮：金日成主席死去 ☆9 イスラエルのラビン首相暗殺 ☆9 国連で包括的核実験禁止条約が採択 ☆9 香港が中国に返還 ☆9

マドンナブーム ☆1 東西ドイツ統一 ☆9
クロアチア、スロベニアがユーゴスラビア
から独立を宣言 ☆9

マーストリヒト条約（欧州連合条約）発効、
EU誕生 ☆9

露：チェチェンに侵攻 ☆9
日：阪神大震災、地下鉄サリン事件、村山
談話 ☆1

ペルー：トゥパク・アマル革命運動による
日本大使公邸占拠事件 ☆9

ダイアナ元英皇太子妃がパリで交通事
故死 ☆9

米：エクソン社のタンカー「ヴァルデス号」
石油流出事故、アラスカに環境破壊をも
たらす ☆3 

アトランタオリンピック開催 ☆9 世界同時株安 ☆9

世界中にエイズ蔓延、米国内で6万6千人
以上の患者が死亡（ベトナム戦争の犠牲
者を上回る）☆3 

日：らい予防法廃止 ☆9

1980年代 1990年代

1987 1988 1989（日：元号「平成」に） 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
ポストモダニズム、コンセプチュアルアート、パフォーマンスアート、フェミニズムアート、ミニマリズム、ランドアート

　＋　シュミレーショニズム（カットアップ／リミックス／サンプリング）ネオ・ジオ／AIDS ☆8
ポストモダニズム、コンセプチュアルアート、パフォーマンスアート、フェミニズムアート、ミニマリズム、ランドアート

　＋　シュミレーショニズム（カットアップ／リミックス／サンプリング）ネオ・ジオ／AIDS 、☆8 第3世界アートの台頭、メディア・アート、モダニズム回帰、環境デザイン（サスティナビリティ／ビオトープ） ☆8

世
界
の
美
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史
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米：エイズ死亡者のために作られた「ネー
ムズ・プロジェクト・キルト」（ザ・モール、ワ
シントンDC）初展示 ☆3 

カナダ・ナショナルギャラリー、オタワにで
きたモーシュ・サフディ設計のビルへ移転 
☆3 

シチュエーショニズムの展覧会「ある時代
の時期を通り過ぎた、ある人々の歩程展」
（ポンピドゥ・センター）開催 ☆3 

フェリックス・ゴンザレス＝トレス（Felix 
Gonzalez-Torres） 展覧会（アンドレア・
ローゼン画廊）［作家独自のスタイルを確
立、話題に］ ●42

「ノウボティック・リサーチ（Knowbotic 
Research KR+cF）」結成 ☆8

ジェフ・クーンズ（Jeff Koons）ドクメンタ9で
《パピー》を発表する ☆8

第45回ヴェネツィア・ビエンナーレ（企画展
示「ノマディズム」） ☆8 クラウス・カーテス（Klaus Kertess）、ホイッ

トニー・ビエンナーレをキュレーション［「ス
トレート・フォトグラフィ」を美術のジャンル
として強調］●42

フェリックス・ゴンザレス・トレス、エイズ
で死去 ●42

第2回ヨハネスバーグ・ビエンナーレ（キュ
レーション：オクイ・エンヴェゾ）、脱植民地
主義の問題がクローズアップされる ●42

リクリット・ティラバーニャ（Rirkrit 
Tiravanija）《フリー》［タイカレーを観客に振
る舞うパフォーマンス］発表 （MoMA） ☆8

ビル・ヴィオラ（Bill Viola）、第1回ドイツ・メ
ディア・アート賞受賞 ☆8

ニコラ・ブリオー（Nicolas Bourriaud）、「トラ
フィック展」（CAPCボルドー現代美術館）
キュレーション ●42「アート・アゲインスト・エイズ」が組織さ

れ、開始2年間で500万ドル以上の基金を
集める ☆3

ソヴィエトの「反体制」美術が米や西ヨー
ロッパの各地で展示されるように ☆3 

リチャード・セラ（Richard Serra）のパブリッ
ク・アート《傾いた弧》（NY市内）、数年にわ
たる裁判ののち撤去される ☆3 

マシュー・バーニー、映画《クレマスター
4》がホイットニー・ビエンナーレに出品 
●42

ニコラ・ブリオー『関係性の美学』出版 
●42

アンディ・ウォーホル死去 ☆3 

ウォルフガング・ティルマンス（Wolfgang 
Tillmans）『i-D』や『ザ・フェイス』に写真を
掲載し始める ●42

ハンス・ハーケ、ヴェネツィア・ビエンナー
レのドイツ館代表として参加 ☆8

第50回ヴェネチア・ビエンナーレ（ディレク
ター：フランチェスコ・ボナミ（Francesco 
Bonami））、展覧会にヴォルフガング・ティ
ルマンス、ベアト・ストレイリ（Beat 
Streuli）、ウォルター・ニーダマイヤー
（Walter Niedermayr）ら出品、注目を集め
る ●42

3つの大型国際展が同年開催：ドクメン
タ10（ディレクター：カトリーヌ・ダヴィット
（Catherine David））、ヴェネチア・ビエン
ナーレ（ディレクター：ジェルマーノ・チェ
ラント（Germano Celant））「ミュンスター
彫刻プロジェクト」（ディレクター：カス
パー・ケーニヒ（Kasper König）） ●42

「アメリカのスペイン系美術展」（ヒュースト
ン美術館）開催 ☆3 ロバート・メイプルソープ（Robert 

Mapplethorpe）写真展（コーコラン・ギャラ
リー、ワシントンDC）に中止、検閲反対運
動が起こる ☆3 

エリザベス・サスマン（Elisabeth 
Sussman）、ホイットニー・ビエンナーレを
キュレーション ●42

米上院議員ジェシー・ヘルムス、「卑猥な」
美術を公的機関が支援することを禁ずる
法律を立案 ☆3

エリザベス・ペイトン（Elizabeth Peyton）、
「プロジェクト#60展」に選出 ●42
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ワシントンDCで史上最大規模のゲイ・レズ
ビアンのデモ、市民権を求めて実施される 
☆3 

ベーナズィール・ブットー
（Benazir Bhutto） がパキスタンの首相
になる：イスラム文化国では初の女性首
相 ●6

米：アメリカ最高裁、妊娠中絶の権利解釈
を狭める ☆3 

米：シンディ・パットン（Cindy Patton）
『Inventing AIDS』☆5

米：ディアマンダ・ギャラス（Diamanda 
Galas）《Plague Mass》☆5

米：「WAC（Women's Action Coalition）」
［アーティストを中心としたフェミニストの組
織］設立 ●46 ●47

トニ・モリスン（Toni Morrison）、女性のアフ
リカ系アメリカ人初のノーベル文学賞受賞 
●6 国際人口開発会議がカイロで開催、「リプ

ロダクティブ・ヘルツ／ライツ（性と生殖に
関する健康／権利）」の考え方を提唱 ●48

第4回世界女性会議（北京会議） ☆1 

仏：妊娠中絶のための薬剤が開発される 
☆3 

米：Riot Grrrl（ライオット・ガール）ムーブメ
ント ☆5 米：トリン・T・ミンハ（Trinh T. Minh-ha）

『when the Moon Waxes Red: 
Representation, Gender and Cultural 
Politics』☆5

米：ジュディス・バトラー（Judith Butler）
『Bodies That Matter: On the Discursive 
Limits of 'Sex'』出版 ☆5

リサ・ダガン（Lisa Duggan）、ナン・ハンター
（Nan Hunter）編『Sex Wars: Sexual 
Dissent and Political Culture』出版 ☆5

米: ジェーン・ギャロップ（Jane Gallop）
『Thinking through the Body』出版 ☆5

米：ダイアナ・ファス（Diana Fuss）
『Essentially Speaking』出版 ☆5

米：ジュディス・ルイス・ハーマン（Judith 
Lewis Herman）『Trauma and Recovery』出
版 ☆5

米：シンディ・パットン（Cindy Patton）
『Last Served?』出版 ☆5

テッサ・ボフィン（Tessa Boffin）、ジーン・フ
レイザー（Jean Fraser）『Stolen Glance: 
Lesbian Take photographs（盗まれた視
線）』出版（Pandra Press、London）●23

米：ショシャナ・フェルマン（Shoshana 
Felman）、ドリー・ラウプ（Dori Laub）
『Testimony』出版 ☆5

米： レベッカ・ウォーカー（Rebecca 
Walker）、「Third-wave feminism（第3波
フェミニズム）」という言葉を提唱 ●26

米：ココ・フスコ（Coco Fusco）『English Is 
Broken Here: Notes on Culture Fusion in 
the Americans』出版 ☆5

米：雑誌『October』（vol.71, Winter） 特集
「Questions of Feminism Discussion」☆5

米：キャシー・カルース（Cathy Caruth）
編、論文集『Trauma: Explorations in 
Memory』☆5
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カナダ：ヤナ・スターバック（Jana Sterbak）
《Vanitas: Flesh Dress for Albino 
Anorexic》☆5

エミリー・カーメ・ウングワレー（Emily 
Kame Kngwarreye）《Emu Woman》（88-
89） ●40          

米：バーバラ・クルーガー《あなたのから
だは戦場だー合法的中絶、避妊、女の
諸権利を支持》発表 ●12

米：キャサリン・オピー（Catherine Opie）
《Being and Having》（90−91）☆5

英：ヘレン・チャドウィック（Helen 
Chadwick）《Piss Flowers》（91-92）☆5

米：ニコル・アイゼンマン（Nicole 
Eisenman）《Betty Gets It》☆5

英・米：「Bad Girls展」☆5
米：ジャニーン・アントニ（Janine Antoni）
《Slumber》（94ｰ96）☆5

米：「ゲリラ・ガールズ（Guerrilla Girls）」
結成 ●6

ベルギー：「Inside the Visible展」（カトリー
ナ・ド・ゼガー（Catherine de Zegher）主
催、Institute of Contemporary Art in 
Bostonに巡回）カタログ副題は「An 
Elliptical Traverse of 20th Century Art in, 
of, and From the Feminine」☆5

カトリーヌ・ダヴィッド（Catherine 
David）、ドクメンタXで女性初のディレク
ターとなる ☆8

米：シンディ・シャーマン《History 
Portraits》☆5

米：ローラ・アギラ（Laura Aguilar）《Latin 
Lesbian Series》（90−91）☆5

米：モーリーン・コナー（Maureen Connor）
《The Senses》☆5

米：スー・ウィリアムズ（Sue Williams）《A 
Funny Thing Happened》☆5

英：レイチェル・ホワイトリード（Rachel 
Whiteread）、女性初のターナー賞受賞 ●6

米：ジェニー・リヴィングストン（Jennie 
Livingston）《Paris Is Burning》☆5 第47回ヴェネツィア・ビエンナーレ、アグネ

ス・マーティンが金獅子賞（特別功労賞）、
マリーナ・アブラモヴィッチ（Marina 
Abramović）金獅子賞（国際賞）を受賞 ●6米：ヘレン・チャドウィック（Helen 

Chadwick）《Loop My Loop》☆5

米：ジョイス・コズロフ（Joyce Kozloff）
『Patterns of Desire』出版 ☆5

英：アーニャ・ガラッチオ（Anya Gallaccio）
《Preserve (beauty) 》（91-03） ●1 ●45

米：キキ・スミス（Kiki Smith）《Tale》☆5
米：ミラ・ショール（Mira Schor）《Light 
Flesh》、《Slit of Paint》☆5

米：ノーマ・ブルード（Norma Broude）、メア
リー・ガラード（Mary Garrard）、アンソロ
ジー『Expanding the Discourse』出版　☆5

ジョアン二・ブランクが女性器を直視した
クローズ・アップ写真集『フェマリア』出版 
●12

米：モナ・ハトゥーム（Mona Hatoum）
《Silence》☆5

英：コーネリア・パーカー（Cornelia Parker）
《Pornographic Drawing》 発表 ●1 ●51

ピピロッティ・リスト（Pipilotti Rist）、ヴェ
ネツィア・ビエンナーレ出品 ●54

ヤナ・スターバック《ヘアーシャツ（ナイト
ガウン）》●12

米：ミラ・ショール『Wet: On Painting 
Feminism and Art Culture』出版 ☆5
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●40｜The National Museum of Australia、https://www.
nma.gov.au/exhibitions/utopia/emily-kame-kngwarreye

●42｜『アート："芸術"が終わった後のアート』 松井みど
り（2002、朝日出版社）

●45｜Art Story「Young British Artists Artworks」、https:
//www.theartstory.org/movement/young-british-
artists/artworks/、記載なし、2019/12/1

●46｜artscape Artwords「アート・アクティヴィズム」、福
住廉、https://artscape.jp/artword/index.php/%E3%82%
A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%
AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%
BA%E3%83%A0、記載なし、2019/11/29

●48｜公益財団法人 日本女性学習財団、https://www.
jawe2011.jp/cgi/keyword/keyword.cgi?
num=n000024&mode=detail&catlist=1&onlist=1、記載な
し、2019/11/21

●49｜Photologue「飯沢耕太郎の写真談話　第36回：活
躍する女性写真家たち（2）」、https://news.mynavi.
jp/article/photologue-36/

●54｜artnet「Pipilotti Rist」、http://www.artnet.
com/artists/pipilotti-rist/  

●41｜Yoshimi Arts、http://www.yoshimiarts.
com/artists/minako_nishiyama.html  

●43｜豊島康子 HP、http://www.toyoshimayasuko.
com/pmwiki.php?n=CV.CV

●50｜『女？本？美？　新たなジェンダー批評に向けて』
編：熊倉敬聡、千野香織、（1999、慶應義塾大学出版会）

●55｜鴻池朋子HP、http://tomoko-konoike.com/profile.
html

●44｜堂本右美 HP、http://yuumidomoto.net/ 
●47｜THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ARCHIVES & MANUSCRIPTS、記載なし、http://archives.
nypl.org/mss/3376、記載なし、2019/11/29

●51｜Art Story「Cornelia Parker」、https://www.
theartstory.org/artist/parker-cornelia/、記載なし、
2019/12/１

●52｜練馬区立美術館 所蔵品データベース、 http:
//jmapps.ne.jp/nerima_art/sakka_det.html?
is_pub_mode=1&museum_sub_domain=nerima_art&person_id=198&hlvl=1&
bunrui=0&uni_museum=&attach_img=&keywords=&search_type=keyword
&sort_type=desc&page=1&list_type=LLC&btn_list_type=&list_count=10&p
erson_id=198&sort_field=

●53｜白井美穂HP、http://www.mioshirai.com/index.
html
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1

嶋田美子・BuBuコラボレーション展「メイ
ド・イン・オキュパイド・ジャパン（Made in 
Occupied Japan）展」（オオタファイン
アーツ、東京）●12

束芋《にっぽんの台所》☆6

「東京ガールズ・ブラボー展」（企画：村
上隆）タカノ綾、山口藍、青島千穂、藤
本昌 ☆6 ●56

「ラヴズ・ボディ　ヌード写真の近現代展」
神蔵美子、岡田裕子ら参加（企画：笠原美
智子、東京都写真美術館）●23

「身体的ロゴス（ドイツの女性アーティスト
たち14人）展」（栃木県立美術館） ●12

澤田知子《ID400》●23
「メディテーション、真昼の瞑想展」（栃木
県立美術館） ●12

「リアル／ライフ、イギリスの新しい美術
展」（栃木県立美術館、東京都現代美術
館） ●12

「草間彌生、1958-1968展」（東京都現代
美術館、MoMAより巡回展） ●12

「桂ゆき展」（茨城県立美術館）●12
イケムラレイコ《二重に臥して》、《グリ
アーノの丘の上から》●23

イトー・ターリ《わたしを生きること》（東京
都写真美術館） 上演 ●12
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２

男女協同参画社会基本法の施工 ☆9

経口避妊薬（ピル）が医療用薬品として承
認 ☆9

　　　

主
な
日
本
の
美
術

3

椹木野衣『日本・現代・美術』☆6
セゾン美術館が閉館 ☆6 東京芸術大学
「先端藝術表現科」を新設 ☆6

富山県立近代美術館事件で「鑑賞する
権利」を認める第一審判決 ☆6

コマンドN「秋葉原TV」実施 ☆4

蔡國強《文化大混浴》☆6
東京都現代美術館で、荒木経惟と草間彌
生展が同時開催 ☆6

杉戸洋《sharkman》☆6
「日本ゼロ年展」（水戸芸術館）できやよい
ら参加（企画：椹木野衣）☆6

東浩紀『存在論的、郵便的―ジャック・デ
リダについて』☆4

東京都現代美術館、年次展「MOTアニュア
ル」開始、第1回「ひそやかなラディカリズム」
内藤礼、高柳恵理ら参加 ☆4

中村政人「コマンドN」立ち上げ ☆4
村上隆「スーパーフラット」の美学を立ち
上げる ●42

世
界
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日
本
の
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歴
史

4
韓：金大中大統領就任 ☆9

EU単一通貨ユーロを決済用仮想通貨とし
て導入 ☆9

北朝鮮のミサイル「テポドン」が三陸沖に
落下 ☆9

NATO軍によるユーゴスラビア空爆開始 
☆9

日：対人地雷禁止条約を批准、NPO法の
施行、長野オリンピック、和歌山毒物カ
レー事件 ☆9

マカオが中国に返還 ☆9

日：国旗、国家法成立 ☆9、東海村JOC臨
界事故 ☆1
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5

英：「センセーション展」開催［コレクター
のチャールズ・サーチとロイヤル・アカデ
ミーのノーマン・ローゼンタールにより組
織］
サラ・ルーカス（Sarah Lucas）、レイチェ
ル・ホワイトリード、ギャリー・ヒューム
（Gary Hume）、ダミアン・ハースト
（Damien Hirst）、チャップマン兄弟
（Chapman Brothers）、クリス・オフィーリ
（Chris Ofili）ら出品［新しいイギリスの
アート（Young British Artists; YBAs）］ 
●42

シリン・ネシャット、ダグ・エイケン（Doug 
Aitken）、ヴェネチア・ビエンナーレで国
際賞受賞  ●42
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リンダ・ハート（Lynda Hart）『Between the 
Body and the Flesh: Performing 
Sadomasochism』出版 ☆5

米：リサ・ブルーム（Lisa Bloom）編纂
『With Other Eyes: Looking at Race and 
Gender in Visual Culture』出版 ☆5

アメリア・ジョーンズ（Amelia Jones）『Body 
Art: Performing the Subject』出版 ☆5

ヘルシンキにて『Stopping the Process? 
Contemporary Views on Art and 
Exhibitions』出版 ☆5
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米：ローラ・コッティンガム（Laura 
Cottingham）ビデオエッセイ《Not For Sale: 
Feminism and Art in the USA During the 
1970s.》、パット・スティアー（Pat Steir）
《Waterfalls》☆5

米：ジェニー・サヴィル（Jenny Saville）
《Matrix》☆5

スウェーデン：セシリア・エディファルク
（Cecilia Edefalk）《Elevator Paintings》☆5

米：ゲリラ・ガールズ『The Guerrilla Girls' 
Bedside Companion to the History of 
Western Art』出版 ●6

英：トレイシー・エミン（Tracy Emin）《My 
Bed》●6
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8
●56｜ナディッフ Gallery Archives 1999、http://www.
nadiff.com/archives/1999/tgb.html  


