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古今東西の美術や文学に通じ、独自の
審美眼を持ってアニメーションづくりの
第一線で活躍してきた高畑勲。彼が創作
のうえで深い洞察を得てきた画家のひと
りが、いわさきちひろです。本展では、
高畑の視点からちひろの絵の魅力を新た
に発見し、今までにない演出でちひろの
絵の世界を‘体感’していただきます。
絵本『あめのひのおるすばん』の驚き

1968年、ちひろは編集者・武市八十雄
とともに、「絵本にしかできないこと」
を目指し、「絵で展開する絵本」の制作
に取り組みます。イメージと絵が先に生
まれ、そこに短いことばをつける手法で
少女の心の動きをとらえた絵本『あめの
ひのおるすばん』で、ちひろは新境地を
切り拓きます。高畑が初めて、ちひろの
絵本に出会ったのは今から約50年前のこ
とです。当時、高畑の長女が保育園から
家に持ち帰った絵雑誌に「あめのひのお
るすばん」が掲載されていました。詩の
ような短いことばと水彩のにじみを生か
した絵で子どもの心をとらえたちひろの
絵本に心を奪われたといいます。ちょう
ど、劇場用長編映画「太陽の王子　ホル
スの大冒険」を初監督し、アニメーショ
ンの表現を模索していた高畑にとって、
ちひろのみずみずしい表現はインスピレ
ーションの源となりました。初めてちひ
ろの絵本を見たときの驚きは、今も高畑
のなかに大事なものとして残っていると
いいます。本展では、絵本の絵ととも
に、ちひろが少女のイメージや雨の情感
を探求した習作やスケッチもあわせて展
示します。
絵本『戦火のなかの子どもたち』と
映画「火垂るの墓」

ベトナム戦争が激化するさなか、ちひ
ろは戦火にさらされるベトナムの子ども
に思いを寄せて、絵本『戦火のなかの子
どもたち』に取り組みました。体調を崩
し入退院を繰り返しながらも、 1 年半を

費やして習作を含む約50点の作品を描き
上げました。折に触れてこの絵本を開く
という高畑は、自身の戦争体験に重ねて
次のように語っています。

「僕は、この絵本をはじめて見たとき、
描かれた子どもたちが、まさにあのとき
の自分だ、姉だ、と思わずにはいられな
かった。11歳と 9 歳の私たち姉弟は、
1945年 6 月29日、岡山空襲の火の中を逃
げまどい、傷つき、黒い雨に打たれなが
ら余熱さめやらぬ朝の焼け跡にたたずん
でいたのだった。」

 雨のなかにすわる少女『戦火のなかの子どもたち』
（岩崎書店）より　1972年

高畑は、映画「火垂るの墓」（野坂昭
如原作、1988年公開）を監督するにあた
り、戦争を知らない若いスタッフにも戦
時中の写真などにあたって事実を調べる
とともに、この絵本で戦争を追体験して
もらいながら映画をつくったといいま
す。本展で、高畑は、見る人が自ら能動
的にちひろの絵のなかに入り、時間をか
けて絵に向き合ってほしいと願い、『戦
火のなかの子どもたち』の絵をトリミン
グなしで見せ、習作もあわせて展示を監
修します。そこからは、ちひろの創作の
現場の臨場感が伝わってきます。

絵のなかに入る
高畑は、映画「かぐや姫の物語」（2013

年公開）で、本物らしさで画面を埋め尽
くすのではなく、あえてラフなタッチで
余白を残し、線の絵をとおして観客の想
像力や記憶を呼び覚ます表現を試みまし
た。高畑が自身の映画づくりに寄せて深
く共感しているのが、見る人の想像力に
訴えるちひろの表現です。対象を的確に
とらえながらも、すべてを克明に描くの
ではなく、見る人の想像力に訴える表現
によって、普遍性と大衆性をもち得てい
るといいます。ちひろが描いた子どもを
前にすれば、自然にその子に寄り添い、
その子の気持ちに入っていかずにはいら
れなくなるとその魅力を語っています。
絵を拡大する

小さな絵をスクリーンに拡大して投影
するアニメーションに取り組んできた高
畑は、かねてより、絵を拡大することで
見えてくる豊かさや魅力を主張してきま
した。絵を拡大すると、小さな絵に閉じ
込められていた絵の具のにじみや紙の質
感、線の勢いなどが増幅されるといいま
す。本展では、ちひろの絵を壁画のよう
な大きさで高精細に拡大して展示しま
す。最大約6.6倍に拡大したちひろの絵
を前にすれば、今までにない感銘を受け
ることでしょう。本展を通じ、ちひろの
絵の魅力とともに、絵を見る楽しさを実
感してください。 （原島恵）

●2017年5月19日（金）～8月20日（日）

●展示室3・4

拡大したちひろの絵と高畑勲　安曇野ちひろ美術館の展
示室にて

 落がきをする子ども『となりにきたこ』（至光社）より
1970年

主催：ちひろ美術館
協力：岩崎書店　至光社

開館40周年記念Ⅱ
ようこそ！ちひろの絵のなかへ〈企画展〉高畑勲がつくるちひろ展

カーテンにかくれる少女『あめのひのおるすばん』（至光社）より　1968年
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●展示室1 ・ 2

戦中から戦後の子どもの本で活躍した
茂田井武。その絵は大切に受け継がれ、
後に続く多くの画家たちにも影響を与え
てきました。今まさに美術作家として世
界的に活躍する奈良美智も、茂田井の絵
に心ひかれるひとりです。
１９５６年に茂田井が４８歳で亡くなった ３
年後、奈良は青森県弘前市に生まれまし
た。茂田井の絵との出会いを奈良は次の
ように語っています。
「美術を志したのは、１７歳のときだっ
た。田舎に育ったので、世界の有名な絵
や彫刻はまったく知らなかった。自分は
なにを見てこういう道に進もうと思った
のかと振り返ったときに、子どものころ
に見ていた絵本という存在が、すごく大
きかったことに気がついた。そうして昔
見た絵本を確かめていくなかで、再発見
した人が茂田井武だった。」
絵の奥を見ること
奈良は千点を超える収蔵作品のひとつ
ひとつにあたって、初期から晩年までの
幅広い年代の作品を選び、展覧会を構成
しました。２０代前半に世界放浪の旅の印
象を描きとめた画帳『paris の破片』（図
４・ ５）や『続・白い十字架』（図 ６・
７）。探偵小説雑誌に挿し絵を描いてい
たころの怪しい詩情漂う画帳『退屈画
帳』（図 ２）。戦後復員して間もない時期
に幼少時の記憶をもとに描いた画帳『幼
年画集』（図 １）。子どもたちと過ごした
時間を凝縮した「父と子のノート」。子
どもの本の仕事の数々……。茂田井の絵

はそのときどきの彼自身を色濃く投影
し、画風を大きく転換していきます。最
晩年の名作絵本『セロひきのゴーシュ』
（図 ３／宮沢賢治・文）が広く知られて
いますが、奈良はその奥にこれだけの絵
があることを見せたかったといいます。
「表面に見えているものだけでなく、奥
深いものを見せたい。なにが描かれてい
るかだけでなく、どう描かれているか。
色がどう重なり、どうしてこういう形に
なっていったか……。ことばだけでは言
い表せないものが、絵で表されている。
茂田井さんの絵は、大人になっていろい
ろなものがみえてくるなかで、よさのわ
かる絵だと思う。」

図 ３　『セロひきのゴーシュ』（福音館書店）より　１９５６年

若いときに旅すること
１９３０年、２１歳だった茂田井は、写生旅

行と称して鞄一つで東京を発ち、働いて
旅費を稼ぎ、ぶらりと途中下車もしなが
ら、シベリア鉄道でパリへと向かいまし
た。パリでは食堂で皿洗いや給仕をして
働き、夜毎心に留まった光景を画帳に描
きとめました。 ３年に及ぶこの放浪の旅
の間に目にした世界各地の光景は、その
後も繰り返し画題となっています。
「若いときに世界を旅した茂田井さん
は、発表されるとは想像もしないで、ど
んどん絵を描き貯めていった。若いとき
にする旅は、自分の感性を何倍にもして
くれる。僕が初めて海外に出たのは２０歳
のときで、一人でヨーロッパからパキス
タンにまで行った。茂田井さんの絵を見
ていると、そのときのいろいろなことが
思い出される。旅をしたのは同じくらい
の年齢だし、絵を描く者どうし、そのと
きのかんじがよくわかる。
人種や民族が違うと、大人はやはり距

離を置いて接するが、子どもたちはなん
の差別もなく寄ってくる。茂田井さんは
絵本を描くようになって、子どもたちの
ことを思って絵を描くようになるが、そ
の思いは日本の子どもだけでなく、全世
界の子どもたちにまで広がっている。そ
ういう心は、旅を通して芽生えたのでは

ないだろうか。いろいろなところを旅し
た経験が、結果として茂田井さんの絵に
なっていった。つまり遠回りしているの
だけど、それは有意義な遠回りなんだ。」
自分との対話から生まれる絵
出品作を選びながら、奈良は次のよう

に語っていました。
「今見て、古く見える絵と、新しく見え
る絵がある。見せるための絵じゃないも
ののほうが、古びない。“見せるための
絵じゃない”というのは、力量が読者側
にあるか、自分との対話であるか、とい
うことだ。」
描かずにはいられない切実なものを自

分の内に抱いて、それを追い求めながら
絵を描く。そのように描いた絵が、人の
心の奥深くに響く――。それは茂田井と
奈良とに相通じる資質でしょう。
茂田井武の絵と、奈良美智の感性が響

き合う、特別な展覧会をご覧ください。
� （上島史子）

開館４０周年記念Ⅱ
〈企画展〉奈良美智がつくる　茂田井武展　夢の旅人
●2０1７年５月1９日（金）～８月2０日（日）

図６・ ７　画帳「続・白い十字架」より　１９３１－３５年

図 ４・ ５　画帳「paris の破片」より　１９３０年頃－３５年頃

図 １　「幼年画集」より　１９４６－４７年

図 ８　クマ、ジープ、デンシャ、ハネ　１９４９年図 ２　画帳「退屈画帳」より　１９３７－４０年頃

主催：ちひろ美術館
後援：�絵本学会、（公社）全国学校図書館協議会、（一社）

日本国際児童図書協議会、日本児童図書出版協会、
（公社）日本図書館協会、杉並区教育委員会、中
野区、西東京市教育委員会、練馬区
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イブ・スパング・オルセン展に関連し
て、こどもの本ＷＡＶＥ代表であり、オ
ルセンと３０年以上の親交のある穂積保さ
んによるギャラリートークが行われまし
た。オルセンの人となり、出展作品のこ
と、技法のことを中心に話されました。
「１９７５年にデンマークでオルセンに初
めて会ったときは、ひげづらの大男で、
会う前に人から聞いていたような気むず
かしい人ではなく、やさしい人という印
象を持ちました。日本では子どもの本の
作家として知られていますが、デンマー
クでは国民的な画家であり、タブローか
らグラフィックデザイン、描き文字ま
で、あらゆることを手がけた人です。こ
の幅の広さは、日本でいえば例えばスズ
キコージさんを連想します。技法もさま
ざまなことを一人でできる人でした。
また、ポスターアーティストとしても
知られ、今回出品している「エネルギー

を節約しよう」（図 １）のほか、都市美
化、麻薬撲滅等の多くの社会的ポスター
を制作し、それらが町中に貼られている
のを見ました。彼自身、デンマーク自然

保護協会の古くからの会員で、常に社会
や環境への関心は高かった人です。
オルセンは絵本づくりのセオリーや概

念にとらわれない人でもありました。そ
のために、出版社は苦労したであろうと
思います。例えばこの展示を機に新しい
形と翻訳で復刊した『ネコの住むまち』
では、最後のエピローグの後、すぐに裏
表紙がくる、という形になっています。
１９８０年に出版された邦訳版では、ページ
数調整のためでしょうか、 ３ページ分削
除され、ストーリーも異なっていまし
た。今回、復刊に携わり、日本の本のよ
うに見返しをつくろうかと思いました
が、それはせずに、ページ数も原書と同
じにしました。
彼の線はすばらしいとはよくいわれま

すが、それだけでなく、とにかくデッサ
ン力のあった人です。そして、常に子ど
もの心を持った人でした。」�（松方路子）

開催中の「イブ・スパング・オルセン
の絵本」展に関連し、福井信子氏（東海
大学文学部北欧学科教授）にデンマーク
の子どもの本についてお話しいただきま
した。
「デンマークで最初の子どもの本と言わ
れているのは１５６８年の『子どもの鏡』で
す。鼻水を袖で拭いてはならない、口は
いつも閉じておくこと等、行儀のよい子
になるための助言を与えています。死が
身近だった時代には、子どもに死への心
構えを説く本なども書かれました。一方
で民衆本に由来する『狐物語』が子ども
にも親しまれ、ずる賢い狐のミケルに喝
采が送られたりもしました。
１９世紀に入ると子どもは特別な価値あ
るものと見なされ、家族団

だん

欒
らん

を大切にす
る風潮のなか、親と子が一緒に楽しめる
ような本が作られ始めます。“ビーダー
マイヤー”と呼ばれる時代です。ヴィン
ターの『アメリカに行こう』（１８３５年）
には、学校で面白くないことがあったり
親に叱られたりしてアメリカへ行こうと
単純に発想する子
が出てきます。こ
れは新天地を求め
て北米へ移民する
者の多かった時代
を反映していま
す。１９世紀は全般
に短いお話や詩が
主流で、やがて絵
が付されるように
なると、子どもよ

りはむしろ大人がしみじみと味わうよう
な銅版画が好まれました。
また、隣国のドイツのものはすぐに取

り入れられ、たとえば『もじゃもじゃペ
ーター』は独自の話も加わってデンマー
ク版『大セバスチャン』となりました。
クリスマスの絵本
として古典的なク
ローン兄弟の『ペ
ーターのクリスマ
ス』が登場し、ア
ンデルセンが活躍
したのもこの１９世
紀です。印刷技術
の発達とともに、
文字だけでなく、
挿し絵の入った本も多く出版されるよう
になりました。
その後２０世紀初頭にかけては、少年少

女向けの小説が多数書かれるようになり
ました。貧しい少年少女が立派に成長し
ていく、また半分インディアンの血を引
く少年がたくましく生きていく等々、内
容も変化に富んできます。
二つの世界大戦の間には、いよいよ現

代的な絵本が誕生します。大胆な構図や
内容など、ソ連の絵本からの影響も見ら
れます。最初の代表的な画家がポスター
や舞台美術でも活躍したアーネ・オンガ
マンで、ダイナミックな絵本『汽車』の
ほか、『世界にパーレただひとり』やナン
センスな童謡の絵本で知られています。
第二次世界大戦後にまず名前が挙がる

のは、『さるのオズワルド』や『青い目の

こねこ』のエゴン・マチーセン。そして６０
年代に『つきのぼうや』を発表したイブ
・スパング・オルセン。彼は、詩人ラス
ムセンとともにＡＢＣの本を作り、その
後もこの二人は数々の童謡絵本を生み出
しました。オルセンとはまた違った画風
で描いたのがスベン・オットー・Ｓで、
これらの ４人はデンマークの絵本を形作
ったうえで、最も重要な画家たちです。
デンマークの子どもの本の流れにおい

て、１９６７年というのは転換期となる年で
す。セシル・ボトカーの“少年シーラ
ス”シリーズが始まり、『こしぬけターザ
ン』などのオーレ・ロン・キアケゴーが
活動を始めたからです。さらにクヴィス
ト＝メラー
による風変
わりな“自
転車好きの
蚊”の絵本
も発表され
ています。
その後も、デンマークではさまざまな

才能ある画家が活躍しています。１９７２年
生まれのヤコブ・マーティン・ストリズ
は、特に注目すべき存在です。」
� （窪田有希子）

●活動報告

２０１７年 ３ 月１１日（土）

２０１７年 ４ 月１５日（土）

イブ・スパング・オルセン展ギャラリートーク

福井信子講演会「北欧の子どもの本」

図 １　ポスター「エネルギーを節約しよう」１９７５年

『アメリカへ行こう』１８３５年
Ｃ．ヴィンター作　Ａ．スミト絵
©Alfred Schmidt/DetKongelige Bibliotek

『ペーターのクリスマス』１８６６年
Ｊ．クローン作　Ｐ．クローン絵

『自転車に乗る蚊のエーゴン』１９６７年



美術館
日記

ひとこと
ふたこと
みこと

３月１１日（土）
今日は東日本大震災があってから
丸 ６年が経った日ですね。僕はあ
の日のことをよく覚えています。
会社で仕事をしていたときに大き
く揺れて、その日電車が動かなく
なって家に帰れなくなりました。
そしてその夜は、小学校に泊めて
いただいたのです。 ４月に入って
訪れたちひろ美術館には、被害に
あった子どもたちを気遣うメッセ
ージがありました。これは決して
風化させてはいけないことだと思
います。
３月１２日（日）
ちひろ美術館は母のお気に入りの
場所で小さいころから何度も連れ
て来てもらいました。絵にはまっ
たくといっていいほど興味がなか
ったけれど、ちひろさんの絵だけ

はとても素敵だなと感じます。最
近は忙しくて、学校でも家でもう
まくいかないことばかりでイライ
ラしていましたが、今日は久しぶ
りに母とのんびり話して楽しい時
間を過ごすことができました。こ
うやって心も体も安心して休める
場所があって本当によかったで
す。今度は父も連れて家族 ３人で
来たいと思います。� （辻優花）
３月１９日（日）
京都から来ました。私にとって
「いわさきちひろ」の絵は、幼少
のころからカレンダーや絵本のな
かにありました。子どもに対する
やさしい眼差しを、その絵、ひと
つひとつから感じます。次は安曇
野を訪れたいです。�（春山未央）
３月２３日（木）
私の名前はいわさきちひろさんと

同じ「ちひろ」といいます。ちひ
ろさんの絵が好きな母がつけてく
れた名前です。ここに来て、自分
の名前がもっと大好きになりまし
た。やさしいちひろさんの絵がこ
れからもたくさんの人に愛されま
すように！� （吉永ちひろ）
〔「イブ・スパング・オルセンの絵本」展より〕

３月１日（水）
小さいころ、家にあった『つきの
ぼうや』。風船の怖い顔や、空中
に浮かび煙突の煤で真っ黒になる
男の子、そして縦に長い本の形。
ところどころ他の絵本と違ってな
んだか怖い絵本だな、と思い印象
に残っていました。約４０年の時を
経て、原画が観られるとは感慨深
いです。絵本はまだ大切にとって
あります。
� （いのうえちひろ）

３月１日（日）
館内整備のための冬期休館を終
え、いよいよ開館初日。ちひろと
世界の絵本画家が描いたアンデル
センの作品が一堂に並ぶ展示室
へ、お客様が笑顔で向かわれるの
がうれしい。企画展「イブ・スパ
ング・オルセンの絵本」の展示室
では、『つきのぼうや』や『はしれ
ちいさいきかんしゃ』の作品の前
で聞こえてくる「なつかしい！」
の声に、思わず共感し、心がほん
わかとあたたかくなる。
３月９日（木）
初夏を思わせるような快晴、強い
日差しのもと、海老名香葉子さん
が主催されている「悲しみの東京
大空襲・時忘れじの集い」の慰霊式
典に、ちひろ美術館のスタッフも駆
けつける。７２年前の無惨で無念な
出来事を風化させず語り継ぎ、二

度と戦争が起こらないようにと祈
る海老名さんの姿に、全国から集
まった参加者の思いが重なる。
３月２６日（日）
今年もたくさんの方がご参加くだ
さったガーデントーク「ちひろの
庭の花めぐり」。ちひろの庭で春
の息吹を満喫いただく企画のはず
が、なんと本降りの雨。水仙、ヒ
ヤシンス、チューリップなど、愛
らしく咲いた花々を窓越しに眺め
ながら、ちひろの花と子どもの作
品についての解説や草花にまつわ
る逸話、アトリエでのちひろのよ
うすなどをお話しする。
４月７日（金）
日本アンデパンダン展（国立新美
術館 ３月２２日～ ４月 ３日開催）の
特別企画展示「激動の６０年代美
術」に出品した田島征三作「伊江
島の戦い」、いわさきちひろ作

「世界中のこどもみんなに平和と
しあわせを」（ピエゾグラフ）が
無事展示を終えて返却される。当
時ベトナム戦争に反対し、平和を
願う画家たちが東京数寄屋橋で野
外ポスター展を行った。その時の
作品を集めた特別展で、 ２週間で
１万 ４千人が足を運んだ。当時の
画家たちの平和への願いが、今も
なお、強く伝わってくる。
４月２０日（木）
本日発売の雑誌『天然生活』 ６月
号にて、ちひろのファッションセ
ンスやエピソードをつづった特集
「絵のなかに息づくおしゃれ心　
いわさきちひろのおしゃれ」が掲
載される。ちひろ愛用の衣服やこ
だわりの小物もふんだんに紹介。
ひとり息子・松本猛のインタビュ
ーを柱にした記事からも、ちひろ
ならではの感性が伝わってくる。

いわさきちひろ絵本美術館（現、ちひ
ろ美術館・東京）が開館したのは、４０年前
の１９７７年 ９月。それが、世界で初めての
絵本の専門美術館であることがわかったの
は後のことですが、当時は、絵本のため
の絵を美術作品と考えなかった時代、美
術館で絵本画家の展覧会など考えられな
かった時代のことです。とはいえ、絵本ブ
ームといわれていた当時、「絵本美術館」
という名称自体、絵本好きの私のような者
にとっては、新鮮で心くすぐるものでした。
１９８０～９０年代以降、次々と全国各地に絵

本の美術館が生まれ、日本には今、３０を超
える「絵本美術館」があります。自宅の一

角を使った個人美術館から、市立や町立等
の公立美術館、当館のような財団法人の美
術館等、運営も規模もさまざまです。また、
絵本原画展やイラストレーション展を行う
ギャラリーも、たくさん生まれました。絵本
美術館、ギャラリーの増加とともに、絵本
原画展、絵本画家の展覧会も年々増え、
公立美術館での絵本原画展も一般的とな
りました。２０１６年だけでも、ボローニャ国
際絵本原画展やＢＩＢ国際絵本原画展を含
め、約４００の展覧会が開催されています。
この４０年、絵本と絵本美術館を取り巻く
環境は大きく変化してきましたが、一方で、
その歴史を閉じられる館も出てきました。

後継者の問題等もありますが、同時に来
館者や世相の変化を語られ、役目は終え
たといわれる館もあります。そうしたなか
で、昨年、射水市大島絵本館や軽井沢絵本
の森美術館、黒姫童話館が中心になって、
絵本美術館のネットワークが始動しました。
これからの時代に絵本美術館は何ができる
か、何がしたいか、来館者の思いを受け
止め、これからを考えようというもの。
平和でなければ絵本を楽しむことはでき

ません。表現の自由がなければ、魅力的
な絵本も生まれません。そんなことも考
えながら、絵本と美術館、そして文化のこ
れからを考えていく場になればと思います。

窓 「絵本美術館の昨日 ･今日 ･明日」
竹迫祐子（公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長

５



●次回展示予定 ２０１７年８月２４日（木）～１１月５日（日）〈開館４０周年記念Ⅲ〉

〒399-8501　長野県北安曇郡松川村西原3358-24　テレホンガイド0261-62-0777　TEL.0261-62-0772　Fax 0261-62-0774
http://www.chihiro.jp/　E-mail:chihiroa@seagreen.ocn.ne.jp
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美術館だより　No.83   発行2015年7月1日

CONTENTS 〈展示紹介〉〈企画展〉はじめてみる、ちひろの世界。いわさきちひろ×佐藤卓＝展／ちひろ美術館コレクション　衣装あれこ
れ涯世界の絵本展…許距鋸
〈活動報告〉２０１６年「夏トットちゃんの広場」オープン・プレイベント…鋸
ちひろを訪ねる旅５８／ひとことふたことみこと／美術館日記…漁

●展示室1・2・多目的ギャラリー　他

安曇野ちひろ美術館
美術館だより

No.83
2015.7.1

ＩＳＳＮ １８８４−７７３０

毎月第２・４土曜日
１１：００～
参加自由、入館料のみ

●おはなしの会 ●ギャラリートーク
毎月第２・４土曜日
参加自由、入館料のみ
１４：００～ちひろ展
１４：３０～世界の絵本画家展または企画展

●次回展示予定　2015年9月26日（土）～11月30日（月）

ちひろの代表作「ぶどうを持つ少
女」。本展では、「ちひろの紫」「横
顔のシルエット」「帽子のおしゃ
れ」など、５つのテーマからこの
作品の魅力とちひろの表現を紹介
します。

いわさきちひろ
ぶどうを持つ少女　１９７３年

詳細・最新情報はホームページからもご覧いただけます。　http://www.chihiro.jp/　TEL. ０２６１－６２－０７７２　FAX ０２６１－６２－０７７４
  https://www.facebook.com/chihiro.azumino

安曇野ちひろ美術館　イベント予定　各イベントの予約・お問い合わせは、安曇野ちひろ美術館へ。

〈展示室1・2〉ちひろを語るこの一点
　　　　　　　「ぶどうを持つ少女」の魅力

〈展示室4〉〈企画展〉『はしれ、トト！』 조  은  영 の絵本づくり展
チョ ウン ヨン

韓国の絵本画家チョ・ウンヨンは、デ
ビュー作『はしれ、トト！』で、馬が好
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
に輝きました。本展では、絵本原画とと
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
大胆な絵本づくりを紹介します。
チョ・ウンヨン（韓国）『はしれ、トト』（文化出
版局）より　２０１０年（個人蔵）

〈展示室3〉ちひろ美術館コレクション １０人の絵本画家 １０の絵本づくり
〈展示室2〉ちひろの人生　　〈展示室5〉絵本の歴史

●近隣市町村入館無料デー
９月１３日（日）白馬村・小谷村　村民入館無料デー

●敬老の日
９月２１日（月・祝）は、６５歳以上の方は入館料無料となります。

図２　佐藤卓　チロリアン五人衆・立体　２００６年

図７　いわさきちひろ×佐藤卓＝バナー　２０１４年

いわさきちひろ×佐藤卓の実験室

佐藤卓のデザイン採集

＊図１、２、３、７、８は、２０１４年にちひろ美術館・東京で
開催された展覧会での写真です。

図９　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図８　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図６　いわさきちひろ
 ひまわりとあかちゃん　１９７１年

図３　佐藤卓　千鳥屋　チロリアン　１９９７年

●夜のミュージアム
８月２９日（土）は、２１：００まで開館。浴衣でご来館の方には、カフェ
でドリンクをサービス。当日は、「すずむしの里クリスタルシンフォ
ニー」も開催され、安曇野ちひろ公園では、すずむし採り（無料）が
行われます。（１９：００～雨天延期）

●朝のミュージアム
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
す。絵本カフェも８：００からオープン。「朝のおはなしの会」（９：００
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

●2016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
定のスタンプラリーも行っています。

○全国のトットちゃん大集合
８月９日は黒柳徹子館長の誕生日です。全国のテツコさん、テツコ
ちゃんは、安曇野ちひろ美術館に集合！来館してくださった“トット
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
日　時：８月９日（日）

○トットちゃんの肝だめし
夏休みにお寺で「肝だめし」をしたトットちゃん。夜の安曇野ちひろ
公園で初の「肝だめし」をします。この日は、夜のミュージアムのた
め、２１：００までの開館です。
日　時：８月２９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合

○鉄道ファンあつまれ！　電車特別見学会Ⅱ
改修工事中のトットちゃんの電車の教室を、特別に見せていただきま
す。
日　時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
会　場：安曇野ちひろ美術館　正面入口に集合

●展示関連イベント
　いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ
展覧会に関連し、ちひろの絵とコラボレーションするワークショップ
を開催。期間中、地元・松川中学校の中学生ボランティアによる、安
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。

○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
日　時：７月２９日（水）～８月１６日（日）
参加費：５００円（入館料別）
定　員：１日３回　各回１０名（先着順）

○ちひろの線とコラボレーション
佐藤卓が選んだちひろの「線」をもとに、自由に描いてみましょう！
投稿作品のなかから選ばれた作品を、美術館に展示します。
日　時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）

ワークショップ作品のイメージ

図１　佐藤卓　明治おいしい牛乳　２００１年

佐藤卓が選んだちひろの絵

図５　いわさきちひろ
 葛温泉・高瀬川で遊ぶ子どもたち　１９５６年

図４　いわさきちひろ
 ブランコと子どもたち　１９７１年

●松川中学校　図書委員による絵本の読み聞かせ
松川中学校の図書委員が、館内で、絵本の読み聞かせを行います。
日　時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
　　　　各日①１２：３０～　②１３：３０～

８月は休まず開館します。（８/８土～８/１６日は、１８：００まで開館延長）

ちひろの詩
うた

 ―絵は詩のように― 〈企画展〉 奇喜怪快　井上洋介の絵本展
「詩のようにことばの短
く、うつくしく、いろい
ろなことを思いうかべる
ことのできる」童話が好
きだと語ったちひろは、
『ことりのくるひ』など
「感じる絵本」と呼ばれ
る絵本シリーズで、独自
の絵本表現を切り拓きま
した。若いころから、万
葉集や宮沢賢治の詩にも
親しんだちひろの感性を
探り、その詩情あふれる
絵の魅力に迫ります。

絵本、漫画、イラストレー
ションなど、多彩な分野
で活躍した画家・井上洋
介。本展では、初の絵本

『おだんごぱん』から、『く
まの子ウーフ』、１９７０年
代から展開した自作絵本
など、絵本の仕事を中心
に、タブローや漫画など
の作品も展示します。鬼
気迫る圧倒的な描写に、
ナンセンスやユーモラス
な表現を融合させた独自
の世界をご覧ください。いわさきちひろ　黄色い傘の少女　１９６９年

井上洋介　『でんしゃ絵本』（ビリケン出版）より
２０００年
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〒177-0042　東京都練馬区下石神井4-7-2　テレホンガイド03-3995-3001 TEL.03-3995-0612  Fax 03-3995-0680

まるごとちひろ美術館　－世界で最初の絵本美術館－
１９７７年に世界初の絵本美術館として東京・練馬のちひろの自宅跡地に開館した
ちひろ美術館・東京（当時はいわさきちひろ絵本美術館）。ちひろの作品から
始まったコレクションは、エリック・カールの「おんどり」を第１号に世界各
国の優れた絵本画家たちの作品も収集されるようになり、現在約２６７５０点を数
えています。本展では、選りすぐりのコレクションのほか、内藤廣による建築、
３７年の歩みなど、さまざまな角度から“まるごと”ちひろ美術館を紹介します。

美術館だより　No.190   発行2015年7月21日

CONTENTS 〈展示紹介〉非戦７０年　ちひろ・平和への願い／〈企画展〉日ブラジル外交関係樹立１２０周年　旅する芸術家　ホジェ
ル・メロ展…許距
〈活動報告〉ちひろを訪ねる中国の旅／ママさん弁護士と語る　子どもの未来と憲法…鋸
ひとことふたことみこと／美術館日記／窓「アジアのなかの日本－シンガポールAFCCに参加して」…漁

ちひろ美術館・東京イベント予定 http://www.chihiro.jp/   https://www.facebook.com/chihiro.tokyo
各イベントの予約・お問合わせは、ちひろ美術館・東京イベント係へ。イベント参加費のほか、別途入館料が必要です（高校生以下は無料）。
※イベント申し込みは、先着順です。また、参加費が記載されていないイベントは無料です。TEL．０３－３９９５－０６１２ E-mail chihiro@gol.com

エリック・カール（アメリカ）
おんどり　１９８５年

●わらべうたあそび
○日　時：９月５日（土）１１：００～１１：４０
○講　師：服部雅子（西東京市もぐらの会代表、はとさん文庫主宰）
○対　象：０～２歳までの乳幼児と保護者
○定　員：１５組３０名　要申し込み８月５日（水）受付開始

●次回展示予定　10月28日（水）～2016年1月31日（日）

いわさきちひろ
小鳥と少女　１９７１年

●水彩のにじみでキーホルダーをつくろう
ちひろが得意とした技法を使って、キーホルダーをつくります。
○日　時：８月２３日（日）１０：３０～（当日受付１０：００～、最終受付１５：００）
○対　象：５歳～大人　　○定　員：先着７０名　　○参加費：３００円

●「メロ＆ボッサ」（出演：臼田道成）
ホジェル・メロの絵に囲まれながら、ボサノ
ヴァ弾き語りライブでブラジル気分を満喫し
ませんか？東京大学文学部美術史学科卒の臼
田さん。ブラジルの風土や、絵や音楽の楽し
み方についてお話しいただきます。
○日　時：９月５日（土）１７：３０～１９：００
○定　員：５０名
○対　象：１０歳～大人
○参加費：１０００円
　要申し込み８月５日（水）受付開始

〈展示関連イベント〉

臼田道成

戦後７０年の節目の年に、ジブリのアニメー
ション映画監督である高畑勲が、ちひろや自
身の作品を通して、平和への思いを語ります。
『火垂るの墓』と『戦火のなかの子どもたち』
の知られざるエピソードなどもお話しします。
○日　時：９月２７日（日）１５：００～１６：３０
○講　師：高畑勲（アニメーション映画監督：
スタジオジブリ所属、当財団評議員）
○定　員：６０名
○参加費：５００円　要申し込み８月２７日（木）受付開始

●非戦７０年記念　高畑勲講演会
　「いわさきちひろの絵が語るもの」

高畑勲

●親子で楽しむ夏休みクラフト＆トイフェスタ
おもちゃコンサルタントによる講座やワークシ 
ョップから、おもちゃの体験コーナー、あかち 
ゃんの広場まで、一日たっぷり遊べます。夏休
みの思い出づくりに、親子でご参加ください！
○日　時：８月１０日（月）１０：３０－１６：３０
○協　力：おもちゃの広場　石神井支部、日本
グッド・トイ委員会
○参加費：イベントごとに異なります。詳細は
ＨＰでご確認ください。

ハニカムペーパー
参考画像

●ファースト　ミュージアム　デー
子どもたちが人生で初めて訪れる美術館として親しんでいただけるよ
うに、親子対象の館内ツアーを開催します。人生の節目に当館を思い
出せるような、記憶に残る１日をお過ごしください。
○日　時：９月１３日（日）１５：００～１５：４０
○対　象：０～２歳までの乳幼児と保護者
○定　員：１５組３０名　要申し込み８月１３日（木）受付開始

●おもちゃの広場
○日　時：１０月４日（日）１０：３０～１２：００
○協　力：おもちゃの広場　石神井支部
○対　象：３才以上の未就学児と保護者
○定　員：１０組２０名　要申し込み９月４日（金）受付開始

〈参加自由、無料のイベント〉

８月８日はちひろの命日。一人息子である松本猛が、ちひろの平和へ
の思いや、家族だけが知る画家の素顔や思い出、作品にまつわるエピ
ソードなどをお話しします。

○協　力：ねりま子どもと本ネットワーク

●ギャラリートーク 毎月第１・３土曜日　１４：００～

●えほんのじかん 　毎月第２・４土曜日　１１：００～

●松本猛ギャラリートーク ８月８日（土）１４：００～

●親業講演会
　「－今日から実践できる－子どもに気持ちが伝わる話し方」
親の気持ち、話していますか？子どもの気持ち、聞いていますか？
信頼に満ちた親子関係を築くための方法をお伝えします。あかちゃん
から思春期まで、お子さんの年齢は問いません。
○日　時：１０月１５日（木）１０：３０～１２：３０
○講　師：田中満智子（親業訓練協会認定インストラクター）
○定　員：３５名※託児はありませんが、お子さま連れの参加も可。
○参加費：５００円　要申し込み　９月１５日（火）受付開始
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まるごとちひろ美術館　－世界で最初の絵本美術館－
１９７７年に世界初の絵本美術館として東京・練馬のちひろの自宅跡地に開館した
ちひろ美術館・東京（当時はいわさきちひろ絵本美術館）。ちひろの作品から
始まったコレクションは、エリック・カールの「おんどり」を第１号に世界各
国の優れた絵本画家たちの作品も収集されるようになり、現在約２６７５０点を数
えています。本展では、選りすぐりのコレクションのほか、内藤廣による建築、
３７年の歩みなど、さまざまな角度から“まるごと”ちひろ美術館を紹介します。
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親の気持ち、話していますか？子どもの気持ち、聞いていますか？
信頼に満ちた親子関係を築くための方法をお伝えします。あかちゃん
から思春期まで、お子さんの年齢は問いません。
○日　時：１０月１５日（木）１０：３０～１２：３０
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○日　時： ７ 月 １ 日（土）　１１：００～１１：４０
○講　師：服部雅子（西東京市もぐらの会代表、はとさん文庫主宰）
○対　象： ０ ～ ２ 歳児と保護者
○定　員：１５組３０名　要申し込み　 ６ 月 １ 日（木）受付開始
○参加費：無料

●わらべうたあそび

○日　時： ８ 月３０日（水）１９：００～２０：３０（予定）
○会　場：紀伊国屋サザンシアター
○チケット発売開始： ７ 月初旬（予定）
今会期、いわさきちひろ展と茂田井武展をつくるふたりが、当館の開
館４０周年、安曇野ちひろ美術館の開館２０周年を記念して、夢の対談を
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●開館４０周年・２０周年記念対談
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　「－今日から実践できる－子どもに気持ちが伝わる話し方」
親の気持ち、話していますか？子どもの気持ち、聞いていますか？
信頼に満ちた親子関係を築くための方法をお伝えします。あかちゃん
から思春期まで、お子さんの年齢は問いません。
○日　時：１０月１５日（木）１０：３０～１２：３０
○講　師：田中満智子（親業訓練協会認定インストラクター）
○定　員：３５名※託児はありませんが、お子さま連れの参加も可。
○参加費：５００円　要申し込み　９月１５日（火）受付開始

○日　時： ６ 月２４日（土）　１５：００～１６：３０
○講　師：広松由希子（絵本家）
○定　員：６０名　要申し込み　 ５ 月２４日（水）受付開始
○参加費：１０００円
絵本作家・評論家として活躍する講師が、茂田井武の絵と旅と人生に
ついて語ります。

●講演会「茂田井武と夢の旅」
〈展示関連イベント〉

「高畑勲がつくるちひろ展」では、展示室 ４ の大きくなったちひろの
絵の前で写真撮影ができます。Instagram や twitter で #chihirot
のハッシュタグをつけて投稿していただいた写真は、公式サイトでご
覧になれます。

●ちひろの絵のなかに入って撮影できます！

○『ちひろ美術館の４０年　１９７７－２０１７』（１０８０円）
ちひろ美術館の開館以来の展覧会、教育普及、コレクシ
ョン、国際交流、出版などの記録とあわせ、これまで支
えてくださった世界中の方々からのメッセージや写真な
ども満載。（Ａ ４ 版、８０ページ）

○『奈良美智がつくる茂田井武展　夢の旅人』展覧会カタログ（９００円）
ちひろ美術館・刊（Ａ ５ 横版、７２ページ）　２０１７年 ５ 月下旬発売（予定）

●新刊案内

○日　時： ７ 月２１日（金）～２３日（日）　１０：３０～１５：００（入れ替え制）
○定　員：各日８０名（当日先着順）
○対　象： ５ 歳以上　○参加費：２００円
いわさきちひろが得意とした水彩技法の「にじみ」を体験し、缶バッ
ジをつくります。（制作所要時間２０～３０分）

●ちひろの水彩技法体験ワークショップ

○日　時： ８ 月 ７ 日（月）、 ８ 月１４日（月）　各１１：００～／１４：００～
○対　象：小中学生
○参加自由、参加費無料
「美術や美術館には興味がないけれど」「夏休みの宿題だから」と来
館する小中学生の皆さん、ぜひ展示室でいっしょに作品を見てみまし
ょう。

●夏休み子どもギャラリートーク

〈参加自由、無料のイベント〉

６ 月 ４ 日（日）１４：００～
講師： 松本猛（絵本学会会長
 ・ちひろ美術館常任顧問）

●松本猛ギャラリートーク
毎月第 １ ・ ３ 土曜日　１４：００～
●ギャラリートーク

毎月第 ２ ・ ４ 土曜日　１１：００～
●えほんのじかん


