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　青春時代を第二次世界大戦の戦時下に過ごし、戦後は画家とし

て、またひとりの母親として、平和への願いを絵筆に託して子ど

もを描き続けたいわさきちひろ。本展では、画家を目指して模索

した20代のころの初期素描や、両親ゆかりの信州でのスケッチ、

広島で被爆した子どもたちの手記に絵をつけた平和の絵本『わた

しがちいさかったときに』（童心社）や、生命感あふれる子どもた

ちの姿を描いた代表作などを展示し、ちひろの人生の歩みととも

に、その作品に込められた思いを浮き彫りにします。

ちひろ没後40年 

ちひろの歩み
－平和を願い子どもを描き続けた画家－

7月 25日（金）～ 9月 16日（火）

展覧会名：

会期：

会場：

料金：

主催：

2014年 7月 25日（金）～ 9月 16日（火）
○開館時間＝9：00 ～ 17：00（お盆は～ 18：00）
○休館日＝第 2・4水曜日（8月は無休）

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

ちひろ没後 40年　ちひろの歩み  －平和を願い子どもを描き続けた画家－
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Ⅰ-1

Ⅰ-3

Ⅰ-1, つば広帽子の少女　1971年
Ⅰ-2, お母さんと湯あがりのあかちゃん　1971年
Ⅰ-3, 楽器を鳴らす子どもたち　1957年

いわさき ちひろ
Chihiro Iwasaki 1918 ～1974 

福井県武生市（現・越前市）に生まれ、東京で育つ。東京府立第六高等女

学校卒。藤原行成流の書を学び、絵は岡田三郎助、中谷泰、丸木俊に師事。

1946年日本共産党に入党。1949年、紙芝居『お母さんの話』を出版、翌年

文部大臣賞受賞。1950年松本善明と結婚、翌年長男・猛を出産。1952年、

下石神井（東京・練馬）に自宅兼アトリエを建てる。1956年小学館児童文

化賞、1961年産経児童出版文化賞、1973年『ことりのくるひ』（至光社）で

ボローニャ国際児童図書展グラフィック賞等を受賞。1974年肝ガンのため

死去。享年55歳。現存する作品は9400点を超える。その他の代表作に『お

ふろでちゃぷちゃぷ』（童心社）、『あめのひのおるすばん』（至光社）、『戦火

のなかの子どもたち』（岩崎書店）などがある。



展覧会の見どころ：

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。

※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。　※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。　　

※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。　※掲載紙／誌をご送付ください。

図版について：

出展作品数： 約70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/　  

Ⅰ-5, なでしことあざみ　1940年代前半 Ⅰ-6, 死んだ子どもを抱く目の見えなくなった母親
『わたしがちいさかったときに』（童心社）より　1967年

Ⅰ-7, 花を持つワンピースの少女　1969年頃

昭和天皇即位の記念式典に出席した
両親の記念に（ちひろ9歳）

初期素描から代表作まで全画業をたどる
疎開先である両親の出身地・長野県松本市で終戦を迎えたちひろは、画家を目指して27歳で上
京します。絵の修練に励んだ20代のデッサンから、童画家としての地位を確立し、絵本作家と
して新たな表現の可能性を追求した至光社の絵本シリーズ『ぽちのきたうみ』、平和への思い
を込めて描いた『わたしがちいさかったときに』などを展示し、ちひろの全画業をたどります。

ちひろの両親と戦争の関わり、ちひろの人生に与えた影響を浮き彫りに
陸軍の建築技師だった父・正勝、教育者であり、後に大日本連合女子青年団の主事として「大
陸の花嫁」を送り出した母・文江。その両親に庇護されて恵まれた少女時代を過ごしたちひろ
が、戦局厳しい満州からの引き上げや戦後の両親の公職追放を経て、画家として自立への道を
歩むまでを、写真や日記「草穂」などの資料、スケッチで紹介します。

引き継がれる平和への思い
「世界中のこども みんなに 平和としあわせを」と願ったちひろ。その平和への思いは、没後40年を経た今も、絵を通してさまざまな
形で引き継がれています。展示室2では、井上ひさしのことばとちひろの絵による『井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法』（講
談社）に掲載された作品、ちひろ美術館制作の平和ステッカーに使われた原画を展示します。

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・2
料金：無料（入館料別）
申し込み：不要（参加自由）

関連イベント：

主な出展作品： なでしことあざみ 1940年代前半、信州の父母 1951年、楽器を鳴らす子どもたち 1957年、花を持つワンピースの少女 1969年頃、つ
ば広帽子の少女 1971年、お母さんと湯あがりのあかちゃん 1971年、『ぽちのきたうみ』（至光社）より 1973年、『わたしがちいさかっ
たときに』（童心社）より 1967年　ほか

Ⅰ-4, 信州の父母　1951年



Ⅱ-1, エリック・カール（アメリカ）　『ゆっくりがいっぱい！』のイメージ　2002年

ちひろ美術館コレクション

びっくり！ 絵本動物園
7月 25日（金）～ 9月 16日（火）
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展覧会名：

会期：

会場：

料金：

主催：

2014年7月25日（金）～ 9月16日（火）
○開館時間＝9：00～ 17：00（お盆は～ 18：00）
○休館日＝第2・4水曜日（8月は無休）

安曇野ちひろ美術館　展示室3・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

ちひろ美術館コレクション　びっくり！ 絵本動物園

絵本の動物大集合！
絵本に描かれている動物は実に多種多様。同じ種類の

動物でも、色や形、表情などの描写には、画家によっ

て、さまざまな表現が見られます。

本展では、ちひろ美術館コレクションより、世界各国

の絵本画家たちが描いた動物の数々を紹介します。鳥

やライオン、竜や人魚まで……、作品に登場する動物

は約40種類。画家たちが趣向をこらして描いた魅力

的な動物たちをご覧ください。

Ⅱ-3, 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

Ⅱ-2, 長新太　『にんげんごっこ』（講談社）より　1997年



Ⅱ-4, ボロルマー・バーサンスレン（モンゴル）　『ぼくのうちはゲル』（石風社）より　2004年

Ⅱ-7, ジョン・バーニンガム（イギリス）　
『バラライカねずみのトラブロフ』（ほるぷ出版）より　1964年

Ⅱ-6, 瀬川康男（日本）　
『かっぱかぞえうた』（福音館書店）より　1993年

Ⅱ-5, ミルコ・ハナーク（スロヴァキア）　
鹿　1969年頃

さまざまな想像上の動物（!?）が登場
竜や人魚、河童や狼男など、現実には存在しない、想像上の動物（!?）が登場するのも本展のみどころです。

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

展覧会のみどころ：

出展作品数： 約 100点

出展作家：

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：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3・4
料金：無料（入館料のみ）　申込：参加自由　

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/　  

絵本に登場する動物が、一堂に会する絵本動物園
人間の生活に密着した猫や犬、鳥。人間の交通手段として活躍してきた馬や牛、ラクダ。

また日本以外の地域に生息するライオンやナマケモノなど。本展では絵本のなかのさまざまな動物を紹介します。

長新太　『にんげんごっこ』（講談社）より　1997年
エリック・カール（アメリカ）　『ゆっくりがいっぱい！』のイメージ　2002年
ユゼフ・ヴィルコン（ポーランド）　パイプをくわえるライオン　1993年　
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
瀬川康男　『かっぱかぞえうた』（福音館書店）より　1993年　ほか

※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。

※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。　

※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。

※掲載紙／誌をご送付ください。
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13回目を迎える、夏休み恒例の体験
コーナー。地元・松川中学生ボランティ
アによるサポートを受け、子どもから
大人まで気軽に楽しめるワークショップ
です。

会場：安曇野ちひろ美術館　多目的ギャラリー　

参加費：材料費100円（入館料別）　申し込み：不要（参加自由）
【図版】いわさきちひろ　海とふたりの子ども　『ぽちのきたうみ』（至光

社）より　1973年

7月26日（土）～ 8月17日（日）
10：00～ 16：00 　最終受付（15：30）

夏休み体験コーナー ちひろの水彩技法体験

7月26日（土）～ 8月17日（日）13：00～ 13：30　
地元・松川中学生ボランティアが、開催中の展示のみどころや作品の魅力、

美術館を紹介します。
会場：安曇野ちひろ美術館　参加費：無料（入館料別）　定員：20名　 申し込み：要予約（当日館内にて受付）

8月3日（日）、5日（火）、6日（水）、9日（土）　各日14：00～／ 15：00～
地元・松川中学校の図書委員が、絵本の読み聞かせを行います。
会場：安曇野ちひろ美術館　絵本の部屋　参加費：無料（入館料別）　定員：20名　
申し込み：不要（参加自由） 

中学生ボランティアによる

松川中学校図書委員による

作品解説＆美術館ツアー

絵本の読み聞かせ



松本猛　
T a k e s h i  M a t s u m o t o

1951年生まれ。美術・絵本評論家、作家、絵

本学会会長、ちひろ美術館常任顧問。1977年

にちひろ美術館･東京、97年に安曇野ちひろ

美術館を設立。同館館長、長野県信濃美術

館・東山魁夷館館長を歴任。著書『安曇野

ちひろ美術館をつくったわけ』（新日本出版

社）『東山魁夷と旅するドイツ・オーストリ

ア』（日経新聞出版社）、『母ちひろのぬくもり』、

絵本に『白い馬』『りんご畑の12か月』（いず

れも講談社）など。
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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/　  

ちひろの40年目の命日に、ちひろの一人息子である
松本猛が母との思い出を語ります。

8月8日（金）16：30～ 17：30　
会場：安曇野ちひろ美術館　多目的ギャラリー　参加費：無料（入館料別）　定員：80名
申し込み：要事前予約（ちひろ美術館HP、TEL.0261-62-0772にて）　

ちひろ没後40年記念講演 
長男・猛が語るちひろ

●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　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（入館料別）　申し込み：不要（参加自由）

●敬老の日
この日は、65歳以上の方は入館料無料となります。
日時：9月15日（月･祝）9：00～ 17：00

●開館情報
8月は休まず開館します。お盆期間は18：00まで開館延長します。

【次回展示案内】 2014年9月19日（金）～ 11月30日（日）
●ちひろ没後40年　ちひろの絵本づくり －表現の可能性を求めて－

●＜企画展＞聖コージズキンの誘惑展

●ちひろ美術館コレクション　絵本に耳をかたむけて

撮影：黒澤義教

撮影：橋本裕貴

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。

この2日間は、21時まで開館を延長します。

ライトアップされた夜の美術館で、

季節のイベントをお楽しみください。

夜のミュージアムを楽しむ 朝のミュージアムを楽しむ

夜21時まで

開 館 延 長

夏の夕暮れ お月見

8/23
saturday

9/27
saturday

朝 8 時 から

特 別 開 館
8/3

su N day

8/24
su N day


