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報道関係各位
企画展のご案内

１ 展覧会ポスター

Ⓒ藤子スタジオ

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・大川原
〒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 ―――――
日本の漫画カルチャーの生きた伝説的存在である藤子不二雄Ⓐ氏。現在、御年 85 歳にし
て、いまだ現役であるⒶ氏は『忍者ハットリくん』や『怪物くん』、そして『プロゴルファ
ー猿』などの少年向け作品から、『魔太郎がくる!!』、『笑ゥせぇるすまん』などといった青
年・大人向け作品も数多く生み出してきたレジェンドです。
本展では、揺れ動く人間の心を多彩なジャンルで描き出し、日本を代表するブラックユ
ーモア作品を世に生み出したⒶ氏の奇妙な世界を「変コレクション」とともに紹介しま
す。
さらに、本展は会場の全てが撮影可能。会場のいたるところが「変なフォトスポット」
と化し、藤子不二雄Ⓐ氏の作品を見るだけでなく、奇妙な世界に入り込むことができます。

Profile ――――――
藤子不二雄Ⓐ

ふじこ ふじお えー

1934 年富山県氷見市生まれ。1951 年より漫画制作を始める。
主な著作は「忍者ハットリくん」、「怪物くん」、「プロゴルファ
ー猿」、
「笑ゥせぇるすまん」など。1990 年自作マンガをもとに
映画「少年時代」を製作、日本アカデミー賞他多数受賞。2005
年文部科学大臣賞受賞、2008 年旭日小綬章受章。

©藤子スタジオ

Outline ――――――
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特別展「藤子不二雄Ⓐ展―Ⓐの変コレクション―」
2019 年（令和元年）10 月６日（日）～12 月 22 日（日）
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://www.koshibun.jp
９：30～18：00（観覧受付は 17：30 まで）
毎週火曜日、10 月 23 日（水）、11 月 25 日（月） ※10 月 22 日（火）は開館
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。
高志の国文学館
共
催
北日本新聞社、チューリップテレビ
藤子スタジオ
協
力
藤子不二雄Ⓐ展製作委員会
東京シティビュー
協
賛
富山県氷見市
高志の国文学館事業課 事業部長
生田 美秋（いくた よしあき）
主任(学芸員) 大川原竜一（おおかわら りゅういち）
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Theme ――――――
伝説のマンガ王！！ 藤子不二雄Ⓐ氏マルチワールド大公開！
①エントランスゾーン
日本漫画カルチャーの伝説的存在の藤子不二雄Ⓐ氏の等身大フィギュアと『笑ゥせぇ
るすまん』でお馴染み「Bar 魔の巣」が登場。
②トキワ荘ゾーン
藤子不二雄Ⓐ氏の自伝的作品でもある『まんが道』の中から、氏が上京して間もない
頃の部屋を完全再現！実際に入って当時の空間をご体感ください。
③ポップゾーン
コメディ&スポーツの代表作品でもある『怪物くん』
『忍者ハットリくん』
『プロゴルフ
ァー猿』の作品と、その世界観を共にご紹介します。
④ブラックユーモアゾーン、笑ゥせぇるすまんゾーン
『笑ゥせぇるすまん』をはじめとする、藤子不二雄Ⓐ氏のブラックユーモア作品『黒
ベエ』
『魔太郎がくる!!』
『ブラック商会変奇郎』の他、数多くの短編集を見ることので
きる貴重なゾーンです。
⑤Ⓐの変コレクションゾーン
藤子不二雄Ⓐ氏が作品執筆にあたって参考にした数々のアイテムを展示します。氏が
実際に集めた骨董品、アニメ化された作品のセル画や台本、キャラクターグッズなど、
氏の頭の中を覗き込むようなスペースです。またスペシャルコンテンツとして、展覧
会を記念して、造形家 竹谷隆之氏や、影絵アーティスト 河野里美氏とコラボレーシ
ョンした作品を展示します。

Topics ――――――
１
２
３
４
５

伝説のマンガ王、富山県出身の藤子不二雄Ⓐ氏の世界を大公開する特別展。
代表作の原画や藤子不二雄Ⓐ氏のインタビュー動画、フォトスポット等関連資料
200 点以上を展示。
自伝的な『まんが道』『少年時代』の原画を富山会場オリジナル展示。
会場内は撮影可能。「変なフォトスポット」でⒶ氏の奇妙な世界に入り込む。
グッズコーナーではオリジナルデザインのアイテムも多数用意。

Highlight ―――――
■主な出品資料
（１）漫画の「聖地」トキワ荘の一室を再現。取り壊された壁の一部を展示。
（２）秘蔵コレクションから門外不出のスケッチブックまで、藤子不二雄Ⓐ氏の「変コレ
クション」
。
（３）ブラックユーモア作品のイメージで壁一面を埋め尽くす展示。
（４）ブラックユーモア作品「明日は日曜日そしてまた明後日も……」等のミニシアター
上映
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Events ――――――
（１）開催記念！藤子不二雄Ⓐ氏 ご来館
［日 時］10 月６日（日）10:30～
［会 場］当館研修室 101
［定 員］72 名（先着順）
◎参加無料 ◎申込必要

※展覧会についてお話いただく予定です。

（２）キャラクターグリーティング
１ 登場キャラクター／怪物くん
［日 時］10 月 27 日（日）
①11:00～ ②13:00～ ③14:00～ ④15:00～
各回 15 分
［会 場］企画展示室内
◎要観覧券 ◎申込不要
※当日、潮風ギャラリーでは忍者ハットリくんが登場
２ 登場キャラクター／忍者ハットリくん
［日 時］11 月３日（日・祝）「まんがの日」
①11:00～ ②13:00～ ③14:00～ ④15:00～
各回 15 分
［会 場］企画展示室内
◎要観覧券 ◎申込不要
※当日、潮風ギャラリーでは怪物くんが登場
（３）キャラクター入り新聞紙エコバッグ製作体験
１
［日 時］10 月 14 日（月・祝）
①11:00～12:00 ②13:00～14:00 ③14:00～15:00
［会 場］当館研修室 101
［定 員］各回 30 名
◎参加費／大人 300 円 子ども 100 円
２
［日 時］11 月 23 日（土・祝）
①11:00～12:00 ②13:00～14:00 ③14:00～15:00
［会 場］当館研修室 101
［定 員］各回 30 名
◎参加費／大人 300 円 子ども 100 円
その他［ＤＶＤ上映会］を予定。当館ホームページ等で告知いたします。
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Images ―――――

２ エントランスゾーン
Ⓒ藤子スタジオ
（Ⓐマークオブジェ・藤子Ⓐ氏等身大人形）

３ エントランスゾーン
（Bar 魔の巣展示）

４ トキワ荘 再現展示

５ ポップゾーン

Ⓒ藤子スタジオ

６ ブラックユーモアゾーン（原画）Ⓒ藤子スタジオ

８ 変コレクションゾーン イメージ

イメージ

７ 笑ゥせぇるすまんゾーン

Ⓒ藤子スタジオ

-5-

Ⓒ藤子スタジオ

Ⓒ藤子スタジオ

Ⓒ藤子スタジオ

高志の国文学館

2019.9.27

高志の国文学館特別展「藤子不二雄Ⓐ－Ⓐの変コレクション－」

広報用画像貸出申請書
高志の国文学館事業課 広報担当
FAX 076-431-5490

行

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
□画像
□画像
□画像
□画像
□画像
□画像
□画像

1
2
3
4
5
6
7
8

展覧会ポスター
エントランスゾーン（Ⓐマークオブジェ・藤子Ⓐ氏等身大人形）
エントランスゾーン（Bar 魔の巣展示）
トキワ荘 再現展示
ポップゾーン イメージ
ブラックユーモアゾーン（原画）
笑ゥせぇるすまんゾーン
変コレクションゾーン イメージ

※画像は全てイメージです。実際の展示とは異なる場合がございます。
※画像を使用の際には画像の下などに「Ⓒ藤子スタジオ」と視認できるように記載ください。
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