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あべ弘士 (1948-)

北海道旭川市に生まれる。1972年から25年間、旭山動物園の飼育係として勤務。
1981年『旭山動物園日誌』で絵本画家としてデビュー。1995年『あらしのよるに』
で講談社出版文化賞絵本賞、1999年『ゴリラにっき』で小学館児童出版文化賞、
2000年『ハリネズミのプルプル』シリーズで赤い鳥さし絵賞など受賞多数。
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主催：ちひろ美術館　後援：絵本学会、（公社）全国学校図書館協議会、（一社）日本国際児童図書評議会、日本児童図書出版協会、（公社）日本図書館協会、杉並区教育委員会、中野区、
西東京市教育委員会、練馬区　協力：NPO法人かわうそ倶楽部、居酒屋 独酌 三四郎、アスク・ミュージック、偕成社、クレヨンハウス、佼成出版社、講談社、福音館書店

お問い合せは、広報担当：北村・原島・武石まで

TEL.03-3995-0772（業務用）

あべ弘士の
動物王国展

企画展

展示会期 2016年8月11日（木・祝）～11月6日（日）

－生命はぐるぐるまわっている－

“行動展示”*の先駆けとして注目を集める旭山動物園（北海道旭川市）で、飼育員を

25年間勤めた異色の経歴を持つ絵本画家・あべ弘士。1996年に動物園を退職して

からは、野生動物を取材するため、アフリカやモンゴル、ロシア、北極圏など、世界各

地を旅するようになります。その作品には、雄大な自然や動物本来の姿に接するなか

で生まれた感動が、ユーモアあふれる独創的な視点を持って描き出されています。本

展では、初期から近作までの絵本や立体作品などを多数出品し、真摯に動物に関わ

ってきた自らの体験をもとに、いのちのリアリティを映し出す動物画家・あべ弘士の世

界を紹介します。
＊行動展示―動物の特有の“行動 ”や “生活 ”を見せる展示

い のち

旭山動物園の飼育員をしながら絵本画家

としても活動していたあべは、1994年、

作家・木村裕一が書いた『あらしのよるに』に

絵を描く仕事を依頼されます。種を超えた友情を

テーマにした本作は、本編7巻と特別編1巻がシリーズとし

て出版され、累計300万部に迫るロングセラー絵本となりま

した。オオカミのガブとヤギのメイの出会いを描いた第1巻

の作品を展示します。

『あらしの

よるに』
きむら ゆういち

安曇野ちひろ美術館展示風景より　2016年

2.  『あらしのよるに』（講談社）大型版表紙　2000年

1.  『ライオンのよいいちにち』（佼成出版社）より　2001年

100頭を超えるオオカミが

道案内します！
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　動物画家・あべ弘士を育んだ3つの場所 －動物園・アフリカ・北極－

23歳で旭山動物園の飼育員として働き始めたあべは、「それまでの自分の興味

とかいろんなものが全部ふっとんでしまうぐらい、ものすごくおもしろい仕事だ

った」と語り、背中に「動物命」と書いてあるかのごとく没頭していきました。

在職中、旭川のタウン誌や園の機関誌の仕事をきかっけに、本格的に絵筆を取り

始め、正確な知識と深い愛情をもって、たくさんの動物たちの絵を描くようになります。

1996年、動物園を退職した後、1998年からは、ライオンやアフリ

カゾウを取材するため、毎年のようにアフリカを訪れるようにな

ります。水蒸気から雲が生まれ、雨となって再び大地に戻る、動

物たちが食物連鎖を繰り返し、その屍が養分となり大地を豊かに

する……、アフリカの地に立ち、あべは「生命はぐるぐるまわっている」

と感じたと語っています。壮大な生命の循環を感じ、動物本来の姿を目にした

アフリカは、その後の作品を語る上で欠かせない創作の源泉となっています。

しかばね

いのち

2011年、あべは仲間とともに、北極圏のスバー

ルバル諸島（ノルウェー）を訪れました。白夜

の北極に降り立った画家は、雪渓の山容、氷

河の山々、野生のシロクマやセイウチ、ベルーガ

など、特有の風景や動物たちの姿、生態を2冊の

スケッチブックに丹念に描き止めています。豊かな生態系が

営まれる豊穣な土地であると知ったときの感動は、時ととも

に画家のなかで熟成し、後に絵本や探検記になっています。

アフリカ

動物園

北極

　光と色彩のアート「えほん ねぶた」が輝く！

迫力あふれる絵が描かれた巨大な灯篭を山車に乗せ、「ラ

ッセラー」の掛け声とともに踊りながら通りを練り歩く「ね

ぶた」は、青森県津軽地方に伝わる伝統的な祭りです。

祖父の故郷・青森県黒石市を訪れた際、ねぶた祭りの絵を

描いてみたいと思ったあべ弘士は、地元の方々の協力を得て、

その願いを実現しています。画家が鮮やかな色彩で動物を描いた

「えほん ねぶた」を輝かせます。

▼
▼

えほん

ねぶた

えほんねぶた　2004 ～ 2008年（安曇野ちひろ美術館展示風景）

安曇野ちひろ美術館展示風景より　2016年

とうろう　

あおもりけん くろいしし

7.   『新世界へ』（偕成社）より　2012年

6. 「ゴリラ」　2008年　居酒屋「独酌 三四郎」蔵5. 「ニホンカワウソ」雑誌「クーヨン」
(クレヨンハウス)より　2004年

4. 「クマタカ」『旭山動物園日誌』（出版工房ミル)より　1978年

3. 「シマウマ」『どうぶつ友情辞典』（クレヨンハウス）より　2002年
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Kawaii・ちひろ
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8. おさんぽ　『もしもしおでんわ』より　1970年

11. 蝶と黄色い帽子の少年　1971年

10. 風船と緑の帽子の女の子　1973年

展示会期 2016年8月11日（木・祝）～11月6日（日）

展

ちひろの 「かわいい」 を解明！

ちいさきものはみなうつくし

清少納言は、約千年前、「枕草子」に「ちいさきものはみなうつくし」と書き

ました。現代語で「ちいさいものはみんなかわいい！」とも訳せるこの感覚

は今に受け継がれています。ちひろの絵にも、小鳥や虫など小さないきも

のを描いた作品が多くみられます。

「何しろかわいいものがすきなんです」と語っていたいわさきちひろ。ちひろの絵を

表現するのにも「かわいい」ということばが、よく使われます。

日本人の伝統的な美意識のひとつである「かわいい」は、長い時代の変化のなかで

さまざまな含みをもつようになり、近年では「かわいい」を切り口に古今東西の美

術をひもとく試みも盛んに行われています。また、現在は「kawaii」という単語とし

て英英辞典にも掲載されるほど、国境を越えた広がりをみせています。

ちひろの絵はなぜ「かわいい」のでしょう？本展では、ちひろの「かわいい」を、「ち

いさきものはみなうつくし」「しぐさ」「ふしぎかわいい」「なつかしい情景」「かわい

いものをこわさないで」という５つの視点から解明します。
9. りんごと天使　1964年
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猫と少女　1965年

10. 風船と緑の帽子の女の子　1973年
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しぐさ

ちひろの描く子どもは大声で笑ったり泣いた

りしないものの、なにげない手元や指先のし

ぐさ、体の動き、ふとした顔の表情に、いじら

しさを秘めています。絵本『あかちゃんのく

るひ』の原画を中心に、子どもたちのかわい

いしぐさに注目します。
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なつかしい情景

かわいい、と私たちが感じるとき、そこにはなつかしい

子ども時代をふり返る気もちもどこかにあるのかもしれ

ません。ノスタルジックなちひろの作品のなかのかわい

さを探ります。

かわいいものをこわさないで

ちひろは、戦争をテーマにした絵本を3冊描きました。

悲惨なようすではなく、「どんなに可愛い子どもたちが

その場におかれていたか」を描くことに、ちひろは自分

の役割を見出しました。そこには、この子たちを苦しめ

ないで、という彼女の強い願いが込められています。

出展作品数　約80点

12. あかちゃんのくるひ　『あかちゃんのくるひ』（至光社）より　1969年

13. パンや火の精たち（部分） 　『青い鳥』（世界文化社）より　1969年

14. はないちもんめ 　1958年

15. 戦争ごっこ 　『母さんはおるす』（新日本出版社）より　1972年
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ふしぎかわいい

想像の世界の住人である魔法使いや妖精たち。

彼らはひとつ間違えば怖い存在ですが、ちひろ

が描くとどこか、かわいい。ちひろがイマジネー

ションをふくらませて生み出したふしぎでかわ

いい登場人物たちをご覧ください。



●展示会期…2016年8月11日（木・祝）～11月6日（日）　　　　　　　
●開館時間…10:00～17:00（入館は閉館の30分前まで）
●休館日……月曜日 （祝休日は開館、翌平日休館。※8/15は開館） 
●入館料……大人800円／高校生以下無料　
　　　　　　グループ(有料入館者10名以上)、65歳以上の方、学生証をお持ちの方は100円引／
　　　　　　障害者手帳ご提示の方は半額、介添えの方は１名まで無料／視覚障害のある方は
　　　　　　無料／年間パスポート2500円
●交通……… 西武新宿線上井草駅下車徒歩７分
　　　　　　 ＪＲ中央線荻窪駅より西武バス石神井公園駅行き(荻14）上井草駅入口下車徒歩５分
　　　　　　 西武池袋線石神井公園駅より西武バス荻窪駅行き(荻14）上井草駅入口下車徒歩５分
　　　　　　 駐車場あり（乗用車３台・身障者用１台）

http://www.chihiro.jp/
お問い合せは、広報担当：北村・原島・武石まで

●わらべうたあそび
声を出して歌ったり、体を動かしたりしな
がら、親子で楽しく参加できます。

9/17（土）11:00~11:40
講師：服部雅子
（西東京市もぐらの会代表、はとさん文庫主宰）

対象：0～2歳児と保護者
定員：15組30名
参加費：無料　
＊要申し込み　8/17（木）受付開始

＊詳細は、ちひろ美術館ホームページでご案内します。イベント参加費の他、別途入館料が必要です（高校生以下は入館料無料）。　定員、参加費が記載されていないものは、参加自由、無料です。

〒177-0042 東京都練馬区下石神井4-7-2　 テレホンガイド 03-3995-3001　TEL.  03-3995-0612（代表）　 TEL .03-3995-0772（業務用）　FAX 03-3995-0680

●ギャラリートーク
毎月第1･3土曜日 14:00~ 

●えほんのじかん
協力：ねりま子どもと本ネットワーク
毎月第2･4土曜日11:00~  

●松本猛ギャラリートーク 
9/4（日）14:00~ 
講師：松本猛（絵本学会会長・ちひろ美術館常任顧問）
　　

●夏休みギャラリートーク 
8/15（月）11:00~/ 14:00~
「美術や美術館には興味がないけれど」
「学校の宿題だから」と来館する小中学生
の皆さん、ぜひ展示室で一緒に作品を見
てみましょう。
参加費：無料　＊参加自由

PRESS RELEASEEVENT INFORMAION

●あべ弘士講演会「旅と絵本と動物と」
動物園勤務時代のことや、アフリカや北極への旅の
こと、絵本づくりのことなどをお話しします。

8/11（木・祝）12:30~14:00（講演会）
 　　　 14:00~14:30（サイン会）＊整理券配布
講師：あべ弘士　定員：60名（図書室）
参加費：700円　＊要申し込み　7/11（月）受付開始

「あべ弘士の動物王国」展 関連イベント

文化庁平成28年度 地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業

●ドキュメンタリー映画
「いわさきちひろ
27歳の旅立ち」上映会
9/10（土）16:00~18:00　　
定員：50名　
＊要申し込み　8/11（木）受付開始

参加自由・無料のイベント

●親業講演会
「ー今日から実践できるー子どもに気持ちが伝わる話し方」
10/13（木）10:30~12:30　　講師：田中満智子（親業訓練協会インストラクター）
定員：40名　参加費：無料　＊要申し込み　9/13（火）受付開始

●ちひろの水彩技法ワークショップ
にじみのキーホルダー
ちひろが得意とした水彩技法の「にじみ」を体験す
る人気のワークショップ。今回は「にじみ」の好きな
部分を切り抜いて、キーホルダーをつくります。

8/28（日）10:30~　※所要時間は30分程度　
対象：5歳以上　定員：70名（先着順）　
参加費：無料
＊当日申し込み　受付開始10:00~（最終受付15:00）

○ちひろ・冬のしつらえ展
○赤羽末吉
　中国とモンゴルの大地
○同時開催 トットちゃん広場オープン記念
　ピエゾグラフによる
　『窓ぎわのトットちゃん』展

＜次回展示予定＞ 2016年11月9日（水）～ 2017年1月15日（日）

赤羽末吉　『スーホの白い馬』（福音館書店）
表紙　1967 年

＊展覧会名・会期・内容等は、予告なく変更する場合がございます。

　夏はぐるーっと絵本展めぐり 2016
夏に開催する下記の絵本展会場と連携し入館料の相互割引を行いま
す。 下記の絵本展チケット半券を持参の方は本展を、本展の半券で
は下記絵本展を、割引料金で観覧できます。 会期、休館日、料金等、
詳細は各館HPや電話でご確認ください。 

　7月2日（土）～8月14日（日） 
　イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 
　板橋区立美術館 
　TEL: 03-3979-3251 　　　　　　　     
   http://www.itabashiartmuseum.jp/exhibition/ex160702.html

●あべ弘士ギャラリートーク
あべ弘士さんが、展示室で
作品について語ります。

8/11（木・祝）
10:30~11:30　
参加費：無料　
＊参加自由
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