
ちひろ美術館は、1977年に世界で最初の絵本美術館として、東京の練

馬区下石神井のいわさきちひろの自宅の一画に開館しました。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

在その数は約26,750点（2015年7月現在）にのぼります。

本展では、いわさきちひろと世界の絵本画家の選りすぐりのコレクション

約120点（内、ちひろ作品は約50点）を展示します。また、安曇野ちひ

ろ美術館と、2002年にリニューアルしたちひろ美術館・東京を設計し

た建築家・内藤廣による建築の魅力など、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。

PRESS RELEASE

http://www.chihiro.jp/
お問い合せは、広報担当：中平・松本・北村まで

TEL.03-3995-0772（業務用）

展示会期 2015年10月28日（水）～ 2016年1月31日（日）
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)日本国際児童図書評議会、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

こんな時代だからこそ、ちひろさんや世界中の絵本画

家が描いた「やさしさ」「美しさ」を、子どもたちの

真っ白な心に、そして、大人の心に伝えていけたら、

こんなにうれしいことはありません。

2 エリック・カール（アメリカ）　おんどり　1985年

ちひろ美術館＜東京・安曇野＞館長　黒柳徹子（女優・ユニセフ親善大使）

まるごとちひろ美術館　展示構成
展示室１・３　　　　　　いわさきちひろ

　　　展示室２　　　 　　　　 世界の絵本画家／日本の絵本画家

展示室４　　    　　　   内藤廣によるちひろ美術館の建築

世界で最初の絵本美術館
ちひろ美術館が開館したのは、絵本画家・い

わさきちひろの没後3年の、1977年です。開

館当初の名称「いわさきちひろ絵本美術館」

には、ちひろだけではなく、広く絵本の文化に

寄与したいという思いが込められています。開

館当初より、散逸しやすい絵本の原画を人類

の文化遺産と位置づけ、世界の絵本画家の作

品を収集、保存、研究、公開し後世に伝えて

いくという方針のもと活動を

始めました。絵本を専門とす

る美術館としては、世界で最

初の美術館であることは、後

からわかったことでした。

開館当初のいわさきちひろ絵本美術館（現・ちひろ美術館・東京）

1 いわさきちひろ　小鳥と少女『ことりのくるひ』（至光社）より　1971年

ちひろ美術館・東京のオープン
スペースの平面図。
4つの棟が渡り廊下でつながっ
ています。



お問い合せは、広報担当：中平・松本・北村まで
http://www.chihiro.jp/ TEL.03-3995-0772（業務用）
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ちひろのアトリエ
ちひろ美術館・東京が建つ練馬区下石神

井は、ちひろが画家として生きたほとんど

の時期（1952 ～1974年）を過ごした場

所です。当館では、ちひろの仕事が最も

充実していた1972年ごろのようすを復元

したアトリエを常設展示しています。この

アトリエは、1963年の増築時に2階につ

くられ、以後ちひろが亡くなるまでの11年

間使用されました。

3 ピンクのセーターを着た少女　1970年

  　いわさきちひろ
「世界中のこどもみんなに　平和と　しあわせを」と願い、

生涯子どもをテーマに描き続けた画家、いわさきちひろ

（1918 ～1974年）。現存する作品は約9,450点に及びま

す。ちひろは原画が散逸しないよう大切に守り、多くを自

らの手元に残しました。それらの作品が核となり、ちひろ

美術館は誕生しました。ちひろ美術館のメインコレクショ

ンである、ちひろ作品の魅力を７つのテーマから“まるごと”

紹介します。

Ⅰ

自画像としての少女像1

「子ども」を見つめて2

ちひろとアンデルセン3

ちひろの水彩技法4

ちひろの絵本づくり5

ちひろのあかちゃん6

子どもたちに平和を7

撮影：嶋本麻利沙

4 「ロンドン橋がおちる」　1966年

いわさきちひろ　1973年

5 アヒルとクマとあかちゃん　1971年6 戦火のなかの少女　『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）より　1972年

7 アトリエの自画像　『わたしのえほん」（みどり書房
/新日本出版社）より　1968年

〇出品作品点数　約50点



世界の絵本画家1

お問い合せは、広報担当：中平・松本・北村まで
http://www.chihiro.jp/ TEL.03-3995-0772（業務用）
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  　世界の絵本画家・日本の絵本画家
ちひろ美術館のコレクションは、ちひろの作品だけではありません。世界33の国と地域の203人

の画家による約17,300点（ちひろ作品を除く）のコレクションは、絵本の専門美術館として世界

最大規模のものです。また国際アンデルセン賞画家賞受賞者を始めとする各国の代表的な絵本

画家の作品や、世代を超えて読み継がれるミリオンセラーの絵本の原画など、質のうえでも高い

水準を誇っています。

展示室２ではコレクションの選りすぐりの作品を、「世界の絵本画家」「日本の絵本画家」の2部

に分けて紹介します。

おじいさんのおとしたてぶくろに

次々入っていく動物たち…。

日本でも早くから親しまれている

ミリオンセラーです。

“色彩の魔術師”パツォウスカーに

よる、グラフィカルな数の絵本。

日本で最初に国際

アンデルセン賞画家

賞を受賞した画家・

赤羽末吉。当館で

は赤羽の全作品約

6,900点を収蔵して

います。

宮沢賢治の童話を見事に視覚化し、

後の日本の絵本に大きな影響を与えた

茂田井武の名作絵本です。

アジアやアフリカ、ラテンアメリカ

の優れた絵本画家たちの作品も

紹介します。

540万部を超えるミリオンセラー！（2015.3月時点）

日本で一番愛されているあかちゃん絵本の

原画も登場します。

Ⅱ

8 エフゲーニー・ラチョフ（ロシア）　『てぶくろ』（福音館書店）より　1950年

13 赤羽末吉　『だいくとおにろく』（福音館書店）より　1962年　

11 茂田井武　『セロひきのゴーシュ』（福音館書店）より　1956年　 12 瀬川康男　『いないいないばあ』
（童心社）より　1967年　

9 クヴィエタ・パツォウスカー（チェコ）　
『ふしぎなかず』（ほるぷ出版）より　1990年

10 フセイン・ジャマーン（スーダン）　
『魔法のビーズ』より　1997年

〇出品作品点数　約70点

日本の絵本画家2



お問い合せは、広報担当：中平・松本・北村まで
http://www.chihiro.jp/ TEL.03-3995-0772（業務用）
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  　内藤廣によるちひろ美術館の建築
展示室４では、現代の日本を代表する建築家のひとり、内藤廣によるちひろ美

術館・東京と、安曇野ちひろ美術館の建築を紹介します。

内藤廣がちひろ美術館に関わりを持つようになったのは、1993年のことです。

絵本の世界にふさわしい、居心地のよい空間をどうすればつくり出すことがで

きるか試行錯誤が繰り返され、安曇野ちひろ美術館が1997年に誕生しました。

2002年にリニューアルオープンしたちひろ美術館・東京の建物の設計も、内

藤が手がけています。「ちひろさんの家に遊びにきたような感じにしたい」といっ

てつくられたこの建物の空間のなかで、建築に込められた思いやさまざまな工

夫をご覧ください。

Ⅲ

1

安曇野ちひろ美術館
ちひろの心の故郷である長野県の安曇野・松川村。北アルプスを望むこの

美しい風景のなかに、切妻屋根の安曇野ちひろ美術館が建っています。

ちひろ美術館・東京
ちひろが最後の22年間を過ごした場所に建てられた、東京・練馬の
ちひろ美術館・東京。

東京館の新しい建物に対しての、みなの要望を黒柳徹子がまとめた“トットちゃん
メモ”。「今までの、やさしい、Intimateなカンジ。ほっとできるカンジ。ひそむカン
ジなど考慮に入れてほしい。」などのテーマが並んでいます。これが新しい建物
の出発点になりました。

2016年夏、安曇野ちひろ公園に「トットちゃん広場」オープン！
当館館長でもある黒柳徹子が、トモエ学園に通った小学生時代をつづった『窓ぎわのトットちゃん』。

2016年夏、あの電車の教室を再現する「トットちゃん広場」が安曇野ちひろ公園にオープンします。

内藤廣が設計するこの広場の計画も、模型などで紹介します。

2016年夏
OPEN

内藤廣
（ないとう・ひろし　1950-）
建築家。早稲田大学理工学部建築
学科卒業。同大学院修士課程修了
後、国内外の設計事務所を経て、
1981年、内藤廣建築設計事務所
設立。海の博物館（92年竣工）で日
本建築学会賞など受賞。牧野富太
郎記念館（99年竣工）で村野藤吾
賞受賞。2001年より東京大学教
授・副学長を歴任。2011年より東
京大学名誉教授。2005年より当財
団理事、2013年より当財団評議
員。安曇野ちひろ美術館、および新・
東京館の設計を手がけた。

こどものへや

ちひろの庭
撮影：中川敦玲・嶋本麻利沙



●展示会期…2015年10月28日（水）～2016年1月31日（日）　　　　　　　
●開館時間…10:00～17:00（入館は閉館の30分前まで）
●休館日……月曜日 （祝休日は開館、翌平日休館） ※年末年始（12/28～1/1）、２月は冬期休館
●入館料……大人800円／高校生以下無料　
　　　　　　グループ(有料入館者10名以上)、65歳以上の方、学生証をお持ちの方は100円引／
　　　　　　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
●交通……… 西武新宿線上井草駅下車徒歩７分
　　　　　　 ＪＲ中央線荻窪駅より西武バス石神井公園駅行き(荻14）上井草駅入口下車徒歩５分
　　　　　　 西武池袋線石神井公園駅より西武バス荻窪駅行き(荻14）上井草駅入口下車徒歩５分
　　　　　　 駐車場あり（乗用車３台・身障者用１台）

http://www.chihiro.jp/
お問い合せは、広報担当：中平・松本・北村まで

●わらべうたあそび
声を出して歌ったり、体を動かしたりしながら、
親子で楽しく参加できます。

11/7（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　10/7（水）受付開始
　　　

＊詳細は、ちひろ美術館ホームページでご案内します。イベント参加費の他、別途入館料が必要です（高校生以下は入館料無料）。　定員、参加費が記載されていないものは、参加自由、無料です。

〒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　　 03-3995-0612（代表）　 FAX 03-3995-0680

●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
協力：ねりま子どもと本ネットワーク

毎月第2･4土曜日11:00~  

●松本猛ギャラリートーク 
11/1（日）14:00~ 
講師：松本猛（絵本学会会長・ちひろ美術館常任顧問）

　　

PRESS RELEASEEVENT INFORMAION

●10/28（水）～ 11/29（日）限定　入館料半額特典
美術や建築を学ぶ大学・専門学校生、関連業種の方（例：美術館や建築・デザイン事務所勤務
の方）は、期間中、入館料が半額（400円）となります。  学生証や社員証などの証明となるもの
を受付にてご提示ください。

展示 関連イベント 参加自由・無料のイベント

●対談　松本猛×高橋明也「ちひろ美術館のコレクションの魅力」
世界で最初の絵本専門美術館として開館したちひろ美術館の意義と、コレクションの豊かな魅力
を、ちひろ美術館創設者のひとりで、いわさきちひろの息子の松本猛と、三菱一号館美術館館長
の高橋明也が語ります。

11/4（水）17:30~19:00　　
講師：高橋明也（三菱一号館美術館館長・当財団評議員）・松本猛（絵本学会会長・ちひろ美術館常任顧問）
定員：80名　参加費：700円　＊要申し込み　10/4（日）受付開始　　　　　　　

●対談　内藤廣×面出薫「ちひろ美術館の建築と照明」
ちひろ美術館（東京・安曇野）の建物を設計した内藤廣と照明計画を担当した面出薫が
建物の魅力について語ります。

12/5（土）17:30~19:00　　
講師：内藤廣（建築家、当財団評議員）・面出薫（照明デザイナー、ちひろ美術館・東京副館長）
定員：80名　参加費：700円　＊要申し込み　11/5（木）受付開始

●たてもの探検ツアー　
館の内外をめぐりながら、建物にまつわるエピソードや、そこに込められた思いをご紹介します。

①11/29（日） ②12/20（日）各日15:00~15:40
定員：20名　＊要申し込み　①10/29（木） ②11/20（金）受付開始　

●ドキュメンタリー映画「いわさきちひろ 27歳の旅立ち」上映会

①10/2（金） 17:30~19:00  ②11/14（土）15:00~17:00 

③12/15（火）10:30~12:30
定員：50名　＊要申し込み　①9/2（水） ②10/14（水）③11/15（日）受付開始　

●ちひろの水彩技法ワークショップ
手づくりぽち袋
2016. 1/2（土）・1/3（日）10:30~　
定員：先着70名　参加費：200円　 
＊当日申し込み　
受付開始10:00~（最終受付15:00）

ちひろの線と色（仮）

●おもちゃの広場
1/17（日）10:30~12:00 
協力：おもちゃの広場　石神井支部

対象：3歳～未就学児と保護者
定員：10組20名
＊要申し込み　12/17（木）受付開始

待望のDVD 2 015年7月発売 本編DVD+特典リーフレット封入
特別ケース仕様  ￥2,800 ＋税　

お申込方法は
裏面へ

お申込方法は
裏面へ

DVD
発売決

定！

●無料感謝デー
12/13（日）10:00~17:00
12/15のいわさきちひろの誕生日を記念して、
終日入館無料でご来館いただけます。

●成人の日特典、
新成人の方は入館無料
2016. 1/9（土）～ 1/17（日）
新成人の方は無料でご入館いただけます。
また、「大人になること」（いわさきちひろ）
の全文を掲載したカードを差し上げます。
※生年月日の分かる証明書をご提示ください。

展示関連書籍
まるごとちひろ美術館
世界で最初の絵本美術館
コレクション・ガイド
監修：高橋明也（三菱一号館美術
館館長）編集：ちひろ美術館　出
版社：東京美術　定価1,800円（税
抜）B5判、96ページ

＜次回展示予告＞ 
2016年3月1日（火）～5月15日（日）

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）
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