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■ INTRODUCTION
この展示会は、2020 年 10 月 14 日永眠した特定非営利活動法人水辺に遊ぶ会の初代理事長 足利由紀子の
1999 年 -2020 年までの仕事の軌跡をたどるものです。
足利由紀子は、生物学について深い知識と経験を持ちながら、同時に絵画、オブジェの製作などクリエイター
としての能力も発揮しました。水辺に遊ぶ会を主宰する以前から、編集やイラスト制作などプロとして活躍
していましたが、この展示会では主に会を設立した1999 年以降の活動についてスポットを当てます。
展示の中心となるのはイラストレーションです。主に冊子やプレゼンテーション向けの挿絵になります。
子どもたちも楽しめるような明るく愉快なものを多く製作しています。今回のメイン展示は、2005 年に
愛知県で開催された愛・地球博の会場に展示されたポスター原画です。縦 728㎜、横 1,030㎜の大きな
ものです。理由は分かっておりませんが同様の作品を２点製作しています。
活躍の場はイラストレーションに留まりません。多数のオブジェも製作しています。主に子どもたちを対象
にした学習支援用のものになります。中でも中津干潟のシンボル、カブトガニに関するものが多く見られます。
スナメリの原寸大オブジェは、残念ながら完成を見ることはできませんでしたが、今回中央に設置させて
いただきました。
フラワーアレンジメントや人形づくり、手芸、陶芸など製作分野も多岐にわたっています。水辺に遊ぶ会を
通して知り合った他のクリエイターとのコラボレーションによって生まれたものも多数あります。今回は
カッパ工房の有馬秀明氏との合作を展示させていただきました。
手作りの作品群以外にも、数は限られていますが執筆した著作物も展示しております。水辺に遊ぶ会の会報は、
イラストレーションを多用した楽しい内容となっておりますので、ぜひご覧下さい。注意深く見ると、面白
く表現はされていますが、しっかり科学的知見をふまえて記載されていることが分かるかと思います。
一般向けの会報以外にも子どもたちの学習支援のための冊子類も多数制作しています。書籍は挿絵などが
多いのですが、いわゆる学術論文についての著作物も数冊展示しております。図書検索システム CiNii など
を検索するとその数に驚かれると思います。
いろいろと説明してきましたが足利由紀子の最高傑作は、おそらく「水辺に遊ぶ会」という団体だと思われます。
私たちは足利由紀子の精神が息づくこの作品を次の時代につないでいきたいと考えています。今と同じように
100年後の中津干潟にも子どもたちの笑い声を響かせるために。

■ PROFILE
1963年長野市生まれ。お茶の水女子大学生物学科卒業。学生時代から環境保全や自然観察会にボランティ
ア参加する。児童書編集、広告デザイン業を経て 1991 年結婚を機に夫の故郷大分県に転居。
1999年中津干潟でカブトガニの幼生に出会った感動をきっかけに「水辺に遊ぶ会」を創立。2006年に法人格を
取得し亡くなる 2020 年まで理事長職を務める。
主な役職など：日本文理大学客員教授　環境省登録の環境カウンセラー　同委嘱の希少野生動植物種保存推
進員　自然公園指導員　NACSJ 自然観察指導員　中津市教育委員　国や県の各種審議委員など。 

■ Nakatsu Waterfront Conservation Association
水辺に遊ぶ会は 1999 年に任意団体として創立。2006 年に特定非営利活動（NPO）法人となり現在に至る。
スローガンは「生きもの元気、子どもも元気、漁師さんも元気な中津干潟を 100 年後も…」。
瀬戸内海最大の中津干潟を中心に、中津市内を流れる河川や、ため池群などに残された豊かな自然環境の
保全活動を行っている。そして、地域の生物と人が調和した持続可能な社会を創造することを目指している。
中心となるのは、ビーチクリーンなどの保全活動、、子どもたちの自然学習の支援、観察会の開催や講演活動、
調査活動や研究支援などである。ちなみに、常に新規会員および寄付を募っている。
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日本の水環境 1　愛・地球博展示　（2005）
728mm×1030mm　ペン画彩色

日本の水環境 2　愛・地球博展示　（2005）
728mm×1030mm　ペン画彩色

「スナメリオブジェ」　（2010）　
大分県立歴史博物館展示予定　未完
1500㎜ ×300㎜　スタイロフォーム

「海のごみはどこからくるの？どこへ行くの」　（2018）
『つながる海 みんなの自然　おおいたの海ごみ問題を考える』より
297㎜ ×420㎜　冊子原稿　ペン画／ CG
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「海に行こう」　「台割り」　（2018）
『つながる海 みんなの自然　おおいたの海ごみ問題を考える』より
210㎜ ×297㎜　冊子原稿　鉛筆画 /CG

「ビーチクリーン」　（2020）　
『ながれながれてどんぶらこ　中津の海ごみについて知ろう』より
297㎜ ×420㎜　パンフレット原稿　ペン画／ CG

「コアホウドリの親子」　（2020）　
『ながれながれてどんぶらこ　中津の海ごみについて知ろう』より
210㎜ ×297㎜　パンフレット原稿　ペン画／彩色

「アサリ回復計画」　（2010）　
210㎜ ×297㎜　プレゼンテーション原稿　鉛筆画 /CG
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「川の生態系」　（2011）　
国土交通省山国川河川事務所作成のパンフレットより
210㎜ ×297㎜　チラシ原稿　ペン画 /CG

「沿岸漁業」　（2010）　
プレゼンテーション原稿
210㎜ ×297㎜　鉛筆画 /CG

「カブトガニ挿絵」　（2010）
プレゼンテーション原稿　
210㎜ ×297㎜　鉛筆画 /CG

「カニ」　（2010）　
パンフレット・塗り絵原稿
210㎜ ×297㎜　ペン画
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「カニ」　（2010）　
パンフレット・塗り絵原稿
210㎜ ×297㎜　ペン画

「ズグロカモメ」　（2000）　
『第 12 回 九州・琉球湿地ネットワーク 中津会議』より
297㎜ ×210㎜　冊子原稿　ペン画

「カサゴ兄弟」　（2011）　
210㎜ ×297㎜　ペン画 / 彩色

「貝類」　（2017?）
塗り絵原稿
210㎜ ×297㎜　ペン画　
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「調査イメージ」　（2012）　
210㎜ ×297㎜　プレゼンテーション原稿　ペン画／ CG

「シギ・チドリオブジェ」　（2015?）　
カッパ工房 有馬秀明氏との合作
120㎜ ×85㎜　陶器

「スプーン・マドラー」　（2015?）　
カッパ工房 有馬秀明氏との合作
115㎜ ×30㎜　陶器

「カブトガニの成長過程」　（2000）　
自然学習支援用教材
900㎜ ×600㎜　プラダン　紙
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「カブトガニ帽子」　（2005?）
700㎜ ×350㎜　フェルト

「カブトガニオブジェ」　（2010）　
ワークショップ用カブトガニの型より製作　カッパ工房
90㎜ ×160㎜　陶器

「これな〜んだ なぞなぞ BOX」　（2006）　
県立博物館展示用として製作
300㎜ ×300㎜ ×300㎜　砂　樹脂　紙など

「干潟授業セット１」　（2000 〜）　
主に小学校などの出張授業などで使用
スナメリ頭骨　海ごみなど
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「干潟授業セット２」　（2000 〜）　
主に小学校などの出張授業などで使用
カブトガニ　タイラギ　ウミガメのコウラなど

「ちりめんモンスター」　（2018）　
夏休みワークショップ用の見本オブジェ
210㎜ ×285㎜　紙　乾燥標本など

「海ごみアート」　（2018）　
大分県発注の『つながる海　みんなの自然』冊子用に製作
65㎜ ×75㎜　ガラス瓶　コルク栓　貝殻　海ごみなど

「うみごみくらげオブジェ」　（2019）　
海ごみワークショップ用に製作
60㎜ ×190㎜　プラスチック瓶　レジ袋など
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