
安曇野ちひろ美術館　外観（撮影：講談社写真部・林桂多）

ギャラリー　（撮影：中川敦玲）
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●建築家・内藤廣が語るちひろ美術館
ちひろ美術館（東京・安曇野）を設計した
内藤廣が美術館建築に込めた思いを語ります。
日時：4月18日（土）　
料金：無料（入館料別）

●まるごとちひろ美術館ワークショップ
ちひろ美術館コレクションより、いわさき
ちひろと世界の絵本画家の技法を体験します。
日時：4月11日（土）　料金：300円（入館料別）

●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～ 15：00　　
会場：安曇野ちひろ美術館　展示室　
料金：無料（入館料別）　申込：参加自由

絵をみてもいい、絵はみなくてもいい美術館

　ちひろ美術館・東京の開館20周年にあたる1997年、いわ

さきちひろの心のふるさとである信州に誕生した安曇野ちひ

ろ美術館（設計：内藤廣）。「絵はみなくてもいい美術館」がコン

セプトのひとつであるこの美術館には、展示室に加え、作品

の余韻を堪能できる絵本カフェや寝椅子でくつろげるスペー

スなどが併設され、周囲には北アルプスを望む36,500㎡の

公園も広がっています。

　本展では、当館コレクションよりいわさきちひろや世界の

絵本画家の選りすぐりの作品を展示するほか、ゆったりとし

た時間と空間のなかで大人から子どもまで楽しめるように工

夫された内藤廣による建築の魅力、美術館の歩みや活動など、

さまざまな角度から“まるごと”ちひろ美術館を紹介します。

－絵はみなくてもいい美術館－　

まるごとちひろ美術館
3月 1日（日）～ 5月 12日（火）

展覧会名：

会期：

会場：

料金：

主催：

2015年 3月 1日（日）～ 5月 12日（火）
○開館時間＝9：00～ 17：00（4/29～ 5/6は～ 18：00）
○休館日＝第 2・4水曜日

安曇野ちひろ美術館　全館

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

－絵はみなくてもいい美術館－　まるごとちひろ美術館
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関連イベント：関連書籍：

まるごとちひろ美術館
世界で最初の絵本美術館 

コレクション・ガイド

（東京美術）

2014年12月20日刊行



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

シクラメンの花のなかの子どもたち　
『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）より
1973年

湯あがりのあかちゃん　
1971年

王子を想う人魚姫
『にんぎょひめ』（偕成社）より
1967年

チューリップのなかのあかちゃん　
1971年

赤い胸あてズボンの少女　1971年

主な出展作品：『ぽちのきたうみ』（至光社）より　1973年
『あかちゃんのくるひ』（至光社）より　1970年
『にんぎょひめ』（偕成社）より　1967年
『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）より　1973年　ほか

展覧会の

見どころ いわさきちひろ

「世界中のこどもみんなに　平和としあわせを」と願い、

生涯子どもをテーマに描き続けた画家、いわさきちひろ。

現存する作品は9,450点余りに及びます。ちひろは原画

が散逸しないよう大切に守り、多くを自らの手元に残し

ました。それらの作品群が核となり、ちひろ美術館は誕

生しました。

　展示室1・2では、ちひろ美術館のメインコレクション

であるちひろ作品のなかから、「子どもをみつめて」「四

季を描いて」「子どもたちに平和を」など７つのテーマで

作品を展示します。ちひろにとって心のふるさとである

信州との関わりも、作品やスケッチ、旅のアルバムなど

の資料を通して紹介します。
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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/　  

1-4

1-71-61-5

1-3

－絵はみなくてもいい美術館－　まるごとちひろ美術館
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展覧会の

見どころ 世界の絵本画家

出展作品数：約140点

主な出展作品：エリック・カール（アメリカ）　『はらぺこあおむし』のイメージ　1999年
クヴィエタ・パツォウスカー（チェコ）　猫　1979-85年
瀬川康男『いないいないばあ』（童心社）より　1967年
茂田井武『セロひきのゴーシュ』（福音館書店）より　1956年
ボロルマー・バーサンスレン（モンゴル）　『チェスをする少年』より　2004年
ほか

　ちひろ美術館のコレクション総数は約2万6750点（2014年12月現在）、画

家は33の国と地域204名にのぼります。この数は絵本の専門美術館として

は世界最大規模であり、質のうえでも、国際アンデルセン賞画家賞受賞者12

名を含む各国の代表的な絵本画家の作品がそろうなど、高い水準を誇ってい

ます。

　展示室3・4では、コレクションの代表的な作品を、「世界の絵本画家」「日本

の絵本画家」「若手絵本画家たち」の3部に分けて紹介します。絵のほかにも、

画家たちのちひろ美術館来館時の写真やゲストブックなどを通して、その知

られざる面もご紹介。見どころ満載の展示をお楽しみください。

2-1, エリック・カール（アメリカ）
『はらぺこあおむし』のイメージ 1999年

2-2, 瀬川康男
『いないいないばあ』（童心社）より 1967年　

2-3, 茂田井武
『セロひきのゴーシュ』（福音館書店）より 部分 1956年

2-4, クヴィエタ・パツォウスカー（チェコ）
猫 1979-85年　

2-5, ボロルマー・バーサンスレン（モンゴル）
『チェスをする少年』より 2004年

世界中で大人気の『はらぺこあおむし』。

エリック・カール絵本美術館の姉妹館である

ちひろ美術館のために描き下ろされた特大の

あおむしがみなさまをお出迎え。

『いないないばあ』『セロひきのゴーシュ』

など、長年にわたり読まれている懐かしい

日本の絵本原画を一挙公開！

今年33歳のボロルマー・バーサンスレン

（モンゴル）が、母国の話をテーマに描い

た絵本は、国を超えて見る者を魅了します。

2-1

2-2

2-3

2-4
2-5

－絵はみなくてもいい美術館－　まるごとちひろ美術館
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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 内藤廣によるちひろ美術館の建築

撮影：中川敦玲

　安曇野ちひろ美術館の設計は、1993年夏に当財団が行った自主コンペにより、内

藤廣があたることになりました。いわさきちひろや絵本の世界にふさわしい、親し

みやすい空間をどうすればつくり出すことができるかをテーマにいくつもの提案が

重ねられ、試行錯誤が繰り返されました。そして、周囲の風景と馴染みのよい切妻の

連続屋根のこの建物が、1997年に誕生したのです。2002年にリニューアルオープン

したちひろ美術館・東京の設計も内藤が手がけています。

　多目的ギャラリーでは、現代の日本を代表する建築家・内藤廣によるちひろ美術館

の建築を、模型や資料を用いて紹介します。この建物の空間のなかで、建築に込めら

れた思いやさまざまな工夫をご覧ください。

内藤廣 （ないとう・ひろし　1950- ）

建築家。早稲田大学理工学部建築学科卒業。同大学院修士課程修了後、国内外の設計事務所を経て、

1981年、内藤廣建築設計事務所設立。海の博物館（92年竣工）で日本建築学会賞など受賞。牧野富

太郎記念館（99年竣工）で村野藤吾賞受賞。2001年より東京大学教授・副学長を歴任。2011年より

東京大学名誉教授。2005年よりちひろ美術館理事、2013年よりちひろ美術館評議員。安曇野ちひろ

美術館、および新・東京館の設計を手がけた。

2016年には安曇野ちひろ公園の北側エリアを拡充

し、電車の教室のある「トットちゃんの広場」が誕

生します。子どもたちが「食」「農」「いのち」につ

いて体験的に学べるような公園を目指していま

す。この広場も内藤廣が設計します。

トットちゃんの広場

2 016 年 オープン!

公園と美術館外観

屋根には長野県産の唐松材が用いら

れています。屋根頂部の小さなアーチ

は、屋根の架構を結び合わせる重要

な役割を果たしています。

外の大きなスケールの景観に対し、求心的な中庭が建物の

中心に据えられ、その外側に展示室やミュージアムショッ

プなどが配置されています。

建築家・中村好文デザインの椅子。

建築空間のなかにやさしく繊細な表情を与えています。

2001年には新館が増築され、展示室が2倍に広がり、

さまざまな催しのできる多目的ギャラリーもつくられました。

松川村営の安曇野ちひろ公園の設計も同時に進められ、環境と建物の一

体化が図られました。美術館の建物には外観の大きさがもっとも抑えら

れる切妻の連続屋根が採用されています。

本館と新館をつなぐ廊下には寝椅子も置かれ、

北アルプスを望みながら昼寝もできます。

切妻屋根

中庭

椅子 多目的ギャラリー 渡り廊下

3-1

3-2

3-4

3-3
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－絵はみなくてもいい美術館－　まるごとちひろ美術館



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います。

4月 29日（水・祝）
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飯ごう炊さんの会

5月 23日（土） 電車の教室づくりワークショップ

6月 6日（土） 松川村の畑の先生と農作業体験 

※夏以降のイベント予定は別紙参照

毎月開催 !!

入館無料デー
近隣市町村

日ごろの感謝を込めて、美術館近くの市町村にお住ま

いのみなさまに向けて、入館無料でお楽しみいただけ

るご優待日を設けました。美術館へ何度もお越しくだ

さっている方も、初めての方も、お誘いあわせのうえ、

ぜひご来館ください。

松
川
村
民
感
謝
デ
ー

3/8
（日）

安
曇
野
市
民
無
料
デ
ー

3/22
（日）

池
田
町
民
無
料
デ
ー

4/12
（日）

大
町
市
民
無
料
デ
ー

5/10
（日）

松
本
市
民
無
料
デ
ー

6/14
（日）

無
料
デ
ー

白
馬
・
小
谷
村
民

9/13
（日）



撮影：橋本裕貴
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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～ 15：00　まるごとちひろ美術館展
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）

ちひろ美術館（東京・安曇野）を設計した内藤廣による講演会

です。「居心地のいい空間」となるように工夫された美術館建築

に込めた思いを語ります。

4月18日（土）

料金：無料（入館料別）

HIROSHI  NAITO

建 築 家・内 藤 廣 が 語 る ち ひ ろ 美 術 館

先着100名に、非売品ポストカードをプレゼントします。

ちひろ美術館コレクションより、

いわさきちひろと世界の絵本画家の

技法を体験します。

4月11日（土）

料金：300円（入館料別）

4月19日（日）　9：00～ 17：00

まるごとちひろ美術館

ワークショップ

開 館 記 念 日

展示関連イベント

●開館情報

4月 29日（水・祝）～ 5月 6日（水・祝）のGW期間中は、

18:00まで開館延長します。

●次回展示案内　5／ 15（金）～ 7／ 14（火）
＜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へ

2014 年 6 月開催ワークショップの様子

イベントはちひろ美術館 HP と安曇野ちひろ美術館

Facebookで最新情報をお知らせいたします。ぜひ

チェックしてください。Facebookでは、みなさまか

らのいいね! やシェア、コメントもお待ちしています。




