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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

戦場カメラマンとして、ベトナム戦争の状況を写真で伝えてきた報道写真家・石川文洋。

ベトナム戦争をテーマにした絵本を手がけたちひろと同時代を生きた石川氏に、

彼がこれまで見てきたもの、これからのこと、平和への願いなどをお話しいただきます。

併せて、昨年公開されたドキュメンタリー映画「石川文洋を旅する」も上映します。 
参加費：500円　高校生以下無料（入館料別）　定員：100名（要申し込み）

報道写真家・石川文洋  平和を語る
～講演会とドキュメンタリー映画「石川文洋を旅する」上映会～

共催：松川村・9 条の会 

1938年沖縄県那覇市に生まれる。

毎日映画社を経て、65 年から68年まで

フリーカメラマンとしてベトナム・サイゴン（現ホーチミン）に滞

在。69年から84 年、朝日新聞社に勤務、その後フリーカメラ

マンとして世界各地の戦場や、沖縄の状況などを写真で伝え

ている。 著書に『戦場カメラマン』（朝日文庫）、『カラー版 ベ

トナム 戦争と平和』（岩波新書）、『命どぅ宝・戦争と人生を

語る』（新日本出版社）他多数。

5/15（金）～ 7/14（火）　＊展示詳細は別紙をご覧ください。

＜戦後 70 年特別企画＞ Ⅰ  ちひろ・非戦の誓い　

Ⅱ  戦争を描いた日本の絵本展  
Ⅲ  ちひろ美術館コレクション  世界の絵本画家から未来を生きる子どもたち

安 曇 野ちひろ 美 術 館

＜イベント＞ 

＜ 展 示 ＞

＜イベント＞ 

ちひろの長男・松本猛ギャラリートーク　8/8（土）

非戦70年  ちひろ・平和への願い　8/5（水）～ 10/25（日）

高畑勲講演会 非戦70年  いわさきちひろの絵が語るもの　9/27（日）

ちひろ美術館・東京

石川文洋
いしかわ ぶんよう

7 月 4 日（土）15:00～18:00 （15:00～映画上映／17:00～18:00 講演会）

※ちひろ美術館では、「子どものしあわせと平和」を大切にお考えのみなさまにお使いいただけるよう、

　各種ステッカーやしおりをご用意しています（裏面参照）。ぜひご活用ください。

いわさきちひろ　チューリップとあかちゃん　1971 年

Event



ちひろ美術館は、「世界中のこども みんなに平和としあわせ」と願って、絵筆を握りつづけた

絵本画家・いわさきちひろの思いを受け継いで活動をしています。子どものしあわせと平和

を大切に考え、日々の暮らしのなかで自分なりにその思いを伝えたり、発信したいとき、また、

家族や友だちとこの問題を話し合うときに、ステッカーやしおりをどうぞご活用ください。



ちひろが見た世界　ちひろが願った世界

　「青春時代のあの若々しい希望を何もかも打ち砕いてし

まう戦争体験があったことが、私の生き方を大きく方向づ

けている」と語ったちひろは、生涯を通じて、いのち輝く子

どもたちの姿を描き続けた画家でした。

　第二次世界大戦終戦から70年を迎える2015年。戦争は

遠い過去の出来事ではなく、今なお、世界ではテロや紛争

が繰り返され、日本にも不穏な影を落としています。

　本展では、「世界中のこども みんなに 平和としあわせ

を」との願いが込められたちひろの作品群のほか、1960年

代～ 80年代に描かれた、原爆をテーマにした絵本などを展

示し、今この時代に、平和とは何かを問いかけます。

ちひろ・非戦の誓い

5月 15日（金）～ 7月 14日（火）

展覧会名：

会期：

会場：

料金：

主催：

2015年 5月 15日（金）～ 7月 14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：丸木ひさ子、司修、偕成社、小峰書店（予定）

＜戦後 70年特別企画＞　Ⅰ  ちひろ・非戦の誓い
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i
＜戦後 70 年特別企画＞

1-1,母の日 1972年

1-2,焼け跡の姉弟 『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）より 1973年

1-3,チューリップとあかちゃん 1971年



1-4, 緑の風のなかの少女 1972年
1-5,「世界中のこども みんなに 平和と しあわせを」 1970年
1-6, 幼い兄弟を抱く母親 『母さんはおるす』（新日本出版社）より 1972年
1-7, 爆撃機 『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）より 1973年
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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/　  

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80点

戦後70年目に問う「平和」の意味
1967年以降、ちひろは3冊の戦争をテーマにした絵本を手がけました。広島で被爆した子どもたちの手記「原
爆の子」を絵本にした『わたしがちいさかったときに』、ベトナム戦時下に実在した親子を描いた『母さんはお
るす』、ベトナム戦争への反戦の思いを込めた『戦火のなかの子どもたち』を一堂に展示。今この時代に、ちひ
ろが願った平和の意味を問いかけます。

ちひろが描いたいのちの輝き
「子どもは全部が未来」と語ったちひろ。いきいきとした子どもたちの姿、母子像、あかちゃん……、「世界中
のこども みんなに 平和としあわせを」と願いながら描いた、いのちの輝きが感じられる作品の数々をご覧くだ
さい。

原爆を描いた不朽の絵本 3冊を公開
ちひろが描いた『わたしがちいさかったときに』のほか、『ひろしまのピカ』（丸木俊）、『まちんと』（司修）を展示。
それぞれの画家固有の表現を紐解きながら、各絵本を通して浮かび上がる、原爆が人々に与えた現実と平和へ
のメッセージを紹介します。

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： いわさきちひろ『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）より 1973年、『母さんはおるす』（新日本出版社）より 1972年、
『わたしがちいさかったときに』（童心社）より 1967年、
丸木俊『ひろしまのピカ』（小峰書店）より 1980年、司修 『まちんと』（偕成社）より 1983年　ほか

1-4
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「希望の文学」が描く戦争、そして平和

　終戦70年目を迎える2015年、戦争を知らない世代が増えています。子どもの本は「希望の文学」と

もいわれますが、日本の絵本は戦争をどのように描き、どのような希望を私たちに提示しているので

しょうか。

　本展では、戦争を描いた1991年以降の日本の絵本のなかから、12冊を選んで展示し、あらためて

戦争とは、平和とは何かを問い直します。絵本の原画約70点や資料とともに、絵本画家たちの想いや

ことばなどを通して、絵本の持つ多様性と可能性を紹介します。

戦争を描いた日本の絵本展

展覧会名：

会期：

会場：

料金：

主催：

2015年 5月 15日（金）～ 7月 14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

後援：社団法人日本国際児童図書評議会、絵本学会、信濃毎日新聞社

＜戦後 70年特別企画＞　Ⅱ  戦争を描いた日本の絵本展

6

2-1, 長谷川義史 『へいわってすてきだね』（ブロンズ新社）より 2014年

ii
＜戦後 70 年特別企画＞

5月 15日（金）～ 7月 14日（火）
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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
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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

12冊、それぞれの戦争と平和
7歳の沖縄の小学生の詩に画家が絵を描いた『へいわってすてきだね』。作者自身の戦中の台湾での体験が元になった『ひでちゃんと
よばないで』。戦争と平和をテーマに、さまざまな視点から描かれた12冊の絵本原画を一堂に展示します。

絵本と戦争、この70年
日本の絵本はこの70年、どのように戦争を描いてきたのでしょうか。年譜とともに、戦後の日本の絵本を振り返ります。

画家・作家たちが伝えたいこと
歴史のなかで起きた出来事を正確に知らせ・伝える絵本があれば、架空の話をつくり、そこで戦争について想像させる絵本もあり
ます。それぞれの絵本で作者が何を伝えたいかを探ります。

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4
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： 田島征彦 『てっぽうをもったキジムナー』（童心社）より 1996年、おぼまこと 『ひでちゃんとよばないで』（小峰書店）より 2003年、
大塚敦子 『平和の種をまく ボスニアの少女エミナ』（岩崎書店）より 2006年、アーサー・ビナード,岡倉禎志 『さがしています』（童心社）
より 2012年、長谷川義史『へいわってすてきだね』（ブロンズ新社）より 2014年、スズキコージ 『サルビルサ』（架空社）より 1991年、
西村繁男 『はらっぱ』（童心社）より 1997年、沢田としき 『土のふえ』（岩崎書店）より 1998年、小林豊 『ぼくと弟はあるきつづける』（岩
崎書店）より 2007年、田島征三 『ぼくのこえがきこえますか』（童心社）より 2012年、和歌山静子 『くつがいく』（童心社）より 2013年、
黒田征太郎『昭和二十年八さいの日記』（石風社） 2011年

2-2, 長谷川義史 『へいわってすてきだね』（ブロンズ新社）より 2014年
2-3,大塚敦子『平和の種をまく ボスニアの少女エミナ』（岩崎書店）より 2006年
2-4, 小林豊 『ぼくと弟はあるきつづける』（岩崎書店）より 2007年

2-2 2-3

2-4



絵本に込めた画家たちの願い

　戦争の世紀といわれた20世紀を経て、今なお、世界各地では紛争により多くの子

どもたちが傷つき、いのちを奪われています。絵本を描く画家にとって、子どものし

あわせと輝く未来を守ることは共通の願いです。戦争の悲惨さを描くだけではなく、

いきいきとした子どもの姿を絵本に描き出すことによって、平和の大切さを訴えて

います。

　本展では、世界の絵本画家の作品を、彼らのことばとともに紹介します。絵本に込

めた画家たちの思いをご覧ください。

ちひろ美術館コレクション 
世界の絵本画家から未来を生きる子どもたちへ

展覧会名：

会期：

会場：

料金：

主催：

2015年 5月 15日（金）～ 7月 14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

Ⅲ  ちひろ美術館コレクション　世界の絵本画家から未来を生きる子どもたちへ

3-1, アンドレア・ペトルリック・フセイノヴィッチ（クロアチア）　 『いつか空のうえで』（小学館）より 2001年 3-2, 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

3-3, ウェン・シュウ（コスタリカ）
　　 『ナディとシャオラン』より 2008年

3-4, クヴィエタ・パツォウスカー（チェコ） 
　　『紙の町のおはなし』（小学館）より 1999年
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主な出展作品：アンドレア・ペトルリック・フセイノヴィッチ（クロアチア） 『いつか空のうえで』（小学館）より 2001年、ウェン・シュウ（コスタリ
カ） 『ナディとシャオラン』より 2008年、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、クヴィエタ・パ
ツォウスカー（チェコ） 『紙の町のおはなし』（小学館）より 1999年、アニタ・ローベル（アメリカ） 『ABCのおかいもの』（偕成社）
より 1981年、エリック・カール（アメリカ） くじゃく 1991年　ほか

iii
＜戦後 70 年特別企画＞

5月 15日（金）～ 7月 14日（火）



　　電車の教室づくりワークショップ
5月23日（土）13:00 ～ 15:30 
長野県池田工業高校の生徒が、「電車の教室」の机や椅子の制作に携わってくれます。

今回は、池田工業高校建築科の生徒とともに、木工のワークショップをします。

なお、工作ワークショップの前に、参加者全員で、昨年秋にやってきたトットちゃん

の電車を見学します。 
参加費：一人500円 　定員：親子10組（要申し込み） 
場所：安曇野ちひろ美術館 多目的ギャラリー

　　松川村の畑の先生と農作業体験
6月6日（土）13:30 ～ 15:30 
農業が盛んな松川村の “畑の先生” に農作業を教えてもらいましょう。

秋の収穫を楽しみに、まずは畑においもの苗を植え付けます。 

参加費：一人500円 　定員：親子10組（要申し込み） 
持ち物：農作業用手袋または軍手、帽子（汚れてもよい格好でご参加ください）　

集合場所：安曇野ちひろ美術館

　　トットちゃんのリトミック体験
7月11日（土）　＊お子さまの年齢によって、参加回をお選びください。  

① 9:30 ～ 10:00 未就園児（2 ～ 3歳） 

②10:30 ～ 11:00 幼稚園児（4 ～ 6歳） 

③11:30 ～ 12:00 小学校低学年

リトミックは、トモエ学園の授業のなかで、トットちゃんも大好きな時間でした。

親子でふれあいながら、音楽を全身で感じ、楽しく体を動かしましょう! 

講師：井上美和子　参加費：一人500円 　
定員：各回親子10組（要申し込み）　＊動きやすい服装でお越しください

場所：安曇野ちひろ美術館 多目的ギャラリー 

井上美和子

国立音楽大学音楽教育学科卒。リトミック音楽教育研究所所員。ヒロ・

ミュージックスクール・リトミックコース主任。NHK文化センター前橋教

室子どものリトミック講座講師。また、ヴォーカリストとしていくつかの

CD、舞台作品などに参加。

撮影：橋本裕貴
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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 ～ 15：00 

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）

ちひろが愛した

安曇野まつかわ・北アルプスパノラマウォーク
5月30日（土）8:30 ～ 12:00　主催：松川村観光協会　協力：安曇野ちひろ美術館

ちひろが残したスケッチポイントや松川村内に点在する神秘的な遺跡などを巡るウ

ォーキングイベントです。松川村の地元ガイドによる案内や美術館スタッフによる解

説のほか、りんごジュースのふるまいなどでおもてなしします。北アルプス連峰が水

田に映り込む絶景を望む8.5kmのウォーキングコースをお楽しみください。

参加費：一人1000円（保険料含む）  

定員：100名（要申し込み・5/22〆切　松川村観光協会TEL.0261-62-6930）

2 016 夏トットちゃんの広場オープン・
プレイベント
2016年夏に完成予定の安曇野ちひろ公園・トットちゃんの広場。

2015年は毎月開催する『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードにちな

んだイベントに参加して、みんなで新たな公園の完成を待ちましょう! 

イベント参加者限定のスタンプラリーも行っています。

＊夏以降のイベント予定は次回ご案内します。

同 時 開 催

「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」などのパッケージデザインや、

NHK Eテレ「にほんごであそぼ」のアートディレクション、

「デザインあ」の総合指導などで注目を集める佐藤卓。

既成の概念にとらわれず、人に新たなものの見方を提示してきた佐藤卓が、

いわさきちひろの絵を今の人たちに届くよう展覧会をプロデュースします。

「はじめてみる、ちひろの世界。」をお楽しみに !

乞う

ご期待! あの佐藤卓プロデュースによる展覧会を開催

1979 年東京藝術大学デザイン科卒業、1981 年同大学院修

了、株式会社電通を経て、1984年佐藤卓デザイン事務所設

立。「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」等の

パッケージデザイン、「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」の

グラフィックデザイン、「クリンスイ」のグランドデザイン、武蔵

野美術大学 美術館・図書館のロゴ、サイン及びファニチャ

ーデザインを手掛ける。また、NHK Eテレ「にほんごであそ

ぼ」の企画メンバー及びアートディレクター・「デザインあ」総

合指導、21_21DESIGN SIGHT のディレクターを務める。

佐藤 卓　グラフィックデザイナー

さとう たく

ちひろ美術館コレクション

衣装あれこれ !? 世界の絵本展

エスビー食品

スパイス＆ハーブシリーズ

ロッテ キシリトールガム

明治おいしい牛乳
“風船と舞い上がる少年×あ” 2014 年

次回展示案内
7/17（金）～ 9/23（水・祝）

＜企画展＞－はじめてみる、ちひろの世界。－

いわさきちひろ × 佐藤 卓＝展




