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田島征三 アートのぼうけん展 

開催について（お知らせ） 

 

 

新潟市新津美術館では、「田島征三 アートのぼうけん展」を開催いたします。

多くの方々にご観覧いただきたく、取材・広報にご協力くださいますようお願い

申し上げます。 

 

記 

 

 

 

１ 展覧会名  田島征三 アートのぼうけん展 

２ 会  期  令和4年7月30日（土）～9月25日（日） 

３ 会  場  新潟市新津美術館 

４ 観 覧 料  一般 1,000円、他 

５ そ の 他  詳細は別紙プレスリリース参照 

６ 問合せ先  新潟市新津美術館  

広報担当：山岸、石月／展覧会担当：斎藤、奥村 

〒956-0846 新潟市秋葉区蒲ヶ沢109-1 

TEL. 0250-25-1300 

FAX. 0250-25-1303 
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2022年6月新潟市新津美術館 PRESSRELEASE

会 期 2022年7月30日（土）～9月25日（日）

会 場 新潟市新津美術館 〒956-0846 新潟市秋葉区蒲ヶ 沢109番地1

展覧会名 田島征三 アートのぼうけん展

開催趣旨

問合せ先 新潟市新津美術館
〒 956-0846 新潟市秋葉区蒲ヶ 沢109番地1  花と 遺跡のふるさ と 公園内
TEL： 0250-25-1300 FAX： 0250-25-1303  mail： museum.ni@ city.niigata.lg .jp
広報担当： 山岸、 石月
展覧会担当： 斎藤、 奥村

作品250点以上から、田島征三の創作の全貌に迫る

田島征三（ 1940～） は、 絵本『 ふるやのも り 』 での鮮烈なデビュ ーから 半世紀以上、
生命力あふれる革新的な作品を制作し ています。 29歳にし て『 ちから たろ う 』 で第2回ブ
ラ チスラ バ世界絵本原画展 金のり んご賞を受賞し 、 その後も 数々の国内外の絵本賞を受
ける一方、 高い評価や人気を疑い、 自己の作風と 闘い続けてき まし た。 さ ら に絵本制作の
みなら ず、 絵画を発表する芸術家と し ても 活動し 、 ジャ ンルに縛ら れない独自の創作世界
を切り 拓いてき まし た。 80歳を超えた今も 、 従来の概念を打ち破る「 絵本」 、 そし て
「 アート 」 の可能性を追求し ています。

また新潟と 縁も 深く 、 2009年に開催さ れた大地の芸術祭 越後妻有ト リ エンナーレ（ 十
日町市） では、 廃校し た小学校をまるごと 絵本にし た「 鉢＆田島征三 絵本と 木の実の美
術館」 を開館し まし た。

本展では、 学生時代の作品や『 ちから たろう 』 『 と べバッ タ 』 などの代表的な絵本原画
に、 リ ト グラ フ なども 加えた250点以上を展示し 、 田島征三の創作の全貌に迫り ます。

たしま せいぞう

「 と べバッ タ 」 1988年 刈谷市美術館蔵

mailto:museum.ni@city.niigata.lg.jp


休館日 月曜日（ 祝日の場合は開館、 翌日休館。 ただし 8月15日、 9月12日は開館）
開館時間 午前10時～午後5時（ 観覧券販売は午後4時30分まで）

観覧料 当日券 一般1,000円 大学・ 高校生700円 中学生以下無料
※有料20名以上は団体料金で2割引
※2022年4月以降の新潟市美術館の企画展観覧券を持参の方は団体料金（ あっ ちも 割） ＊
※新潟県立植物園および新潟市新津鉄道資料館の入館券を持参の方は2割引＊
※障がい者手帳・ 療育手帳をお持ちの方は無料（ 手帳をご提示く ださ い）
※2 度目はオト ク ！リ ピータ ー割引

（ 本展半券の提示で、 田島征三展が2割引でご覧いただけます）

＊1枚につき 1回限り 1年間有効

前売券 一般800円（ 一般のみ取扱） ※販売期間 6月27日（ 月） ～7月29日（ 金）
取扱先： セブン-イ レブン、 新潟伊勢丹、
イ ンフ ォ メ ーショ ンセンタ ーえん（ メ ディ アシッ プ1F） 、
シネ・ ウイ ンド 、 新潟市美術館、 新潟市新津美術館
※NIC新潟日報販売店でも お取寄せでき ます

主催 新潟市新津美術館、 UX新潟テレビ21、 NHKプロモーショ ン
共催 新潟日報社
後援 日本国際児童図書評議会（ JBBY）
協力 アリ ス館、 偕成社、 学研プラ ス、 く も ん出版、 芸術新聞社、 現代企画室、 講談社、 至光社、

小学館、 大日本図書、 童心社、 日本有機農業研究会、 鉢＆田島征三 絵本と 木の実の美術館、
ひだまり 舎、 福音館書店、 ポプラ 社、 ボリ ム出版社、 光村教育図書、 理論社

協賛 生活協同組合コ ープデリ にいがた
制作協力 NHKエンタ ープラ イ ズ中部
企画協力 刈谷市美術館
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2022年度開館： 4月29日（ 金・ 祝） ～11月13日（ 日）
［ 休館日］ 火曜日、 水曜日（ 祝日を除く ）
所在地： 新潟県十日町市真田甲2310-1
TEL： 025-752-0066
URL： https://ehontokinomi-museum.jp/

鉢&田島征三 木の実と 絵本の美術館
―ご案内―

「 鉢&田島征三 絵本と 木の実の美術館」 は、
「 大地の芸術祭 越後妻有ア ート ト リ エ ン
ナーレ 2009」 で誕生し た空間絵本美術館です。
新潟県十日町市の鉢集落の中央に残る 旧真田
小学校の木造校舎と 豊かな里山に展開する 、
アーテ ィ スト ・ 田島征三の壮大なアート 空間
をお楽し みいただけます。

Photo by Ishizuka Gentaro

https://ehontokinomi-museum.jp/
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Ⅰ 1960s

酷評さ れたデビュ ー作品から 、 一躍、 人気の絵本作家に

■本展は年代ごとに構成された６章から、田島征三の型破りな創作活動をご紹介します。

Ⅱ 197 0s

Ⅲ 1980s

東京の奥地、日の出村での創作

畑はともだち、畑はアトリエ

田島征三は、 1951年に高知県から 上京し 多摩美術大学図案科（ 現・ グラ
フ ィ ッ ク デザイ ン学科） に入学し ます。 在学中から デザイ ナーの登竜門だっ
た日宣美展に2年連続入選、 1961年の「 全国観光ポスタ ーコ ンク ール」 では
金賞と 特別賞を受賞し 、 商業デザイ ンの世界に踏み込みまし た。

1965年にはデビュ ー作と なる絵本『 ふるやのも り 』 が誕生。 1969年には
『 ちから たろ う 』 で第2回ブラ チスラ バ世界絵本原画展金のり んご賞を 受賞
し 、 人気の絵本作家と なり ます。

本章では、 手刷り 絵本『 し ばてん』 や『 ちから たろ う 』 などの原画をはじ
め、 学生時代に日本各地の祭を取材し た絵画などを 紹介し ます。

▶ 観光ポスター「土佐」 1961年

人気作家と なっ たこ と で出版社から の依頼が殺到し た作家は、 自分が納
得でき る仕事だけに集中し よう と 都会を離れ、 東京都日の出村で自給自
足の生活を 始めます。

絵本『 し ばてん』 などを 発表し 、 その中でも 家畜のヤギを 主人公にし
た「 やぎのし ずか」 シリ ーズは、 多く の子ども に受け入れら れ大ヒ ッ ト
し まし た。 し かし 商業的な成功により 、 作家は「 今までの自分を と こ と
ん破壊し つく し たい」 と 考え、 過去の画風を 脱ぎ捨てる⻑ い苦悩が始ま
り ます。

本章では、 絵本と 絵画の制作、 支援活動、 農耕作業と 駆け抜けた30代
の作品を 展示し ます。

◀ しずかのけっこん 1973年 おかざき世界子ども美術博物館蔵

1980年代は作家にと っ て画風の転換点と なり まし た。 『 ほら いし こ ろ が おっ こ ちたよ ね、 わすれよ
う よ』 では、 ナスカ の地上絵から イ ンスピ レーショ ンを 受けた一筆描き のよう な線画で老夫婦の温かな生活
を 描き まし た。 バッ タ を主人公に生命のエネルギーがみなぎる絵本の代表作『 と べバッ タ 』 が誕生し たのも
こ の頃です。

本章では自由な画風と 独自の技法で制作さ れた絵本や大型作品をご紹介し ます。

▶ とべバッタ 1988年
刈谷市美術館蔵
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Ⅳ 1990s

Ⅴ 2000s

Ⅵ 2010s ―

反対運動の日々、そして伊豆へ

新たな舞台、芸術祭との出合い

これからますます、さらなる境地へ

1989年、 日の出に2つ目の巨大ゴミ 処分場の建設が予定さ れる
と 、 作家は自然環境を 守るための反対運動を 起こ すこ と を決意
し ます。 1990年には「 日の出の自然を守る会」 を 結成し 、 廃棄
物巨大処分場建設の反対運動に奔走する日々の中で、 身を削る
よう に創作活動を 行います。

本章では、 反対運動の中で生み出さ れた『 やまから にげてき
た・ ゴミ を ぽいぽい』 やコ ラ ージュ 絵本『 いろ いろ あっ ても あ
るき つづける』 を はじ め、 木の実を素材と し た《 木の葉ズキン
のおでかけ》 などを紹介し ます。

▶ いろいろあってもあるきつづける 1999年

2009年の越後妻有アート ト リ エンナーレで、 廃校になっ た小学校
を 舞台にし た空間絵本美術館「 鉢&田島征三 絵本と 木の実の美術
館」 （ 新潟県十日町市） を 開館し ます。 空間そのも のを 絵本にする
プロジェ ク ト は、 田島芸術のスケールを広げると と も に新たなチャ レ
ンジと なり まし た。

本章では、 初の木の実絵本『 ガオ』 をはじ め、 流木を 使っ た立体作
品や、 芸術祭に合わせて出版さ れた学校絵本『 学校はカ ラ ッ ポになら
ない』 などの原画を展示し ます。

◀ どこから来たのか言わない獣 2015年

本章では、 「 日・ 中・ 韓 平和絵本」 プロジェ ク ト と し て、 戦争に行
かさ れた少年の悲痛な心情を 抽象表現し た『 ぼく のこ えがき こ えます
か』 や、 少年時代の原体験を 描いた絵本『 つかまえた』 などの近作絵本
を 中心に、 80歳を 超えた現在も 精力的にアート と 絵本の可能性に挑み続
ける作家の活動を 紹介し ます。

▶ 昔からの歌が聞こえる 2021年

―ミュージアムショップのご案内―

1階ミ ュ ージアムショ ッ プでは、 展覧会限定グッ ズや絵本などを
取り 揃えています。 展覧会を 鑑賞し たあと は、 ぜひお買い物も お
楽し みく ださ い。

※品揃えは展覧会ごと に異なり ます。
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新津美術館のやさしいサービス

■あいてマンデ～！
平日の月曜日でも開館します。
今回は、8月15日（月）、9月12日（月）です。

■こどもタイム
会場に音楽が流れるので、会話を楽しみながら鑑賞
できます。
会期中の第1・第3の木曜日
午前10時～午後1時
（8月4日、18 日、9月1日・15日）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施を

見合わせる場合があります。

新津美術館の交通案内

●JRをご利用の場合
古津駅から徒歩約25分、新津駅からタクシーで約15分、 矢代田駅から徒歩約35分、
矢代田駅からタクシーで約5分。

●お車をご利用の場合
新潟方面から 国道49号線 茅野山ICを国道403号線 加茂・新津方面へ （新潟駅から約20km、約45分）。
高速道・磐越自動車道 新津ICから車で約20分、新津西スマートICから約15分。

●バスをご利用の場合
JR新津駅東口バス停から、秋葉区バスに乗車約25分、「美術館・植物園前」で下車、徒歩すぐ。
もしくは新潟交通バス「矢代田経由白根・潟東行き」に乗車約12分、「新津美術館入口」で下車、徒歩5分。
JR矢代田駅バス停から、秋葉区バス「新津駅東口行き」に乗車約10分、「美術館・植物園前」で下車、
徒歩すぐ。もしくは新潟交通バス「新津行き」に乗車約3分、「新津美術館入口」で下車、徒歩5分。

関連事業
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施を見合わせる場合があります。
※感染症対策のため、イベント参加の際には氏名・住所・電話番号の提供をお願い致します。
※お申込方法は当館ウェブサイトをご確認ください。

■田島征三 講演会
［日 時］ 7月30日（土） 午後2時～3時30分（午後1時30分開場）
［講 師］ 田島征三氏
［会 場］ 新津美術館 市民ギャラリー ［参加費］ 無料
［定 員］ 70名 ※要事前申込（応募多数の場合抽選） ［申込期間］ 7月18日（月・祝）まで

■担当学芸員によるスライドトーク
［日 時］ 8月14日（日）、9月17日（土） 午後2時～（各回30分程度）
［会 場］ 新津美術館 レクチャールーム ［参加費］ 無料
［定 員］ 35名、申込不要

■絵本の読み聞かせ
ボランティアスタッフによる絵本の読み聞かせを行います
［日 時］ 8月20日（土） 午前11時～、 午後1時30分～（各回30分程度）
［会 場］ 新津美術館 レクチャールーム ［定 員］ 35名、申込不要 ［参加費］ 無料

■かんたん絵本づくりワークショップ
［日 時］ 8月27日（土） 午後1時30分～（2時間程度）
［会 場］ 新津美術館 レクチャールーム ［参加費］ 300円（材料費）
［定 員］ 10名 ※要事前申込（応募多数の場合抽選） ［申込期間］ 8月14日（日）まで
［対象年齢］小学3年生以下は保護者同伴（子と保護者で一冊）、4年生以上は一人一冊

■UXアナウンサーによる絵本朗読コーナー
UXアナウンサーによる田島征三作品の朗読動画を上映します。
［日 時］ 毎日（朗読作品：日替わり）※詳細は当館ウェブサイトにてお知らせします
［場 所］ 新津美術館 図書コーナー



ちから たろう 1967年
刈谷市美術館寄託

と べバッ タ 1988年
刈谷市美術館蔵

ガオ 2001年 撮影 酒井敦 つかまえた 2020年
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広報用画像＆読者プレゼント 用招待券申込み

本展覧会の作品画像データ をご希望の方は、 必要事項をご記入の上、 新潟市新津美術館までFAX
またはメ ールでお申込みく ださ い。
※お手数ではあり ますが、 基本情報確認のため、 必ず校正をお寄せく ださ い。
※掲載誌が発行さ れまし たら 、 １ 部 提供く ださ い。
※読者プレゼント 用招待券は原則、 画像掲載での展覧会紹介1件につき、 5組10名様分にて

ご提供致し ます。 プレゼント の受付、 発送は貴社にてご対応く ださ い。

新津美術館 E-mail： museum .ni@ city.niig ata.lg .jp FAX： 0250-25-1303

希望画像データ （ □に✔を入れてく ださ い） ＊こ の他の作品画像も 提供可能です。 ご希望の場合はお申し 出く ださ い。
※画像は本展覧会の広報用と し て、 会期終了までの使用に限ら せていただき ます。
※必ず以下のと おり 、 キャ プショ ンを併記し てく ださ い。

貴社名

メ ディ ア・ 部署 ご担当者名 花
ご住所
〒

TEL FAX E-mail
a

読者プレゼント 用招待券 枚 希望 ※希望の場合のみ

し ばてん 1971年
し ずかのけっ こ ん 1973年
おかざき世界子ども 美術博物館蔵
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