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報道関係各位 

企画展のご案内 
 

 

展覧会ポスター 

 

広報に関するお問い合わせ：高志の国文学館 事業課 谷口・髙瀬・永井・亀島 

〒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 ――――― 
 

 「ぞうさん」「やぎさん ゆうびん」「一ねんせいに なったら」―。 

誰もが一度は口ずさんだことのある童謡や詩で知られるまど・みちお（1909～2014）。

まどの童謡や詩は、かけがえのない生命を優しい眼差しでみつめ、ちいさな子どもにもわ

かることばで書かれています。1994 年には児童文学のノーベル賞と呼ばれる「国際アンデ

ルセン賞・作家賞」を日本人として初めて受賞しました。生涯にわたって書き続けた 2,000

を超える作品は、子どもから大人まで、また日本のみならず、世界中に読者の輪を広げて

います。 

 本展では、詩稿と絵画の展示のほかに、詩を題材とした絵本の原画展示、紹介映像の上

映、国際アンデルセン賞の受賞挨拶、上皇后陛下美智子さまの英訳とご朗読などにより、

まどの独特の宇宙を紹介します。 
 

 

Profile ―――――― 
まど・みちお  詩人 1909 年 11 月 1６日生まれ 山口県生まれ 

本名、石田道雄。10 歳のときに台湾の両親のもとに渡るまでの４年間、山口県で祖父と二

人だけの生活を送る。台湾の小学校４年生に転入後、高等小学校、工業学校と進学。詩を書

き始める。工業学校卒業後は、台湾総督府に就職。1934 年、25 歳のときに台湾総督府のそ

ばの書店で絵本雑誌『コドモノクニ』の北原白秋・選による「童謡募集」を知り、５篇を投

稿。うち２篇「ランタナの籬
かき

」「雨ふれば」が特選となる。1936 年、27 歳で台湾総督府を退

職、雑誌に投稿した童謡「ふたぁつ」がキングレコードより発売され、大ヒットとなる。結

婚後、戦争を迎えるも、日誌だけは書き続けた。終戦後、37 歳で日本へ帰る。再び詩を書き

始め、童謡を発表する傍ら、「コドモノクニ」から誌名変更した雑誌「チャイルドブック」の

社員として 10 年間、編集に携わる。また、雑誌カットも多数描いた。 

1951 年、42 歳のときに書いた童謡「ぞうさん」が翌年、團伊玖磨作曲により NHK で初放送される。50 歳で編集の仕事を辞し、詩・

童謡の制作に専念する。1961 年、52 歳の頃から３年間にわたり、絵画制作に没頭する。気が付くと夜が明けていることもあり、多数

の作品を制作する。1968 年、59 歳のときに第一詩集『てんぷらぴりぴり』を出版。童謡集出版の依頼であったが、詩集として出版し

てもらう。これから後、童謡よりも詩作への意欲を高める。同年、『てんぷらぴりぴり』で第６回野間児童文芸賞を受賞する。1992 年、

『まど・みちお全詩集』を出版。同年、上皇后陛下美智子さま選・訳『THE ANIMALS（安野光雅・絵）」を日米同時出版。翌年、85 歳で、

児童文学のノーベル賞といわれる国際アンデルセン賞・作家賞を日本人で初めて受賞する。2014 年逝去、享年 104。 

 

 

Outline ―――――― 
 

展覧会名 まど・みちおのうちゅうー「ぞうさん」の詩人からの手紙 

会  期 2021 年７月 10 日（土）～９月 13 日（月） 

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  https://www.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、７月 26 日（月） 

観 覧 料 一般 500 円（400 円）、大学生 250 円（200 円）、前売り・一般 400 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    共  催  北日本新聞社 

後  援   ＮＨＫ富山放送局 

監  修  （一財）周南市文化振興財団 

企画協力    （一財）ＮＨＫサービスセンター 

協  力   宮内庁、こぐま社、（一財）日本国際児童図書評議会（ＪＢＢＹ）、毎日新聞出版 

展覧会担当 高志の国文学館事業課 主任 亀島麻衣子（かめしま・まいこ）  
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Theme ―――――― 
 

“ふしぎ”がりの 詩人―まど・みちお 

私は人間の大人ですが、 

この途方もない宇宙の前では、 

何も知らない小さな子どもです。 

そして子どもに遠慮はいりませんから、 

私は私に不思議でならない物事には 

なんにでも無鉄砲にとびついていって、 

そこで気がすむまで不思議がるのです。 
（『まど・みちお少年詩集 まめつぶうた』1973 年 理論社） 

子どもたちへ―エールを送る！ 

こうして私たちの明日の希望ともいうべき、 

この子どもたちの心に共感共鳴してもらえる１篇の詩を、 

なんとか私もこの手で… 

と、夢みている次第でございます。 
（国際アンデルセン賞・作家賞授与式でのビデオスピーチ） 

大人たちへ―“いわずにおれない”大切なこと… 

自分が自分であること、自分として生かされていることを、 

もっともっと喜んでほしい。 

それは、何にもまして素晴らしいことなんですから。 
（『いわずにおれない』2005 年 集英社） 

 

Topics ―――――― 
 

１ 誰もが知っている童謡「ぞうさん」の詩人まどさんの、知られざる素顔を伝える貴

重な写真や創作ノート、原稿用紙等の資料を展示。その人柄や“ふしぎ”がりの 

まなざしから生まれた、詩の宇宙を紹介します。 

２ まどさんが 50 代の一時期に自分自身のために制作していた抽象画 28 点を展示。

丹念に塗り込められた紙面に生まれた、もうひとつの宇宙を紹介します。 

３ 人気の画家ましませつこ氏と、にしまきかやこ氏による絵本原画展示。まどさんの

詩に学ぶ「わたしの ぼくの 詩のノート」ワークシート配布。また、まどさんの一

行詩と出会う「まどさんの詩のとびら」を設置し、子どもたちが詩に親しめる展示

をします。 

４ 言葉の響きを大切にしたまどさんが自作詩を朗読する貴重な音源と、地元富山の劇

団「演人全開 血が滾
たぎ

ってきたぜ！」による朗読を映像展示。まどさんが生み出し

た言葉を、心に響かせる試みです。 

５ 上皇后陛下美智子さまが取り組まれたまどさんの詩の英訳を紹介。まどさん独特の

うちゅうの中から上皇后さまがお選びになった詩『リンゴ』の英訳とご朗読をエン

トランスロビーの無料スペースで映像とともにお楽しみいただけます。 

６ 富山北部高等学校情報デザイン科生徒によるまどさんの詩のエディトリアルデザイ

ンや、イメージ写真を添えた詩のパネル「まどさんからの手紙」をとおして、まど

さんの詩に込められたメッセージを多様に味わえる展示をします。  
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Events ―――――― 
 

（１）記念講演 

［テーマ］まどさん、まどしてる 

［講 師］市河 紀子 氏（続まど・みちお全詩集 編集者） 

［日 時］７月 11 日（日）14：00～15：30 

［会 場］当館 研修室 101 

◎申込必要 ◎参加無料 ◎定員／54 名 

 

 

（２）詩の朗読 

［朗 読］中﨑 圭子 氏（県立新湊高等学校校長） 

［日 時］８月 28 日（土）14：00～15：00 

［会 場］当館 研修室 101 

◎申込必要 ◎参加無料 ◎定員／54 名 

 

 

（３）「まど・みちおの童謡と絵本で遊ぼう！」 

［日 時］７月 25 日（日）11：00～12：00 

［会 場］当館 ライブラリー 

［共 催］富山県文化振興財団 

◎申込必要 ◎参加無料 ◎定員／小学校低学年までの親子 30 名 

 

 

（４）展示担当者による展示解説（スライド・ビュー） 

［日 時］①７月 24 日（土） ②８月８日（日） ③９月４日（土） 

各回 14:00～（30 分程度） 

［会 場］当館 研修室 101 

◎申込必要 ◎参加無料 

 

 

■申込方法 

電話・ＦＡＸにて、イベント名（複数可）と氏名、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でのお申込で、定員に達して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 

●エントランス 

・【映 像】詩「リンゴ」上皇后陛下美智子さまの英訳とご朗読 
 

●第１章 まど・みちおの生涯 

・【資 料】直筆創作ノート、直筆原稿用紙、掲載雑誌など 

・【絵 画】編集者時代にまど・みちおが描いた雑誌カット 10 点 

・【実 物】国際アンデルセン賞・作家賞の賞状、メダル、記念品 

・【映 像】国際アンデルセン賞・作家賞授与式での挨拶 
 

●第２章 まど・みちおの絵画 

・【絵 画】まど・みちおが描いた抽象画 28 点 

・【絵 画】絵本『ぞうさん』原画 にしまきかやこ絵（こぐま社） 

・【映 像】「104 歳の軌跡」、「まど・みちお詩と絵の世界」 

・【実 物】100 歳の頃のスケッチブック、画材など 

・【絵 画】100 歳の頃描いた絵画 ２点 
 

●第３章 まど・みちおの詩と童謡 

・【絵 画】絵本『くまさん』原画 ましませつこ絵（こぐま社） 

・【絵 画】絵本『ママだいすき』原画 ましませつこ絵（こぐま社） 

・【絵 画】絵本『ちょうちょう ひらひら』原画 にしまきかやこ絵（こぐま社） 

・【書 籍】上皇后陛下美智子さま英訳『THE ANIMALS』（阪田寛夫氏へ献署入り） 

・【資 料】まど・みちおから神沢利子氏への葉書 ５枚 

・【資 料】まど・みちおから市河紀子氏への書簡 

・【音 源】まど・みちおによる自作詩朗読 ５篇 

・【映 像】「演人全開 血が滾ってきたぜ！」による朗読 ６篇 

・【ﾃﾞｻﾞｲﾝ】県立富山北部高等学校情報デザイン科生徒による詩のエディトリアルデザイン 28 点 
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Images ――――― 

 

１ まど・みちお（1992 年 川崎市生田）         ２ 「ぞう（さん）」1977 年 

 

       
 

３ 絵本『ママだいすき』書影              ４ 絵本『ちょうちょう ひらひら』書影 

 

           
 

５ 『降りつむ DVD 付                  ６ 企画展ポスター 

皇后陛下美智子さまの英訳とご朗読』書影     
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高志の国文学館企画展 

「まど・みちおのうちゅう―『ぞうさん』の詩人からの手紙」 

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 

E-mail akoshikuni@pref.toyama.lg.jp 
 

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。 

◎インターネット上へ掲載する際には、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 まど・みちお（1992 年 川崎市生田） 

□画像 2 まど・みちお「ぞう（さん）」1977 年 

□画像 3 絵本『ママだいすき』書影 ましませつこ絵

□画像 4 絵本『ちょうちょう ひらひら』書影 にしまきかやこ絵 
□画像 5 『降りつむ DVD 付 皇后陛下美智子さまの英訳とご朗読』書影 

□画像 6 企画展ポスター 


