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ＢＩＢ ５０周年 

ブラティスラヴァ世界絵本原画展 
―絵本の５０年 これまでとこれから― 

 

2016 年７月９日（土）～ ８月31 日（水） 

 

 
BIB 2015 金のりんご賞受賞  ミロコマチコ《オレときいろ》  © mirocomachiko 

 

 

★過去半世紀の歴代「日本選抜」作品を一挙紹介 

★戦後日本の絵本の歴史を振り返り、世界の絵本の最新動向に触れる 

★うらわ美術館を皮切りに、国内美術館５館巡回 

 

創設 50 周年の節目を迎えた世界最大規模の絵本原画展｢ブラティスラヴァ世界絵本原画展（通称 BIB）｣について、

その歴史と功績を紹介する展覧会を開催します。 

スロヴァキア共和国の首都ブラティスラヴァで開催される BIB は、芸術性の高い作品や、実験的でユニークな作品が

集まる国際コンペティションとして知られています。 

本展では、BIB への歴代参加作品の中から「戦後日本の絵本の歴史 50 年」を振り返り、BIB がその発展に果たした

役割を検証します。BIB と日本の関係は深く、過去半世紀の BIB と日本との歩みを辿ることは、私たち自身と絵本と

の関わりに目を向けることにもなるでしょう。 

展覧会後半は、昨年開催された「BIB 2015」の受賞作品を中心にご紹介します。絵本の今、そして絵本のこれから

を期待させる新鮮な表現、独創的な試みなど、絵本のイラストレーションの最新動向をご覧いただきます。  

世界最大規模の絵本原画コンペ「BIB」、創設50周年記念展 
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第 1部： BIB 50年史、日本の出品作品を中心に―戦後日本の絵本の歴史を振り返る 

創設 50 年の節目を迎えた国際コンペ「BIB」について、その歴史と功績を辿ります。 

BIB の創設は、折しも戦後日本の絵本文化が大きく花開こうとしていた時期にあたります。過去の BIB において日本の絵本は毎回

のように受賞し、高く評価されてきました。第 1 部では、BIB の歴代参加作品のなかから「日本の絵本の歴史 50 年」を振り返り、

BIB がその発展に果たした役割について検証します。 

赤羽末吉《スーホの白い馬》、田島征三《ちからたろう》、丸木位里・丸木俊《日本の伝説》、長新

太《キャベツくん》、安野光雅《旅の絵本Ⅱ》、井上洋介《まがれば まがりみち》、酒井駒子《金

曜日の砂糖ちゃん》、荒井良二《うちゅうたまご》他 

第 2部： BIB 2015 受賞作品および日本選抜作品―世界の絵本の最新動向に触れる 

2015 年秋に行われた第 25 回 BIB のグランプリをはじめとする受賞作品および、日本からの出品作品を展示します。今回の BIB

では、日本からミロコマチコさんの《オレときいろ》が、準グランプリの「金のりんご賞」受賞の栄誉に輝きました。絵本の今、

そして絵本のこれからを期待させる新鮮な表現、独創的な試みに注目し、絵本のイラストレーションの最新動向をご紹介します。 

ローラ・カーリン(イギリス)《あなたがつくる世界》《アイアンマン―鉄の男》、ミロコマチコ《オレと

きいろ》、エレナ・オドリオゾーラ(スペイン)《フランケンシュタイン》、松本大洋《かないくん》他 

出品数： 81 タイトル、約 300点  

※ BIB とは…  
スロヴァキア共和国の首都ブラティスラヴァで 2 年ごとに開催される「ブラティスラヴァ世界絵本原画展 (略称 BIB＝Biennale of 

Illustrations Bratislava) 」は、隣国のチェコ共和国と合わせてひとつの国・チェコスロヴァキアであった 1965 年にユネスコと

国際児童図書評議会の提唱によって創設され、1967 年に第１回 BIB が開かれました。そして 2015 年秋には記念すべき第 25

回目・50 周年を迎えました。 

世界最大規模の絵本原画コンクールである同展は、実際に出版された絵本の原画を審査の対象にすることを特徴にしており、芸術

性が高い作品や、実験的でユニークな作品が集まることでも知られています。 
 

 

 

基本情報  

展覧会名：BIB 50 周年 ブラティスラヴァ世界絵本原画展 ―絵本の 50年 これまでとこれから― 

会 期：平成 28 年 7 月 9日（土）～8 月 31 日（水）（46 日間） 

休館日：月曜日（7 月 18日の月曜日は開館）、7 月 19日 

開館時間：10 時～17 時、土曜日・日曜日のみ～20 時（入館は閉館 30 分前まで） 

会 場：うらわ美術館 さいたま市浦和区仲町 2-5-1浦和センチュリーシティ 3F 

観 覧 料：一般 610（480）円、大高生 410（320）円、中小生無料 
※（ ）内は 20 名以上の団体料金 

※ 障害者手帳をお持ちの方および付き添いの方 1 名は半額 

※ リピーター割引：観覧済の有料観覧券のご提示により、団体料金でご覧いただけます（観覧日から 1 年、1 名様、

1 回限り有効） 

主 催：うらわ美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会 

協 賛：ライオン、大日本印刷、損保ジャパン日本興亜、日本テレビ放送網 

後 援：スロヴァキア共和国大使館、絵本学会 

協 力：スロヴァキア国際児童芸術館（BIBIANA）、一般社団法人 日本国際児童図書評議会（JBBY） 

展覧会内容 
 絵本の50年、これまで 

 これから 
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創作コーナー 

7 月 16日（土）～8 月 28 日（日） 

ギャラリーＤ 

自由に工作したり、絵を描いたりできるコーナーを設置。 

※自由参加、参加無料 

図書館ボランティアによる絵本の読み聞かせ会（予定） 

7 月 22日～8月 30日の期間中、毎週火曜日・金曜日。 

各回 13：30～（30分程度） 

情報コーナー 

幼児、小学生を対象に、絵本の読み聞かせ会を実施。 

※自由参加、参加無料 

ギャラリー・トーク 

7 月 23日（土）、8月 7 日（日）各日 14：00～ 

展示室内 

当館学芸員による展覧会および作品解説。 

※自由参加、当日の観覧券が必要です。 

こどもや親子でたのしむ美術鑑賞ツアー 

7 月 28日、8月 11 日、8 月 25日 各木曜日 11：00～（1時間程度） 
学芸員と一緒に展示室をめぐり、本物の作品を前におしゃべりしながら鑑賞します。

美術館デビューに家族で立ち会ってみませんか。もちろん、美術館がはじめてでない

お子さんも歓迎です。 

※自由参加、高校生以上の方は当日の観覧券が必要です。 

※未就学のお子さんには保護者が同伴してください。 
 

 

 

 

巡回館(予定) 

うらわ美術館  平成 28 年 7月 9 日～8月 31日 

岩手県立美術館 平成 28 年 10月 29 日～12月 11 日 

千葉市美術館  平成 29 年 1月 4 日～2月 26日 

足利市立美術館 平成 29 年 4月 8 日～5月 28日 

平塚市美術館  平成 29 年 7月 8 日～8月 27日 
 

 

 

 

交通案内  

電車利用: JR 京浜東北線、高崎線、宇都宮線、湘南新宿ライン、上野東

京ラインで浦和駅下車。西口から徒歩 7分。 

車 利 用: 東北自動車道（浦和出口から 9㎞）、首都高 5 号池袋線・埼玉

大宮線（浦和南口から 4㎞）、外環自動車道（三郷方面より外

環浦和出口から 5km、大泉方面より戸田西口から 7km）。当

ビル地下の公営駐車場（有料）をご利用ください。  

関連事業  

 
BIB1999 グランプリ受賞 

中辻悦子《よるのようちえん》 

©Etsuko NAKATSUJI 

 

 
BIB2003 グランプリ受賞 

出久根育《あめふらし》 

©Iku DEKUNE 

 

 
BIB2005 金牌受賞 

酒井駒子《金曜日の砂糖ちゃん》 

©Komako SAKAI 

 

 
BIB2015 金のりんご賞受賞 

ハビエル・サバラ(スペイン)《かごの鳥》 

ⓒJavier Zabala 

 

 
BIB2015 金のりんご賞受賞 

ロナルド・クルショ(フランス) 

《私が眠る夜…》ⓒRonald Curchod 

 

 
BIB2015 ノミネート 

松本大洋《かないくん》 

ⓒTaiyo MATSUMOTO 
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記事掲載について 

広報用画像として下記の作品図版をご用意しています。本紙に必要事項をご記入の上、FAX またはメールにて

ご連絡ください。 

確認事項 

① 作品図版使用の際は必ずキャプションを表記してください。 

② 取材、会場撮影の際には、必ず事前にご連絡、お問合せください。 

③ 確認のため、校正原稿をお送りください。 

④ 掲載日、放送日、掲出日が決まりましたら事前にお知らせください。 

⑤ 掲載後には恐れ入りますが、掲載誌（紙）、データ等をご恵贈ください。 

       

 

 

希望作品図版：  

媒体名： 媒体種別： 

貴社名： ご担当者名： 

tel： fax： 

e-mail：  

掲載日：  

 

＊読者プレゼント用招待券が必要な方 

必要枚数：    枚  

送付先住所：〒 
 

 

 

問い合わせ 

うらわ美術館 

〒330－0062さいたま市浦和区仲町 2-5-1 浦和センチュリーシティ 3F 

tel:048-827-3215 fax:048-834-4327 e-mail: urawa-art-museum@city.saitama.lg.jp 

http://www.city.saitama.jp/urawa-art-museum/  

※うらわ美術館ウェブサイトが新しくなりました。プレスリリースのデータや問い合わせフォームなどを掲載しています。ぜひご活用ください。 

【図1】BIB2015  金のりんご賞受賞  

ミロコマチコ《オレときいろ》 ©mirocomachiko 
【図2】BIB2015 金のりんご賞受賞  

ミロコマチコ《オレときいろ》©mirocomachiko 
【図3】BIB2015 グランプリ受賞  

ローラ・カーリン『あなたがつくる世界』 

ⓒLaura Carlin 


