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ぼくと わたしと みんなの tupera tupera 絵本の世界展
	
  亀山達矢と中川敦子による二人組ユニット tupera tupera（ツペラ ツペラ）

は、絵本やイラストレーションをはじめ、工作や舞台美術、ワークショップや空
間デザインなど、様々な分野で幅広く活躍しており、久留米シティプラザの「カ
タチの森」もプロデュースしています。
	
  2002 年、二人は布雑貨の制作・販売からスタートしました。そして、蛇腹状
に飾ることができる絵本『木がずらり』をきっかけに、絵本の世界にも活動の幅
を広げ、斬新なアイディアとユーモアにあふれる作品を次々に発表していきま
す。絵本にパンツをはかせるユニークな造本で注目された『しろくまのパンツ』
では、第 18 回日本絵本賞読者賞と第 2 回街の本屋が選んだ絵本大賞グランプリ
を受賞。そして、2018 年には『わくせいキャベジ動物図鑑』が第 23 回日本絵
本賞大賞に輝きました。
	
  本展は、tupera tupera の軌跡をたどる初めての大規模展覧会です。代表作で
ある絵本原画を中心に、最初期の布雑貨、イラストレーションやアニメーション
の仕事など、約 300 点の作品で tupera tupera の世界をご紹介します。
展覧会名

ぼくと わたしと みんなの tupera tupera 絵本の世界展

会期

2019 年 8 月 6 日（火）—9 月 8 日（日）

出品点数

約 300 点

会場

久留米市美術館（本館 1 階）

主催

久留米市美術館、毎日新聞社、RKB 毎日放送

協賛

株式会社ライブアートブックス

協力

(有)ヤスダフォトスタジオ

後援

久留米市教育委員会

スペシャルパートナー

株式会社ブリヂストン

オフィシャルパートナー

学校法人久留米大学、株式会社筑邦銀行、株式会社森光商店

入館料

一般 800 円（600 円）	
  シニア 600 円（400 円）	
  大学生 500 円（300 円）
高校生以下無料	
  ※（	
  ）内は 15 名以上の団体料金、シニアは 65 歳以上。
上記料金にて石橋正二郎記念館もご覧いただけます。

休館日

月曜日（ただし、8 月 12 日は開館）

開館時間

10:00−17:00（入館は 16:30 まで）＊8 月 18 日は 18：30 まで延長開館（入館は 18：00 まで）

交通案内

JR	
 博多駅より JR	
 久留米駅まで新幹線で 20	
 分、快速で 40 分	
 
福岡(天神)駅より西鉄久留米駅まで特急で 30	
 分、急行で 40	
 分	
 	
 

本展に関する

久留米市美術館	
  	
  展覧会担当：森 智志	
  広報担当：森 智志、松隈知子

お問い合わせ

〒839-0862	
  福岡県久留米市野中町 1015（石橋文化センター内）
TEL0942-39-1131/	
  FAX0942-39-3134
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展覧会のみどころ

その 1	
  絵本の原画
tupera tupera の絵本原画の魅力は、色鉛筆やペンによる繊細な筆跡だけではありません。
たとえば《パンダ銭湯》は、絵本で見るとパンダの黒はどれも同じに見えますが、原画で見
ると部分ごとにまったく違う質感の紙が使われていることに気がつきます。描くだけでは
なく、紙を切り貼りすることによって生み出される tupera tupera ならではの絵本原画を
お楽しみください。

②『パンダ銭湯』
2013 年	
  絵本館

①『ワニーニのぼうけん』
2008 年	
  婦人之友社

その 2	
  イラストレーション、アートディレクション

③『12 の星のものがたり』
2007 年	
  ヴィレッジブックス

CD ジャケットや教科書の表紙、テレビ番組や演劇など、tupera tupera が活躍する場は、
絵本の世界だけに留まりません。久留米シティプラザのフリースペース「カタチの森」も
tupera tupera がプロデュースした空間です。

④久留米シティプラザ
賑わい交流施設「カタチの森」
アートディレクション
（2016 年 4 月 27 日〜）

⑤久留米シティプラザ
賑わい交流施設「カタチの森」
アートディレクション
（2016 年 4 月 27 日〜）

⑥光村図書
『中学校教科書 国語 3 年』
2012 年

その 3	
  ものづくりと工作
tupera tupera の活動が布雑貨からはじまったこともあり、布や木を使った「ものづくり」
は、二人の絵本制作の原点ともいえます。活動初期の貴重な布雑貨から、身近なものを使っ
て「作る楽しさ」を伝える立体作品まで紹介します。

⑦kuma-san
2003 年

⑧つくってみよう！へんてこピープル
「がちゃがちゃパーティ」
2007 年

⑨ぶら下がり人形バッグ
2004 年
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関連事業
tupera tupera の絵本ライブ
福岡を中心に活動する音楽ユニット、ザ・スタッカーツをゲストに迎え、にぎやかで楽しい
音楽と一緒に、tupera tupera の 2 人が絵本の読み聞かせをおこないます。
日時：8 月 11 日（日）13：30〜（90 分程度）
会場：石橋文化会館 小ホール
対象：どなたでも（小学生以下の方は保護者の引率が必要）
定員：140 名	
  ＊応募者多数の場合は抽選
参加費：無料
申込方法：①-③をご記入の上、FAX またはハガキでお申し込みください。
①「tupera tupera の絵本ライブ参加希望」とご記入ください ②参加希望人数、全員の氏
名（代表者がわかるように）、全員の年齢 ③代表者の郵便番号、住所、電話番号
申込先：久留米市美術館イベント係
〒839-0862	
  福岡県久留米市野中町 1015	
  fax.0942-39-3134
＊7 月 23 日（火）必着
＊応募者多数の場合は抽選、結果はご応募いただいた方全員に 7 月 27 日（土）までにおし
らせいたします。
＊乳幼児を含めて 1 組 5 名様までお申し込み可能です。

【美術館外でのイベント】
展覧会会期中は、図書館・シティプラザで連携イベントを開催いたします。
tupera tupera の絵本特集
日時：8 月 6 日（火）—9 月 8 日（日）
会場：久留米市立中央図書館
お問合せ：久留米市立中央図書館 tel.0942-38-7116 fax.0942-38-7183
tupera tupera × コドモディスコ ワークショップ	
  『ディスコモンスターを作ろう！』
日時：8 月 12 日（月・祝）	
  13：00〜16：00 頃
会場：久留米シティプラザ 展示室
お問合せ：久留米シティプラザ	
  tel.0942-36-3000 fax.0942-36-3087

なつやすみ！こども☆ほりでい
日時：8 月 17 日（土）10：00〜15：00、8 月 18 日（日）10：00〜16：00
会場：久留米シティプラザ	
  六角堂広場
お問合せ：ハイマート久留米	
  tel･fax.0942-38-5677
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作品掲載に関するお願い	
 
1.   作品掲載をご希望の方は、別紙の「画像利用申込書」にて申請ください。	
 
2.   展覧会の広報を目的とした使用に限らせていただきます。二次使用はできません。	
 
3.   作品の文字のせ、トリミングはできません。	
 
4.   当館が指定するクレジットを必ず作品と一緒に掲載してください。クレジットは別紙の
「広報画像利用申込書」をご参照ください。	
 
5.   広報用作品以外の画像をご希望の場合は、申込書の「その他」の欄にタイトルを記入し
てください。	
 

6.   掲載見本を必ず 1 部お送りください。

