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報道関係各位 

企画展のご案内 
 

 
 展覧会チラシ 

 

広報に関するお問い合わせ：高志の国文学館 事業課  佐藤・中松・旦尾 

〒930-0095 富山県富山市舟橋南町 2-22 TEL 076-431-5492 / FAX 076-431-5490 
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Summary ――――― 

今から約１２０年前、現在の岩手県花巻市で誕生した宮沢賢治は、「銀河鉄道の夜」や「風

の又三郎」など、数多くの童話や詩を残しました。自然との交感を扱った豊穣な作品世界

は、今も読む者の想像力を刺激し、魅了し続けています。 

本展では賢治童話の舞台を写真パネルでたどるほか、賢治童話の世界を絵本原画や映像

を交え、多面的に紹介します。また、賢治の足跡を振り返るための資料、「石っこ賢さん」

と呼ばれるくらいに収集に熱中していた鉱物、家族との貴重な写真や賢治が描いた絵、両

親に宛てた書簡などをご覧いただきます。中でも賢治が愛用し、実像に迫る重要な書き込

みが多く残されている「雨ニモマケズ」手帳は、北陸初公開です。 

「ほんとうの幸い」とは何か。賢治の童話作品を手がかりとして、探求する旅に出てみ

ませんか。 
Profile ―――――― 

宮沢 賢治  みやざわ・けんじ 

 

詩人・童話作家 1896 年 8 月 27 日生まれ 岩手県出身 

質屋、古着商を営む商店の長男として生まれる。盛岡中学校在学中から

短歌をはじめ、童話や詩、演劇、絵画、音楽と、次第に創作の領域を広

げる。盛岡高等農林学校卒業後は花巻農学校の教師として農村子弟の教

育にあたる。1926 年、農学校を退職し、「羅須地人協会」を開く。創作

や宗教活動、農業指導など、精力的に多彩な活動を展開したものの病に

倒れ、1933 年 9 月 21 日、37 歳の若さで永眠する。『銀河鉄道の夜』

『注文の多い料理店』『セロ弾きのゴーシュ』『風の又三郎』『やまなし』

『雪渡り』などの童話、『永訣の朝』『松の針』『無声慟哭』などの詩が

あるほか、多数の作品が残されている。没後に発見された手帳に書きと

められた「雨ニモマケズ…」の詩は、2011 年 3 月 11 日に発生した東

日本大震災で被災者の心の支えとなった。翻訳された作品も多数に及び、

没後 85 年を過ぎてなお、世界中で読み継がれている。 

 

Outline ―――――― 

展覧会名 宮沢賢治 童話への旅 

会  期 2019 年（令和元年）5 月 25 日（土）～7 月 15 日（月・祝） 

会  場 高志の国文学館 930-0095 富山県富山市舟橋南町 2-22 

TEL 076-431-5492 / FAX 076-431-5490  http://koshibun.jp 

開館時間 9：30～18：00（観覧受付は 17：30 まで） 

休 館 日 毎週火曜日 

観 覧 料 一般 400 円（320 円）、大学生 200 円（160 円）、一般前売り 320 円 

※（ ）内は 20 人以上の団体料金。企画展観覧券で常設展もご覧いただけます。 

※小・中・高校生及びこれに準ずる方、各種障害者手帳をお持ちの方は無料。 
主  催  高志の国文学館     後  援 富山テレビ放送 

特別協力 林風舎  宮沢賢治記念館  瀬川強 

協  力 miki HOUSE くもん出版 宮沢賢治イーハトーブ館 絵本美術館 森のおうち 

展覧会担当 高志の国文学館事業課 主任 旦尾紘一（あさお・こういち） 
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Theme ―――――― 

世代も国境も超えて読み継がれる作品を数多く残した宮沢賢治。自然との交感に満ち

たみずみずしさ、想像力に溢れる宇宙的な拡がり、オノマトペを用いたリズム感のある

文体など、賢治作品は独特の輝きを放っており、読むたびごとに新たな発見と深い感動

を与えてくれます。 

裕福な家に生まれ、風土豊かな岩手・花巻の地で育った賢治は、やがて理想と現実の狭

間で悩みながら、多くの作品を著します。そして、自らの想像の世界を「イーハトーヴ」

と命名し、「そこでは、あらゆる事が可能」であり、「罪や、かなしみでさえそこでは聖く

きれいにかがやいている」と述べました。現実生活を送る中で「生きることの難しさ」に

直面しつつも、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」と、理

想の実現に邁進し、生きることと真摯に向き合い、真理としての「ほんとうの幸い」を愚

直なまでに求め続けた生き方が、多くの人から長く愛され続けています。 

 

これらのわたくしのおはなしは、みんな林や野はらや鉄道線路やらで、 

虹や月あかりからもらってきたのです。 

 ほんとうに、かしわばやしの青い夕方を、ひとりで通りかかったり、 

十一月の山の風のなかに、ふるえながら立ったりしますと、 

もうどうしてもこんな気がしてしかたないのです。 

ほんとうにもう、どうしてもこんなことがあるようでしかたない 

ということを、わたくしはそのとおり書いたまでです。 
（宮沢賢治「注文の多い料理店・序文」より） 

 

Topics ―――――― 

１ 宮沢賢治の代表作１５作品のあらすじと鑑賞のポイントを岩手の写真家瀬川強氏の

３８点の写真でわかりやすく紹介。 

２ 宮沢賢治の代表作１４作品を絵本原画７０点でたどる。作家ごとの多様な表現をお

楽しみください。 

３ 北陸初となる「雨ニモマケズ」手帳の実物を期間限定で展示。あわせて、「絶筆二首」

や「両親に宛てた書簡」など、賢治の足跡を知る上での貴重な自筆資料を特別公開。 

４ 映像と音楽、光による表現を交え、『銀河鉄道の夜』の世界を演出。展示室内に広が

る星空をお楽しみください。 

５ 作品の特徴の一つであるオノマトペの働きに着目。また、賢治の持つ不思議な感性

に着目。賢治作品はなぜ人々を魅了するのか、その謎に迫る！賢治研究のスペシャ

リストによる充実の講演。 

６ 音楽にもゆかりの深い賢治の作品世界を情感豊かに表現する賢治作品の朗読と演奏

を組み合わせたイベントを実施。 
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Events ―――――― 

（１）オープニング・ギャラリートーク（開会式終了後） 

［講 師］宮澤 和樹（株式会社林風舎代表） 

［日 時］５月２５日（土）11:00～12:00 

［会 場］当館ライブラリーコーナー 

参加無料／申込不要 

 

（２）関連講演 

［テーマ］「宮澤賢治のオノマトペの世界」 

［講 師］田守 育啓（兵庫県立大学名誉教授） 

［日 時］６月８日（土）14:00～15:30 

［会 場］当館研修室 101 

参加無料／申込必要  定員／72 名（先着順） 

 

（３）関連講座①（大学連携文学講座） 

［テーマ］「宮沢賢治の童話から地球の歴史や営みを探る」 

［講 師］佐野 晋一（富山大学都市デザイン学部教授） 

［日 時］６月１６日（日）14:00～15:30 

［会 場］当館研修室 101 

参加無料／申込必要  定員／72 名（先着順） 

 

（４）関連講座② 

［テーマ］「宮沢賢治の世界～不思議な感性の魅力～」 

［講 師］ソコロワ山下 聖美（日本大学藝術学部教授） 

［日 時］６月２２日（土）14:00～15:30 

［会 場］当館研修室 101 

参加無料／申込必要  定員／72 名（先着順） 

 

（５）朗読＆音楽コンサート 

［出 演］第１部：富田 祥（チェロ） 浅井 隆宏（ピアノ） 

     第２部：中﨑 圭子（朗読） 野上 聡子（ソプラノ） 

奥田 知絵（ピアノ） 

［日 時］６月３０日（日）14:00～16:00 

［会 場］当館ライブラリーコーナー 

参加無料／申込不要 
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（６）賢治の絵本 読み語り 

［出 演］読み聞かせ広げ隊 

［日 時］１回目：５月２６日（日）＊小学校高学年向け 

２回目：６月２３日（日）＊小学校低学年向け 

両日とも 14:00～15:00 

［会 場］当館親子スペース 

［共 催］富山県文化振興財団 

参加無料／申込不要 

 

（７）アニメ作品特別上映会 

［作 品］「イーハトーブ幻想ＫＥＮｊＩの春」 

（テレビ岩手 1996 年 53 分 河森正治監督） 

［日 時］１回目：６月１５日（土） ２回目：７月６日（土） 

     両日とも 14:00～15:00 

［会 場］当館研修室 101 

参加無料／申込不要 

 

（８）展示担当者によるギャラリートーク（展示解説） 

［日 時］①５月２６日（日）  ②６月９日（日） 

③６月２３日（日）  ④７月７日（日） 

各回 15:00～（30 分程度） 

要観覧券／申込不要 

 

■申込方法 

電話・ＦＡＸにて、イベント名と番号（２）～（４）、氏名、電話番号を当館までお知ら

せください。 

※定員に達し次第募集を終了します。 

※ＦＡＸの場合、定員に達しご参加いただけない場合のみ、当館からご連絡いたします。 
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Highlight ――――― 

■主な出品資料 

《自筆資料・写真・絵画》 

1・宮澤賢治 自筆「雨ニモマケズ・・・」手帳（林風舎蔵） 

2・宮澤賢治 自筆 両親宛 書簡（林風舎蔵） 

3・宮澤賢治 自筆「絶筆二首」（林風舎蔵） 

4・宮澤賢治 画「みみずく」（林風舎蔵） 

5・宮澤賢治 画 清六・彩色「月夜のでんしんばしら」（林風舎蔵） 

6・宮澤賢治 画「日輪と山」（林風舎蔵） 

7・宮澤賢治 画「ケミカルガーデン」（林風舎蔵） 

8・宮澤賢治 画「赤玉」（林風舎蔵） 

9 経典「国訳妙法蓮華経」（林風舎蔵） 

10 肖像写真 宮澤賢治（座像・立像）（林風舎蔵） 

11 肖像写真 宮澤賢治 盛岡高等農林卒業時（林風舎蔵） 

12 肖像写真 宮澤賢治 花巻農学校教壇（林風舎蔵） 

13 肖像写真 宮澤賢治 最晩年（林風舎蔵） 

14 肖像写真 宮澤賢治・妹トシ 幼年期（林風舎蔵） 

15 肖像写真 宮澤政次郎 紋付（林風舎蔵） 

16 肖像写真 宮澤イチ（林風舎蔵） 

 

《絵本原画》 

1・さとうあや 画・所蔵『セロ弾きのゴーシュ』（ミキハウス刊） 

2・あべ弘士 画・所蔵『なめとこ山の熊』（ミキハウス刊） 

3・川上和生 画・所蔵『やまなし』（ミキハウス刊） 

4・方緒良 画・所蔵『雪わたり』（ミキハウス刊）※複製 

5・スズキコージ 画・所蔵『注文の多い料理店』（ミキハウス刊） 

6・田島征三 画・所蔵『どんぐりと山猫』（ミキハウス刊） 

7・ささめやゆき 画・所蔵『よだかの星』（ミキハウス刊） 

8・柚木沙弥郎 画・所蔵『雨ニモマケズ』（ミキハウス刊） 

9・荒井良二 画・所蔵『オツベルと象』（ミキハウス刊） 

10・田中清代 画・所蔵『気のいい火山弾』（ミキハウス刊） 

11・東逸子 画・所蔵『銀河鉄道の夜』（くもん出版刊） 

12・いせひでこ 画・所蔵『風の又三郎』（くもん出版刊） 

13・いせひでこ 画・所蔵『ざしき童子のはなし』（くもん出版刊） 

14・小林敏也 画・所蔵『ポラーノの広場』（パロル舎刊）※拡大複製 

 

《写真パネル》 

・瀬川強 撮影画像 38 点 

 

《その他》 

・鉱物資料 18 点（泥岩・砂岩・凝灰岩・珪藻土・溶岩・黒曜岩・閃緑岩・花崗閃緑岩・

橄欖岩・流紋岩・黄玉・瑪瑙・天河石・孔雀石・紫水晶・藍銅鉱・藍

晶石・硅孔雀石・月長石）・ 
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Images ――――― 

 

         

１ 肖像写真Ａ（座像）      ２ 肖像写真Ｂ（立像）     ３ 宮沢賢治「雨ニモマケズ手帳」 

資料提供 林風舎         資料提供 林風舎        資料提供 林風舎 

 

         

４「宮沢賢治絵童話集 13     ５「セロ弾きのゴーシュ」書影       ６「雨ニモマケズ」書影 

『銀河鉄道の夜』」書影      （ミキハウス）             （ミキハウス） 

（くもん出版） 

 

    

７「やまなし」書影          ※資料１～３の使用時のみ 

（ミキハウス）            提供元「林風舎」のロゴ 
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高志の国文学館企画展「宮沢賢治 童話への旅」 

広報用画像貸出申請書 

 
高志の国文学館事業課 広報担当 行 

FAX 076-431-5490 
 

展覧会広報用の画像を貸出しております。ご希望の際は、下記の貸出条件を

ご確認のうえ、本書に必要事項をご記入いただき、FAX または E-mail にてお

申込ください。E-mail の添付にて JPEG データで画像をお送りいたします。 

 
【広報用画像貸出条件】 

◎画像は展覧会紹介の目的のみにてご使用ください。 

◎画像のトリミングや、画像に文字を重ねるレイアウトはお控えください。 

◎画像データは、ご使用後かならず破棄してください。 

◎画像データを第三者に渡すことを禁じます。 

◎インターネット上で掲載する際には、画像をコピーできないよう処置してください。 

 
御社名 ：                              
 

御担当者名 ：                            
 

E-mail アドレス ：                          
 

電話 ：            FAX ：               
 

掲載誌名・番組名・Web サイト名 ：                   
 

発行・放映・掲載予定日 ：                      

 
申込画像（ご希望の画像をチェックしてください。）

 

□画像 1 肖像写真Ａ（座像） ※資料提供 林風舎 

□画像 2 肖像写真Ｂ（立像） ※資料提供 林風舎 

□画像 3 宮沢賢治「雨ニモマケズ手帳」 ※資料提供 林風舎 

□画像 4 「宮沢賢治絵童話集 13『銀河鉄道の夜』」書影（くもん出版） 

□画像 5 「セロ弾きのゴーシュ」書影（ミキハウス） 
□画像 6 「雨ニモマケズ」書影（ミキハウス） 

□画像 7 「やまなし」書影（ミキハウス） 

 

※画像１～３については、使用の際に「資料提供 林風舎」の明記、 

もしくはロゴ（別途添付）の表示を必ずお願いいたします。 


