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おはなしの中にも共通点が！

『だいくとおにろく 』と

フィンランドの昔話『巨人のはなし』

…橋や教会をつくるかわりに

「 （自分の）名前を当てろ」と言う。

昔からさまざまなおはなしの中で

特別な存在として描かれてきた猫。

『魔術師キャッツ』は

ミュージカル「キャッツ」の原詩

として親しまれている。

「ものしりねこ」は

ロシアのおとぎ話の案内役。

ウクライナ民話『てぶくろ』

大きくなったり、小さくなったり…

絵本の中では大きさも変幻自在。

赤羽末吉作品29点の他、海外作品10点！

■会　　場：静岡市美術館

■会　　期：2015年10月10日（土）～11月23日（月・祝）【計39日間】

■休  館  日 ：毎週月曜日　ただし祝日の場合は開館、翌日休館

       　　　＊毎週木曜・土曜はトークフリーデ―（会話を楽しみながらご観覧ください）

■開館時間：10：00～19：00（入場は閉館の30分前まで）

■観  覧  料 ：一般1,000（800）円、大高生・70歳以上700（500）円、中学生以下無料

　　　　　　　　*（　）内は前売りおよび当日に限り20名以上の団体料金　　*障害者手帳等をご持参の方および介助に必要な方は無料

■前 売 券  ：8月14日（金）から10月9日（金）まで販売

■主 催 等

主　　催：静岡市、静岡市美術館　指定管理者（公財）静岡市文化振興財団、ちひろ美術館、

　　　　　テレビ静岡、中日新聞東海本社

後　　援：静岡市教育委員会、静岡県教育委員会、静岡リビング新聞社、K-mix、中日ショッパー

協　　力：静岡図書館友の会、静岡市立図書館、静岡県立中央図書館

■出品作品数：約180点

・日本人作家16名130点…赤羽末吉、長新太、茂田井武、いわさきちひろ、荒井良二　他

・海外作家32名50点…エリック・カール、モーリス・センダック、エフゲーニー・ラチョフ　他

　ふと目にとめた絵本に、どこか懐かしさと言葉にならない感覚をおぼえることがあります。それは、

忘れていたあの頃の五感が立ち現れるような、不思議な経験ではないでしょうか。

　絵本美術館の先駆けとして1977年に開館したいわさきちひろ絵本美術館（現ちひろ美術館・東京、

その後1997年に安曇野ちひろ美術館が開館）は、子どもたちの表情を鮮やかに描きだしたいわさき

ちひろ（1918-1974）の作品をはじめ、２万６千点を超える世界各国の絵本画家たちの作品を収集・展示

しています。その中から、いわさきちひろ、赤羽末吉、長新太、茂田井武を中心に、荒井良二やスズキ

コージなど日本人作家16人、海外からはエリック・カールやモーリス・センダック、ブライアン・ワイルド

スミス、マーク・シモントなど32人、計48人の絵本画家の作品約180点を紹介します。

　絵本をひらくとあらわれる、時代や国境、文化を超えて存在するイメージや、あらゆる感覚にひら

かれた絵本をとおして、子どもの頃のみずみずしい記憶を再発見してみませんか。そして、印刷物と

しての絵本とはまた違った、原画の持つ魅力をぜひお楽しみください。

私たちにとってなじみ深い「鬼」。大きな体に大きな口、頭には角が生えていて、ときどき悪さをする…その鬼に類似した

怪物や巨人は、世界中の昔話や神話にも登場します。彼らはただ恐ろしいだけではなく、どこか人間っぽくて憎めない

ところがあり、子どもたちの人気者です。このような存在があるからこそ、子どもたちは文化も歴史的背景も知らない海外の

絵本の世界にも、すっと入っていけるのかもしれません。数多くの昔話を手がけた赤羽末吉は「世界の民話のことを考

えると、世界はひとつという気がしてならない」と語っています。赤羽の描く鬼を中心に、世界の昔話や神話に登場する

鬼やかいじゅう、巨人たちに連なるイメージの源流を探ります。

①ちひろ美術館の2万6千点を超える絵本画家のコレクションの中から、選りすぐりの180点を紹介。

②日本を代表する絵本画家である赤羽末吉、長新太、茂田井武、いわさきちひろの作品をまとめて

　紹介する贅沢な内容！さらに日本でも人気の高い海外絵本画家32人の作品、50点も紹介！

③日本とイギリスの絵本の歴史展示コーナーや、豊富な資料も。

④展示室内に「絵本の森」が登場！出品作品の絵本を原画とあわせてご覧いただけます。

⑤出品作家・スズキコージのライブペインティングの他、会期中多彩な関連イベントを実施。

⑥絵本ならでは表現を切り口にした、子どもから大人まで楽しめる展覧会構成です。

『 スーホの白い馬』 も！

エフゲーニー・ラチョフ（ロシア）
《てぶくろ》より　1950年

ペッカ・ヴオリ（フィンランド）
《巨人のはなし》より　1981年

エロール・ル・カイン（イギリス）
《魔術師キャッツ》より　1990年

タチヤーナ・マーヴリナ（ロシア）
ものしりネコ　1963年

赤羽末吉　《こぶじいさま》表紙　1964年 赤羽末吉　《にぎりめしごろごろ》より　1984年

赤羽末吉　《スーホの白い馬》表紙　1967 年

赤羽末吉　《だいくとおにろく》より　1962年

「鬼の話はいろいろあるが、こわいというのが一般の通念である。

だけど日本人は鬼が好きだ。」赤羽末吉　

赤羽末吉　《へそもち》のダミー　1966 年

絵本のための下描き

「絵本ダミー」

豊富な資料展示も

見どころ！
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静岡県出身、スズキコージの
2.1×1.9ｍの大作！

会期中ライブペインティングも開催！

エリック・カールの色の

秘密、色紙（オリジナル

画材）の展示も！

「原色がいろいろ重なってるような絵とかが大好き。意図的にやったんじゃなくて、

ひとりでにそうなっていっちゃう。…おもしろがられる、とか考えないで、自然にそうなっていく。

それが貴重なんじゃないかと思ったりする。…生理的なものが一番いい」長新太
「よるめざめたとき　はぢめての世界をみた

ふしぎな生生とした国が　四方八方に一ぱいにみえた　

みえたとおもえた　それは私が　子供になっていたからだった」茂田井武

長新太　《ムニャムニャゆきのバス》より　1991年 長新太　《つきよ》より　1986 年

長新太　《ゴムあたまポンたろう》表紙　1998 年

荒井良二　《ユックリとジョジョニ》より　1991年

スズキコージ　やまのディスコティック 2013年

デビッド・マッキー（イギリス）
《エルマーとカンガルー》より　2000年

エリック・カール（アメリカ）
《はらぺこあおむし》のイメージ　1999 年

フセイン・ジャマアーン（スーダン）
《魔法のビーズ》より　1997年

ヴラスタ・バラーンコヴァー（チェコ）
《仲間とは違うワニ》より　1989年

「線や色や言葉の中に、

すでに音楽が入っている。」 荒井良二

茂田井武　《幼年画集》より　1946年 茂田井武　我ハ野ノ鳥　1946年 茂田井武　こんやはよみや　1956 年

アーノルド・ローベル（アメリカ）
　《ふたりはいっしょ》のイメージ　1981年

ユゼフ・ヴィルコン
ドアの前の犬　1995

ユーリー・ノルシュテイン＆フランチェスカ・ヤールブソワ（ロシア）
《きりのなかのはりねずみ》より　2000年

西巻茅子　《わたしのワンピース》より　2002 年ジョン・バーニンガム（イギリス）
　《おじいちゃん》表紙　1984年

長新太作品32点の他、

国内作家作品15点、

海外作品21点

茂田井武作品15点の他、

国内作家作品10点、

海外作品18点

あらゆる感覚にひらかれた絵本は、ときに子ども時代のみずみずしい感覚をよみがえらせます。それは過去を思い出すと

いうノスタルジックなものにとどまらず、常に現在とむすびついた、新鮮な感覚ではないでしょうか。絵雑誌「キンダーブ

ック」等で活躍した茂田井武は、子どもの頃の記憶を描き続けた画家でもありました。それは茂田井に限ったことでは

なく、世界中の多くの優れた絵本作家も同じようにその感覚を持ちつづけているのです。現実と空想の世界を絶妙なバランスで

表現したユーリー・ノルシュテイン＆フランチェスカ・ヤールブソワの『きりのなかのはりねずみ』。子どもの夢をかたちにした

西巻茅子の『わたしのワンピース』。子どもの頃の感覚を持ち続けた画家の描く、どこか懐かしい世界をとおして、絵本を

目にしていたあの頃の感覚を思い出してみてください。

絵本をひらいたとき、まず目に飛び込んでくる色は、幼い子どもたちにとって大きな驚きと喜びをもたらします。だからこそ、

まだ文字を読めない赤ちゃんでも絵本を楽しむことができるのではないでしょうか。絵本の絵について語るとき、大人は

そこに何が描かれているか、物語をいかにうまく表現できているか、ということばかりに目が行きがちですが、登場人物

の心の動きや感情を色で表現したり、おはなしには書かれていない色づかいが、見るものに訴えかける力は計り知れま

せん。赤ちゃんや子どもの心に直接響く絵本の中の色。ことばから離れた「色」そのものが与えるたのしみを、長新太の

絵を中心に、原画ならではの色で味わってみませんか。

立体作品も！



少女の部分だけ別の紙に描かれて

いる。 絵の具を塗って水を流す、

乾いたらまた絵の具を重ねて水で

流し…という作業を繰り返すことで、

少女の心情を表現している。

展示室内に「絵本の森」が登場！

絵本の歴史展示コーナーも！

ちひろ美術館の豊富なコレクションの中から、

日本とイギリスの絵本の歴史を、原画や絵本で紹介します。

毎週木・土曜日はトークフリーデー！

会話を楽しみながらご観覧いただけます。

『まねっこねこちゃん』の

しおりクイズに答えて

プレゼントをもらおう！

会期中さまざまな
関連イベントを開催！

静岡県出身で本展出品作家のスズキコージ氏による

ライブペインティング（公開制作）も！

（詳細は次頁）

ちひろのアトリエ再現コーナー

ちひろの愛用していた道具などでアトリエを再現！

「さざなみのような画風の流行に左右されず、 何年も読みつづけられる絵本を、

　せつにかきたいと思う」 いわさきちひろ

子どもを生涯のテーマとして描き続けたいわさきちひろは、10ヶ月と１歳の赤ちゃんをモデルなしで描き分けることが

できたと言います。その子どもたちの表情はただ愛らしいだけではなく、一人の人間としての尊厳さえ感じさせます。

はじめて文と絵の両方を手がけた絵本『あめのひのおるすばん』は、子どもの繊細な心の動きを表現したちひろの代表作

です。文章に比重を置いたこれまでの絵本とは異なり、絵で展開する本作は、「感じる絵本」という新しいスタイルを提唱

するきっかけになり、またちひろ自身にとっても大きな転機となりました。子どもたちにそそがれた、母のまなざしのやさ

しさにふれてみてください。

いわさきちひろ　《あかいくつ》より　1968年

いわさきちひろ　《あめのひのおるすばん》より　1968年

いわさきちひろ　《みんなでしようよ》表紙　1957 年 いわさきちひろ　かわいいかくれんぼ　1965 年 いわさきちひろ　《おふろでちゃぷちゃぷ》より　1970 年

武井武雄　人形の夢　制作年不明 ケイト・グリーナウェイ（イギリス）　花束を運ぶこどもたち　1876 年

いわさきちひろ　《ゆきのひのたんじょうび》表紙　19 72年いわさきちひろ　立てひざの少年　1970年

出品作品の絵本を自由に読むことのできる「絵本の森」。

展覧会とあわせてお楽しみいただけます。

毎週土曜日には「絵本をたのしむおはなし会」も開催！

　まねっこねこちゃんは、

何のまねをしていたかな？

答え

長新太《まねっこねこちゃん》より

（部分）
6

199 年　ちひろ美術館

展覧会を見たら

〇の中に答えを書いて、

スタッフに見せてね。

正解するとプ レゼントが

もらえるよ！（先着2,000名）

答えは

美術館で！

クイズ

「絵本の森」イメージ

その他にも見どころが盛りだくさん！

初期から晩年の作品まで

計30点でたどる

母のまなざしのやさしさ
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①講演会｢絵本の絵の読み方

　　― 世界の絵本画家とちひろの絵｣

いわさきちひろのご子息・松本猛氏が、ちひろ

美術館のコレクションについて語ります。

日時：10月10日（土）13:00～14:30（開場 12:30）

講師：松本猛氏（ちひろ美術館常任顧問、絵本学会会長）

会場：当館多目的室　参加料：無料

定員：100名（応募者多数の場合は抽選）

申込締切：9月25日（金）必着

②講演会｢長新太とボク｣

これまでに300冊以上の絵本を企画・編集した

土井章史氏が、長新太の魅力について語ります。

日時：11月22日（日）14:00～15:30（開場 13:30）

講師：土井章史氏（絵本編集者・トムズボックス代表）

会場：当館多目的室　参加料：無料

定員：100名（応募者多数の場合は抽選）

申込締切：11月 6日（金）必着

③「スズキコージのライブペインティング」

本展出品作家で静岡県出身の絵本画家・

スズキコージ氏による公開制作。

作品は完成後美術館に展示します。

日時：10 月 11 日（日）・12 日（月・祝）

　　　 10:30 ～ 18:00　※休憩時は不在となります

会場：当館多目的室　参加料：無料

対象：どなたでも、申込不要、入退室自由

④絵本を楽しむおはなし会

本展出品作品の絵本を幅広く読み語ります。

詳細は静岡市美術館ＨＰをご覧ください。

日時：10 月 17日（土）、24 日（土）、31 日（土）、　

　　   11 月 7 日（土）、14 日（土）、21 日（土）　

　　　 13:30 ～／ 14:30 ～（各回 30 分程度）

朗読協力：静岡図書館友の会

会場：当館展示室内「絵本の森」

参加料：無料（要観覧券、当日展示室内会場へ）

対象：どなたでも（未就学児は保護者同伴）

静岡市生涯学習センターでも

絵本の読み語りイベント等を行います。

詳細は静岡市生涯学習センターHPをご覧ください。

⑤担当学芸員によるスライドトーク

日時：10月 25 日（日）、11 月 15 日（日）

　　　14:00～（40 分程度）

会場：当館多目的室　参加料：無料（要観覧券）

申込不要（当日直接会場にお集まりください）

⑥しずびチビッこプログラム　  

小さな子ども達のためのアート体験プログラム。

保護者の方は展覧会をご覧ください。 

日時：11 月 8 日（日）   

①10:30 ～ 12:00　②14:00 ～ 15:30 

対象： 2 歳以上の未就学児　各 10 名 

会場：当館ワークショップ室 

参加料：子ども 1 人につき 500 円　

※保護者は要観覧券 

申込締切：10 月 23 日（金）必着

※はがきでの申込は官製はがきに保護者の氏名・

子どもとの続柄・住所・電話（緊急連絡先）・子どもの

名前・子どもの人数・性別・年齢（月齢まで）を明記

【申込方法】

当館 HP 申込フォーム（www.shizubi.jp）または往復

はがきにて。1 件につき 4 名様まで。

※往復はがき記載事項①催事名、催事日②氏

名（参加人数分）③年齢④住所（郵便番号から）

⑤電話番号返信面に宛先を記入の上、静岡市美術

館まで。

※抽選の如何にかかわらず結果は通知いたします。

撮影：島崎信一

※写真は 2 年前の様子
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