
R O G E R 
M E L L O

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

TEL.03-3995-0772（業務用）

PRESS RELEASE

主催：ちひろ美術館　 企画協力：
後援：

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

ブラジルは日本から地理的には遠いながらも、両国に多くの

移民が住むなど交流の深い国です。昨年はワールドカップ、来

年はオリンピックが同国で開催され、世界の注目を集めていま

す。首都ブラジリアで生まれ育ち、リオ・デ・ジャネイロで活動

するホジェル・メロは、1964年から1983年の軍事政権下で

自由を求めて表現したさまざまなアーティストに触発されまし

た。また彼は、ブラジル国内はもとより世界各地を旅し、多様

な文化への寛容、敬意を絵本にあらわしています。

本展は2011年に企画館であるドイツのミュンヘン国際児童図

書館で好評を得、その後ドイツ3ヵ所、日本、韓国、イタリアを

巡回しました。

今回展示するよりすぐりの14冊は、いずれもまだ日本では翻訳

出版はされていない絵本ですが、ブラジルの自然や伝統、社

会問題など幅広い題材を自在に変化する技法と鮮やかな色彩

で描きだしています。

旅好きでエネルギッシュに世界を歩きわたるメロ。彼の絵本の原

画や身の回りのものを通して、ブラジルの息吹を感じてください。

展示会期 2015年8月5日（水）～10月25日（日）

絵本学会、こどもの本WAVE、（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

（ミュンヘン国際児童図書館）
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7 『Bumba meu boi Bumbá （ブンバ・メウ・ボイ・ブンバー）』より　1996年（個人蔵）

8 『Maria Teresa （マリア・テレーザ）』より　1996年（個人蔵）

　

10 『Cavalhadas de Pirenópolis  （ピレノポリスの馬上槍試合）』より　1997年 (個人蔵)　9  『Maria Teresa （マリア・テレーザ）』より　1996年（個人蔵）

■出展作品数＝絵本原画107点、身の回りのもの12点、絵本ダミーなど資料11点　



ホジェル・メロ
（Roger Mello／1965～）
ブラジルの首都ブラジリアに生まれる。リオ・デ・ジャネイ
ロ州立大学の工業デザイン学校でデザインを学び、漫画
家・イラストレーターのジラウド(Ziraldo)のアトリエで働
く。1990年から絵本をつくり始めた。現在にいたるまで
に100冊近い絵本を手がけ、そのうち20冊は文も自ら書
いている。絵本のほかに、演劇作品も制作しており、国
内外で数々の賞を受賞。2014年、国際アンデルセン賞画
家賞受賞。
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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

お気に入りの物大集合
絵本原画のみならず、メロが好きで集め、身近にもっているお面やオ
ブジェなど、彼の創作のインスピレーションの元となるものも展示しま
す。ブラジル各地を旅して手に入れたこれらのなかには、絵本に登場
するものもあります。

メロ流絵本哲学
すでに100冊以上の絵本を手がけているメロ。絵本のダミー（絵本の前の
段階の冊子）やスケッチ、そして彼のことばで絵本づくりへの考えを紹介し
ます。それぞれの絵本に込められた想いやアイディアをご覧ください。

知られざる天才、ブラジルのホジェル・メロ
昨年国際アンデルセン賞作家賞を受賞した日本の上橋菜穂子と同時に
画家賞をブラジル人として初めて受賞したメロ。今年50歳という若さ
ながら、その表現は世界的に認められています。

11 『Jardins （庭園）』より　2001年（個人蔵）

13 『Carvoeirinhos （炭売り少年たち）』より　2009年（個人蔵）

12 『Meninos do mangue（マングローブの男の子たち）』より　2001年（個人蔵）

14 『Nau Catarineta （帆船カタリネッタ号）』より　2004年（個人蔵）



第二次世界大戦が終結して、今年で70年。日本は過去の歴史

を顧み、戦争を放棄し、非戦の国として歩んできました。しかし、

世界では今も戦争やテロなどが絶えず、多くの子どもたちが生命

の危機と著しい貧困に苦しめられています。

いわさきちひろは、日本全体が戦争へと突き進むなかで青春時代

を過ごし、生命だけではなく、人の心もむしばむ戦争の現実を目

の当たりにしました。戦後、画家となり、生涯を通じて子どもたち

の姿を描くことで、本当の豊かさや、やさしさ、美しさとはなにかを

問い続けました。

本展では、ちひろが手がけた戦争をテーマにした絵本のほか、

いのちの輝きをとらえたあかちゃんや子どもを描いた作品を展示

し、ちひろが絵筆に托した願いを見つめ直します。
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展示会期 2015年8月5日（水）～10月25日（日）
主催：ちひろ美術館

ちひろ・平和への願い
世界中のこどもみんなに　

平和と しあわせを　

　　　　いわさきちひろ　1970年

戦争の記憶－平和への願い
戦場にいかなくても戦火のなかでこどもたちがどうして

いるのか、どうなってしまうのかよくわかるのです。子ど

もは、そのあどけない瞳やくちびるやその心までが、世界

じゅうみんなおんなじだからなんです。

いわさきちひろ　1973年

1967年、終戦から22年が経過し、高度経済成長期の只中に

あった日本では、次第に戦争の記憶が薄れていました。しかし、

ベトナム戦争が報じられると、戦争を知らない世代も反戦運動に

参加するなど、大きな関心が寄せられました。そんな折、ちひろ

は広島の原爆で被爆した子どもたちの詩や作文に絵を描いた

『わたしがちいさかったときに』に取り組みます。1972年には、

ベトナム戦争でゲリラ兵士となった母親と、母親の帰りを待つ子

どもたちを描いた『母さんはおるす』の絵を手がけます。晩年の

ちひろは体調を崩し、入退院を繰り返すなかで、「私のできる唯

一のやりかただから」と、はやる気持ちで『戦火のなかの子ども

たち』を描きました。自身が体験した戦争に照らし、ベトナムの

子どもに心を寄せ、戦争への怒りと憤りを描いたこの絵本は新た

な絵本表現を切り拓きました。

3 焼け跡を見つめる少年　
    『わたしがちいさかったときに』（童心社）より　1967年

2 焔のなかの母と子　『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）より　1973年

1 つば広帽子の少女　1970年

非戦70年
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戦中にちひろが描いた慰問葉書を
当館で初公開

太平洋戦争中、兵士たちを慰問する郵便物のためにち

ひろが描いたとみられる原画7点が昨年8月に東京の日

本青年館で発見されました。終戦前のちひろの作品は空

襲でほとんど焼失しているため、現存する最も古い作品

のひとつです。ちひろと戦争を伝える作品として、当館で

初公開します。

参考図版　女子青年団慰問葉書　1943年　日本青年館所蔵

いのちの輝き
平和で、豊かで、美しく、可愛いものがほんとうに好きで、

そういうものをこわしていこうとする力に限りない憤りを

感じます。

いわさきちひろ　1972年

四季折々の自然に親しみ、小さな生き物に心を動かし、家族や友

だちと心を通わせる子どもたち……。　「子どもというのは、あら

ゆる可能性をもっている大切な人間の宝です」と語ったちひろに

とって、子どもは尊い生命そのものでした。子どもたちのいる平和

な情景は、本当に大切なものはなにかを問いかけてきます。

5 少年と母　1970年

4 小鳥とあかちゃん　1971年

6 しゃぼん玉をふく少女　1969年

ちひろの願いを引き継いで
ちひろの平和への願いは、今も、絵を通してさまざまな形で引き

継がれています。『井上ひさしの 子どもにつたえる日本国憲法』

（講談社）は、小学生にも読めるよ

うに、日本国憲法の前文と第9条

を取り上げ、井上ひさしの文とちひ

ろの絵でやさしく伝えています。この

本に掲載された作品をことばととも

に展示します。



●展示会期…2015年8月5日（水）～10月25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） ※8/10～20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：松本・中平まで

●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。

9/5（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　8/5（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

●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。

9/13（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　8/13（木）受付開始
　　　

●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 
いわさきちひろの命日にあたる8月8日に、
一人息子である松本猛がギャラリートー
クを開催します。
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、お話します。

8/8（土）14:00~ 
講師：松本猛（絵本学会会長・ちひろ美術館常任顧問）
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●「メロ&ボッサ」（出演：臼田道成）
本場・リオデジャネイロでも絶賛される、臼田道成のボサノヴァ弾き語り
ライブ。ホジェル・メロの絵に囲まれながら、本場仕込みのボサノヴァ
を聴き、ブラジル気分を満喫しませんか？実は、東京大学文学部美術史
学科卒の臼田さん。ブラジルの風土から、絵や音楽の楽しみ方について
もお話いただきます。

9/5（土）17:30~19:00　
定員：50名　参加費：1000円（入館料別）　
＊要申し込み　8/5（水）受付開始

＜次回展示予告＞ 
2015年10月28日（水）～2016年1月31日（日）

「ホジェル・メロ」展  関連イベント 参加自由・無料のイベント

●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」
戦後70年の節目の年に、『火垂るの墓』や『かぐや姫の物語』で
知られるアニメーション作家の高畑勲が、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。

9/27（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（入館料別）　
＊要申し込み　8/27（木）受付開始

「ちひろ・平和への願い」展  関連イベント

●親子で楽しむ夏休みクラフト＆トイフェスタ
親子で楽しい夏休みの思い出をつくりませんか？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、おもちゃが体験できるコーナー、あかちゃんの木育(もくいく)広場まで、一日たっ
ぷり遊べます。子どもたちは遊びを通して学び、生きる力を身につけます。大人にとっても、遊
び心は人生を豊かにしてくれます。親子でお気軽にお越しください！ 

8/10（月）10:30~16:30　協力：おもちゃの広場 石神井支部、日本グット・トイ委員会 
参加費：イベントごとにことなります。詳細はHPでご確認ください。

●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水彩技法の「にじ
み」を使って、オリジナルのキーホル
ダーをつくります。

8/23（日）10:30~　対象：5歳～大人　
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）

まるごとちひろ美術館
―世界で最初の絵本美術館―

●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」
互いの気持ちをことばで表現して理解し
合うコミュニケーションができたら、親子
の関係は深まっていくでしょう。今日から
実践できる、そんなコミュニケーションの
方法をお伝えします。 

 10/15（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　参加費：500円 
＊要申し込み　9/15（火）受付開始
※託児サービスはありませんが、お子さま連れの
参加も可能です。 




