
安曇野ちひろ美術館は、12月1日～ 2014年2月28日まで冬期休館となります。2014年は3月1日より、開館します。

●ちひろの水彩技法ワークショップ　vol.2
ちひろ作品の特徴である〝にじみ〞の水彩技法を体験するワークショップです。

今回は、「秋の巻」と題し、2回開催します。

時間：両日、11：00～、13：00～、14：30～（所要時間各50分） 　定員：各回10名
会場：安曇野ちひろ美術館　料金：300円（材料費込み）※入館料別
対象：どなたでも参加できます　申し込み：当日予約受付（各回先着順）
（画像　2013年 6月開催　ちひろ水彩技法ワークショップ　vol.1の様子）
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お問い合わせ

http:/ /www.chihiro. jp/　  

安曇野ちひろ美術館　広報担当　奥原・
くろやなぎ

畔栁 ・田邊・入口
〒399-8501　長野県北安曇郡松川村西原3358-24
TEL.0261-62-0772　FAX 0261-62-0774
E-mail:apublicity@chihiro.or.jp

●ギャラリートーク
展示室で作品を見ながら、担当学芸員が

展示のみどころなどをお話します。

日時：毎月第2・4土曜日　14：00～ちひろ展
14：30～世界の絵本画家展または企画展

料金：無料（入館料別）　申し込み：不要（参加自由）

●おはなしの会
季節や展示にあわせた絵本の読み聞かせや

素話を、親子でお楽しみください。

日時：毎月第2・4土曜日　11：00～ 11：30
会場：安曇野ちひろ美術館　絵本の部屋

料金：無料（入館料別）　申し込み：不要（参加自由）

絵本作家・武田美穂による講座  わたしの絵本づくり 秋の夜長の安曇野寄席 

安曇野スタイル2013 ちひろの暮らし展

●パントマイムの夕べ

夜のカフェで、好きなドリンクを飲みなが

ら、ちひろが愛した音楽とともに、パント

マイムを楽しみます。

日時：11月2日（土）17：30～ 18：15
出演：藤森まさやす（パントマイミスト）

料金：500円（ワンドリンク付）　定員：40名
申し込み：要事前予約（ちひろ美術館HP、

TEL.0261-62-0772にて受付）

　『となりのせきのますだくん』シリーズなど、子
どもたちに大人気の武田美穂の絵本。子どもた
ちには共感を呼び、大人には懐かしさを感じさ
せます。絵本にまつわる思い出や、独自の絵
本づくりについて、子どもたちに届けたいこ
となどを語ります。

日時： 10月13日（日）　15：30～ 17：00　

会場：安曇野ちひろ美術館　多目的ギャラリー

料金：無料（入館料別） 　 定員：70名
申し込み：要事前予約（ちひろ美術館HP、TEL.0261-62-0772にて受付）

●子どものためのワークショップ

日時： 10月12日（土）　13：00～ 15：00
会場：松川村多目的交流センター

すずの音ホール

講師：武田美穂（絵本作家） 　料金：無料

対象：幼児～小学生　定員：30名
申し込み：要事前予約（ちひろ美術館HP、

TEL.0261-62-0772にて受付）

※松川村図書館でも、TEL. 0261-62-0450と来館に

て、申し込みを受付けます。

　毎年好評の安曇野寄席も12
回目。今年もおなじみ三遊亭
時松さん、遊興亭福し満さんを
お迎えします。地元・松川村「風
まんだら」のご協力もいただき、
みどころ満載です。秋の夜長の
ひととき、古くから庶民の娯楽
として愛されてきた寄席を、ぜひ安曇野ちひろ美術館でお楽しみくだ
さい。

日時：10月27日（日）18：00～（開場17：30）　会場：安曇野ちひろ美術館

多目的ギャラリー（予定）　出演：三遊亭時松、遊興亭福し満　ほか

定員：80名　料金：無料（開館時間内に館内見学をする場合、要入館料）

申し込み：要事前予約（ちひろ美術館HP、TEL.0261-62-0772にて受付）

「ちひろのアトリエ－東京・黒姫－」展に関連し、ちひろが
暮らしたころから、時代を超えて愛され、受け継がれてき

た工芸品の数々を展示・販売します。また、11月2日（土）はパ
ントマイミストの藤森まさやす氏を迎え、小さなショーを行います。

日時：11月1日（金）～ 11月4日（月･祝）　
会場：安曇野ちひろ美術館　多目的ギャラリー　ほか

共催：松川村公民館・図書館、松川村青少年育成村民会議家庭教育部会 共催：松川村社会福祉協議会

ワークショップ風景
（中央　武田美穂）

武田美穂　『となりのせきのますだくん』（ポプラ社）より　1991年

2012年の様子

11月 17日（日）

11月 30日（土）

にじみでしおりをつくろう
カードづくりを応用して、読書の秋にぴったりの、すてきな
しおりをつくります。ラミネート加工をするので、しっかり
したしおりになりますよ！ 

にじみで秋のカードをつくろう
実りの秋、食欲の秋、スポーツの秋……、あなたの「秋」をカー
ドにし、ちひろの切手で、大切な人に送りましょう。

秋の巻①

秋の巻②

2010年の安曇野スタイル会場風景



アトリエ―　それは、ちひろの創作の原点

　画家にとってアトリエとは、仕事場であり、自分の世

界でもあります。そこには、画家の個性、そして制作の

ひみつも垣間見ることができます。

　ちひろは、東京･練馬区に建てた小さな家の居間の一

角を、はじめはアトリエとして使っていましたが、1963

年の増築とともに、アトリエ専用の部屋を持ち、同時に

仕事も発展していきます。さらに、1966年、信州北部の

黒姫高原に、別荘兼アトリエとなる山荘を建てると、山

の空気や自然のなかで、絵本制作にいそしみます。

　本展では、写真や復元でアトリエの実際の様子を紹介

し、作品が描かれた「場」を感じていただくとともに、そ

れぞれのアトリエから生まれた作品を展示します。また、

ちひろが使うことのなかった、伊豆熱川の、第3のアト

リエについても紹介する予定です。

ちひろのアトリエ  ―東京・黒姫―　9月 20日（金）～ 11月 30日（火）

展覧会名：

会期：

会場：

料金：

主催：

2013年 9月 20日（金）～ 11月 30日（土）

○開館時間＝9：00 ～ 17：00

○休館日＝第 2・4水曜日

安曇野ちひろ美術館　展示室 1・2

大人 800円／高校生以下無料
団体（有料入館者20名以上）、65歳以上の方、学生証をお持ちの方は100

円引き／障害者手帳ご提示の方は半額、介添えの方は１名まで無料／視

覚障害のある方は無料／年間パスポート2500円

ちひろ美術館

ちひろのアトリエ　―東京・黒姫―
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Ⅰ-1

Ⅰ-2

Ⅰ-3

Ⅰ-1, アトリエの自画像 『わたしのえほん』（新日本出版社）より　1968年
Ⅰ-2, ストーブに薪をくべる少女　1973年
Ⅰ-3, わらびと山つつじ 『あかまんまとうげ』（童心社）より　1972年



展覧会の見どころ：

本リリースに掲載されている図版データを、プレス貸し出し用にご用意しています。

ご希望の方は、別紙「プレス用作品画像データ借用・誓約書」をご覧ください。

※必ず絵のそばに作家名・作品タイトル・制作年を明記してください。　※データ等チェックのため、校正段階で原稿をお送りください。　　

※トリミングや文字が絵にかかるようなレイアウトはご遠慮ください。　※掲載紙／誌をご送付ください。

図版について：

出展作品数： 約80点
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お問い合わせ 安曇野ちひろ美術館　広報担当　奥原・
くろやなぎ

畔栁 ・田邊・入口
〒399-8501　長野県北安曇郡松川村西原3358-24
TEL.0261-62-0772　FAX 0261-62-0774
E-mail:apublicity@chihiro.or.jphttp:/ /www.chihiro. jp/　  

Ⅰ-5,アトリエのちひろ　1970年前後

Ⅰ-6, ぶどうを持つ少女　1973年 Ⅰ-7, おふろに入るあひると子ども
『おふろでちゃぷちゃぷ』（童心社）より　1970年

Ⅰ-8, 「かわいいかくれんぼ」　1965年

移り変わる、ちひろのアトリエ
戦後に一人上京し、屋根裏の部屋を借りて絵の勉強に励んでいたころから、専用

の部屋を持つまで、ちひろはいくつものアトリエを経て成長していきました。そ

の変遷は、ちひろの作品に少なからず影響し、また、ちひろの絵本画家としての

歩みにも反映されています。

あんなもの、こんなもの　アトリエ再発見
アトリエは、創作の場であるとともに、ちひろの好きなもの、身近なものが置か

れている部屋でもあります。写真やパネルを通して、アトリエに何げなく置かれ

ていたいろいろな「もの」のひみつを探ります。

ちひろのアトリエを訪れた人々
アトリエには、ちひろの家族や、出版社の編集者など、さまざまな人が訪れました。ちひろを知る貴重な人々の言葉を通して、

アトリエのなかのちひろの姿を、いくつもの角度から紹介します

Ⅰ-4, 顔をおおう自画像　1947年頃

ギャラリートーク
展示室で作品を見ながら、担当学芸員が展覧会の

見どころなどをお話しします。

日時：毎月第2・4土曜日　14：00～ 14：30

会場：安曇野ちひろ美術館　展示室1

料金：無料（入館料のみ）　申込：不要（参加自由）

安曇野スタイル2013　ちひろの暮らし展
ちひろが暮らしたころから、時代を超えて愛され、受け継がれて

きた工芸品の数々を展示・販売します。また、11月2日（土）は

パントマイミストの藤森まさやす氏を迎え、小さなショーを行

います。

日時：11月1日（金）～ 11月4日（月･祝）

会場：安曇野ちひろ美術館　多目的ギャラリー　ほか

パントマイムの夕べ
夜のカフェで、好きなドリンクを飲みながら、ちひろが愛

した音楽とともに、パントマイムを楽しみます。
日時：11月2日（土）17：30～ 18：15　定員：40名

出演：藤森まさやす（パントマイミスト）　料金：500円（ワンドリン

ク付）　申し込み：要事前予約　（ちひろ美術館HP、TEL.0261-62-0772に

て受付）

関連イベント：

主な出展作品： アトリエの自画像 『わたしのえほん』（新日本出版社）より　1968年、紙芝居「お月さまいくつ」より、『あいうえおの本』（童

心社）より、『あかまんまとうげ』（童心社）より、『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）より　ほか



絵本画家のアトリエって
どんなところ？！

　アトリエは、作品が生まれる場所。色とりどりの

画材、使い込まれた道具、膨大な資料やお気に入り

の品々……。アトリエという空間には、画家の創作

の源がつまっています。そのアトリエから、画家た

ちはイマジネーションの翼を広げ、絵本の世界へと

飛び立ち、独自の素晴らしい作品を生み出します。

　本展では、ちひろ美術館コレクションより、作品

が生まれた場所＝“画家のアトリエ”に焦点をあて紹

介します。画家にとって特別な空間に思いを馳せ、

画家その人を身近に感じ、作品の魅力をより深く味

わってください。

ちひろ美術館コレクション　画家たちのアトリエ 
9月 20日（金）～ 11月 30日（土）

展覧会名：

会期：

会場：

料金：

主催：

2013年 9月 20日（金）～ 11月 30日（土）

○開館時間＝9：00 ～ 17：00　○休館日＝第 2・4水曜日

安曇野ちひろ美術館　展示室 3・4

大人 800円／高校生以下無料
団体（有料入館者20名以上）、65歳以上の方、学生証をお持ちの方

は100円引き／障害者手帳ご提示の方は半額、介添えの方は１名ま

で無料／視覚障害のある方は無料／年間パスポート2500円

ちひろ美術館

協力：株式会社福音館書店

ちひろ美術館コレクション　画家たちのアトリエ

5

（上）Ⅱ-2, 出久根育（日本）　『マーシャと白い鳥』（偕成社）より　2005年
（下） 出久根育のアトリエ

Ⅱ-1, スズキコージ（日本）　『やまのディスコ』のイメージ　2013年



展覧会の見どころ：

スズキコージ（日本）　『やまのディスコ』のイメージ 　2013年、ローベルト・ブルン（スロヴァキア）　『12か月のおとぎ

ばなし』より　1989年頃、ボロルマー・バーサンスレン（モンゴル）　『チェスをする少年』より　2004年、エリック・カー

ル（アメリカ）　『ぼくのねこみなかった？』のイメージ　1972年、パット・ハッチンス（イギリス）　『ロージーのおさん

ぽ』のイメージ 　1992年、出久根育（日本）　『マーシャと白い鳥』（偕成社）より　2005年、瀬川康男　（日本）　『ぼうし』

（福音館書店）より　1983年　ほか

主な出展作品：

ギャラリートーク
展示室で作品を見ながら、担当学芸員が展示のみどころなどをお話しします。

日時：毎月第2・4土曜日　14：30～ 15：00

会場：安曇野ちひろ美術館　展示室3・4

料金：無料（入館料別）

申込：不要（参加自由）

関連イベント：

本リリースに掲載されている図版データを、プレス貸し出し用にご用意しています。

ご希望の方は、別紙「プレス用作品画像データ借用・誓約書」をご覧ください。

※必ず絵のそばに作家名・作品タイトル・制作年を明記してください。　※トリミングや文字が絵にかかるようなレイアウトはご遠慮ください。

※データ等チェックのため、校正段階で原稿をお送りください。　　　　※掲載紙／誌をご送付ください。

図版について：

出展作品数： 約80点
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お問い合わせ 安曇野ちひろ美術館　広報担当　奥原・
くろやなぎ

畔栁 ・田邊・入口
〒399-8501　長野県北安曇郡松川村西原3358-24
TEL.0261-62-0772　FAX 0261-62-0774
E-mail:apublicity@chihiro.or.jphttp:/ /www.chihiro. jp/　  

Ⅱ-7,ボロルマー・バーサンスレン（モンゴル）
『チェスをする少年』より　2004年

Ⅱ-5,ローベルト・ブルン（スロヴァキア）
『12か月のおとぎばなし』より　1989年頃

画家たちのアトリエを覗いてみよう
絵本画家たちのアトリエの写真を展示、紹介します。個性豊かなアトリエからは、その画家ならではの創作のひみつ

や、制作の背景を垣間見ることができます。

画家あなたにとってのアトリエとは？
画家にとって「アトリエ」はいろいろな意味を持つところです。本展では「あなたにとってアトリエとは？」という質

問に対する、画家たちからのメッセージも紹介します。

新収蔵画家スズキコージの作品初公開！
ちひろ美術館の新収蔵画家、スズキコージの「『やまのディスコ』のイメージ」を初公開します（表面作品画像参照）。

縦横約2メートルもの迫力ある大作！　画家愛用の画材や道具もあわせて展示します。めくるめく（？）不思議なスズ

キコージの世界をご堪能ください。

Ⅱ-3, エリック・カール（アメリカ）
『ぼくのねこみなかった？』のイメージ　1972年

Ⅱ-4, パット・ハッチンス（イギリス）
『ロージーのおさんぽ』のイメージ　1992年

Ⅱ-6, 瀬川康男（日本）　『ぼうし』（福音館書店）より　1983年




