イラストレーターが挑む

寺山修司の言葉
「汽車」
ぼくの詩のなかを
いつも汽車がはしってゆく
その汽車には たぶん
おまえが乗っているのだろう
でも
ぼくにはその汽車に
乗ることができない
かなしみは
いつも外から
見送るものだ

寺山修司

宇野亞喜良《書物の少女》2014 / 七戸優《汽車》2019

寺山修司記念館 特別企画展 2019 vol.2

2019.10.19［土］─2020.4.12［日］
9：00〜17：00（入館は16：30まで）

一般個人 550円（常設展330円＋企画展220円） 一般団体 440円（20名以上）
高大生 110円 小中学生 60円 ※土曜日は中学生以下無料

寺山修司記念館エキジビットホール
主催：三沢市寺山修司記念館 / テラヤマ・ワールド 共催：寺山修司五月会 協賛：三沢市
後援：三沢市商工会 / 一般社団法人三沢市観光協会 / 公益社団法人三沢青年会議所 / 東奧日報社
東奧日報文化財団 / デーリー東北新聞社 / 陸奥新報社 / コミュニティラジオ局ＢｅＦＭ
首都圏宣伝：ポスターハリス・カンパニー 助成：公益財団法人三菱UFJ信託地域文化財団

お問合せ=三沢市寺山修司記念館

tel.0176 59 3434 青森県三沢市大字三沢字淋代平１１６ ２９５５

http://www.terayamaworld.com/museum
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イラストレーターが挑む
「詩」
もことばだと思ってはいるが、

寺山修司の言葉

●出展作家
（敬称略）

やっぱりことばではないのではないか、
と思うことがある。
詩はことばに毒されてはいるけれども、
素朴に言えば、
イマジネーションの世界なのである。
「話しことばの思想」より

このたび、 当代屈指のイラストレーター14名を
迎え、2 0 1 9−2 0 2 0 秋 冬の企 画 展「イラスト
レーターが挑む寺山修司の言葉」を開催いた

宇野亞喜良

Aquirax Uno

1934年名古屋生まれ。名古屋市立工芸高校図案
科卒業。
カルピス食品工業、
日本デザインセンター、
スタジオ・イルフィルを経てフリー。日宣美特選、
日宣
美会員賞、講談社出版文化賞さしえ賞、
サンリオ美
術賞、赤い鳥挿絵賞、
日本絵本賞、全広連日本宣
伝賞山名賞、読売演劇大賞選考委員特別賞等を
受賞。1999年紫綬褒章、2010年旭日小綬章受
賞。
キュレーションや舞台美術も手がける。

深津真也

Shinya Fukatsu

1957年愛知県生まれ。84年日本グラフィック展特
選。87年日本グラフィック展年間作家賞。95年「the
Wings of Peace」IN MEMORY OF HIROSHIMA
AND NAGASAKI Clarion Books, New York参
加。98年長野パラリンピック公式ポスター。05年
『TIME』誌にイラスト掲載。
『クーリエ・ジャポン』創刊
号・表紙。作品集に
『ひなたひなた』
（光琳社出版）
。
絵本『ユリの絵本』
『マツの絵本』
（農文協）
。

寺門孝之

Takayuki Terakado

及川正通

Masamichi Oikawa

1939年大連生まれ。69年よりフリーとして活躍。
「天井棧敷」の講演ポスターや舞台美術、
『 平凡パ
ンチ』
『 GORO』
『プレイボーイ』等でイラストレーショ
ンを連載。75年より
『ぴあ』の表紙を描き、07年7月
に
『ぴあ』表紙を32年連続で描き続けた実績に、
ギ
ネス記録が認定された。TIS会員。

北見 隆

Takashi Kitami

1952年東京生まれ。76年武蔵野美術大学卒。77
年、
イラストレーターデビュー。以後、書籍表紙画、雑
誌挿絵等の仕事を中心に活動。86年サンリオ美術
賞。97年『聖書物語』
（ほるぷ出版）
にてブラチスラ
バ絵本原画ビエンナーレ金のリンゴ賞。現在、
イラス
トレーションの他、絵画、版画、立体作品による展示
活動を展開。宝塚大学東京メディア芸術学部教
授。作品集に
『本の国のアリス』
（アトリエサード）
。

宗 誠二郎

Seijiro So

福岡県出身。藤枝リュウジ氏に師事、以降フリーラン
ス。Eテレ
「ハッチポッチステーション」
「コレナンデ商
会」などのアートワークを藤枝デザイン室と共同で手
がける。絵本『きぼうのかんづめ』
『ロボとどうぶつ』
等。東京イラストレーターズ・ソサエティ会員。

の幅広い芸術活動すべてにおいて、力強く美し

画家・神戸芸術工科大学教授。大阪大学文学部美
学科、
セツ・モードセミナー卒。1985年、第６回日本
グラフィック展大賞。神戸・東京を二拠点に、展覧会
での作品発表はじめ、絵本、
ライブペインティングなど
幅広く活動。町田康作品の書籍装画、三宅純作品
のCDジャケットのアートワーク、結城座公演の人形
デザイン、映画「人間失格」
（荒戸源次郎監督）
の劇
中画等、
他分野とのコラボレーションも。

い言葉を武器に、想像を体現してみせた稀代

七戸 優

野村直子

の表現者です。

1959年、青森県弘前市生まれ。武蔵野美術大学
造形学部建築学科卒。建築設計業務に従事した
後フリーイラストレーター、1990年代後半からは徐々
に画家業にシフトし、2007年からは、主に東アジア
の市場を中心に作品を展開している。近年では、隠
丘画廊（東京2017年）蜂巣当代芸術中心（北京
2018年）
にて個展を行い好評を博す。

青森生まれ。東京育ち。武蔵野美術大学油絵専
攻。舞台美術、舞台衣装、立体、人形、
イラストレー
ションなどを手がける。宇野亞喜良助手
（舞台美術、
衣装）。ProjectNyx・新宿梁山泊・結城座他、
自身
のデザインや造形による舞台作品多数。毛皮のマ
リー・青森県のせむし男・大山デブコの犯罪など寺山
戯曲に現在形で多く携わっている。絵本に『ねむり
姫』
（澁澤龍彦著 / アートン新社）
など。

吉岡里奈

須川まきこ

します。
「言葉の錬金術師」の異名をもつ寺山修司。
そ

俳句・短歌から詩、シナリオと表現世界を広げ
ていった寺山は、早い段階から、言葉を視覚
化することに強い関心を持っていました。少年
期には、主宰する文芸誌の表紙を寺山自身が
描いていたこともあります。自著の装幀や挿
絵、文章のレイアウトに至るまでこだわり抜き、

Masaru Shichinohe

Rina Yoshioka

ションから影響を受け、自身の作中に取り入れ
ることもあった寺山にとって、 彼らは切磋琢磨
するライバルであり、伴走者でした。
今回参加するのは、世代も作風もまったく異な
る14名の作家。それぞれが寺山の言葉を選
び、作品を描きました。テラヤマ×イラストレー
ションの饗宴！ 背反する個と個が出逢い、ぶ
つかり合いながら交わり、 新たな表現が生ま

Makiko Sugawa

1977年生まれ。川崎南部という土地柄で生まれ
育ったせいか、
いかがわしい昭和の風俗や文化に惹
かれ描く。カストリ書房等で個展開催。書籍の装丁
やCDジャケットで昭和ムードのイラストを手がける。
TIS会員。
イラストレーション青山塾修了。

京都造形芸術短期大学専攻科卒。
ローマで個展を
はじめ、国内外の企画展に多数参加。挿絵や海外
雑誌の表紙も手がける。画集に
『Lady Amputee in
powder Room』
（2017）
、
『 Melting』
（2012）
。他
に
『Lace Queen』、絵本『ニーとメメ』
（広告丸）
があ
る。南部駅の駅舎に絵を描きJR西日本公認アーティ
スト駅長に任命
（紀の国トレイナート）
。近年はファッ
ションショーのコスチュームデザインも担当する。

木原未沙紀

岡田成生

当時の新進気鋭のイラストレーターやデザイ
ナー等と共作しました。さらに、イラストレー

Naoko Nomura

Misaki Kihara

Shigeo Okada

1986年生まれ。武蔵野美術大学視覚伝達デザイ
ン学科卒。TIS会員。美大受験予備校の講師を経
てフリーのイラストレーターとなる。仕事は書籍装画、
広告、
パッケージ、店内装飾など多岐にわたる。主に
動植物をモチーフに制作。MAYA「装画を描くコン
ペティションVol.16」
グランプリ、
グッドデザイン賞
2017審査員特別賞受賞、ADC賞2017ノミネート、
The Choice入選、個展・グループ展出展多数。

1984年、香川県小豆島生まれ。多摩美術大学グラ
フィックデザイン学科卒業後、2012年頃から映画や
音楽をモチーフに水彩画でイラストレーションの制作
を始める。名画座「シネマヴェーラ渋谷」のポスターを
はじめ、雑誌の挿絵や書籍の装丁といった紙媒体で
の仕事に加え、近年では、舞台のプロジェクション
マッピング、TVドキュメンタリーや連続ドラマなど、多
ジャンルでイラストレーション制作を行う。

北林小波

齋藤さち子

Konami Kitabayashi

1961年青森市生れ。1983年(株)ＡＴプランに入
社、
タウン誌『月刊キャロット』
の表紙などのイラストを
担当した後フリーに。東京在住だが、年に1回青森
で作品展をしている。主にパステルを使用した絵を
描く。

れる瞬間のきらめきをお見逃しなく。
寺山修司 Shuji Terayama
1935年12月10日、青森県生まれ。18歳で
「チェホフ祭」にて短歌研究新人賞特選を
受賞し、歌壇に鮮烈にデビューする。60年、戯曲「血は立ったまま眠っている」
が劇団四
季で上演され、
「乾いた湖」
（監督：篠田正浩）
で初めての映画シナリオを手がける。67年
には横尾忠則､東由多加､九條映子らと演劇実験室「天井棧敷」
を結成。海外でも多
数公演を行い、高い評価を得た。
詩、俳句、短歌、戯曲、映画、競馬・スポーツエッセイ、作詞、小説、評論、絵本などを手掛
け、
その多彩な仕事から、
自ら
「職業 寺山修司」
と名乗った。1983年5月4日47歳で急
逝。1997年、
多感な少年時代を過ごした青森県三沢市に寺山修司記念館開館。

Sachiko Saito

12月10日生まれ。青森県出身、在住。2008年、個
展開催より活動を開始。
タウン誌の表紙・コーナー連
載、新聞・雑誌の挿画、書籍の装丁のほか、
自身の
作品発表として、展示会への参加や紙もの雑貨の
制作など行っている。詩が好き。寺山修司記念館の
キャラクターを制作した流れから、寺山の言葉やエピ
ソードを紹介するコラボ漫画「テラヤマ・キッズ4コマ
劇場」
を記念館twitter、
facebookにて連載中。

出展作家によるイベント

造形ワークショップ「私と言う虚構… 仮面を作り、
そして試しに演じてみましょう」

講師＝野村直子（舞台美術家 / 衣装デザイナー / イラストレーター）

2019年10月19日 ㈯ 13：00〜16：30 寺山修司記念館エキジビットホール

＊定員20名
（事前申込優先） ＊基本的な材料は全てこちらで用意致します。特に使ってみたいと思われる素材などがある
場合は、
自由にお持ち頂いてもけっこうです。 ＊入館時に受付で
「寺山修司アートカレッジ受講」
とお申し出ください。

及川正通トークショー ＊事前申込優先（入館者対象）

聞き手＝笹目浩之（プロデューサー / ウルトラポスターハリスター）

お問合せ

三沢市寺山修司記念館

Tel.０１７６‑５９‑３４３４ 青森県三沢市大字三沢字淋代平１１６‑２９５５

http://www.terayamaworld.com/museum

2019年11月10日 ㈰ 14：00〜16：00 寺山修司記念館エキジビットホール
関連企画

学芸員によるテラヤマガイドツアー ＊予約不要（入館者対象） 各回 10：30〜11：30
2019年11月16日 ㈯ / 12月14日 ㈯ 2020年1月18日 ㈯ / 2月15日 ㈯ / 3月14日 ㈯

