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ふるさと文学館 

2021 年 春号 Ｎo.45 

4/24（土）～6/13（日） 

 

福井県民衛星打ち上げ記念 加古里子特集展示 

「宇宙 と どうぐ」 

2/26（金）～4/11（日） 

 東日本大震災より 10年を迎え、

全国文学館協議会に加盟する全国各

地の文学館 34館が東日本大震災を

テーマとした独自の展覧会を同時開

催しています。 

当館では、東日本大震災の爪痕を

綴った津村節子、福井地震を体験し

た中野鈴子や多田裕計らの作品を紹 

県内外の団体と協力して人工衛星の製造・利用

を目指す「福井県民衛星プロジェクト」の成果で

ある人工衛星「すいせん」が、ついに 3月 20日に

打ち上げられます。 

これを記念し、越前市出身の絵本作家で、子ど

もたちに向けて数多くの科学絵本を執筆した加古

里子を紹介します。宇宙や、宇宙に関するものづ

くりが描かれた複製原画・絵本を 

ご覧ください。 

開館６周年を迎えた福井県ふるさと文学館は、これまで皆様から多くの資料

をご寄贈いただきました。今回、昨年度から今まで寄贈された資料を中心とす

る当館収蔵品展を開催します。福井県民歌の作詞でも知られる三好達治が愛用

した釣り竿や、三国高校校歌をしたためた掛軸、小浜出身の詩人・児童文学作

家の山本和夫の資料約 3,000点の中から絵や原稿などを展示する他、昨年度開

催した「石川九楊の世界」を機に書家・評論家の石川氏から寄贈された校正原

稿や書籍など、郷土とゆかりの深い貴重な資料を紹介します。 

 この機会に、福井のゆかり作家や文学をさらに知っていただくとともに、ふ

るさとの文学に関する資料の散逸を防ぎ、貴重な文化遺産を後世に継承してい

く文学館の活動に理解を深めていただきたいと思います。 

 

全国文学館協議会共同展示「3・11 文学館からのメッセージ」 

東日本大震災から 10 年、福井地震から 73 年、 

災害を見つめる 

 

２/13（土）～３/21（日） 

特集展示 

新収蔵品展  

 

その他の展示【プロローグゾーン】 

・冬の味わい［～3/24（水）］ 
越前がにや水ようかんなど、福井の冬の味覚を描いた文学を紹介。 
 

・福井の花と文学［3/26（金）～7/14（水）］ 
足羽川の桜並木や越前海岸の水仙など、福井の花を描いた文学を紹介。 
 

・生誕 110 年 記念伊藤柏翠特集展示［4/17（土）～7/14（水）］ 

福井に移住し数多くの俳句作品を残した柏翠の資料や歌集を紹介します。 

【ギャラリー文学の小路】 

・群馬県立土屋文明記念文学館移動展 

「文学者の書 ―筆に込められた思い」［1/29（金）～3/24（水）］ 
文学者たちの様々な筆跡を紹介するパネル展示です。 

 
 
 

新型コロナウイルス感染防止のため、

展示室の定期的な換気や入館者数の

制限を行うとともに、十分な間隔をとっ

て観覧していただけるよう配慮し、開

催いたします。なお、発熱や咳等の風

邪症状がある方、体調のすぐれない方

は観覧をお控えください。マスク着用、

手洗い、アルコール消毒等による感染

防止対策にご協力をお願いいたしま

す。 

介します。また、震災や昨今のコロナ禍を詠った作品を

揮毫した馬場あき子や俵万智らの肉筆資料も紹介します。 
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＊白字は休館日です。 

開館時間は火～金(祝以外):午前９時～午後７時、土・日・祝・月:午前９時～午後６時です。 

＊福井駅東口から図書館まで運行している無料シャトルバス（フレンドリーバス）をご利用ください。 

＊ユー・アイふくいの託児ルームが利用できます！〔1回 300円・未就学児対象。2日前までにユー・アイふくい（0776-41-4254）へ〕 

 

※今後の状況によって変更となる場合があ

ります。最新情報は HP をご覧ください。 

ＴＥＬ：０７７６－３３－８８６６ ＦＡＸ：０７７６－３３－８８６１ Ｅ－ｍａｉｌ：bungakukan@pref.fukui.lg.jp  

https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp     https://www.facebook.com/fukuibungaku/ 

福井県ふるさと文学館＠Fukui_Pref_Lite 

発行：福井県ふるさと文学館  〒918-8113 福井市下馬町 51-11 (福井県立図書館内) 

福井県民衛星打ち上げ記念 加古里子特集展示「宇宙とどうぐ」関連映画上映会 
 

※電話か FAX、メールにてお申し込みください。直接、文学館窓口に申し込むこともできます。 

参加の際は感染症対策にご協力ください。イベントは中止・延期となる場合があります。 

 

イベント予定 

日時：3 月 13 日（土）13：30～15：30 

 

 Secret of MUTTONI -ムットーニ創作の秘密- 

」 

 

日時：3 月 14 日（日）14：00～15：30 

講師：武藤 政彦 氏（自動からくり人形作家） 

 

講師プロフィール：1956年、神奈川県生まれ。創形美術学校研究科修了。油彩画と並行し、粘土による人形

制作に没頭。人形、光、効果音、背景の転換などの要素を詰め込んだ自動からくり作品「ムットーニ」は、電動

の仕掛けによりストーリー展開していくという独自の作品世界が高い評価を受けている。高見順、萩原朔太郎

などの文学作品を題材にした作品も多数制作。 

 

場所：県立図書館 研修室  定員：30 名（参加無料・要申込） 

 

場所：県立図書館 多目的ホール 定員：40 名（参加無料・要申込） 

 

※感染症予防のため、事前申し込み制となります。 

 
2003 年に打ち上げられ、小惑

星イトカワのデータやサンプルを

持ち帰った探査機「はやぶさ」の

プロジェクトを描きます。 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

『おかえり、はやぶさ』（2012 年、114 分） 
監督：本木克英 出演：藤原竜也、杏、三浦友和 

 

 

 

物語世界を繊細に表現した、唯一無二の自動からくり人形作品「ムットー二」の

作者 武藤政彦氏に、作品の見どころや創作の裏話などを語っていただきます。 

 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29
23 
   30 

24 
    31 

高見順「おそろしいものが」

のムットーニ作品をふるさと

文学館代表作家コーナーで見

ることができます。受付にお

声かけください。 

 

第２４回 風花随筆文学賞 入賞者決定！（主催：風花随筆文学賞実行委員会）  

一般・高校生の部合わせて全国から 4,908編の作品が寄せられました。受賞者の皆様おめでとうございます！ 

 【一般の部】 

●最優秀賞・福井県知事賞  打浪 綾（ペンネーム）(兵庫県)「愛しのマグカップ」 

●優秀賞・げんでんふれあい福井財団賞 山本 築(福岡県)「兄弟と箸」 ・福井新聞社賞 篠 鷹之（ペンネーム）(大阪府)「石走る垂水の上の」 

・福井仁愛学園賞 茂木 麻予(アメリカ)「本のおうち」 ・U30賞 関根 一華(千葉県)「朝のトースト、サーカスの魔法」 

・実行委員会賞 望月 由美子(埼玉県)「既読スルーで繋がっている」 

 

 

 

 

 開館カレンダー  3 月  4 月            5 月 

【高校生の部】 

●最優秀賞・福井県知事賞   辻谷 侑海（羽水 2年）「ありふれた毎日も」 

●優秀賞・げんでんふれあい福井財団賞 宮下 陽奈子（仁愛女子 2年）「風が吹いて」 ・福井新聞社賞 永田 みなみ（仁愛女子２年）「大きな傘」 

・福井仁愛学園賞 宮脇 虎太郎（藤島２年）「いかんすかまかちん」  

・実行委員会賞 小原 優輝（藤島２年）「七色の百円バス」 ・実行委員会賞 田代 彩菜（東京都立府中 3年）「屋台の金魚」 

●佳作・今井 奏（仁愛女子２年）「母は強し」 ・為永 みずき（武生商業３年）「サプライズレター」 

・森下 真衣（高志２年）「コロナと私たち」 ・えびぽよ（ペンネーム）（三国３年）「へんなひと」 ●奨励賞 20名(ホームページに掲載) 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E7%AB%9C%E4%B9%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8F_(%E5%A5%B3%E5%84%AA)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E5%8F%8B%E5%92%8C

