
　時代を超えて語り継がれる童話をつむぎ出した、アンデルセンと宮沢賢治。21世紀に入った現在も多くの画家たちが彼ら

の童話を作品に描いています。いわさきちひろもまた、画家として、人として、2人の作家に大きな影響を受けた一人でした。

　戦後、ちひろはアンデルセンの「お母さんの話」を紙芝居に描く仕事をきっかけに、画家として立つことを決意しました。

アンデルセン童話の美しさに深く共鳴したちひろは、以後、毎年のように描き、その作品数は800点を超えています。

　また、ちひろは若いころ、宮沢賢治の童話や詩に出会い、終戦直後の日記に「命のように大切」に感じていたと記していま

す。賢治の作品世界や思想に、一人の人間として深く共感し、傾倒していたことがうかがえます。生涯に手がけた賢治の絵

本は、『花の童話集』1冊ですが、「この本はわたしの大切な宮沢賢治です」と語っていました。

　本展では、画家ちひろを語るうえで欠かせない存在である2人の作家に焦点をあて、その世界観をちひろがどのように昇

華し、形にしていったかを探ります。

生涯を通じて描き続けた

アンデルセン

2人の作家の作品に見る、
画家いわさきちひろの原点と変遷

「熱病」のように傾倒した 

 宮沢賢治

ちひろ没後40年 

ちひろの愛した
アンデルセンと宮沢賢治 

5月 16日（金）～ 7月 22日（火）

展覧会名：

会期：

会場：

料金：

主催：

2014年 5月 16日（金）～ 7月 22日（火）

○開館時間＝9：00 ～ 17：00　○休館日＝第 2・4水曜日

安曇野ちひろ美術館　展示室 1・2

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／年間パスポート2500円

ちひろ美術館

協力：宮沢賢治記念館・林風舎

ちひろ没後40年　ちひろの愛した アンデルセンと宮沢賢治

2

Ⅰ-1,踊るカーレン　『あかいくつ』（偕成社）より　1968年
Ⅰ-2,ひなげし　『花の童話集』（童心社）より　1969年
Ⅰ-3,マッチをともす少女　1964年

Ⅰ-1

Ⅰ-2

Ⅰ-3



Ⅰ-6, 船をみつめる人魚姫　『にんぎょひめ』（偕成社）より　1967年

展覧会のみどころ：

宮沢賢治（1896～ 1933）　詩人、童話作家、農業指導家

1896年、岩手県
ひえぬき

稗貫郡里花巻町（現・花巻市）に生まれる。盛岡高等農林学校卒業後、花巻農学校の教師として農村子

弟の教育にあたりながら、多くの詩や童話の創作を続ける。農学校を退職後、農民講座を開設し、青年たちに農業の

指導を行った。代表作には、生前に発表した詩集『春と修羅』（1924年）、童話集『注文の多い料理店』（1924年）のほか、

『銀河鉄道の夜』（1933年）、『風の又三郎』（1934年）など。

ハンス・クリスチャン・アンデルセン（1805～ 1875）　童話作家、詩人

1805年、デンマークのオーデンセに生まれる。貧しい靴職人の息子として育ち、14歳で役者を志してコペンハーゲン

に赴く。苦学しながら大学を卒業し、 詩作、劇の台本などさまざまなジャンルの著作活動を続ける。1835年に、最初

の小説『即興詩人』を発表。生涯に書き残した著作は1000作を超える。代表作に『マッチ売りの少女』（1948年）、『み

にくいあひるの子』（1943年）、『親指姫』（1935年）など。

作家プロフィール：

おやゆびひめ　1972年、  草むらの小鳥と少女　1971年、 紙芝居「雪の女王」（童心社）より　1954年、　

『おはなしアンデルセン』（童心社）より　1965年、  『にんぎょひめ』（偕成社）より　1967年、  『花の童話集』（童心社）より　1969年　ほか

主な出展作品：

ギャラリートーク
展示室で作品を見ながら、担当学芸員が展示のみどころなどをお話しします。

日時：毎月第2・4土曜日　14：00～ 14：30

会場：安曇野ちひろ美術館　展示室1　料金：無料（入館料別）　申し込み：不要（参加自由）

関連イベント：

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：

出展作品数：約80点
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お問い合わせ 安曇野ちひろ美術館　広報担当　奥原・
くろやなぎ

畔栁 ・田邊・入口
〒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/　  

アンデルセン童話を描いた作品に見る画風の変遷
紙芝居「お母さんの話」（1949年）から、絵本『にんぎょひめ』（1967年）、カレンダーのために描いた「おやゆびひめ」（1972年）まで、

各年代に描いたアンデルセン童話の作品を多数展示し、ちひろの創意工夫と画風の変遷を紹介します。

『花の童話集』を描いた信州・黒姫山荘での暮らし
賢治の童話を描いた唯一の絵本『花の童話集』は、信州・黒姫高原の山荘で制作されました。賢治が岩手の自然を詩や童話に表現した

ように、黒姫の自然はちひろにとってイメージの源泉でした。展示室 2では、作品とあわせ、黒姫山荘での暮らしも紹介します。

宮沢賢治の直筆原稿類 *を公開　（ *複製含む）

賢治への思いがつづられた、ちひろの終戦直後の日記「草穂」とともに、宮沢賢治記念館（岩手県花巻市）の協力を得て、

宮沢賢治の直筆原稿（複製）や「雨ニモマケズ」の手帳（複製）、『宮沢賢治全集』初版本も展示します。

Ⅰ-5, 花のなかのおやゆび姫
『おはなしアンデルセン』（童心社）より 
1965年

Ⅰ-4, 秋草と山　『花の童話集』（童心社）より　1969年



Ⅱ-2, 『Nau Catarineta（帆船カタリネッタ号）』より　
2005年（個人蔵）

Ⅱ-1, 『Jardins（庭園）』より　2001年（個人蔵）

（上）Ⅱ-3, 『Maria Teresa（マリア・テレーザ）』より　1996年（個人蔵）
（下）Ⅱ-4, 『Maria Teresa（マリア・テレーザ）』より　1996年（個人蔵）

＜企画展＞ブラジルからやってきた！

色彩の画家 ホジェル・メロ 展

5月 16日（金）～ 7月 22日（火）
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展覧会名：

会期：

会場：

料金：

主催：

2014年5月16日（金）～ 7月22日（火）
○開館時間＝9：00～ 17：00 
○休館日＝第2・4水曜日

安曇野ちひろ美術館　展示室4

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 ※年間パスポート2500円

ちひろ美術館

ミュンヘン国際児童図書館

一般社団法人日本国際児童図書評議会（JBBY）

＜企画展＞ブラジルからやってきた！　色彩の画家 ホジェル・メロ展

企画：

後援・協力：

祝・国際アンデルセン賞受賞！ ブラジルを代表するホジェル・メロの絵本の世界

　2014年、サッカーのワールドカップ開催地として全世界から注目を集めるブラジル。

当館では、そのブラジルから日本で初公開となるホジェル・メロの絵本原画約90点を展

示します。メロは本年、小さなノーベル賞ともいわれる国際アンデルセン賞の画家賞を

世界30人の候補のなかからブラジル人として初めて受賞しました。

　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展示されると大

きな好評を得て、その後ドイツの3ヵ所を巡回しました。展示される選りすぐりの12冊

の絵本はまだ日本では翻訳出版はされていないものですが、原画を見るだけでもメロの

絵本の魅力である表現の多様性、ブラジルの文化のリズム、色彩と素材の楽しさが伝わっ

てくるでしょう。

　旅が好きで世界を歩きわたるメロは、今回展示にあわせて来日し、初めて安曇野ちひろ

美術館にも来館します。今までにない、安曇野ちひろ美術館の展示にご期待ください。

Hans 
Christian 
Andersen 

Award



Ⅱ-5, 『Meninos do Mangue（マングローブの男の子たち）』より　2001年（個人蔵）、　Ⅱ-6, 『João Por um Fio（ジョアォンの間一髪）』より　2009年（個人蔵）、　
Ⅱ-7, 『Carvoeirinhos（炭売り少年たち）』より　2009年（個人蔵）、　Ⅱ-8, 『Bumba Meu Boi Bumbá（ブンバ・メウ・ボイ・ブンバー）』より　1996年（個人蔵）

Ⅱ-6 Ⅱ-8Ⅱ-5

画家お気に入りのものも集合！
彼は、さまざまなものにインスピレーションを受けて絵本をつくっています。絵本原画だけでなく、メロが好きで集め、

身近にある動物のお面や不思議な人形、木彫りの小さな彫刻、旅に持参したスケッチブックなども展示します。

お問い合わせ 安曇野ちひろ美術館　広報担当　奥原・
くろやなぎ

畔栁 ・田邊・入口
〒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.jp5

メロ流、絵本のつくり方を公開！
すでに100冊以上の絵本を手がけているメロ。その一冊一冊で異なる技法やテーマを扱っています。
展示では絵本になる前の段階の冊子やスケッチ、そして彼のアトリエの写真やことばも紹介します。

展覧会のみどころ：

出展作品数： 約90点（ほか、身の回りのもの13点　絵本ダミーなど10点を展示予定）

主な出展作品：

● ブラジルからやってきた！ メロ、自作を語る
日時：5月17日（土）11：00～ 11：40（予定）
会場：安曇野ちひろ美術館　展示室4
料金：無料（入館料のみ）

定員：なし　申し込み：不要（参加自由）

関連イベント：● メロとつくろう！ ワークショップ
日時：5月17日（土）14：00～ 16：00（予定）
会場：安曇野ちひろ美術館　多目的ギャラリー（予定）

料金：500円　定員：30名　申し込み：要事前予約
（ちひろ美術館HP、TEL.0261-62-0772、美術館受付にて）

● 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：毎月第2・4土曜日　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）　申し込み：不要（参加自由）

● 夜のミュージアムを楽しむ　ブラジルの夕べ
日時：6月21日（土）17：00～ 21：00
会場：安曇野ちひろ美術館

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。

http:/ /www.chihiro. jp/　  

祝！ 国際アンデルセン賞、ブラジルのホジェル・メロ
現在 48歳のホジェル・メロは、1990年代から活躍する、ブラジルではいわゆる若手の「第二世代」。
2014年3月に、ブラジル人画家としては初めて国際アンデルセン賞を受賞しました。

『Maria Teresa（マリア・テレーザ）』より　1996年／『Meninos do Mangue（マングローブの男の子たち）』より　2001年／
『Nau Catarineta（帆船カタリネッタ号）』より　2005年／『João Por um Fio（ジョアォンの間一髪）』より　2009年／
『Carvoeirinhos（炭売り少年たち）』より　2009年　ほか

画家プロフィール： ホジェル･メロ　Roger Mello　ブラジル　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冊は文も自ら書いたもの。絵本のほかに、演劇作品やアニメーション
映画も制作しており、国内外で数々の賞を受賞。2014年 3月、ブラジル人画家として初の国際アンデルセン賞
を受賞した。

Ⅱ-7



　時代を超えて多くの人々に愛される童話を残したアンデルセンと宮

沢賢治。2人の物語は、人間の本質に迫るテーマや、五感に訴えかける

豊かな文体など、普遍的な魅力にあふれ、今まで多くの画家によって描

かれてきました。同じ物語でも、描く画家の解釈や、技法、生まれ育っ

た時代や国によって、多様な作品が生み出されています。

　本展では、「ちひろ没後40年 ちひろの愛した アンデルセンと宮沢賢治」

展にあわせ、世界の画家たちが愛したアンデルセンと宮沢賢治の童話

を描いた作品を紹介します。2人の美しい物語と響きあう、画家たちの

個性豊かな作品をお楽しみください。

画家たちが描いた、
さまざまなアンデルセンと宮沢賢治の世界

Ⅲ‐1, 茂田井武（日本）　『セロひきのゴーシュ』（福音館書店）より　1956年　
Ⅲ‐2, ヤナ・キセロヴァー・シテコヴァー（スロヴァキア）　『おやゆびひめ』より　2001年
Ⅲ‐3, 赤羽末吉（日本）　『水仙月の四日』より　1969年

ちひろ美術館コレクション  

世界の画家たちの愛した
アンデルセンと宮沢賢治

5月 16日（金）～ 7月 22日（火）

ヤナ・キセロヴァー・シテコヴァー（スロヴァキア）　『おやゆびひめ』より　2001年

カーリナ・カイラ（フィンランド）　『おやゆびひめ』より　1988年

クヴィエタ・パツォウスカー（チェコ）　『すずの兵隊』より　1985年

茂田井武（日本）　『セロひきのゴーシュ』（福音館書店）より　1956年　

赤羽末吉（日本）　『水仙月の四日』より　1969年　ほか

主な出展作品：

会期：

会場：

料金：

主催：

2014年 5月 16日（金）～ 7月 22日（火）

○開館時間＝9：00 ～ 17：00　○休館日＝第 2・4水曜日

安曇野ちひろ美術館　展示室 3

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／年間パスポート2500円

ちひろ美術館

世界の画家たちの愛した アンデルセンと宮沢賢治
展覧会名： ちひろ美術館コレクション

出展作品数： 約30点
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お問い合わせ 安曇野ちひろ美術館　広報担当　奥原・
くろやなぎ

畔栁 ・田邊・入口
〒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/　  

Ⅲ‐1

Ⅲ‐2

Ⅲ‐3



撮影：橋本裕貴

日時：5月17日（土）11：00～ 11：40（予定）

会場：安曇野ちひろ美術館　展示室4
料金：無料（入館料のみ）　定員：なし　申し込み：不要（参加自由）

日時：5月17日（土）14：00～ 16：00（予定）

会場：安曇野ちひろ美術館　多目的ギャラリー（予定）

料金：500円 　定員：30名　申し込み：要事前予約
（ちひろ美術館HP、TEL.0261-62-0772、美術館受付にて）

②ブラジルからやってきた！ メロ、自作を語る

①メロとつくろう！ ワークショップ

＜企画展＞ブラジルからやってきた！ 色彩の画

家 ホジェル・メロ展 に出展する作家が会期中に

来日し、安曇野ちひろ美術館へ来館します。作家

と楽しむイベントも開催します。

昨年「カードづくり」や秋の「しおりづくり」が好評だった、ちひろの

水彩技法ワークショップを、バージョンアップして開催します。今回

はうちわづくりに挑戦！ これからの季節にぴったりの楽しいワーク

ショップです。

日時：6月8日（日）
①11：00～ 12：30　
②14：00～ 15：30

会場：安曇野ちひろ美術館

料金：500円（材料費込み・入館料別）

定員：各回10名
対象：小学生以上（低学年のお子さんは、保護者同伴）

申し込み：要当日予約（各回30分前から美術館受付にて先着順）

※事前予約はありませんので、ご了承ください。
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お問い合わせ

http:/ /www.chihiro. jp/　  

安曇野ちひろ美術館　広報担当　奥原・
くろやなぎ

畔栁 ・田邊・入口
〒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

●ギャラリートーク
展示室で作品を見ながら、担当学芸員が展示のみどころなどをお話します。

日時：毎月第 2・4土曜日　
　　　14：00～　ちひろ展
　　　14：30～　世界の絵本画家展または企画展
参加費：無料（入館料のみ）　申し込み：不要（参加自由）

●おはなしの会
季節や展示にあわせた絵本の読み聞かせや

素話を、親子でお楽しみください。

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） 　申し込み：不要（参加自由）

出展作家、ホジェル･メロ来館！

展示関連イベント ちひろの水彩技法ワークショップ

夜のミュージアムを楽しむ

ブラジルの夕べ

にじみのうちわをつくろう！

朝のミュージアムを楽しむ

（図版） ホジェル・メロ　『Bumba Meu Boi Bumbá（ブンバ・メウ・ボイ・ブンバー）』より 1996年（個人蔵）

この2日間は、朝8時から特

別開館します。安曇野のさわ

やかな朝に、ゆったりと展示

を鑑賞してみませんか。絵本

カフェでは美味しい目覚め

のコーヒーをご用意します。

開催中の「＜企画展＞ブラジルからやってきた！ 色彩の画家 ホジェル・

メロ展」にあわせ、ブラジルの音楽や6月のお祭り「フェスタ・ジュ

ニーナ」で飲むブラジルの飲み物などを、夜の美術館で楽しみます。

6月21日（土）
17：00～ 21：00

安曇野ちひろ美術館

　　　　

7月20日（日）、21日（月･祝）
8：00から特別開館

日 時

会 場

日 時


