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富野由悠季の世界 

―ガンダム、イデオン、そして今 
開催および一般前売券販売開始のご案内 

 

富山県美術館では、2020 年 11 月 28 日（土）～2021 年 1 月 24 日（日）の間、企画展「富

野由悠季の世界 ―ガンダム、イデオン、そして今」を開催します。一般前売り券は 10 月

3 日（土）より販売します。 

 

 

 

 

アニメーション映画監督、脚本家、作詞家とし

て様々な作品に係わった富野由悠季（1941 年

神奈川県生まれ）の、半世紀以上にわたる仕事

を回顧する展覧会です。 

 

本展は、全国 6 会場の美術館により企画・開催

され、各館ごとにキャッチコピーを決めていま

す。当館のキャッチコピーは「ガンダム、立山

を臨む。富山県美術館」。 

「アニメーションは映画だ」という思いを軸に

展開されてきた作品と制作のあゆみを、6 つの

章で紹介します。少年時代の創作、TV アニメー

ションの演出家としてデビューを果たした手

塚プロダクションの『鉄腕アトム』など初期作

品から、昨年 40 周年を迎えた代表作『機動戦

士ガンダム』シリーズや近年の監督作品まで、

直筆の絵コンテ、仕事を共にしてきたクリエイ

ターたちのデザイン画など、充実した資料を通

して、その仕事の全容に迫ります。 

皆様にはご取材および広く告知へのご協力を

賜りますようお願い申しあげます。 

©手塚プロダクション・東北新社 ©東北新社 ©サンライズ ©創
通・サンライズ ©サンライズ・バンダイビジュアル・バンダイチャ
ンネル ©SUNRISE・BV・WOWOW ©オフィス アイ 
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【開催概要】 

展覧会名： 富野由悠季の世界 ―ガンダム、イデオン、そして今 

開催日： 2020 年 11 月 28 日（土）～2021 年 1 月 24 日（日） 

休館日： 毎週水曜日、年末年始（12 月 29 日（火）～1 月 3 日（日））、1 月 12 日（火） 

開館時間： 9:30～18:00（観覧受付は 17:30 まで） 

会場： 富山県美術館 2 階展示室 2,3,4 

観覧料： 前売一般 1,200 円、当日一般 1,400 円、大学生 1,000 円 

リピートチケット 4,800 円（4 回観覧分、富山会場限定） 

※高校生以下無料。 

※一般前売券の販売は、10 月 3 日（土）～11 月 27 日（金）まで 

【前売券販売所】富山県美術館、富山県水墨美術館、北日本新聞本社・西部本社・各支

社・販売店、アーツナビ、BOOKS なかだ、文苑堂書店、明文堂書店、アニメイト富山

店、セブンチケット、ローソンチケットなど 

※リピートチケットは富山県美術館 1 階総合受付のみ（会期中も販売します） 

※会場内の密回避のため、本展は団体観覧券の取り扱いを行いません。ご了承ください。 

主催： 富山県、富野由悠季の世界富山展実行委員会（富山県美術館、北日本新聞社） 

企画協力： 神戸新聞社 

協力： サンライズ、東北新社、手塚プロダクション、日本アニメーション、オフィス アイ 
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【本展の見どころ】 

 

☆富野由悠季の半世紀以上の仕事を一望、世界初の大回顧展

会場では、代表作とともに富野監督作品の幼少期から、科学

技術や文学・映画などへの興味をはぐくんだ中学・高校時代、

映画制作を志した大学生の頃までの絵画や文章なども紹介し

ます。 

 

☆「この作品も富野監督！」知っている作品が見つかります。 

フリーランスとして携わったテレビアニメーション作品など

についても、紹介します。富野監督の仕事を詳しく知らない方でも、見たことがある、知っ

ている作品に出会えます。 

 

☆富山県美術館、初のアニメーション映画の企画展 

富野監督の世界を堪能できる、映像インスタレーションなど見どころが満載です。また、

展覧会オリジナルグッズに加え、富山会場のオリジナルグッズも販売予定です。 

 

 

【会期中のイベントについて】 

会期中、富野由悠季監督によるトークイベントなど開催予定です。最新情報は、当館ウェ

ブサイト等にてお知らせいたします。 

 

 

【お客様へのお願い】 

新型コロナウイルス感染防止のため、混雑時は入場制限を行います。 

・会場内での過密を避けるため、90 分以内を目安とした観覧にご協力お願いします。 

・ご来場の皆様には、マスク着用／入場時検温／適切な距離の確保／咳エチケット／風邪

症状がある場合の来場自粛など、ご協力をお願いします。 

 

 

 
 

  

『機動戦士ガンダム』©創通・サンライズ 
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富野由悠季の世界―ガンダム、イデオン、そして今 

広報用画像 

 

※各画像使用時には指定のキャプションとクレジットを併記願います。（記載詳細は、「広報掲載申込

書）を参照ください。 

 

  

写真①  写真② 写真③ 

 

 

 

写真④ 写真⑤ 写真⑥ 
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富野由悠季の世界―ガンダム、イデオン、そして今 

広報用画像申込書 

ＦＡＸ 076-431-2712 ／E-mail : ab i ju tsukan@pre f . toyama . l g . jp  

 

■裏面の記載の注意事項をお読みいただき、以下の必要事項をご記入の上、お送りください。 

貴媒体名  

（WEB の場合の URL）  

貴社名／部署   

ご担当者氏名  E-mail： 

ご住所 〒 

ご連絡先 TEL：                FAX： 

掲載／放送予定日 年   月   日 掲載号発売日：      年   月   日 

記載企画内容  

※ご記入いただいた個人情報は、広報用写真貸出しの目的のみに使用し、それ以外の用途には使用いたしません。 

■掲載ご希望の画像（□にチェックを入れてください） 

広報用画像一覧・掲載時のキャプション※①～④は（ ）内の章についての表記は省略可 

□ ①『機動戦士ガンダム 』 ©創通・サンライズ □ 
②「宇宙船コックピット」（富野由悠季、 1954 年） 

©オフィス アイ 

□ 
③『The IDEON（伝説巨神イデオン）接触篇・発動

篇』イメージイラスト（富野由悠季）©サンライズ 
 

□ ④「宇宙船」（富野由悠季、 1954 年） ©オフィス アイ 

□ ⑤「G のレコンギスタ」©創通・サンライズ □ 

⑥富野由悠季の世界 ポスター（※右記省略可能です。©以

降は必要です） 

©手塚プロダクション・東北新社 ©東北新社 ©サンラ

イズ ©創通・サンライズ ©サンライズ・バンダイビジュ

アル・バンダイチャンネル ©SUNRISE・BV・WOWOW ©

オフィス アイ 

 
※「手塚プロダクション」は、貴媒体にて可能でしたら旧漢字の「塚」をご使用ください。 

※「オフィス アイ」は、貴媒体にて可能でしたら半角スペースにてお願いいたします。 

※「Ｇのレコンギスタ」では全角のＧをご使用ください。 

※その他、美術館外観等の写真が必要な場合は、下記空欄にご記載ください。 
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富山県美術館 広報用使用画像について 

 
◎ 本広報用画像の使用は、出版・放送（番組）・WEB 等、富山県美術館および展覧会の広報を目的とした報

道に限らせていただきます。展覧会の広報にあたっては、展覧会名、会期、会場を必ずご掲載ください。 

 

◎ 画像は「広報用画像申込書」に掲載または放送内容を具体的に記載の上、ご申請ください。富山県美術館

より画像データをお送りいたします。提供した画像データは、使用後すみやかに破棄してください。 

 

◎ 画像使用の際は、「広報用画像申込書」をご参照の上、所定のキャプションとクレジットを表記してくださ

い。 

 

◎ 画像は全図で使用してください。作品が切れたりキャプション等の文字が画像にかぶったりしないよう、レイ

アウトにご配慮ください。 

 

◎ WEB にてご掲載の場合には、コピーガード（※右クリック不可）を施しダウンロード不可にしてくださ

い。 

 

◎ ロゴマーク・ロゴタイプに他のデザイン要素を重ねたり、横切らせたり、余白を削除したりすることはしない

でください。 

 

◎ 申請をいただいた媒体以外の企画（例：出版物表紙、広告素材使用は不可）での二次使用はできません。

再掲載・再放送などを希望される場合は、別途申請が必要です。 

 

◎ 基本情報と画像使用の確認のため、校正をメールで富山県美術館広報担当までお送りくださいますようお

願いいたします。 

 

◎ 掲載および放映いただいた場合、お手数ですが掲載紙・誌、URL、番組収録の DVD、CD などを富山県美

術館へのご提供をお願いいたします。 

 

 

 

 

 


