〜北欧の作家と絵本〜
平成12年12月2日〜平成13年2月4日（日）
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寒さと闇に閉ざされた長い冬と太陽の沈まぬ自夜の夏。厳しい自然のなかで北欧の人々
は、神話や伝承文芸を語り伝えてきました。また北欧には、アンデルセンをはじめ、数多

くの児童文学作家がいます。彼らの筆から生まれたピッピ、ムーミントロール、ニルスは、
世界中の子どもや大人から愛されています。さらに、ベスコフやオルセンに続く新しい絵

●

本画家も活躍しています。
今回の展示では、日本で親しまれている北欧の児童文学を紹介すると同時に、自然、文

化、教育などさまざまな面を反映した絵本を公開し、北欧の光と闇を感じていただきたい
と思います。

《北欧諸国》

〜展示会出典一葉〜
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《ケース15 新しい作家》
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