
森のおうち企画一覧表 NO.1

1994 4.29～７.24 オープニング展「宮沢賢治の世界、絵本原画展」

小林敏也、鈴木靖将、高野玲子、三橋節子など

７.25～10.30 「バーナデット・ワッツ展」絵本原画展

「３びきのくま」「いばらひめ」他

11.2～

1995 ～1.16 「クリスマスと冬の特集」絵本原画展

「マッチ売りの少女」「てぶくろを買いに」他、冬にちなんだ絵本の原画展

１.18～３.29 「安曇野・松本平、民話・伝説展」

郷土の作家と語るひととき。資料、さし絵、写真などを展示。

４.１～５.30 「魔法の森へようこそ」絵本原画展

ミステリアスな斉藤隆夫の世界。「カガカガ」他

６.２～10.31 「新しいアリスの世界」絵本原画展

フランスのファッションイラストレーター、デリア・カンセラ描きおろし原画。

11.３～

1996 ～２.28 「宮沢賢治“冬と星の特集”」絵本原画展（賢治生誕100年記念特別展１）

画家、小林敏也と賢治が奏でる二重奏。「銀河鉄道の夜」他

３.２～５.８ 「宮沢賢治“森や野原からもらったお話特集”」（賢治生誕100年記念特別展２）

油野誠一、高野玲子、鈴木靖将それぞれの賢治への夢。

５.11～６.26 「森津和嘉子の世界」絵本原画展

「まっかないちごがまってるよ」「こねこと７にんのこどもたち」他

６.11～６.26 「風の足跡」謝孝浩写真展

ネパール、ブータン、ヒマラヤに生きる人々

６.29～10.２ 「科学ファンタジー展」化石、資料展

氷河時代のナウマンゾウと野尻湖人の生活を、野尻湖発掘より学ぶ。

10.５～

1997 ～1.15 童心をつらぬく「小宮山量平と子どもの本の世界展」絵本原画・資料展

戦後の創作児童文学の誕生

１.18～４.２ 「諸橋精光の超大型紙芝居原画展」

畳一帖もある紙芝居「なめとこ山のくま」（宮沢賢治）を展示

４.５～７.29 ノンセンス文学の扉を開ける「不思議の国のアリス展」原画・資料展

イギリス文学のオーソリティー吉田新一の連続文学講座あり

８.１～８.31 「安野光雅絵本原画展」

アメリカ、イギリス、オランダ、旅の絵本他

９.３～11.26 「遠山繁年絵本原画展」

宮沢賢治の「永訣の朝」「月夜のでんしんばしら」「双子の星」他

11.29～

1998 ～３.３ 「現代絵本版画展」木版画、銅版画、リトグラフ、シルクスクリーンなど

３.６～５.26 「モダニズムプリンセス展」絵本原画展

山本容子「白雪姫」、高野玲子「白雪姫」、デリア・カンセラ「シンデレラ」他

５.29～７.28 「宮沢賢治と交響する」絵本原画展

東逸子「銀河鉄道の夜」、北見隆「楢の木大学士の野宿」、

スズキコージ「グスコーブドリの伝記」、高野玲子「土神ときつね」他

7.31～９.１ 「安野光雅絵本原画展」

「野の花と小人たち」ほか

９.４～11.24 「風の又三郎絵本原画展」

小林敏也と伊勢英子、違う感性で描かれたふたつの「風の又三郎」
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11.27～

1999 ～４.６ 「マッチ売りの少女」絵本原画展

バーナデット・ワッツ「マッチ売りの少女」「くつやのマルチン」他

４.９～７.13 「宮沢賢治・貝の火」絵本原画展

画家、油野誠一が童心にかえって描いた美しい原画の数々を展示。

７.16～９.７ 「東逸子の幻想時間」絵本原画展

「翼の時間」「月光公園」「アマテラス」

９.10～11.16 スズキコージ絵本原画展「魔女がおしえてくれたこと」

「魔女がおしえてくれたこと」「山のディスコ」他

11.19～

2000 ～２.１ 高野玲子絵本原画展「我ら猫ざんす。」

宮沢賢治作「どんぐりと山猫」、銅版画詩集「猫シリーズ」他

２.４～４.18 「華麗なる女流三人展」

森津和嘉子、山本容子、デリア・カンセラ絵本原画展

〈併設展〉2.4～3.1「PACKMAMと笑っていこう」写真展

４.21～７.25 遠山繁年絵本原画展「オツベルと象」

「オツベルと象」「やまなし」「双子の星」他

７.28～10.24 伊勢英子絵本原画展「風がはこんでくれたものがたり」
宮沢賢治「水仙月の四日」「風の又三郎」、小泉八雲「雪女」他、タブローも展示。

10.27～

2001 ～２.13 田島征三絵本原画展「しずかとぽろ」「さよならぽろ」

〈併設展〉斉藤佐知絵画展「一つぶのむぎ」吉田一穂・絵本の世界

２.16～５.６ 「昔話絵本原画展」（イルフ童画館同時開催）

「きつねんにょうぼう」「ももたろう」「たからげた」「にしきのむら」

「パンのかけらとちいさなあくま」「うらしまたろう」など、全112点を展示。

５.８～７.24 「小川未明絵本原画展」日本のアンデルセン未明の名作をふたりの画家が描く

高野玲子「牛女」、牧野鈴子「赤いろうそくと人魚」、他、資料も展示。

７.27～９.25 「幼年童話絵本原画展」

やまわきゆりこ「ぐりとぐらの1ねんかん」「やまわきゆりこのえはがきえほん」

にしまきかやこ「わたしのワンピース」「グーズベリーさんのみどりのにわで」

〈同時展示〉8.6～8.20「ぐりとぐらのかるた」

９.28～12.11 小林敏也絵本原画展「森に響け賢治の音」

「セロ弾きのゴーシュ」「よだかの星」「ポラーノの広場」「雨ニモマケズ」

〈併設展〉10.9～10.31 敵さんコンニチワ！

「ハロー・ディア・エネミー！」平和と寛容の国際絵本展

19カ国から85冊の絵本と多数の解説パネルの展示。

12.14～

2002 ～３.５ 「森のおうち所蔵展」

「不思議の国のアリス」「鏡の国のアリス」「シンデレラ」「マッチ売りの少女」他

〈併設展〉アンティークポップアップ絵本展（しかけ絵本）

３.８～５.14 「スズキコージ絵本原画展」

「エンソくんきしゃにのる」「サルビルサ」「大千世界の生き物たち」他。

５.17～７.16 「宮沢賢治ことばの宝石展」

遠山繁年「やまなし」「オツベルと象」他、妹能一郎「十力の金剛石」他

７.19～９.17 「馬場のぼる・降矢なな２人展」

馬場のぼる「11ぴきのねこふくろのなか」「ぶたたぬききつねねこ」他

降矢なな「あしたもともだち」「めっきらもっきらどおんどん」他
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９.20～11.19 「飯野和好絵本原画展」

「ねぎぼうずのあさたろう」「妖怪図鑑」「くろずみ小太郎旅日記」他

11.22～

2003 ～３.11 森のおうち所蔵原画展「雨ニモマケズ」

「雨ニモマケズ」「どんぐりと山猫」「貝の火」他

〈同時展示〉11.２～1.21「スピティ展」ヒマラヤのなつかしい谷

写真と文による展示。

３.14～５.13 「黒井健絵本原画展」

「水仙月の四日」「雲の信号」「手ぶくろを買いに」「月夜のバス」

５.16～７.22 浜田桂子絵本原画展「遊ぼう遊ぼうみんなで遊ぼう」

「あそうぼうあそぼうあかあさん」「あそぼうあそぼうおとうさん」

「さっちゃんとなっちゃん」「ぼくがあかちゃんだったとき」

７.25～９.30 いせひでこ絵本原画展「1000の風 1000のチェロ」

「1000の風 1000のチェロ」「はくちょう」他、タブロー「ひまわり」「麦畑」

10.３～12.24 「バーナデット・ワッツ絵本原画展」

「ブレーメンの音楽隊」「おひめさまのけっこん」他

2004 12.27～

～２.17 森のおうち所蔵原画展Ⅰ「女流展」

山本容子「白雪姫」、高野玲子「手ぶくろを買いに」他

２.20～４.13 森のおうち所蔵原画展Ⅱ「宮沢賢治展」

小林敏也「雨ニモマケズ」、高野玲子「どんぐりと山猫」他

４.16～７.13 「おもしろ昔話絵本原画展」

田島征三「おならのしゃもじ」遠山繁年「おおきさくらべ」

スズキコージ「たこやはちべえ りゅうぐうたび」

〈併設展〉あそびうたえほん原画展 太島妙子「あそびうたえほん」

７.16～９.14 「落語・講談絵本原画展」

川端誠「じゅげむ」「たのきゅう」

飯野和好「ねぎぼうずのあさたろう４」「むかでのいしゃむかえ」

９.17～12.26 「２人の女流画家絵本原画展」

ベリンダ・ダウンズ刺繍「しらゆきひめ」「サイレントナイト」他

アニタ・ローベル絵「アンナの赤いオーバー」

12.28～

2005 3.22 特別展「降矢なな絵本原画展」アンデルセン作「赤いくつ」

併設展「森のおうち所蔵版画展」

高野玲子「どんぐりと山猫」、小林敏也「雨ニモマケズ」、高橋義治「雪と月」他

3.25～5.10 「黒川みつひろ恐竜絵本原画展」

「たたかう恐竜たち」シリーズ、「恐竜の谷」他

5.13～7.12 「長野ヒデ子絵本原画展」

「せとうちたいこさんえんそくいきタイ」「狐」他

7.15～9.27 「いせひでこ絵本原画展」――「絵描き」の原画とエスキス展

「絵描き」、エスキス、タブロー「秋桜」「四月気圏の底」他

9.30～12.6 「出久根育絵本原画展」

「ペンキや」「ワニ」「あめふらし」他

12.9～

2006 2.28 「藤岡牧夫絵本原画展」

「笹舟ノカヌー」、「風に吹かれて」他
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3.3～5.9 「女流絵本画家3人展」

浜田桂子『ぼくのかわいくないいもうと』

なかやみわ『そらまめくんのベット』、大島妙子『こわくないこわくない』

5.12～7.18 「油野誠一・遠山繁年2人展」

油野誠一『シャカ』『貝の火』、遠山繁年『永訣の朝』『蜘蛛の糸』

7.21～9.26 「やまわきゆりこ・あべ弘士2人展」

やまわきゆりこ『やまわきゆりこのあかちゃん日記』『Day Book』

あべ弘士『ふぶきのあした』『ライオンのながいいちにち』

9.29～12.5 「布絵コラージュ絵本原画展」

和歌山静子『たぬきのたんちゃん』『ねこちゃん』『ふくろうのそめものや』

ベリンダ・ダウンズ『ようこそあかちゃん』『きらぼしひめの物語』

12.8～

2007 2.19 「欧州のみんな知ってるお話展」

デリア・カンセラ『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』

山本容子『白雪姫』、バーナデット・ワッツ『マッチ売りの少女』他

併設展＊「ロバート・サブタ ポップアップ絵本展」『不思議の国のアリス』他

2.24～4.24 「宮沢賢治絵本原画展」

いせひでこ『水仙月の四日』他

高野玲子『どんぐりと山猫』他、鈴木靖将・イメージ『銀河鉄道の夜』他

4.27～6.26 「水のファンタジー絵本原画展」

山内ふじ江『貝の子プチキュー』『黒ねこのおきゃくさま』他

ピーター・スピアー『雨、あめ』

6.29～8.28 「いせひでこ絵本原画展」

『ルリユールおじさん』『旅する絵描き』

＊9.17～10.10パリ六区区役所にて展示

8.31～10.30 「小林敏也絵本原画展」

『黄いろのトマト』『猫の事務所『蛙の消滅』『雨ニモマケズ』

併設展＊「貝原浩 風しもの村から～チェルノブイリ・スケッチ」

11.2～12.25 「長縄泰子手ぶくろ人形展」

クリスマス特別展「児島なおみ絵本原画展」

『クリスマスソングブックⅠ・Ⅱ』

12.28～

2008 3.16 「新風舎えほん大賞原画展」

まるやまあやこ『たんぽぽのふね』

併設展＊「森のおうち所蔵原画展」高野玲子『牛女』他

3.19～5.20 「こどもと一緒に楽しむ絵本原画展」

荒井良二『はっぴぃさん』『にせニセことわざずかん』

ほたはまたかし『あいうえおおかみ』

併設展＊「浜昌平絵画展～心の中の彩り、ソノ瞬間（とき）を見つめて」

5.23～7.15 「高楼方子・千葉史子姉妹展」

たかどのほうこ『まあちゃんのながいかみ』『まあちゃんのまほう』

ちばちかこ『とおいまちのこ』『いたずらおばあさん』『十一月の扉』
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7.18～9.16 「ことばあそび絵本原画展」

高畠純『だじゃれどうぶつえん』『だじゃれしょくぶつえん』

『だじゃれレストラン』

さいとうしのぶ『あっちゃんあがつく』他

9.19～11.18 「女流画家の描く宮沢賢治展」

たかしたかこ『鹿踊りのはじまり』『おきなぐさ・いちょうの実』

田原田鶴子『チュウリップの幻術』、高野玲子『どんぐりと山猫』

11.21～ 「森のおうち所蔵絵本原画展」

2009 ～1.20 バーナデット・ワッツ『マッチ売りの少女』『くつやのマルチン』他

デリア・カンセラ『不思議、鏡の国のアリス』『シンデレラ』

山本容子『白雪姫』

1.23～3.17 「高野玲子新作銅版画展」～人情ならぬ猫情いっぱい～

高野玲子新作の銅版画展示即売35点

併設展「森のおうち所蔵絵本原画展」

高野玲子『牛女』『注文の多い料理店』『ヘンゼルとグレーテル』

3.20～5.19 「高畠純絵本原画展」

『どうするどうするあなのなか』『おとうさんのえほんその２』

『だじゃれレストラン』『だじゃれオリンピック』

同時展示「善光寺御開帳記念特別展」

油野誠一『シャカ』

5.22～7.14 「動物と音楽のファンタジー絵本原画展」

岡田淳『ネコとクラリネットふき』、たしろちさと『おんがくかいのよる』

石田真理『オオカミくんはピアニスト』

併設展「俳句と絵画の世界」

飯島ユキ、ノブ・ホサナ、石塚秀雄 3人展

7.17～9.15 「いせひでこ絵本原画展」

『にいさん』『大きな木のような人』『くるみわり人形』他

9.18～11.17 宮沢賢治「銀河鉄道の夜を旅する」絵本原画展及び資料展

小林敏也『銀河鉄道の夜』、田原田鶴子『銀河鉄道の夜』、遠山繁年『永訣の朝』

2010 11.20 「いせひでこ絵本原画展Ⅱ」

～1.26 『あの路』『くるみわり人形』他

同時展示

石井麻木・写真『みんな、絵本から』

1.29～3.16 「森のおうち所蔵作品展」

高野玲子『どんぐりと山猫』、油野誠一『貝の火』、小林敏也『雨ニモマケズ』

バーナデット･ワッツ『マッチ売りの少女』『くつやのマルチン』他
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3.19～5.18 「おやこで楽しい絵本原画展」

山脇百合子「子どもとお母さんのおはなしシリーズ」『ねこのおんがえし』

『いたずらぎつね』『やまわきゆりこのえはがきえほん』

さいとうしのぶ『子どもと楽しむ行事とあそびのえほん』

『おかしな おかしな おかしのはなし』

同時展示「降矢なな絵本原画展」

降矢なな『いそっぷのおはなし』

5.21～7.13 「アフリカの鼓動 絵本原画展」

沢田としき『アフリカの音』『エンザロ村のかまど』

アフリカ子どもの本プロジェクト｢アフリカを 読む、知る、楽しむ 子どもの本｣展

同時展示「長編ファンタジーの表紙絵展」

寺島龍一『指輪物語』全巻、酒井駒子『クロニクル 千古の闇』全巻

7.16～9.14 「平和への祈り 絵本原画展」

司 修『まちんと』、ボスニア･ヘルツェゴビナの子どもたち『地雷のあしあと』

田村久子「風刺漫画」

9.17～11.16 「宮沢賢治のブラックユーモア絵本原画展」

木内達朗『氷河ねずみの毛皮』、スズキコージ『注文の多い料理店』

髙橋伸樹『とっこべとら子』

11.19 「油野誠一 追悼絵本原画展～巨匠が残した たからもの～」

～1.25 油野誠一『おんどりのねがい』『きのまつり』『くまさぶろう』『貝の火』

2011 『おうさまのうま』『まるいくに』『いすがあるいた』『ふたごの星』

『妖精のおよめさん』『小さな赤いめんどり』『月のオペラ』

１.28～３.15 「3人3様絵画展」

浜昌平「昌平の大好きなものたち」

渡辺あふる「あふるのあふれる想い」

風子「風子の絵足紙と詩言葉」

同時展示「森のおうち所蔵絵本原画展」

バーナデット･ワッツ『リサの小さなともだち』

デリア･カンセラ『シンデレラ』、山本容子『白雪姫』

３.18～5.17 「なかがわちひろ作品展」

『のはらひめ』『きょうりゅうのたまご』『おじいちゃんちでおとまり』

『おたすけこびと』 他

5.20～7.12 「動物と人間（ひと）のファンタジー絵本原画展」

いまい あやの『くつやのねこ』『チャッピィの家』

高野玲子『どんぐりと山猫』

みやこし あきこ『もりのおくのおちゃかいへ』

7.15～9.13 「いせひでこ 絵本原画展」

『まつり』『木のあかちゃんズ』『ルリユールおじさん』『大きな木のような人』

木と音楽をテーマにしたタブロー



NO.７

9.16～11.15 「心にしみいる詩と挿絵展」

遠山繁年『永訣の朝』、くどうなおこ『わっしょいのはらむら』、

ほてはまたかし『版画のはらうた』、鈴木永子『あかちゃん あかちゃん』

島田光雄「童話屋詩文庫表紙絵」

11.18 「宮沢賢治『雨ニモマケズ』絵本原画展」

2012 ～1.17 小林敏也『雨ニモマケズ』、油野誠一『紙芝居・ふたごのほし』

高野玲子『注文の多い料理店』、いせひでこ、鈴木靖将 タブロー

同時展示「征矢野 久 水彩画展～ヨーロッパを描く」

安曇野の画家、征矢野 久がヨーロッパを旅した時に描いた約50点を展示

1.20～3.13 「森のおうち所蔵絵本原画展」

あべ弘士「動物カレンダー」

デリア･カンセラ『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』他

3.16～5.15 「飼耳作品絵本原画展」

牧野千穂『うきわねこ』、ミヤハラヨウコ『のろのろひつじとせかせかひつじ』

宇野亜喜良『エスカルゴの夜明け』、ささめやゆき『オオカミがきた』

5.18～7.17 「望月通陽ことばの森から展」

「型染めの画文集より」「聖書を描く」「造本・装幀・装画の仕事」

7.20～9.18 「いせひでこ 絵本原画展～青の世界」

『雲のてんらん会』『むぎわらぼうし』『海のいのち』他

同時展示「柳田邦男写真展～雲の物語」

「雲は詩人」「雲は絵本作家」「雲は旅人」

9.21～11.20 「日韓絵本の架け橋展～Vol.2 こぐまの会展」

遠山繁年『ゆめうりふくろう』、垂石眞子『月へミルクをとりにいったねこ』

う さ『おくりもの』、キム･ヒョン『ぼくのアップルパイ たべたのだあれ？』

チャン･ヨンス『くるよ くるよ』ユ･キョンファ『アイスクリームは どこからきたの？』

11.23 「宮沢賢治絵本原画展」

2013 ～1.22 小林敏也『雨ニモマケズ』

同時展示「震災で消えた小さな命展」
日本作家70名、海外作家19名の絵本作家･画家･アーティストが、

2011.3.11大震災の被災者から描いてほしい動物を伺い、その『小さな命』を
絵の中によみがえらせた約100点

1.25～3.26 「まるやまあやこ絵本原画展」

『たんぽぽのふね』、『とげが ささった あやかちゃん』

『まよなかのトイレ』、『わたしのくつ』、『ひとりで おとまり』

3.29～5.21 「みやこしあきこ絵本原画展」

『たいふうがくる』、『もりのおくのおちゃかいへ』

『ピアノはっぴょうかい』、『のはらのおへや』



NO.８

5.24～7.23 「はたこうしろう絵本原画展」

『ことりのゆうびんやさん』、『ゆらゆらばしのうえで』

『みんな くる くる、よってくる』、『どうぶつなんびき？』

7.26～9.17 「いせひでこ新作絵本原画展」

『チェロの木』、『最初の質問』、タブロー

『チェロの木』のためのエスキース、スケッチ、など

9.20～11.19 「森のおうち所蔵絵本原画展Vol.1～宮沢賢治作品絵本原画展」

小林敏也『雨ニモマケズ』、油野誠一『貝の火』

遠山繁年『永訣の朝』、 高野玲子『どんぐりと山猫』、他

11.22～ 「森のおうち所蔵絵本原画展Vol.2～国内外の絵本たち」

2014 1.21 バーナデット・ワッツ『マッチ売りの少女』、

デリア・カンセラ 『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』

高野玲子『てぶくろを買いに』、他

同時展示「松本の画家・たかやまたみこ展～イメージ画の世界」

宮沢賢治の『双子の星』他、8つのお話しのイメージ画

1.24～3.18 「森のおうち所蔵絵本原画展Vol.3～愛のものがたり」

レイモン・ペイネ「恋人たち」シリーズ、デリア・カンセラ『シンデレラ』

山本容子『白雪姫』、高野玲子『牛女』、高橋義治 シリーズ「夜」、

いせひでこ タブロー「突然あらわれた樹齢1000年のポプラの木」他

3.21～5.20 「小林敏也の宮沢賢治絵本原画展」

『風の又三郎』『よだかの星』『ポラーノの広場』

『雨ニモマケズ』『注文の多い料理店』、他

5.23～７.22 「MOE絵本屋さん大賞2013受賞作品絵本原画展」

かこさとし『からすのおかしやさん』、tupera tupera『しろくまのパンツ』

ミロコマチコ『オオカミがとぶひ』『てつぞうはね』

7.25～9.16 「いせひでこ絵本原画展」

『かしの木の子もりうた』『わたしの木、こころの木』

『チェロの木』、タブロー「der heilige Punkt」、他

9.19～11.18 「日本を飛び出した画家たち絵本原画展」

降矢なな『黄いろのトマト』『ナミチカのきのこがり』

出久根育『十二の月たち』『ゆっくりのんのちゃん』

11.21 「新美南吉作品絵本原画展」

2015 ～1.27 長野ヒデ子『狐』『あめだま』『げたに ばける』

高野玲子『てぶくろを買いに』『こぞうさんのおきょう』『こどものすきな神様』

同時展示「森のおうち所蔵バーナデット・ワッツ絵本原画展」

バーナデット･ワッツ『マッチ売りの少女』『くつやのマルチン』他



NO.９

1.30～3.17 「まるやまあやこ絵本原画展」

『ゆきのひのいえで』

同時展示「森のおうち所蔵絵本原画展」

高野玲子『ヘンゼルとグレーテル』、山本容子『白雪姫』

あべ弘士「あべ弘士のどうぶつカレンダー」

2.20～5.19 「わんとにゃん絵本原画展」

荒戸里也子『おいぬさま』、川浦良枝『しばわんこの四季の庭』

庄野ナホコ『ルッキオとフリフリ おおきなスイカ』、高野玲子『どんぐりと山猫』

5.22～7.21 「謡おう、わらべうた絵本原画展」

ましませつこ『あがりめ さがりめ』

さいとうしのぶ 『あぶくたった』『おべんとうばこの うた』

同時展示「森のおうち所蔵不思議の国のアリス展」

デリア・カンセラ 『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』

7.24～9.15 「いせひでこが描く『森のおうちの森』展」

『おさびし山の さくらの木』、「森のおうちの森」、「亘理吉田浜タブロー」、

俳句季刊誌『岳』表紙タブロー、他

9.18～11.17 「柿本幸造生誕100年記念絵本原画展」

『どうぞのいす』、『じゃむじゃむどんくまさん』

『柿本幸造 絵本画集 ひだまりをつくるひと』

11.20 「震災で消えた小さな命展Part３」

2016 ～1.25 日本作家73名、海外作家4名の絵本作家･画家･アーティストが、

2011.3.11大震災や、その後災害のの被災者から描いてほしい動物を伺い、
その『小さな命』を絵の中によみがえらせた80点

同時展示「小児科医・江口みつおき絵本原画展」

『チーコのくれた宝物～こねこの物語』

1.29～3.15 「森のおうち所蔵絵本原画展Vol.2～国内外の絵本たち」

バーナデット・ワッツ『マッチ売りの少女』、『リサの小さなともだち』他

デリア・カンセラ 『シンデレラ』、『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』

ユノセイイチ『貝の火』、あべ弘士「どうぶつカレンダー」

3.18～5.17 「いせひでこの宮沢賢治絵本原画展」

『風の又三郎』『ざしき童子のはなし』『水仙月の四日』『よだかのほし』

「『小岩井農場』パート四、パート六」心象スケッチタブロー

「賢治のひまわり(すがれのひまわり)」｢賢ゴッホのひまわり(絢爛たる孤独)｣他

5.20～7.19 「はたこうしろう＆おーなり由子 ふたり展」

はたこうしろう『なつのいちにち』『ぼくはうちゅうじん』

おーなり由子 『あかちゃんがわらうから』『ことばのかたち』



NO.10

7.22～9.13 「いせひでこ絵本原画展“子どもたちよ 子どもたちよ“」

『幼い子は微笑む』『こぶしのなかの宇宙』、あかちゃんのスケッチ

「絵本の中の子どもたち」として、以下より抜粋

『1000の風 1000のチェロ』『にいさん』『あの路』『かしの木の子もりうた』他

9.16～11.15 「出久根育絵本原画展」

『ひのきとひなげし』『もりのおとぶくろ』『こうさぎと4ほんのマフラー』

同時展示「森のおうち所蔵宮沢賢治絵本原画展」

伊勢英子『ざしき童子のはなし』他

11.18～ 「まるやまあやこ絵本原画展」

2017 ～1.24 こどものとも『かすみのどんぐり』『さきちゃんのくつ』『そっと』

同時展示「森のおうち所蔵バーナデット・ワッツ絵本原画展」

『マッチ売りの少女』『くつやのマルチン』『こまったクリスマス』他

1.27～3.14 「浜昌平 絵画展“ぼくのお気に入りたち”｣

浜昌平の絵画40点あまり

同時展示「森のおうち所蔵絵本原画展」

『水仙月の四日』『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』『白雪姫』

3.17～5.16 「いろんなのりもの絵本原画展」

コヨセジュンジ『おたすけこびととハムスター』『こうじのくるま』、タブロー

柿本幸造 初期タブロー、「わんたのしごと」他

5.19～7.18 「遠野のおはなし絵本原画展」

小林敏也『ざしき童子のはなし』、『雨ニモマケズ』

町田尚子 『ざしきわらし』、 近藤薫美子『まよいが』

7.21～9.19 「いせひでこ絵本原画展“小さなものたちの大きな世界”｣

『ねぇ、しってる？』『グレイのものがたり』『あの路』

9.22～11.14 「ネコたち大活躍絵本原画展」

いせひでこ『猫だもの ～ぼくとノラと絵描きのものがたり』、

江口みつおき『ふしぎな国のおともだち』、

庄野ナホコ『ルッキオとフリフリ はじめてのクリスマス』『 ～おやしきへいく』

11.17 「きみへのおくりもの 絵本原画展」

2018 ～1.23 刀根里衣『きみへのおくりもの』

同時展示「森のおうち所蔵絵本原画展」

バーナデット･ワッツ『マッチ売りの少女』『くつやのマルチン』他

デリア・カンセラ『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』

レイモン・ペイネ 「恋人たち」より


