
  『はしれ、トト！』
  조은영の絵本づくり展

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

TEL.03-3995-0772（業務用）

チョ・ウンヨン
（조은영）

1981年、韓国・ソウル生まれ、在住。梨
花女子大学でビジュアルデザインを学び、
その後ソウル大学でイラストレーションの
修士課程を修了。2009年のボローニャ・
ブックフェアの韓国スタンドで展示したダ
ミー絵本が、フランスMemo社の編集者
の目に留まり、翌年にフランスで”La 
Course (レース)”として、2年後には韓国で”Dal Ryu Toto! （はし
れ、トト！）“として出版された。2011年、第23回ブラティスラヴァ
世界絵本原画展でグランプリ受賞。本作は、作者の絵本第一作で
ある。（写真©Kim Sun-a）

PRESS RELEASE

韓国の若手画家、チョ・ウンヨンがブラティスラヴァ世界絵本原

画展でグランプリを獲得した絵本『はしれ、トト！』は、競馬場と

いう今までにない物語の舞台設定と、幼い少女の目を通して展

開されていく人間観察が魅力です。200点を超える膨大なスケッ

チから構成されたユニークな創作手法も、目をひきます。この

絵本は最初にフランス、次に作者の母国の韓国、そして次に日

本で出版されると、大きな反響を呼びました。（日本では日本絵

本賞翻訳絵本賞受賞）。

本展では、この原画約100点と、そのプロセスで使った写真や

スケッチなどを紹介し、このユニークな絵本ができた背景を紹

介します。

1 2 3 

4 

チョ・ウンヨン

企画展

展示会期 2016年3月1日（火）～5月22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、駐日韓国大使館 韓国文化院　協力：学校法人文化学園　文化出版局

『はしれ、トト！』
チョ・ウンヨン著　

ひろまつゆきこ翻訳　

文化出版局　2013年

展示関連書籍

図版は全て　チョ・ウンヨン『はしれ、トト！』（文化出版局）より　2008年　個人蔵

図版 上から
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おじさんたち+馬＝競馬場？
従来の絵本の既成概念にとらわれず、自分のスタイルで絵本を描きたいと考えて

いたチョは、写真の授業で初めて訪れた競馬場のことが忘れられず、競馬場を題

材にした絵本制作を2004年に企画しました。競馬がある週末ごとに競馬場に足を

運び、望遠レンズを用いて撮った多数の写真を参考に、さまざまな表情や状況の

人物を描きます。チョの鋭い目と容赦ない描写でとらえた、実物以上にグロテスク

な「おじさんたち」には、感情や性格まで滲み出てくるようで迫力や味わいがあり

ます。セリフは無いものの、彼らは競馬場の名脇役です。

　

スケッチ×ストーリーボード×ストーリー
チョは、絵本を組み立てるために、ストーリーボード（絵コンテ）を元にまず、いくつも

のスケッチを作成しました。人々が競馬場に行き、帰るまでの状況や、競馬賭博のイメー

ジなどを自由に描いた後、それらを縮小して壁に並べて貼り、取捨選択してストーリー

を考えていったといいます。その後文章を書き、ストーリーボードを数度描き直して最

終的な構成ができあがりました。

1冊の絵本の背景にある膨大な写真、スケッチ、習作、ダミー、資料……。34歳で二児

の母であるチョの小柄な体の一体どこに、これだけのパワーが秘められているのかと

思うほど、その作品は見る者を圧倒します。

図版は全て　チョ・ウンヨン『はしれ、トト！』（文化出版局）より　2008年　個人蔵

『はしれ、トト！』のストーリーボード

絵本には馬も、もちろん登場します。チョの描く

馬たちには、それぞれどこか人間のような個性

が感じられます。

3/13（日）、チョ・ウンヨン氏が来日します！

イベント「チョ・ウンヨンのワークショップ」「チョ・

ウンヨン『はしれ、トト!』の絵本づくりを語る」の

終了後、作家を囲んでプレス向け内覧会を予定し

ています。詳細は決まり次第、お伝えします。

※個別のご取材をご希望の方はご連絡ください。

3/13（日） チョ・ウンヨン氏 来日 関連展示
Eun young Cho個展
2016年3月14日（月）～ 26日（土）
Pinpoint Gallery
港区南青山5-10-1二葉ビルB1 tel. 03-3409-8268

11:00~19:00（土曜日は~17:00）日曜休み

mothering(育児）についての新しい絵本のために
描き下ろした新作ペインティングを展示します。

http://www.pinpointgallery.com/
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主催：ちひろ美術館

ちひろのムーブマン

線とムーブマン
画家として活躍を始めた1940年代後半から、ちひろは膨大な子

どもの姿を、鉛筆やペンなどによる線で表現してきました。そん

なちひろがパステルを線描に用いるという新たな試みに挑戦した

のは、1970年のことです。細い線を引くのには向かないパステル

を用いることで、ちひろはより伸びやかな、スピード感のある線

をつかみました。この年、ちひろは、パステルの線で子どもの動き

をいきいきととらえた絵本『となりにきたこ』を描いています。

9 落書きをする子ども　『となりにきたこ』（至光社）より　1970年

7 かけっこ　副読本「たろうとはなこ」（日本書籍）より　1970年
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展示会期 2016年3月1日（火）～5月22日（日）

台車や三輪車で遊ぶ子どもたち　1967年

飛び上がる子ども　1965年

走る子どもたち　1965年

※

駆けたり、跳ねたり、転がったり……ひとときもじっとしてい

ない子どもたち。いわさきちひろは、そんな動きまわる子ども

の姿を、ごく自然に描き出した画家でした。

母親であったちひろのそばには、いつも“ムーブマン”そのもの

の子どもがいました。日々成長していく息子を見つめ、スケッ

チを繰り返すなかで、ちひろはどんな格好をした子どもも描き

出すことのできるデッサン力とともに、動きをとらえる“線”を

身につけていきました。流れるように、跳ねるように描かれた

線そのものが、子どもの動きの速さやリズムを伝えています。

紙のうえで思い切り自由に子どもを動かすために、ちひろは晩

年まで果敢に新たな表現に挑戦し続けました。

本展では、ちひろの描く子どもの“ムーブマン”の表現に焦点を

あて、初期のスケッチから育児書などに描かれた線画、晩年の

絵本まで、約120点の作品を展示します。
※ムーブマン mouvement（仏）＝動勢。美術用語としては絵画などに表現された躍動感のこと。

8 傘で遊ぶ男の子　1970年



子どもの成長とムーブマン
1951年、31歳で母親となったちひろは、成長とともに変わってい

く子どものプロポーションやしぐさ、日々の生活や遊びを、いつも

見つめていました。動きまわる息子を描いたスケッチからは、次第

に速く、力強くなっていく子どもの動きにあわせて、その一瞬をと

らえる線が軽やかに変化していったことがわかります。

あかちゃんのムーブマン
ちひろは、まだバランスのおぼつかないあかちゃん

の動きを、線を描かずに、水彩のにじみや濃淡を駆

使して表現しました。「私は触って育てた」という

子育ての実感が、その絵をよりリアリティあるも

のにしています。

構図とムーブマン
1950年代から60年代半ば、ちひろは絵雑誌など

に子どもの群像を数多く描いています。このころ

の作品は、子どもひとりひとりの仕草を丁寧に描

き分けると同時に、画面のなかにどう子どもを配

置し、動きのある構図を作り出すかに工夫が凝ら

されています。

10 「ことしのぼたん」　『あいうえおブック5』（世界文化社）より　1965年

11 木登りをする子ども　1950年代半ば

走る子ども　1960年代前半

ころがって指しゃぶりをするあかちゃん　1965年

犬と遊ぶ善明、猛、明子　1953年頃
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http://www.chihiro.jp/
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TEL.03-3995-0772（業務用）

12 おすわりしたあかちゃん　1971年

飛び上がる子ども　1965年



●展示会期…2016年3月1日（火）～5月22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。※GW期間は無休） 
●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・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。

4/16（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　3/16（水）受付開始
　　　

●国際博物館の日
5/18（水）
ICOM（国際博物館会議）では、5/18を「国
際博物館の日」としています。この日は終日
どなたでも無料でご鑑賞いただけます。

5/18（水）15:00~15:40
たてもの探検ツアー　定員：20名
＊要申し込み　4/18（月）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　TEL.  03-3995-0612（代表）　 TEL .03-3995-0772（業務用）　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 
3/6（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

●チョ・ウンヨン『はしれ、トト！』の絵本づくりを語る
画家本人が、絵本『はしれ、トト！』をつくった背景などを語ります。翻訳者・広松
由希子さんによる翻訳版ができるまでの裏ばなしもあわせてご紹介します。

3/13（日）15:30~17:00　　
講師：チョ・ウンヨン　聞き手：広松由希子（絵本家）　 通訳つき
定員：60名　参加費：700円　＊要申し込み　1/30（土）受付開始

●チョ・ウンヨンのワークショップ
絵本『はしれ、トト！』では、さまざまな技法が使われています。そのなかからいくつかの技法を
選んで、画家本人の指導のもと、小さな作品をつくります。

3/13（日）10:30~12:30　　
講師：チョ・ウンヨン　通訳つき
対象：小学生以上　定員：30名　参加費：500円　＊要申し込み　1/30（土）受付開始

『はしれ、トト！』チョ・ウンヨンの絵本づくり展 関連イベント

●クロッキーを描いてみよう！ 
ちひろが描いた動きのある線を見た後に、 実際に素早く対象を描く
クロッキーに挑戦してみましょう。 
絵を描くのは初めて、という方も大歓迎です。

4/23（土）15:00~16:30　　
講師：染矢義之（鎌倉女子大学非常勤講師　彫刻家・版画家） 
対象：小学生以上　定員：30名　参加費：700円　
＊要申し込み　3/23（水）受付開始

ちひろのムーブマン展 関連イベント

参加自由・無料のイベント

●韓国・朝鮮国籍の方に入館特典
○会期中、韓国・朝鮮国籍の方をご招待いたします（入館無料）。
受付にて国籍の分かるものをご提示ください。

○ご同伴の方は、半額（通常 800 円→半額 400 円）でご入館いただけます。
人数制限はありません。ぜひ、お誘いあわせの上、ご来館ください！

●ガーデントーク　
ちひろの庭の花めぐり　
「ちひろの庭」や展示室で、
ちひろが愛した草花などの
エピソードを紹介します。

3/27（日） 14:00~14:30

●ちひろの水彩技法ワークショップ
にじみのしおりづくり
ちひろが得意とした水彩技法の「にじみ」を体験する人気のワークショップ。
今回は「にじみ」の好きな部分を切り抜いて、しおりをつくります。

4/3（日）10:30~　※所要時間30分程度　
対象：5歳以上　定員：先着70名　参加費：300円　 
＊当日申し込み　受付開始10:00~（最終受付15:00）

○ー絵のなかのわたし－ちひろの自画像
○〈企画展〉村上春樹とイラストレーター
－安西水丸、大橋歩、佐々木マキ、和田誠－

＜次回展示予定＞

 2016年5月25日（水）～8月7日（日）

自画像　1940 年代後半

＊展覧会名・会期・内容等は、予告なく変更する場合がございます。

入館無料
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