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報道関係各位 ２０２１年３月１９日

２０２１年３月２２日から４月２４日まで A’ holic Selection#12-3

“この人を見よ　III” を開催致します。

店内にある本の中から店主がテーマを決めて選書した本を展示します。

第十二回は三回に渡り 「肖像」 に纏わる書籍を紹介します。 第三弾はその表現。

Sophie Calle 「Blind」 (2011) Actes Sud

ANTONY GORMLEY 「ONE AND OTHER」 (2010) JONATHAN CAPE

「TRACEY EMIN」 (2006) TATE

Marina Abramovic 「The Artist Is Present」 (2010) MoMA

「de Kooning a Retrospective」 (2011) MoMA

「EGON SCHILE JENNY SAVILLE」 (2014) HATJE CANTZ

「アバカノヴィッチ展　記憶　沈黙　いのち」 (1991) 朝日新聞社

「マルレーネ ・ デュマス　ブロークン ・ ホワイト」 (2007) 淡交社

「シュテファン ・ バルケンホール ： 木の彫刻とレリーフ」 (2005) 国立国際美術館

「ジャコメッティと」 (2019) 国立国際美術館

「フランシス ・ ベーコン　バリー ・ ジュール ・ コレクションによる」 (2021) 求龍堂

「M ・ ボレマンス　M ・ マンダース | ダブル ・ サイレンス」 (2021) 金沢２１世紀美術館

「ヤン ・ ファーブル x 舟越桂」 (2010) 淡交社

「O JUN x 棚田康司 鬩」 (2017) 伊丹市立美術館 s

「加藤泉－LIKE A ROLLING SNOWBALL」 (2019) 青幻舎

「ToMoaKi SuZuKi」 (2014) CAPAC

「YUKIO MISHIMA DEATH OF A MAN」 (2020) RIZZOLI

木下長宏 「自画像の思想史」 (20１6) 五柳書院
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概要

場所

営業時間

A’ holic ( エーホリック )

東京都新宿区新宿３−１１−１　高須ビル３階

* 新宿３丁目駅 C-6 出口より徒歩 1 分

18:00-21:00 (L.O. 20:30)　木 ・ 日曜休

* ４月 1 日以降の営業時間は WEB 及び SNS をご確認ください。

* 要アルコール消毒 ・ マスク着用

* ３名以上のご来店不可

* 予約可。 ご連絡 (DM/MAIL/TEL) ください。

* 体調不良、 発熱等ありの場合は入店をお断りしております。

お問い合わせ先 森川穣 ( モリカワミノル )

tel & fax 03-6273-0132

mobile 070-4213-3936

mail info@aholic.tokyo

http://aholic.tokyo

企画 A’ holic selection #12-3

" この人を見よ　III"

期間 ２０２１年３月２２日 (月） -　４月２４日 (土 ) 

2021.3.22-4.24

A'holic selection #12-3

この人を見よ III
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静岡おでん PARTY を開催します。

イベントについて

昨年大好評だった木下さんによる静岡おでん PARTY を開催します。

当日は２部制 ・ 完全予約制とし、 密にならぬよう感染防止に努めます。

手指消毒 ・ 換気等ご協力お願いします。

イベント概要

【日時】 ２０２１年３月２８日 （日）　①17:00 - 18:30　②19:00-20:30

【定員】 各回６名、 計１２名 ( 先着予約制 )

【参加費】 ４０００円 （おでん８本、 レギュラードリンク２杯）　

* 現金のみ　＊その他のメニュー、 ドリンクは別途

【申込方法】 メール or DM にてお名前、人数（２名まで）、希望回を明記

【会場】 A'holic
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YADOKARI と協働でオンライン配信を開催します。

イベントについて
「現代アートのたまり場」 は、 「A'holic」 の店主である森

川穣による、 初心者からアート好きまで誰でも楽しむことが

出来るアート史講座と、 そこに集まった人たち同士でアート

に纏わる事や世間話を気軽に行うことが出来るテーブル

トークが合わさったイベントとなります。

第六弾である今回のテーマは、 「写真と現代アート　木村

伊兵衛賞から東京都写真美術館まで」 です。

現代美術が気になっているけどとっつきにくいと思っていた

方、 とても良い機会となりますので、 是非ご参加ください！

イベント概要 【日時】 ２０２１年４月４日 （日） 20:00 - 22:00

【定員】 ２０名 ( 先着 )

【参加費】 １０００円

【申込方法】 https://peatix.com/event/1857018

【主催】 YADOKARI 株式会社 ×A'holic

* 当日は ZOOM での配信となります。
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開店 1 年を記念して、 高円寺の BOOZE DESIGN WORKS とのコラボレーション

でグッズを製作しました。

また、 オンライン現代美術講座動画や、 インタビュー動画も販売中です。

vol.01-04　現代美術講座

vol.05　内海聖史 （画家）

vol.06　福元崇志 （国立国際美術館学芸員）

vol.07　清水裕貴 （写真家 ・ 小説家）　山元彩香 （写真家）

vol.08　酒航太 （写真家 ・ スタジオ３５分オーナー）

vol.09　高田冬彦 （映像作家）

vol.10　中橋健一 （KEN NAKAHASHI ギャラリスト）

vol.11　現代美術講座 AMERICA! 

vol.12　現代美術講座 UK!

vol.13　現代美術講座 PHOTO!

https://aholic.stores.jp
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お店について

店主について 森川穣 ( モリカワミノル )

1983 年生まれ。 美術作家。 京都精華大学卒業後

渡英しロンドン大学チェルシーカレッジにて修士資格

過程修了。 帰国後国内外で展覧会やキュレーション

を行う。 　http://minorumorikawa.com

２０１９年 4 月 1 日、 新宿３丁目にオープンしたアー

トライブラリーカフェバー。

美術書を中心に建築、 ファッション、 舞台などに

纏わる千冊を越す蔵書に囲まれながら、 珈琲や

お酒、 おばんざいを提供するお店です。

店名である A’ holic は造語で、A と holic （中毒 )

の間に各々好きな単語を当てはめてもらえたらと

の思いからつけられました。 （Art、 Architecture、

Alchohol 等）


