


EXHIBITION HIGHLIGHTS
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ベルナール ・ ビュフェ美術館のまわりはたくさんの木々であふれています。当館はこれまで、 「親子で遊

ぶ－『木とのふれあいワールド』展」（2000 年）や、 「木のものがたり」展（2013 年）など、 木をテーマにした

企画展を開催してきました。木をテーマにしながら見えてきたことは、木と人とのかかわり、そして、森が育

むいのちです。今回開催する「森－いのちのかたち」展では、 木の、 そして木々と共に生きる「いのち」を

みつめ、その「かたち」を表現する、３人の作家の作品をご覧いただきます。それらの作品は、我々自身が

どう生きるかについても問いかけてくることでしょう。 

絵本作家 ・ いせひでこは、「木が好き、根が好き。歩く

と木ばかり見ている」 と自身が言うように、 その作品の

多くに木が登場します。本の職人を描いた代表作

『ルリユールおじさん』でも、樹齢 400 年のアカシアの

大木が、その物語を支える背景として重要な役割を果

たしています。また、2011 年の東日本大震災をきっか

けに生まれた『木のあかちゃんズ』では、 子どもたちの未来を「木の種－木の赤ちゃん」に託して描き、 《未

完の物語》では、 津波の後の荒野に横たわっていた一本のクロマツのいのちに寄り添うなど、 木といのちを

みつめた作品を多く発表しています。

そして、 絵本作家であり鳥の巣研究家の鈴木まもるが収集した鳥の巣と絵本原画、  造形作家 ・ 杉山明博

によるさまざまな木を素材とした立体作品など、 森のいのちに向き合う、 ３人の作家それぞれの表現をご覧

いただきます。

企画展　森ーいのちのかたち

会　　　期 ： 2017 年 4 月 22 日 （土） ～ 2017 年 10 月 31 日 （火）

主　　　催 ： ベルナール ・ ビュフェ美術館

出品作家 ：いせひでこ　　鈴木まもる　　杉山明博

会　　　場 ： ベルナール ・ ビュフェ美術館

　　　　　　　　別館２階企画展示室 （いせひでこ／鈴木まもる）

　　　　　　　　同館１階ビュフェこども美術館 （杉山明博）

１　森のいのちに向き合う３人の作家による展覧会

いせひでこ　《Robinier》　

ベルナール ・ ビュフェ美術館



EXHIBITION HIGHLIGHTS 
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鳥の巣研究家としても知られ、世界各国で鳥の巣を収集し、鳥の巣

に関する絵本、 著書も数多く発表している絵本作家 ・ 鈴木まもるが

収集した、実物の鳥の巣を約１５点展示します。

鳥の巣は「鳥の家」ではなく、 卵を産み、 子育てのときにつくる「新し

い命を守るかたち」 です。 「ちいさないのちが育つところ」 という意味

で、鳥の巣は自身の絵本の仕事と同じだと鈴木は言います。

絵本を通して描きたい多様な表現の世界は、 鳥の巣の多様な形と

共通している、 と言う作家の絵本原画と鳥の巣をあわせてご覧いた

だきます。

造形作家 ・ 杉山明博による、 木の立体作品を展示。触れることのでき

る体験型の作品もあります。杉山は、木を素材とした作品づくりの中で、

常に子どもたちの学び、 育ちを考えています。遊びと学びの一体化を

重視し、木に触れ、遊び、考えることから、感性、発想力が育まれると、

体験型の作品も多く発表してい

ます。木の特性を知り尽くした作

家の手によって新たないのちを

吹き込まれた木々が、 かたちを

変えてまた、 子どもたちのいの

ちを育くんでいきます。

会期中、 講演会や映画上映会、 コンサートや作家によるワークショップなど、 森のいのちについて考

え、感じる多彩なイベントを開催します。

２　実物の鳥の巣を展示

３　木のぬくもりを感じられる体験型作品を展示

４　多彩なイベントを開催

杉山明博　《鳥の集合》杉山明博　《ふくろうをつくろう》

キムネコウヨウジャクの巣（実物）

ベルナール ・ ビュフェ美術館
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１９４９年北海道札幌市生まれ。 画家・絵本作家。『ルリユールおじさん』（講談社）

講談社出版文化賞絵本賞、 『水仙月の四日』 （偕成社） 産経児童出版文化賞

美術賞、他受賞作多数。 近作は『最初の質問』（詩・長田弘／講談社２０１３年）、

『かしの木の子もりうた』 （訳 ・ 細谷亮太／岩崎書店２０１４年）、 『わたしの木、

こころの木』 （平凡社２０１４年）、 『幼い子は微笑む』 （詩 ・ 長田弘／講談社２０

１６年）、 『こぶしのなかの宇宙　小さきものたちのスケッチ』 （平凡社２０１６年）

など。 東日本大震災のあった２０１１年には、子どもたちの未来に祈りをこめて『木

のあかちゃんズ』 （平凡社） を緊急出版。 被災した飯舘村の子どもたちにワーク

ショップを行うなどの活動を行っている。 ２０１６年には、 いせひでこの制作の過

程を追ったドキュメンタリー映画 「いのちのかたち」 が公開された。

１９４２年静岡県函南町生まれ。 造形家。 木材を中心にした作品を展開。 日本

文化の考えをベースとした作品づくりや、 あかり、 生きものたち、 遊びと学びの

一体化したこどもたちのための作品の提案など、 活動は多岐にわたる。 静岡市

工芸指導所、 愛知教育大学教育学部助教授、 静岡大学教育学部教授 （その

後名誉教授）、 富士常葉大学保育学部特任教授を歴任。 著書 『造る絵本シリー

ズ』 小峰書店 （１９８７年）、 『発想する発見するデザインフォーマット』 明治図書

出版 （２００５年） ほか多数。 企画展 「木とのふれあいワールド１・２」 （１９９８年・

２００２年全国巡回）、 「造形の森展」 （２００１年全国巡回）、 「木のものがたり」

（２０１３年ビュフェ美術館）、 「アートで ZOO ・ あかりの造形 ・ 日本人のこころとか

たち」 （２０１６年佐野美術館） など、 展覧会も多数開催している。

１９５２年東京生まれ。 画家 ・ 絵本作家 ・ 鳥の巣研究家。 １９８６年より伊豆半島

在住。 『せんろはつづく』 （金の星社） 『みんなあかちゃんだった』 （小峰書店） 『ピ

ンポンバス』（偕成社）『だんろのまえで』（教育画劇）『ウミガメものがたり』（童心社）

『いのちのふね』 （講談社） などの絵本、 『わたしおてつだいねこ』 などの挿絵

ほか作品多数。 『黒ねこサンゴロウ』 シリーズ （偕成社１９９５年） 赤い鳥さし絵賞、

『ぼくの鳥の巣絵日記』 （講談社２００６年） 講談社出版文化賞絵本賞受賞、 『ニ

ワシドリのひみつ』 （岩崎書店２０１５年） 産経児童出版文化賞、 『世界６５５種、

鳥と卵と巣の大図鑑』 （ブックマン社２０１６年） あらえびす文化賞など受賞多数。

絵画活動と並行して鳥の巣の研究をしている。 鳥の巣についての著書も多数あ

り、 自身が自身がアフリカ、 ニューギニアなど世界中に赴き採集している鳥の巣

のコレクションは他に類を見ない。

ARTISTS
いせひでこ

杉山明博

飯舘村の小学校でのワークショップにて

伊豆 ・ 下田の豊かな森で鳥の巣と出会う

鈴木まもる

杉山氏の後ろにあるのは 《触のひきだし》

ビュフェこども美術館で長く子どもたちに親し

まれている

ベルナール ・ ビュフェ美術館



RELATED EVENTS

関連イベント

オープニングイベント

４

日　時 ： ２０１７年５月１３日 （土） １３ ： ３０－１６ ： ００

会　場 ： クレマチスの丘ホール　　　定　員 ： ２００名　要予約　

料　金 ： 当日の入館料のみ　　　

日　時 ： ２０１７年４月２２日 （土）

　　　　　 １１ ： ００－１１ ： ４５　アーティストトーク  杉山明博　

会　場 ： ビュフェこども美術館　　予約不要

料　金 ： 当日の入館料のみ　　

　　　　　 １３ ： ００－１４ ： ３０　対談　いせひでこ × 鈴木まもる

会　場 ： クレマチスの丘ホール　　定員 ： １００名　要予約　　

料　金 ： 当日の入館料のみ　　　

上映会　「いのちのかたち　－画家・絵本作家 いせひでこ－」

３人の作家がみつめてきた 「いのちのかたち」、 そして制作のプロセスについて語ります。

　　　　　

　　　　　　

　　

東日本大震災から１年経ったある日、 宮城県亘理郡吉田浜を訪

れたいせひでこは、 何もかも流され荒れ地となった土地で、 一本

のクロマツの倒木と出逢いました。 あの日までのことを、 あの日の

ことを、 そして、 あの日からのことを誰よりも記憶しているにちが

いないクロマツと４年近くにわたって向き合い、 その声に耳を澄ま

せた絵描きを追ったドキュメンタリー映画です。

イベントのお申込み先

オープニングイベントは、クレマチスの丘広報担当 tel:055-989-8785（水曜休）まで

その他のイベントは、ベルナール・ビュフェ美術館 tel:055-986-1300（水曜休）まで

ベルナール ・ ビュフェ美術館
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日時 ： ２０１７年９月３日 （日）　１４ ： ００開場　１４ ： ３０開演 （１６ ： ００終演予定）

定員 ： ２００名　全席自由　要予約

料金 ： ３５００円／中学生以下２０００円 （ビュフェ美術館への入館料含む）

お申込み開始日 ： ４月２０日 ( 木 )１０ ： ００～　

　　　　　

東洋人として初めてパブロ ・ カザルスに師事した佐藤良雄の子息である佐藤光 （フランス　パリ管弦

楽団奏者）　氏によるチェロ ・ コンサート。 木の楽器であるチェロの音色を、 森のいのちのかたちの

ひとつとしてお楽しみください。

「木は、 見たり聞いたりしてきたことを、 歌ったのかもしれない、 楽器になって。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いせひでこ 『チェロの木』 偕成社　より）

佐藤 光 チェロコンサート

チェロ

佐藤　光 （さとう　ひかる）

東京に生まれる。 ５歳の時から日本で最初のカザルスの弟子となった父の佐藤良雄にチェロの手ほどきを受

ける。 東京芸術大学付属高等学校および東京芸術大学において、 三木敬之、 レーヌ ・ フラショーの各氏

に師事する。 １９７３年、フランス政府給費留学生として渡仏。 パリ国立音楽院にて、チェロをアンドレ・ナヴァ

ラ、 室内楽をジャン ・ ユボーのクラスに学ぶ。 それぞれのクラスで一等賞を獲得し卒業。 　ジュネーブ国際

コンクール入賞。 １年間、 ニース管弦楽団 （現カンヌ管弦楽団） で活動するかたわら、 ポール ・ トルトゥリ

エ氏に師事する。 １９７９年、 名門パリ管弦楽団に、 初めての日本人として入団し、 現在に至る。 その間、

パリやアイルランドでのリサイタルをはじめソロ、 コンチェルト、 室内楽の演奏活動も多数行っており、 日本、

スペインや南仏のフェスティヴァル、 ドイツ、 ベルギー、 イタリア、 イスラエル、 アルゼンチン、 タイ、 ユネスコ、

フランス国立放送局、ＮＨＫなどで演奏を行う。 ２００５年国際チェロコングレスに招聘されマスタークラス教授

および演奏家として出演。 パリ弦楽四重奏団創立メンバー。 　　　

スザナ ・ バルタル （Suzana Bartal）

ルーマニア ・ ティミショアラに生まれる。 １２歳でソロコンサートデビュー、 １３歳で交響楽団とのコンチェルト

デビューと、 早くから才能を開花させた、 将来を嘱望される若手ピアニストのひとりである。 １９歳で渡仏、

デニス ・ パスカル、 ピエール ・ ポティエ、 フローラン ・ ボファールらに師事。 その後世界各国のコンクール

で優秀な成績をおさめている。 ソロ、 コンチェルト、 そして室内楽とレパートリーは幅広く、 現代作曲家の

作品も多く演奏する。 ２０１６年春には最初のアルバム 「Ｓｕｚａｎａ　Ｂａｒｔａｌ　ｐｌａｙｓ　Ｓｃｈｕｍａｎn」 をリリース。

各国で好評を得ている。
○Jean-Noël Martin

ピアノ伴奏

RELATED EVENTS ベルナール ・ ビュフェ美術館
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日　時 ： ２０１７年６月１８日 （日） １３ ： ３０～１５ ： ３０

定　員 ： ７０名　全席自由　　対象 ： 　大人 （お子さんも一緒にどうぞ）

会　場 ： クレマチスの丘アカデミーフォーラム

料　金 ： 当日の入館券のみ　　要予約

絵本作家であり、 鳥の巣の収集 ・ 研究家である鈴木まもるさんの、 子育て中の大人たちに向けた

メッセージ。 実物の鳥の巣もやってきます。

鈴木まもるさんのお話会　「絵本と鳥の巣の不思議－鳥の巣が教えてくれること」

RELATED EVENTS

日　時 ： ２０１７年９月３０日 （土）

　　　　　 １０ ： ３０～１２ ： ００　柳田さんの　「親子で楽しむ絵本おはなし会」

            １３ ： ３０～１５ ： ３０　いせひでこさんの 「世界に一冊だけの絵本をつくろう」

会　場 ： ビュフェこども美術館　定員 ： ２０名　対象 ： 小学生以下のお子さんとその保護者

料　金 ： １０００円 （入館料は別途必要）　　　要予約

いせひでこさん＆柳田邦男さんのワークショップ

日　時 ： ２０１７年７月３０日 （日） １３ ： ３０－１５ ： ３０

定　員 ： ２０名　　対象 ： どなたでも　　会　場 ： ビュフェこども美術館　　

料　金 ： １０００円 （入館料は別途必要）　　要予約　　　

鳥が新しいいのちを守り、 育てる 「巣」。 あなただったらどんな巣をつくりますか？

鈴木まもるさんのワークショップ「鳥の巣つくろう」

日　時 ： ２０１７年８月２７日 （日） １３ ： ３０－１５ ： ３０

定　員 ： １５名　　対象 ： 中学生以上　　会　場 ： ビュフェこども美術館　

料　金 ： １０００円 （入館料は別途必要）　　要予約　　　

木を削ったり、 やすりで磨いて仕上げたりしながら、 木を感じてみましょう。

杉山明博さんのワークショップ２「木の健康グッズをつくろう！」

日　時 ： ２０１７年８月６日 （日） １３ ： ３０－1５ ： ３０

定　員 ： １５名　　対象 ： どなたでも　　会　場 ： ビュフェこども美術館　　

料　金 ： １０００円 （入館料は別途必要）　　要予約　

いろいろな木のユニットを組み合わせたり、 積み上げたりして、 夢のまちをつくろう！

杉山明博さんのワークショップ１「木で夢のまちをつくろう！」

午前中は絵本の普及活動を行っている柳田邦男さん （ノンフィクション作家） による絵本の読み聞かせ。

午後の絵本づくりに向けた、 遊びも行います。 午後は、 みんなで世界に一冊しかない絵本をつくります。

ベルナール ・ ビュフェ美術館



このページ下部の７作品について画像資料 (デジタルデータのみ )をご用意しています。

ご希望の場合は□にチェック    を入れ、必要事項をご記入の上、FAX にて 055-987-5511 までお申し込みください。

お願い   ・クレジット表記は画像下の記載に統一してくださいますようお願いいたします。

         ・お手数ですが掲載誌一部をご送付ください。

         ・取材の際は事前に担当者までご一報くださいますようお願いいたします。

【広報用画像資料申し込み用紙】

FAX：055-987-5511

７

IMAGES

貴媒体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

掲載号　　　　　　　　　　　　　発売日 /放映日　　　　　　　年　　　　月　　　日

貴社名　　　　　　　　　　　　　ご担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Tel                                        Fax

E-mail                           

ご住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

資料お届け期限              　　　　   月　　　　日までにご希望　　　

画像の詳細は次ページをご覧ください。

いせひでこ　《Robinier》　 いせひでこ　《der heilige punkt- 神聖な場所》

杉山明博　《鳥の集合》 杉山明博　《ふくろうをつくろう》キムネコウヨウジャクの巣
（実物）

鈴木まもる　
《Birds Nest of the World》

いせひでこ　
『幼い子は微笑む』(講談社）より

ベルナール ・ ビュフェ美術館
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IMAGES

いせひでこ　《Robinier》　 いせひでこ　《der heilige punkt- 神聖な場所》

杉山明博　《鳥の集合》

杉山明博　《ふくろうをつくろう》

キムネコウヨウジャクの巣（実物）鈴木まもる　《Birds Nest of the World》いせひでこ　『幼い子は微笑む』(講談社）より

【お問い合わせ】    展覧会担当：雨宮（あまみや）・井島（いしま）

ベルナール・ビュフェ美術館

静岡県駿東郡長泉町東野クレマチスの丘 515-57

電話　055-986-1300  E-mail: info@bernard-buffet-museum.jp

ベルナール ・ ビュフェ美術館IMAGES



【開催館情報】

開館時間

10：00－18：00（4・5・6・7・8 月）

10：00－17：00（9・10 月）

入館は閉館の 30 分前まで

ベルナール・ビュフェ美術館

ベルナール・ビュフェ美術館

撮影：山本糾

＜無料シャトルバス＞

行き　「三島駅北口（新幹線口）」発　⇒　「クレマチスの丘」　⇒　「ベルナール・ビュフェ美術館」
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分　 9  　1 0　1 1　1 2　1 3　 1 4　 1 5　 1 6　 1 7時

平日

土日祝

帰り　「ベルナール・ビュフェ美術館」発　⇒　「三島駅北口（新幹線口）」
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分　 9  　1 0　1 1　1 2　1 3　 1 4　 1 5　 1 6　 1 7時

平日

土日祝

入 館 料

一般：1,000 円（900 円）

高・大学生：500 円（400 円）

中学生以下：無料

＊（　）内は 20 名様以上の団体割引

アクセス

◆お車の場合

　【東京方面】東名･裾野 I.C.→R246 経由、沼津方面へ 10 ㎞

　【名古屋方面】新東名･長泉沼津 I.C. または東名･沼津 I.C.→伊豆縦貫道 (無料区間 )へ

　長泉 I.C. 出口右折、R246 経由 5㎞

◆電車の場合

　JR 東海道線 [三島駅 ]下車

　北口 (3 番乗り場 )発　無料シャトルバスあり (所要時間 25 分 )

〒411-0931 静岡県長泉町東野クレマチスの丘 515-57
TEL 055-986-1300　FAX　055-987-5511

休 館 日

水曜日（祝日の場合は翌日休、ただし 2017年 5月 3日 (祝）・5月 4日（祝）・5月 5日（祝）は開館）

９

MUSEUM INFORMATION ベルナール ・ ビュフェ美術館


