
ア
一

B
50周年

ミロコマチヨ(オ レときいろ
'002015金

のりんご賞Cm"ecomachiko

0● 0●

T 亨

ミ

絵本 の 50年 これ まで とこれから

2017 7 8● ●

[開館時間]9:30-17100(入 場は16:30)8/5～ 8/271ま 9:30～ 18:00(入 よBは 17:30ま で)

[休館 日]毎週月昭 日(た だし7月 17日 (月・祝)は 開館、翌火曜 日休館)[観 覧料]一般900(720)円 、高大生500(400)円
※()内 は20名 以上の団体料金 ※中学生以下、毎週土[1日 の高校生は無料 ※各種障がい者手帳の交付を受けた方及び付添1名 は無料

※65歳以上で平塚市民の方は需料、市外在住の方は団体割引 ※親子割引(中学生以下の子とその親 .祖父母)

[主催]平塚市美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会 [後援]ス ロヴァキア共和国大使館、絵本学会  [協賛]ラ イオン、大日本印刷、

損保ジャバン日本興亜、日本テレビ放送網、株式会社中川ケミカル、神奈川中央交通株式会社 [協 力]ス ロヴァキア国際児童芸術館

(BIBIANA)、 一般社団法人 日本国際児童図魯評議会(JBBY)[同 時開催]夏の所商品展 山の絵 7月 1日 (土 )～ 9月 10日 (日 )

平塚市美術館
SHONAN

THE HIRATSUKA卜 lUSEUM OF ART
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スロヴァキア共和国の首都ブラティスラヴァで2年 ごとに開催される「ブラティス

ラヴァ世界絵本原画展」(略称BIB=Biennial of ll ustrations Bratisiava)は 、

おりしも東西冷戦のさなか、絵本芸術を通じて各国文化の架け橋となるべく、

1965年に創設されました。

1967年 に第1回展が開催され、のちに芸術性の高い作品や実験的でユニークな

作品が集まる世界最大規模の絵本原画コンクールとして知られるにいたります。

そして2015年秋には第25回・50周年を迎えました。日本巡回展となる本展では、

まず第1部 として「日本の絵本の歴史50年」を振り返ります。日本はBIBと の関わり

第 1 部 BIB歴代参加作品でたどる(日本の絵本50年〉

● ●

が深く、第1回 展では瀬川康雄《▼d、 しぎなたけのこ》がグランプリに輝いています。

その後も、田島征三《ちからたろう》(1969金 のりんご賞)、 中辻悦子《よるのようち

えん》(1999グ ランプリ)、 出久根育《あめ,S、 らし》(2003グ ランプリ)な どの受賞歴

があり、これら歴代参加作品を通じて、日本の絵本文化の変遷をたどります。

第2部 として、BIB2015の 受賞作品、および日本からのノミネート作品を紹介し

ます。このとき、ミロコマチコ《オレときいろ》が金のりんご賞を受賞しました。各国

作家の作品から、原画ならではの味わいとともに、絵本のこれからを期待させる

新鮮な表現、独創的な試みをご覧ください。
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絵本作家・松田奈那子さんと

いっしょにちょうちょを描こう!

8/4(金 )13:30～16:30

場所=ア トリエA 対象=3歳 ～小学生

講師=松 田奈那子氏 ※要申込

本展出品作家の松 田奈那子さんといっしょ

に大 きな紙 にちょうちょを描 きます。みんな

で描 いた作品は展覧会会期 中に美術館の

エントランスに展示 します

1光のりんごに思いを込めよう

7/22(上 )～ 8/6(日 )

場所=テーマホール ※各日先着30名

BIB金 のりんご賞をイメージしたりんごの形

のカッティングシートに、展覧会の感想を書い

てホールのガラスに貼ります

みんなで選ぼう

お気に入りの絵本原画 !!

～ひらつか子ども審査員賞～

投票期間=7/8(上 )～ 8/10(ホ )

発表期間=8/15(火 )～ 8/27(日 )

対象=本展来場の中学生までの子ども

ブラティスラヴァで行われている「子ども

審査員賞」tこ ちなみ、中学生までの子どもたち

にお気に入りの1点 を投票してもらいます

I「       甲
7/21(金 )～ 8/29(火 )

※詳細はホームページまで

第2部  BIB2015参加1■ 品にみる(絵本の今とこれから〉

1赤羽末吉イスー水の白い馬ⅢBIB1969ノ ミネートちひろ美術館蔵 CISuek ch AKABA 2酒 井的子 金躍日の

砂粘ちゃん)BIB2005金 牌 OKomako SAKA 3片 山健`タ ンゲくん)B B1995ノ ミネートOKen KATAYAMA

“

1親子鑑 賞サポー トタイム

7/14(金 )10:00集合

ミュージアムホールにお集まりください

対象=未就学児とその保護者

※申込不要、保護者は要観覧券
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マンー鉄の男
｀
B Bp015グランプリ H ustraЫ ons 02010 Laura Ca‖ in/F「om THEIRON MAN by Ted Hughes,

‖ustrated by Laura Cattin/Reproduced by permる s on of Walker Books Ltd.London SEl1 5日 〕 6ア ンネマ

リー ファン ハーリンゲンイシラユキさんモンスターを編むIB B2015金 牌
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JR東 京駅 か ら上 野 東 京 ラインにて約 lR寺 問。または新 宿駅 か ら湘 南新 宿 ライン

にて1時間。」R平 塚駅東改札 口(北 □)よ リバス4番 乗 り場乗車「美術館入 口」または

「コンフォール平塚前J下 車。または平塚駅から徒歩 20分。無料駐車場 70台 。

[同時開催]夏 の所蔵品展 山の絵 7月 1日 (上 )～ 9月 10日 (日 )
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