
ヨーロッパの木の玩具
―ドイツ・スイス、北欧を中心に
2017 年  7 月 8 日（土） ― 9 月 3 日（日）   目黒区美術館
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午前 10 時－午後 6 時  （入館は午後 5 時 30 分まで）　  
月曜休館（ただし、7 月 17 日（月・祝）は開館し、翌 7 月 18 日（火）は休館）
一般 700（550）円、高大生・65 歳以上 550（400）円、小中生以下無料

主催：公益財団法人目黒区芸術文化振興財団 目黒区美術館
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子どもはおもちゃを通して、世界を知っていく―

　これは、スイスの玩具メーカーであるネフ社の創業者クルト・ネフの言葉です。
それゆえ子どもたちに美しく優れた玩具で遊んでほしいという願いのもと、目黒
区美術館では、1987 年の開館以来 30 年にわたって、ネフ社製品をはじめ、良質
な木でつくられた国内外のトイを収集し、館内での「トイの日」開催や館外へのア
ウトリーチ活動を展開。そして、子どもだけではなく大人まで、広範囲の人々に向
けた教育普及活動を続けてきました。他方、アトリエ ニキティキは、1971 年の創
業以来 45 年以上、ネフ社をはじめドイツのデュシマ社、ケラー社等、主にヨーロッ
パの秀でたデザインと機能性を備えた木製玩具を選び、日本に紹介しています。
当館とアトリエ ニキティキ は、優れた玩具の効用に共感し、「立方体の 7 つの窓
－ペア・クラーセンの世界」展（2003 年）や「遊びのなかの色と形展―クルト・
ネフ＆アントニオ・ヴィターリ」（2010 年）などの展覧会を実現、協力して互いの玩
具コレクションを展示してきました。
　本展では、木製玩具の魅力を「みる」「遊ぶ」「知る」の視点から紹介します。
　まず「みる」では、主に戦後、玩具メーカーによって作られた木製玩具を「手で
遊び・考えること」をテーマに、400 点余の作品によって紹介します。こうしたメー
カーの玩具とともに、小規模な工房制作によるクラフトの玩具も展示します。現
在のヨーロッパにおいて、伝統的な木製玩具生産が最も盛んなエルツ地方（ドイ
ツとチェコの国境付近）で作られたものを中心に展観し、さらにこの地方独特の
技術であるライフェンドレーエン（ろくろに固定した木の輪を削り出し、それを分
割して複数の動物などを作り出す木工ろくろ挽きの技術）について紹介します。
　次に「遊ぶ」では、会期中、実際に展示したものと同種の、手触りの良い玩具で
遊べるプレイコーナーを設置します。
　最後に「知る」では、「みる」で示したライフェンドレーエンの第一人者であるク
リスチアン・ヴェルナー氏（工房名：Reifendrehwerk Christian Werner）をドイ
ツ・ザイフェンからお招きして実演を行い、貴重な技術をご覧いただきます。
　本展を通じ、また当館が教育普及活動で大切にしてきた、「手で遊び・考える
こと」で、ともすれば受け身になりがちな最近の「遊び」から、自分の手で世界を
広げていくことについて、思いを巡らせていただければ幸いです。

おもちゃ

概要

 ≪ネフスピール≫
1958 年発表　
Naef Spiele AG ／スイス
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 ≪フレーベル積木≫1952 年発表　
Dusyma Kindergartenbedarf 
GmbH ／ドイツ
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 クリスチアン・ヴェルナー
≪キャンドル立て 動物たち≫
Reifendrehwerk Christian Werner
／ドイツ・エルツ地方　
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  ・障がいのある方は半額・その付添者 1 名は無料、（　）内は 20 名以上の団体料金
  ・目黒区美術館では、開館 30 周年を記念して区民割引を実施いたします。目黒区在住、在勤、在学 
     の方は受付で証明書類をご提示いただくと、団体料金になります（他の割引との併用はできません）。

協力：株式会社 アトリエ ニキティキ

目黒区美術館は
今年 30周年を迎えます。
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みる

（展示）
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1.　手で遊ぶ、考えるかたち―メーカー製の玩具を中心に

　まず「手で遊び・考えること」をテーマに、戦後ヨーロッパの主要玩具メーカー
によって作られた木製玩具を、ひとつの形が豊かに広がりを持つ「積木」「パター
ン」「パズル」など、いくつかのトピックを挙げて紹介します。
　例えば「積木」は、一片のパーツを縦方向に積み上げたり横に並べたりして遊ぶ
一見シンプルな玩具ですが、実は限りない想像力によって、家から街、国、世界へ
と広がりをもたせることができます。この積木について理論をまとめ、教育におけ
る重要性を説いたのが、幼稚園の創始者フリードリヒ・フレーベル（1782-1852）
です。球・円筒・立方体を組みあわせたガーベ（gabe（独））は、現在の積木の基
礎となって世界中に広まり、我が国でも「恩物」として明治時代初期に受容されま
した。20 世紀に至っても積木は数多く製作されており、フレーベルの理論に基
づいて作られたドイツ・デュシマ社の《フレーベル積木》や、全く新しい発想で作
られたスイス・ネフ社の《ネフスピール》や《リグノ》などが挙げられます。
　「恩物」や積木のほかにも、色付きのピースを組み合わせて無数の「パターン」
をつくるモザイクや、難易度の違う様々な答えを遊びによって探る「パズル」など
の豊かな想像力を育む玩具、取っ手の紐を引っ張ったり押したりして遊ぶ「プル
トーイ」など自分の行動範囲を広げる玩具や、ガラガラやおしゃぶりといった生
まれて初めて出会い、触ることで身の回りを知覚し感覚を拡げる玩具など、400
点余を展示する予定です。

2.　愛でる、楽しむかたち―工房制作のクラフト玩具を中心に

　次に、メーカーのものと並行して作られている、工房制作のクラフト玩具を紹介
します。ヨーロッパの玩具の生産と流通は、16 世紀頃、ドイツ・ニュルンベルグ
で活発になります。玩具売りが各地を巡り、カタログを見せながら受注販売も
行っていました。そして 18 世紀以降、それまで主力産業であった鉱山業が衰退
する中で、採掘の動力源を転用した木工ろくろによる木製玩具生産が盛んにな
り、現在では伝統的な木製玩具の最も主要な生産地となっているのが、ドイツと
チェコの国境付近に位置するエルツゲビルゲ（エルツ地方）です。本展ではこの
地で作られた玩具を中心に、童話やバレエの戯曲で良く知られる《くるみ割り人
形》や、元々はお香の煙によって魔を払う習慣を背景にして作られ、様々な職業の
人物を象った《煙出し人形》、数段の多角錐型の最上部に羽根を取り付け、クリス
マスツリーの機能を有する《クリスマスピラミッド》、そしてエルツ地方で元々鉱山
業が盛んであったことを示す燭台《天使と鉱夫》など、この地方が興隆した背景
に触れながら、50 点余の作品を展示します。
　そしてこれらの玩具作りに欠かせないのが、世界に類を見ないライフェンドレー
エン（ろくろに固定した木の輪を削り出し、それを分割して複数の動物などを作
り出す木工ろくろ挽きの技術、図版❽参照）です。現在、この技術の第一人者とし
て活躍するクリスチアン・ヴェルナー氏は巧みに動物を削り出し、ミニチュア玩具
をはじめ、これら動物を満載した《ノアの箱舟》などを制作しています。氏の作品
とともに、ライフェンドレーエンの技術を映像を交えて紹介するほか、ヴェルナー
氏の家族および他の工房についても触れ、エルツ地方の現在を紹介します。

 ≪Greiflinge　さかな≫ほか　1936 年考案
Meistergilde KG ／ドイツ
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 ≪煙出し人形 玩具売り≫　
ドイツ・エルツ地方
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 ≪クリスマスピラミッド≫
ドイツ・エルツ地方
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 ≪リグノ≫1962 年発表　
Naef Spiele AG ／スイス
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　ドイツ・エルツ地方の玩具作りの中で、世界に類を見ない木
工ろくろ挽きの技術が、ライフェンドレーエンです。ろくろに固定
した木の輪を削り出し、それを分割して複数の動物などを作り
出します。
　クリスチアン・ヴェルナー氏はこの技術を習得した数少ない職
人のひとりで、現在その第一人者としてエルツ地方のザイフェン
において制作を続けています。今回はヴェルナー氏が特別に来
日、日本の美術館で初めての実演を3日間に渡って行います。展
覧会と合わせ、貴重な技術をぜひご覧ください。なお、本催事終
了後も、展示室にて、実演の映像を公開する予定です。

●関連催事：ワークショップセミナー
「ライフェンドレーエンでつくる動物たち」
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知る

© Reifendrehwerk Christian Werner

日時：7 月 15 日（土）、16 日（日）、17 日（月祝）  
各日　①11:00-12:30　②13:00-14:15　③14:30-15:45　
　　　＊16:00-17:30 は公開制作
　　　先着順 50 名程度、各回入替制、参加費無料
　　　＊ただし、高校生以上の入場には展覧会観覧券が必要
講師：クリスチアン・ヴェルナー氏
          （工房名：Reifendrehwerk Christian Werner）
場所：目黒区美術館 ワークショップルーム

≪ライフェンドレーエン動物制作工程≫
Reifendrehwerk Christian Werner ／ドイツ・エルツ地方

8

　会期中、実際に木製玩具で遊べるプレイコーナーを併設します。≪ネフスピー
ル≫≪リグノ≫など、当館で開催するトイの日やアウトリーチでも人気のあるネフ
社の玩具のほか、≪モザイク（キーナーモザイク）≫や様々なパズル、斜面に玉を
転がして遊ぶ≪玉の塔≫などを予定しています。手触りの良い玩具に触れて、手
から広がる世界をお楽しみください。

＊本展会期中、玩具についての講演会や、学芸員が展覧会の見どころをお話しする「大人のための美術カフェ」の
ほか、展覧会にちなんだワークショップ「木と遊ぶ」の開催を予定しています。詳細は当館ウェブサイトでご確認ください。

遊ぶ
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目黒区美術館   展覧会担当（学芸） 加藤  /  広報担当 （事務） 丸
〒153-0063 東京都目黒区目黒 2-4-36    tel. 03-3714-1201（代） 　fax. 03-3715-9328 
 e-mail: mmatoffice@mmat.jp   http://www.mmat.jp

本リリース掲載の写真画像の一部を本展広報用写真としてご提供いたします。 図版の左下 ① ～ ⑧ が図版番号です。
ご希望の方は、申込用紙（５ページ目）の内容をご確認の上、必要事項をお書き添えいただき、FAX でお申し込みいただく
か、同内容を本展担当者宛メールにてお申し込みください。

 JR 山手線・東急目黒線・東京メトロ南北線・都営三田線＝目黒駅下車徒歩 10 分
東急バス＝権之助坂（目黒通り）下車徒歩 5 分、田道小学校入口（山手通り）下車徒歩 3 分

公益財団法人目黒区芸術文化振興財団 目黒区美術館

一般 700（550）円、高大生・65 歳以上 550（400）円、小中生以下無料

月曜日　※ただし 7 月 17 日（月・祝）は開館し、翌 7 月 18 日（火）は休館

午前 10 時－午後６時 （入館は午後５時 30 分まで） 

目黒区美術館　（東京都目黒区目黒 2-4-36）

 2017 年 7 月 8 日（土）－9 月 3 日（日）

タイトル

観  覧  料

交通機関

ヨーロッパの木の玩具 ( おもちゃ ) ―ドイツ・スイス、北欧を中心に

会　　期

会　　場

開館時間

休  館  日

主　　催

広報写真

開催情報

本展の問合わせ先

※ 障がいのある方は半額・その付添者 1 名は無料、（　）内は 20 名以上の団体料金
※目黒区美術館では、開館 30 周年を記念して区民割引を実施いたします。目黒区在住、在勤、在学の方は受付で証明
書類をご提示いただくと、団体料金になります（他の割引との併用はできません）。
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株式会社 アトリエ ニキティキ協　　力



お申し込み日

掲示媒体名
（雑誌名など）

メディアの形態

発行・放送予定日

御 社 名

 ご担当者氏名

 住   所

 TEL  FAX

 E-mail

連 絡 欄

【紙媒体】　新聞 ／ 雑誌 ／ ミニコミ誌 ／フリーペーパー ／ その他 （　                                 　 　　）
【電子媒体】　テレビ ／ ラジオ ／ WEBサイト ／ 携帯サイト ／ その他（　　　　                   　　　）

宛先：目黒区美術館　   　〔担当〕　加藤・丸　宛て
FAX  ： 03-3715-9328　       e-mail ： mmatoffice@mmat.jp

■ 本票に必要事項をご記入のうえ、上記宛先までFAXでお申し込みいただくか、メールにて本票と同内容の事項とご希望の
     画像番号をお知らせ下さい。掲載紙・誌を１部ご寄贈くださいますようお願い申し上げます。

■ お申し込み受け付け後、画像データ（JPEG）のダウンロード先を返信でお知らせいたします。
　お手元の環境等によりダウンロードできない場合は別途ご連絡ください。
■ 使用にあたっては、【広報用画像について】の内容をご了承いただくことが条件となります。
　必ずご確認いただきますようお願いします。

【広報用画像について】

・画像データはメールにて送付いたします。
・画像は展覧会紹介の目的のみにご使用ください。
・データを第三者に渡すことは禁止いたします。
・使用後、データは破棄してください。
・展覧会の名称、期間、会場などの情報は分かりやすく掲載してください。
・画像への文字載せは不可です。
・画像使用の際は、キャプション、クレジットを明記してください。
・掲載誌（紙）は 1部、当館担当者までお送りください。
・Web サイトは公開後にURL   をお知らせください。
・当館が掲載内容を確認できるように、掲載前に校正をお送りください。

＜広報用画像に関する問い合わせ先 >

  目黒区美術館  
  TEL.03-3714-1201 / FAX.03-3715-9328
  展覧会担当（学芸）：加藤
  広報担当 （事務）  ：丸

                      　   年　　　　月　　　　日

〒

                     年　　　　月　　　　日

ご希望の画像

            図版番号             　　　使用条件等

＊写真画像への文字載せは不可です。
＊写真の画像加工（トリミング・色調整など）は不可。但し、
　モノクロで使用の場合は､コントラスト､ガンマ値の適
　宜調整を許可する場合があります。
＊キャプション、クレジットは必ず明記してください。

ヨーロッパの木の玩具 (おもちゃ)―ドイツ・スイス、北欧を中心に
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① ～ ⑧のご希望の図版番号をご記入ください

◎ 本展を紹介してくださる媒体には、展覧会の招待券
　（5組10名様）を読者プレゼント用に提供いたします。
　ご希望の方は下記にご記入ください。

     読者プレゼント用招待券を ［ 希望する   ・  しない  ］
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 ❶≪ネフスピール≫
1958 年発表　
Naef Spiele AG ／スイス

 ❷≪フレーベル積木≫
1952 年発表 Dusyma 
Kindergartenbedarf 
GmbH ／ドイツ

 ❸クリスチアン・ヴェルナー
≪キャンドル立て 動物たち≫
Reifendrehwerk Christian 
Werner ／ドイツ・エルツ地方

 ❺≪Greiflinge さかな≫ほか　
1936 年考案
Meistergilde KG ／ドイツ

 ❻≪煙出し人形　玩具売り≫
ドイツ・エルツ地方

 ❼≪クリスマスピラミッド≫
ドイツ・エルツ地方

❹ ≪リグノ≫
1962 年発表　
Naef Spiele AG ／スイス

❽≪ライフェンドレーエン
　    動物制作工程≫
Reifendrehwerk Christian Werner

／ドイツ・エルツ地方

提供画像一覧
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