
ちひろ・和の心
9月 21日（金）～ 11月 30日（金）

会期 :

会場 : 安曇野ちひろ美術館　展示室 1・2

料金 : 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

主催 : 安曇野ちひろ美術館

展覧会名 : ちひろ・和の心　

PRESS RELEASE
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Ⅰ-2,  十五夜の月　1965年

Ⅰ-1,和服の少女　1971年

2012年 9月 21日（金）～ 11月 30日（金）

○開館時間＝9：00 ～ 17：00　

○休館日＝第 2・4水曜日

ちひろが描く “花鳥風月 ”―日本的な美意識との接点
　古来より日本人は繊細な感覚で、花鳥風月といった美しい自然を表現してきました。ちひろもまたみずみずしい感性

で、四季折々の草花、小鳥や蝶、流れる雲や夜空の月といった、自然がみせる豊かな表情を作品に描いています。ちひろ

は晩年、世阿弥の能芸論書である「風姿花伝」を愛読するなど、日本の芸術思想にも深い関心を寄せるようになります。

　本展では、子どもとともに四季の草花や自然の風物を描いた代表作、日本の物語や文学をテーマにした絵本『つるのお

んがえし』（偕成社）、『たけくらべ』『赤い蝋燭と人魚』（以上、童心社）、『ひさの星』（岩崎書店）の原画のほか、水墨的な表

現にも通じる『万葉のうた』（童心社）の原画と書の作品などを展示し、ちひろの絵に息づく日本的な美意識を探ります。



ちひろの花鳥風月　日本的な美意識の系譜
雨にぬれたあやめ、すすきや秋草のむこうに輝く十五夜、風に髪をなびかせる少女……ちひろの絵のなかには、子どもたちの姿

とともに四季折々の美しい自然が描かれています。色のついた水墨画とも評されるちひろの水彩。にじみやぼかし、筆の勢い

を生かした描法や、説明的な要素を抑え、「感じる」ことを重視する考え方などは、日本の伝統的な絵画に近いといえるでしょう。

ちひろがとらえた“花鳥風月”をご覧ください。

約50点

関連イベント： 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：9月22日（土・祝）、10月13日（土）、27日（土）、11月10日（土）、24日（土）いずれも14：00～ 14：30

会場：安曇野ちひろ美術館　展示室1・2

料金：無料（入館料のみ）

申込：参加自由
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お問い合わせ 安曇野ちひろ美術館　広報担当　入口・松本・長井・奥原

〒 3 9 9 - 8 5 0 1　長野県北安曇郡松川村西原 3 3 5 8 - 2 4
TEL.0261-62-0772　FAX 0261-62-0774
E-mai l :apubl ic i ty@chihiro .or . jphttp: / /www.chihiro . jp/　  

出展作品数：

展覧会の見どころ：

日本の抒情を描く　絵本『つるのおんがえし』から、遺作『赤い蝋燭と人魚』まで
雪国の描写が美しい『つるのおんがえし』、下町情緒と少女の淡い恋心を描いた『たけくらべ』、秋田の農村を背景に少女のやさ

しさを描いた晩年の代表作『ひさの星』、病をおして冬の日本海を取材した未完の遺作『赤い蝋燭と人魚』。日本の物語を抒情豊

かに描いた絵本作品を展示します。

『万葉のうた』とちひろの書
ちひろは18歳より藤原行成流の和仮名の書を習い、師の代稽古をするほどの腕前でした。流麗な筆運び、線や形の美しさ、墨と

水との加減、余白に対する美意識など、書から学んだことが後のにじみを生かした水彩や薄墨の表現へとつながっています。水

墨画を思わせる『万葉のうた』の原画とあわせて、公開される機会の少ないちひろの書も展示します。

Ⅰ-6

Ⅰ-5Ⅰ-4

Ⅰ-3, 雪道を歩くおじいさん　『つるのおんがえし』（偕成社）より　1966年

Ⅰ-4,あやめ　1973年

Ⅰ-5, 梅　『万葉のうた』（童心社）より　1970年

Ⅰ-6, 荒れる海と人魚　『赤い蝋燭と人魚』（童心社）より　1973年

和服の少女　1971年、あやめ　1973年、十五夜の月　1965年、『つるのおんがえし』（偕成社）　1966年、『たけくらべ』（童心社）　

1971年、『ひさの星』（岩崎書店）　1972年、『赤い蝋燭と人魚』（童心社）　1973年、『万葉のうた』（童心社）　1970年　ほか

主な出展作品：

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：
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～絵本に息づく悠久の歴史と文化～　中国の絵本を見に行こう！
　日中両国間の文化交流には、長い歴史があり、日本は、古来より隣国中国から多くの影響を受けていま

す。戦後、欧米の絵本の刺激を受けながら、発展した日本の絵本のルーツは絵巻物に求めることができ

ますが、日本の絵巻物のもとになったのは、中国の画巻です。

　近年、目覚しい経済発展を遂げる中国では、日本を含め、海外の優れた絵本が数多く翻訳、出版され、

年々絵本への関心が高まりつつあります。同時に、絵本という中国では比較的新しい芸術表現に意欲的

に取り組む国内の作家も増え、絵本としてのジャンルが徐々に確立してきました。画家たちは、自国の

長い伝統と文化を踏まえつつ、魅力的な絵本をつくりだしています。

　日中国交正常化40周年を記念し、中国の絵本画家展を開催します。7名の画家の個性豊かな作品をご

覧ください。

＜企画展＞

日中国交正常化 40 周年記念

中国の絵本画家展
日中国交正常化 40 周年記念事業　2012「日中国民交流友好年」認定行事　　　

9月 21日（金）～ 11月 30日（金）

株式会社岩波書店、株式会社コンセル、株式会社小学館、株式会社童心社、株式会社徳間書店、光村教育図書株式会社

会期： 2012年9月21日（金）～ 11月30日（金）

○開館時間＝9：00～ 17：00

○休館日＝第2・4水曜日

会場： 安曇野ちひろ美術館　展示室4

入館料： 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

展覧会名： ＜企画展＞日中国交正常化40周年記念　中国の絵本画家展

協力：
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株式会社ポプラ社、北京蒲蒲蘭文化発展有限公司企画協力：

中華人民共和国大使館、日本中国友好協会、日中児童文学美術交流センター、絵本学会、公益社団法人全国学校図書館協議会、

日本児童図書出版協会、社団法人日本国際児童図書評議会（予定）

後援：

ちひろ美術館主催：

Ⅱ-1,武建華　『天下一の弓使い』（小学館）より　1994年 Ⅱ-2,于大武『十万本の矢』（岩波書店）より　1997年

Ⅱ-3,朱成梁『チュンチェ　中国のおしょうがつ』（光村教育図書）より　2008年
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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：9月22日（土・祝）、10月13日（土）、27日（土）、11月10日（土）、24日（土）

いずれも14：30～ 15：00

会場：安曇野ちひろ美術館　展示室4　料金：無料（入館料のみ）　申込：参加自由

原語で楽しむおはなしの会　中国の絵本（予定）
会期中に、開催予定。日時等詳細が決まり次第、HPで告知します。料金：無料（入館料のみ）

武建華　『天下一の弓使い』（小学館・2005年)より　1994年、于大武『北京　中軸線上につくられたまち』（ポプラ社刊予定）より　2011年、于大

武『十万本の矢』（岩波書店・1997年）より　1997年、朱成梁『チュンチェ　中国のおしょうがつ』（光村教育図書・2011年）より　2008年、蔡皋『な

みだでくずれた万里の長城』（岩波書店・2012年）より　2012年、周翔『ヤンヤンいちばにいく』（ポプラ社・2006年）より　2006年、姚紅『京劇

がきえた日』（童心社・2011年）より　2010年、熊亮『ちいさなこまいぬ』（コンセル・2007年）より　2005年　ほか

主な出展作品：

関連イベント：

本展は、東京館に巡回します。

2013年3月１日（金）～ 5月中旬（予定）　ちひろ美術館・東京

関連展示：

図版について：

展覧会のみどころ：

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。

現代中国の絵本界を代表する7人の作品が集結！
長く中国の絵本界で活躍する于大武、武建華をはじめ、朱成梁、蔡皋、周翔、姚紅、熊亮ら現代中国を代表する7名の絵本画家たち。

この7名の作品を一堂に会し、ご覧いただける貴重な展覧会です！　近作も多く展示します。

于大武『北京　中軸線上につくられたまち』新刊　日本での原画初公開！
この秋、于大武の新作『北京　中軸線上につくられたまち』が、刊行予定です。現代に至るまでの故宮の長い歴史を、于大武が美

しく描きだしました。日本での原画初公開のこの機会に、ぜひ作品をご覧ください。

安曇野ちひろ美術館　広報担当　入口・松本・長井・奥原

〒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

お問い合わせ

7名の画家、約60点展示品数：

画家プロフィール：
ウーヂェンホア

武建華　1942 ～

南京生まれ。78年より南京日報社の美術編集者として、新聞のカット

やデザインを手がける。1982年より子ども向け雑誌の挿絵を描く。

絵本作品は古典文学や民話を題材にしたものが多い。
ツァイガオ

蔡皋　1946 ～

湖南省長沙生まれ。師範学校で美術を学ぶ。82年湖南少年児童出版社

に美術編集者として入社、以来子どもの本の装丁や挿絵を手がける。
ユーダーウー

于大武　1948 ～

北京生まれ。78年より子どもの本、連環画の編集の仕事を手がける。

中国画の伝統技法で、古典文学の世界を多く描いている。
チュチョンリャン

朱成梁　1948 ～

上海生まれ。少年期を蘇州にて過ごし、南京芸術学院で油絵を学ぶ。現在、

江蘇美術出版社副編集長。

ヤオホン

姚紅　1961 ～

南京生まれ。南京芸術学院美術系中国画専門課程卒業。江蘇少年児童

出版社の編集責任者を経て、現在は南京芸術学院美術学院挿画系教授。

中央教育科学研究所早期教育センター美術顧問を兼任。
ヂョウシアン

周翔　1956 ～

陝西省鳳翔県生まれ。江蘇省南通市で幼年期を過ごす。南京芸術学院

美術学部卒業、江蘇人民出版社を経て、江蘇少年児童出版社で美術編集

に携わる。
シォンリャン

熊亮　1975 ～

淅江省嘉興生まれ。 独学で絵を学び、2005年に一作目の絵本を出版、

現在、北京を拠点に活動。中国の伝統文化をモチーフにした絵本作品

が多い。

Ⅱ-5,蔡皋　『なみだでくずれた万里の長城』（岩波書店）より　2012年 Ⅱ-6,周翔　『ヤンヤンいちばにいく』（ポプラ社）より　2006年

Ⅱ-4,姚紅　『京劇がきえた日』（童心社）より
　　　2010年

http://www.chihiro.jp/



Ⅲ-3,エロール・ル・カイン（イギリス）　
　　　『魔術師キャッツ』（ほるぷ出版）より　1990年

Ⅲ-4,フィールーゼ・ゴルモハンマディ（イラン）　
　　　『暗い部屋の象』のイメージ　2000年

Ⅲ-1,クラウディア・レニャッツィ（アルゼンチン）　『わたしの家』より　2001年

Ⅲ-2,ユゼフ・ヴィルコン（ポーランド）　
　　　ドアの前の犬　1995年　

絵本と一緒に、世界の家を訪ねよう！

家族が集い、生活を営む場である家には、その土地の文化や人々の暮らし、風土が映し出されます。

国や地域によって異なる世界の家、絵本のなかだけに存在する空想の家、そして動物の家……。

本展では、ちひろ美術館コレクションより、世界の絵本画家が描いた、魅力あふれる“家”の数々を紹

介します。

家を通して感じる、世界の多様な文化

ちひろ美術館では、世界32の国と地域、202人の絵本画家による、約17,100点の作品を収蔵し紹介しています

（2012年3月現在・いわさきちひろを除く）。画家の出身国や生活している国、物語の舞台となっている土地によって、

描かれる家はさまざま。画家自身の個性が活かされた画風とあわせて、文化の多様性や豊かさを感じていただけます。

旅行気分で楽しめる展覧会
てんがい

天蓋つきベッドや装飾的な壁紙が美しいヨーロッパの家の内装、パプアニューギニアの高床式の建物、モンゴルのゲ

ル……。世界各地の特徴的で多種多様な家を描いた作品が展示されます。旅行気分で、世界の家や風景をお楽しみく

ださい。

ちひろ美術館コレクション　

絵本と訪ねる、世界の家

9月21日（金）～ 11月30日（金）

ちひろ美術館

会期： 2012年9月21日（金）～ 11月30日（金）

○開館時間＝9：00～ 17：00

○休館日＝第2・4水曜日

会場： 安曇野ちひろ美術館　展示室3

入館料： 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

展覧会名： ちひろ美術館コレクション　絵本と訪ねる、世界の家

主催：

安曇野ちひろ美術館　広報担当　入口・松本・長井・奥原
〒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/

お問い合わせ

主な出展作品： ＜アルゼンチン＞クラウディア・レニャッツィ　『わたしの家』より　2001年

＜イギリス＞エロール・ル・カイン　『魔術師キャッツ』（ほるぷ出版）より　1990年

＜イラン＞フィールーゼ・ゴルモハンマディ　『暗い部屋の象』のイメージ　2000年

＜ポーランド＞ユゼフ・ヴィルコン　ドアの前の犬　1995年　ほか

約35点出展作品数：

図版について： 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。



Ⅰ-7,いわさきちひろ　毛糸を編む少女　1972年

2011年の様子

撮影：橋本裕貴

お問い合わせ 安曇野ちひろ美術館　広報担当　入口・松本・長井・奥原

〒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/

ちひろの色の世界を現在活躍中の工芸作家がガラス、フェルト、染、紙などさまざまな素材を
使い表現した作品を展示、販売します。

秋の夜長の安曇野寄席

毎年好評の安曇野寄席も11回目を迎えます。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。松川村「風まんだら」のご協力もいた
だき、見どころ満載。笑いは健康と長寿の素。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14日（日）18：00開演（17：30開場）　

会場：安曇野ちひろ美術館　多目的ギャラリー

料金：無料　定員：80名

申込：事前予約制（HP、TEL.0261-62-0772、館内受付にて）

安曇野スタイル 2012　「ちひろの色」展

安曇野スタイル2012　11月１日（木）～ 11月4日（日）
アート・自然・暮らしにふれる　秋の安曇野ゆったり散策　

安曇野にはものづくりや文化活動に携わる人たちが多く居住しています。工房・アトリエ・美術館・ギャラリー・ク

ラフトショップ・飲食店・宿泊施設などもたくさん点在しており、それぞれにカラーがありとても個性的です。色と

りどりの参加者たちが、いつもとひと味違う安曇野の魅力を演出してくれる催し、安曇野スタイル2012。あなた好

みの彩りを探しに、秋の安曇野へぜひお出かけください。　http://azumino-style.com/

●冬期休館のお知らせ
下記の期間は冬期休館とさせていただきます。

2012年12月1日（土）～ 2013年2月28日（木）

●安曇野アートラインサイトリニューアル！
当館が加盟する安曇野アートラインの公式サイトがリニューアルしまし

た。おすすめの美術館めぐりコースの紹介など、新しいコンテンツも登

場！　ぜひご覧ください。　http://azumino-artline.net/

●CHIHIRO×TAKU SATOH コラボTシャツ完成！ 
いわさきちひろの作品をグラフィックデザイナー佐藤卓がデザインしたTシャツ。カラーTシャ

ツにちひろの線画を大きくデザインしてあるのが特徴です。男性も着やすい絵柄をセレクト。

今までにない新しいタイプのTシャツが完成しました。お母さんとお子さんでおそろいにもな

ります。

絵本の読み聞かせや素話を、

親子でお楽しみいただけます。

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（入館料のみ）

対象：参加自由

●おはなしの会

日時

会場

11月1日（木）～ 11月4日（日）9：00～ 17：00
安曇野ちひろ美術館　多目的ギャラリー

料金 無料（入館料のみ）

佐藤卓（1955～）
グラフィックデザイナー。佐藤卓デザイン事務所代表取締役。「ロッテキシリトールガム」「明治おいし
い牛乳」などの商品デザイン、美術館や博物館のシンボルマークを手がける。また、21_21 DESIGN 
SIGHTのディレクター、NHK教育テレビ「にほんごであそぼ」のアートディレクターを務めるなど、多
岐にわたって活動。


