「いとうひろし展

絵本から生まれる世界」 2016年3月19日
（土）〜5月15日
（日） こども陶器博物館
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子どもたちに笑顔を、大人には安らぎを。

2016 年春季企画展

展

絵本作家・イラストレーターとして活躍する、
いとうひろしの作品を紹介します。
南の島でのんびりと暮らすおさるたちの温かな関係を描いた
「おさるシリーズ」
をはじめ、
おじいちゃんとぼくの心あたたまる交流を描
いた
『だいじょうぶ だいじょうぶ』
は、
がんばっている大人にも安らぎを与えてくれるベストセラーとして、
たくさんの人々に愛されています。

絵本から生まれる世界

そして、
これらの絵本は、国内外でも出版され、
「子供と大人、親子のための哲学絵本」
として絶賛されています。
本展覧会では
『だいじょうぶ だいじょうぶ』
、
『ルラルさんのにわ』、
『おさるのおいかけっこ』
など代表的な作品の絵本原画をはじめ、
『くもくん』
や
『くものニイド』
などの作品では、絵本原画とあわせて自作のオブジェを展示し、
絵本の世界を体感することができます。
子どもから大人まで、
いとうひろしの作品世界をどうぞお楽しみください。
いとうひろし

1957 年、東京出身。早稲田大学在学中に早大児童文学研究会で
絵本の創作をはじめる。
おもな作品に、
『マンホールからこんにちは』
『だいじょうぶ だいじょうぶ』
や、絵本にっぽん賞受賞の
『ルラルさん
のにわ』、路傍の石少年文学賞受賞の
『おさるのまいにち』
『おさるは
おさる』
『おさるになるひ』
など。
自作の絵本、絵童話などを多数制作し、
講談社出版文化賞絵本賞、野間児童文芸賞など、多くの賞を受賞
している。
また、
『ペンギンハウスのメリークリスマス』
『オバケちゃん』
『あいうえおにぎり』
など、
さし絵の仕事でも活躍している。
（Photo by 白谷達也）

「自作のオブジェ」

表面の作品
上『おさるのおいかけっこ』2007 講談社
左から
『だいじょうぶ だいじょうぶ』1995 講談社
『おさるのおいかけっこ』
（部分）2007 講談社
『ルラルさんのにわ』2001 ポプラ社
©いとうひろし

『クグノビックリバコ』2014 偕成社

『くもくん』1998 ポプラ社

が
多治見にやってきます！

『WAVE in たじみ 2016』
日 時：4 月16 日
（土）

①午前 10 時〜 ②午後 1 時〜 ③午後 2 時半〜
①
「いとうひろし先生とお皿に絵を描こう！」◆
会 場：地下 1 階 絵付け工房
定 員：30 名
絵付けしたお皿は焼成後 2 週間以内に郵送します。

②「スペシャル対談」
出演：いとうひろし、穂積 保（こどもの本 WAVE 代表）
会

場：1 階 キッズステージ

定

員：80 名

③
「絵本作家・齋藤槙さんとスタンプでハンカチを作ろう！」◆

会 場：1 階 キッズステージ
定 員：30 名
様々な色のスタンプを使って、自分だけのオリジナルのハンカチを作ってみましょう！
※お子さまは大人の方とご参加ください。

●各回終了後、当日ショップにて関連書籍をお買い上げの方に、
それ
ぞれの先生のサイン会を行います。

◆ ①・③のイベントは予約が必要です
参加費：無料（展覧会の入場券が必要です）
申込先：博物館へ直接、E-mail、FAX、電話などでお申込ください。

EVENT
「春らんまん♪お花や虫のゆらりんモビールをつくろう」
日 時：3 月20 日
（日） 午前 10 時〜
定 員：30 名 ※要事前予約
（電話またはメールにてお申込み）
参加費：500 円
（大人の方は別途入館料が必要）
内 容：画用紙でお花や虫たちを作って、自然の葉っぱや小枝もあしら
い、春を感じるゆらりんモビールを作ります！

絵付け工房のご案内

※イベント参加希望の方は、
メールまたは電話にてお早めにご予約ください。

「母の日☆小皿アクセサリートレイとミラーを贈ろう」

日 時：5 月8 日
（日） 午前 10 時〜
定 員：30名 ※要事前予約（電話またはメールにてお申込み）
参加費：500 円
（大人の方は別途入館料が必要）
内 容：フェルトでアクセサリートレイを、モザイクタイルでミラーをデ
コレーション☆お母さんにセットでプレゼントしましょう！

世界にひとつだけのオリジナル食器作り！ （平日利用以外は予約不要）

博物館内の絵付け工房では、陶磁器への絵付けが体験できます。お皿・マグ・茶碗などアイテムも豊富です
内

容：アイテムに専用の絵の具で絵を描いてオリジナルの食器・作品を作ることができます。
小さいお子様とご家族で、または大人の方のみでも、気軽に体験いただけます。

利用時間：10 時〜17 時（受付終了 16 時） 所要時間：約 1 時間。2 週間〜2 ヶ月以内で焼き上がり後、
来館して引取りか、
550 円で宅配。

●学芸員によるおはなし会

【交通のご案内】
（絵本のよみきかせと作品解説）※予約不要
●最寄りインター
日
時：3 月26 日
（土）、4 月24 日
（日）
中央自動車道多治見 I.Cより
各日午後 2 時〜
車で 5 分
集合場所：企画展示室前
●最寄り駅
JR 中央線 多治見駅
所用時間：約 20 分

北口より桜ヶ丘行きバスで
「美濃焼卸団地前」
下車徒歩 5 分

スタンプカード
はじめました！

2016 年の企画展観覧ごとに
スタンプを1 つ捺印します。
スタンプが貯まりましたら、招
待券もしくはプレゼントと交換
いたします。

★アイテムの一例（2016 年 3 月現在）

上絵付け用（300 円〜）
：はしおき (300 円 ) 飾り皿（500 円）クレヨンマグ・茶碗など（800 円〜）etc.
下絵付け用（500 円〜）
：お皿（600 円〜）茶碗（600 円〜）マグカップ（800 円〜）etc.
※アイテム名、価格は変更される場合もあります。材料費等の金額表示はすべて税込み価格となっております。

●子供会、サークルなど団体の絵付け体験も受付中！

※要予約→詳しくはお問い合わせください。

※平日は予約が必要です（ただし春休み[3/19〜4/10]、GW[4/29〜5/5]の平日は予約不要）
★予約が必要：平日 13：30〜（土日祝・休館日を除く）休館日を除く3 日前までにメールまたは電話にてご予約ください。
★予 約 不 要：土 日 祝日・春休み [3/19 〜 4/10]、GW[4/29 〜 5/5]、直接ご来館ください。

※応募の際には参加者のお名前、人数、
住所、電話番号をお知らせください。

※詳しくは当館のホームページ・ブログをご覧ください。

Hiroshi Ito

申込み
問い合わせ

〒507-0071 岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-67 美濃焼卸センター内
Tel.0572-27-8038 Fax.0572-27-8039 kidsland@kanesho.co.jp

http://www.kanesho.co.jp

入 館
割引券

大人入館料50円引き
（1家族まで期間中のみ有効）

チラシ分布調査にご協力ください
（

市・町 ）

