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クレマチスの丘へミッフィーに会いにいこう！

クレマチスの丘へミッフィーに会いにいこう！
丘の上の 2 つの展覧会

クレマチスの丘では、ディック・ブルーナの２つの展覧会を開催いたします。
ひとつは、ベルナール・ビュフェ美術館「美術館に行こう！ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽
しみ方」展。1997 年に出版された絵本『うさこちゃん

びじゅつかんへいく』の内容に沿って、ベルナール・

ビュフェの作品を見ていきます。あわせて、モダンアートにも影響を受けたという、ディック・ブルーナの作品・
制作のようすを紹介します。
もうひとつは、ヴァンジ彫刻庭園美術館「ミッフィーのたのしいお花畑

ディック・ブルーナが描くお花と絵

本の世界展」。ディック・ブルーナが描く「花」と「植物」に焦点を当て、それらが登場する作品を紹介します。
2 つの展覧会を合わせてご覧いただくことで、ディック・ブルーナの表現をより深く知ることができるとと
もに、作品や身近な自然を、新たな視点で楽しむことができます。子どもから大人まで、みんなに愛されるミッ
フィーと一緒に、ブルーナの作品、そしてクレマチスの丘をご堪能ください。

展覧会情報
クレマチスの丘へミッフィーに会いにいこう！
「美術館に行こう！ ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ方」
会場｜ベルナール・ビュフェ美術館
「ミッフィーのたのしいお花畑

ディック・ブルーナが描くお花と絵本の世界展」

会場｜ヴァンジ彫刻庭園美術館
会期｜2019 年 4 月 20 日（土）-9 月 29 日（日）
開館時間｜10:00-18:00（9 月は 17:00 まで）入館は閉館時間の 30 分前まで
休館日｜水曜日（5 月 1 日、8 月 14 日は開館）
入館料｜ベルナール・ビュフェ美術館 大人 1,000 円（900 円）、高・大学生 500 円（400 円）、中学生以下無料
ヴァンジ彫刻庭園美術館
※（

大人 1,200 円（1,100 円）、高・大学生 800 円（700 円）、中学生以下無料

）内は 20 名様以上の団体割引

※お得な 2 館共通券もございます

主催｜ベルナール・ビュフェ美術館、ヴァンジ彫刻庭園美術館
特別協力｜株式会社ディック・ブルーナ・ジャパン、Mercis bv

協力｜クツワ株式会社、株式会社福音館書店

企画協力｜株式会社キュレイターズ
後援｜静岡県教育委員会、長泉町教育委員会、清水町教育員会、裾野市教育委員会、沼津市教育委員会、三島市・三島市
教育委員会、静岡新聞社・静岡放送、オランダ王国大使館
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展覧会のみどころ
１．２つのディック・ブルーナの展覧会を開催！
ベルナール・ビュフェの絵画をコレクションするベルナール・ビュフェ美術館、ジュ
リアーノ・ヴァンジの彫刻をコレクションし、広大な庭園を併せ持つヴァンジ彫刻庭
園美術館。クレマチスの丘にある 2 つの美術館が、それぞれの特性を最大限に生かし
ながら、アート作品や身近な自然を味わう視点を提供します。２つの展覧会を両方見
ることで、ディック・ブルーナとクレマチスの丘を余すところなく味わえます！

２．クレマチスの丘がミッフィーでいっぱいに！
各美術館では、絵本に登場するイラストやディック・ブルーナが手がけたポスターなどを展示する他、クレ
マチスの丘のあちらこちらにミッフィーが！ ミュージアムショップの TREEHOUSE、NOHARA BOOKS
では、ミッフィーのさまざまなグッズを取りそろえ、カフェやレストランでも、限定メニューをご用意します。
三島駅北口とクレマチスの丘を結ぶ無料シャトルバスも、ミッフィーでラッピング！ 会期中、クレマチスの
丘がミッフィーでいっぱいになります。

３．家族で参加できるイベントを多数開催
2019 年は、ベルナール・ビュフェ美術館内にあるビュフェこども美術館が 20 周年をむかえます。20 周
年を記念して、大人も子どもも参加できる、さまざまなイベントを両館にて開催いたします。詳細は Web
サイトにて随時お知らせいたします。

４．展覧会がもっと楽しくなる、鑑賞シート・スケッチノート
ベルナール・ビュフェ美術館では、ミッフィーの視点からベルナール・ビュフェの絵画を見る鑑賞シートを、
ヴァンジ彫刻庭園美術館では、展示や庭園を見ながら、自分で描き加えることができる、スケッチノートを
配布予定です。展覧会がもっと楽しくなること間違いなし！
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展覧会概要
美術館に行こう！
ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ方

ベルナール・ビュフェ美術館

世界中で親しまれている絵本の主人公「ミッフィー」（うさこちゃん）。オランダを代表するグラ
フィックデザイナー・絵本作家のディック・ブルーナ（1927−2017）の作品です。考え抜かれ
たシンプルな線や色彩など、彼独自のスタイルが生まれた背景には、モダン・アートの影響もあり
ました。1997 年に出版された絵本『うさこちゃん

びじゅつかんへいく』では、両親と一緒に

初めて美術館を訪れたミッフィーがアートを楽しむようすが描かれています。
本展では、この絵本の内容に沿って、ミッフィーと一緒にベルナール・ビュフェの作品を見ていき
ます。また、ディック・ブルーナの創作の方法も紹介し、ビュフェとブルーナが、それぞれ追い求
めた表現について考えます。

見てみよう
「ほんものにそっくり！」「わたしにだってかけ
る！」
「うつくしい色！」ミッフィーと一緒にビュ
フェ作品を見つめます。ビュフェがなにをどの
ように描いたのか、新しい発見があるかもしれ
ません。

ベルナール・ビュフェ《ピエロの顔》1961、油彩

考えてみよう
ペーパーバックの表紙デザインから絵本まで、ブルーナのしごとを
紹介します。シンプルでいて、見る人の想像力をかきたてる表現を
求めつづけたブルーナ。どうやって独自の表現を生み出していった
のか、考えてみましょう。

ペーパーバックデザイン

つくってみよう
透明フィルムの下に色紙を置いて配色を考えた
ブルーナ。その制作の方法に挑戦してみましょ
う。あなたならどんな色、配色でつくりますか？
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展覧会概要
ミッフィーのたのしいお花畑
ディック・ブルーナが描くお花と絵本の世界展

ヴァンジ彫刻庭園美術館

ブルーナの絵本のなかには、いつもさりげなく花や植物が描かれています。本展では、ディック・
ブルーナが描く「花」と「植物」に焦点を当て、それらが登場する作品を紹介します。シンプルな
線と色彩で描かれた花や植物は、絵本を読む私たちの想像をかき立ててくれます。
会場となるヴァンジ彫刻庭園美術館に併設されているクレマチスガーデンでは、1 年を通して様々
な種類の花や植物を見ることができます。絵本に登場する花を観察したり、芝生に寝転がったり、
五感を使って庭園を味わってみましょう。ディック・ブルーナの表現と庭園を行き来しながら、新
たな発見をお楽しみください。

ディック・ブルーナが描く「花」と「植物」の世界
「花」と「植物」が登場する絵本を紹介します。さりげ
なく描かれた花や植物は、物語のなかでどのような意
味を持っているでしょうか。

『はなのほん』（1975）展示
1975 年に刊行された『はなのほん』（日本語版未刊行）は、花
の絵と名前のみで構成されており、ブルーナの絵本のなかでも、
もっともシンプルな絵本の一つです。どこに咲くのか、どんな香
りがするか、作品からいろいろな想像をふくらませてみましょう。

五感で感じてみよう
どんな色かな？ どんな香りがする？ 触ってみる
と、どんな感触だろう？ 耳を澄ませるとどんな音
が聞こえる？ 五感を使って、庭園を味わってみま
しょう。
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展覧会をもっと楽しもう！
2 つの美術館とショップ、レストランでは、展覧会を色々な角度から体験できるよう、
さまざまな楽しみ方をご用意しています。

いろがみワーク

ブルーナの

B

絵本コーナー

B V

鑑賞シート
スケッチノート

B V

ディック・ブルーナがイラストの色を

ブルーナの絵本を閲覧できるコーナーが

観察や鑑賞のヒントがいっぱいのス

決める方法を体験します。あなたの好

登場します。展覧会では、ディック・ブ

ケッチノートと鑑賞シートを、中学生

きな色で、ミッフィーやそのなかまた

ルーナの絵本づくりのひみつも見ること

以下のみなさんに配布します。

ちに色をつけてみましょう。色ってふ

ができます。

しぎ！色がちがうと、絵のふんいきも
かわります。

みみ mi ミッフィー

B

はっけんメッセージ

B

みんなのお花畑

V

ハサミをつかって、耳の形にチョキ

ミッフィーと一緒にビュフェの絵を見た

庭園で気になるお花をスケッチして、

チョキしましょう。かぶればみんな、

ら、あなたの発見をみんなに教えてね。

お花畑をつくりましょう。庭園に咲く

ミッフィーに大変身。ミッフィーにな

好きなところ、気になったところ、びっ

花は季節によって変わります。あなた

りきって、美術館を探検しましょう。

くりしたことなど、気づいたことをメッ

が訪れた時には、一体どんな花が咲い

セージカードに書いてみましょう。

ているでしょう。

レストランで特別メニュー
クレマチスの丘内のカフェ・レスト
ランにて、展覧会にちなんだ会期限
定のメニューが登場。お見逃しなく！

＜会場＞

B

ベルナール・ビュフェ美術館

V

ヴァンジ彫刻庭園美術館

※そのほか、さまざまなイベント、ワークショップを開催予定です。
詳細はウェブサイトをご覧ください。

http://www.clematis-no-oka.co.jp/

アクセス
【お車の場合】
東京方面より : 東名裾野 I.C. より R246 経由、沼津方
面へ 10 km
名古屋方面より : 新東名長泉沼津 I.C. あるいは東名沼津
I.C. より 伊豆縦貫道 ( 東駿河湾環状道路 ) へ、長泉 I.C.
出口 R246 右折 / 新東名長泉沼津 I.C. より 5km

【電車の場合】
J R 東 海 道 線「 三 島 駅 」下 車 、北 口 ( 新 幹 線
口 )3 番 乗 り 場 発 、無料シャトルバスあり ( 所要時間
約 25 分 )
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広報用画像
以下の広報画像を配布いたします。申請方法については、次ページをご覧ください。

展覧会総合ビジュアル

①

Illustration Dick Bruna © copyright Mercis bv,1989 www.miffy.com

ヴァンジ彫刻庭園美術館
「ミッフィーのたのしいお花畑展」
メインビジュアル

ベルナール・ビュフェ美術館
「美術館にいこう！」展
メインビジュアル

② Illustration Dick Bruna © copyright Mercis bv,1997 www.miffy.com

④ ベルナール・ビュフェ
《ピエロの顔》
1961、油彩

③

⑤ ベルナール・ビュフェ美術館外観
（クレジット不要）

Illustration Dick Bruna © copyright Mercis bv,1982 www.miffy.com

⑥ ヴァンジ彫刻庭園美術館 クレマチスガーデン
（クレジット不要）

ディック・ブルーナ イラストの使用方法について（①〜③を使用する場合）
１、フォント「Helvetica Medium」をご使用の上、番号横のクレジットを明記ください。
フォントが無い場合やフォントを変えられない場合は、事前にお知らせください。
２、スペースの都合でクレジットが全て記載できない場合は、簡略型のクレジット「© Mercis bv」が使用可能です。
簡易型クレジットの使用には管理者の承認が必要になるため、事前にお知らせください。
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広報用画像
下記画像を広報用画像として配布いたします。
ご希望の方は、□にチェックし必要事項をご記入の上、下記宛先までメールまたは FAX でご連絡ください。
お願い

１、お手数ですが掲載誌一部をかならずご送付ください。
２、取材の際は事前に担当者までご一報ください。
３、クレジット表記は画像下にあるものを記載ください。ディック・ブルーナのイラスト使用の場合は、
記載方法の注意点がございますので、前ページをご確認ください。
４、ディック・ブルーナのイラスト使用にあたっては、管理者の承認に約 3 日間ほど要するため、
校正原稿はお早めにお送りください。

貴媒体名
掲載号

発売日／放映日

貴社名

ご担当者様

TEL

FAX

年

月

日

E - MAIL
資料お届け期限

月

使用色数
初校出稿予定日

日 まで
印刷部数（印刷物の場合）

月

日

掲載の展覧会

□ ベルナール・ビュフェ美術館「美術館に行こう！ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ方」
□ ヴァンジ彫刻庭園美術館「ミッフィーのたのしいお花畑 ディック・ブルーナが描くお花と絵本の世界展」

※ 2 館掲載いただける場合は、総合タイトル「クレマチスの丘へミッフィーに会いにいこう！」をご使用ください。

送付希望の画像

□ ① 展覧会総合ビジュアル

Illustration Dick Bruna © copyright Mercis bv,1989 www.miffy.com

□ ② ベルナール・ビュフェ美術館「美術館にいこう！」展メインビジュアル
□

Illustration Dick Bruna © copyright Mercis bv,1997 www.miffy.com

③ ヴァンジ彫刻庭園美術館「ミッフィーのたのしいお花畑展」メインビジュアル
Illustration Dick Bruna © copyright Mercis bv,1982 www.miffy.com

クレジット記載の注意点がございます。
前ページの使用方法をご確認ください。

□ ④ ベルナール・ビュフェ《ピエロの顔》1961、油彩
□ ⑤ ベルナール・ビュフェ美術館外観 （クレジット不要）
□ ⑥ ヴァンジ彫刻庭園美術館 クレマチスガーデン （クレジット不要）
お問い合わせ
広報担当：岸 美智代

E-mail: press@clematis-no-oka.co.jp
F A X： 055-989-8790

展覧会担当

ベルナール・ビュフェ美術館：雨宮、井島
〒411-0931 静岡県長泉町東野515-17
TEL 055-986-1300（水曜休）

ヴァンジ彫刻庭園美術館：渡川
〒411-0931 静岡県長泉町東野347-1
TEL 055-989-8785（水曜休）
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