
鮮やかな色彩、透けるような花びら……

“ 花と子どもの画家 ”いわさきちひろが描く、リアルな花たち

　ちひろは、四季を彩る花 と々子どもたちの姿を生涯にわたって描き続けました。水仙、チューリップ、バラ、スイートピー、

ききょう、シクラメン……。絵のなかに描かれた草花の種類は、判別できるものだけでも80種を超えています。花を愛したち
ひろは、自らも庭でたくさんの草花や樹木を育て、アトリエや食卓を花で飾って楽しんでいました。
　透けるような花弁の質感までもが感じられる、花の肖像画ともいうべき作品のほか、日本画の琳派を思わせる装飾的な構

図など、ちひろが描いた花の魅力を紹介します。

会期： 2012年 5月 11日（金）～ 7月 10日（火）（58日）
○開館時間＝9：00～ 17：00

○休館日＝第 2・4水曜日……5月 23日・6月 13日・6月 27日（いずれも水曜日）

会場： 安曇野ちひろ美術館　展示室 1・2

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

主催： ちひろ美術館

展覧会名： ちひろ・花の肖像

Ⅰ -1 ,  チューリップのなかの男の子　1965年

Ⅰ -2 ,  ひなげしと子ども　1969年
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ちひろ・花の肖像
5月11日（金）～7月10日（火）
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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ます。

日時：2012年 5月 12日（土）・5月 26日（土）・6月 9日（土）・6月 23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　　料金：無料（入館料のみ）　　対象：参加自由

約 80 点

 チューリップのなかの男の子 (1965年 )

 藤の花と子ども(1970年 )

 ひなげしと子ども(1969年 )

 「チューリップ」(1966年 )

『おはなしアンデルセン』(1965年 )

『ふたりのぶとうかい』(1968年 )

  スイトピーと草 (1967年頃 )

  「薔薇」(1973年 )

花の精 (1970年頃 )

蓮の花の精 (1960年代後半 )　

ほか

お問い合わせ 安曇野ちひろ美術館　広報担当　入口・松本・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/

展示品数：

主な出展作品：

関連イベント：

“花と子どもの画家”いわさきちひろの本領、魅力が満載の展覧会。花を愛し、育て、その魅力を知り尽くしたちひろが描く花は、
リアルな描写力によって、それぞれの花の個性が見事にとらえられています。

ちひろの絵のなかには、花や枝を前景に大きく描いたり、花を装飾的に配置したりするなど、日本の伝統絵画の琳派を思
わせる構図がみられます。中期童画を中心に、装飾性を重視した日本の美意識との共通点にも焦点をあてて紹介します。

安曇野が新緑に包まれる美しい季節、美術館のなかにも花があふれます。ちひろの百花繚乱ともいうべき展示です。

展覧会の見どころ：

Ⅰ -3 ,  水の上で踊るふたり  『ふたりのぶとうかい』より　1968 年

 Ⅰ -5 ,  花のなかのおやゆび姫　1965 年  Ⅰ -6 ,  蓮の花の精　1960 年代後半  Ⅰ -7 ,  花の精　1970 年頃

 Ⅰ -4 ,  藤の花と子ども　1970 年

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申込書」をご覧ください。

図版について：

PRESS RELEASE



世界がオリンピックの開催地ロンドンに注目する今年
イギリスが誇る絵本画家アンソニー・ブラウンの

日本での７年ぶりの展覧会です

2000 年にその全業績に対し、国際アンデルセン賞画家賞を受賞したイギリスの絵本画家アンソニー・ブラウンは、細部まで考え
られた絵と、現実と非現実が同居する不思議な世界で、独自の魅力ある絵本をつくり続けています。特に、ゴリラや、チンパンジー
のウィリーを主人公にした絵本の数々は、国境を越え、多くの人に愛されています。
本展では、アンソニー・ブラウンの絵本を４つのキーワードに分けて画家のことばとともに紹介し、その絵本づくりの秘密に迫りま
す。また、原画約 100 点のほか、資料なども展示し、絵本づくりの背景にある画家の人生、絵本以前の仕事についても紹介。そ
の奥深い世界を探ります。

＜企画展＞　国際アンデルセン賞受賞画家

アンソニー・ブラウン展 
―ゴリラが好きだ―

2012年5月11日（金）～ 7月10日（火）

会期： 2012年 5月 11日（金）～ 7月 10日（火）（58日）
○開館時間＝9：00～ 17：00

○休館日＝第 2・4水曜日……5月 23日・6月 13日・6月 27日（いずれも水曜日）

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

主催： ちひろ美術館

展覧会名： ＜企画展＞国際アンデルセン賞受賞画家　アンソニー・ブラウン展　―ゴリラが好きだ―

後援： 社団法人日本国際児童図書評議会（JBBY）、絵本学会（予定）

協力： あかね書房、平凡社、評論社（予定）

Ⅱ-1, アンソニー・ブラウン　
　　　『すきですゴリラ』より　1983 年

Ⅱ-2, アンソニー・ブラウン　
　　　『ボールのまじゅつしウィリー』より　1995年

Ⅱ-3, アンソニー・ブラウン
　　　『ボールのまじゅつしウィリー』より　1995年
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Ⅱ-3

Ⅱ-2

Ⅱ-1



『すきですゴリラ』（1983年　ケイト・グリーナウェイ賞受賞作　翻訳出版：1985年　あかね書房）

『ボールのまじゅつしウィリー』（1995年　翻訳出版：1998年　評論社）

『こしぬけウィリー』（1984年　翻訳出版：2000年　評論社）

『キングコング』（1994年　翻訳出版：2005年　平凡社）

『おんぶはこりごり』（1986年　翻訳出版：2005年　平凡社）

『どうぶつえん』（1992年　ケイト・グリーナウェイ賞受賞作　翻訳出版：2003年　平凡社） 

『うちのパパってかっこいい』（2000年　翻訳出版：2000年　評論社）

『ウィリーの絵』（2000年　翻訳出版：2002年　ポプラ社　※絶版）

『シェイプ・ゲーム』（2003年　翻訳出版：2004年　評論社）

『ヘンゼルとグレーテル』（1981年　邦訳版なし）

『トンネル』（1989年　2012年に翻訳出版予定）

『森の中へ』（2004年　翻訳出版：2004年　評論社）
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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ます。

日時：2012年 5月 12日（土）・5月 26日（土）・6月 9日（土）・6月 23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）

対象：参加自由　　その他、原語で楽しむおはなしの会などを開催予定。

詳しくは、安曇野ちひろ美術館のホームページでご案内します。http://www.chihiro.jp/

約 100 点

1946 年イギリス・シェフィールドに生まれる。リーズ美術大学でグラフィックデザインを学んだ後、マンチェスターの病

院で 3 年間、医療関係のイラストレーションを描く。その後、グリーティングカードを描く仕事に携わる。1975 年以降、

子どもの本に関わるようになり、初めての絵本 Through the Magic Mirror を 1976 年に出版。1983 年『すきで

すゴリラ』で、1992年『どうぶつえん』でケイト・グリーナウェイ賞を受賞。2000年には国際アンデルセン賞画家賞も受賞。

お問い合わせ 安曇野ちひろ美術館　広報担当　入口・松本・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/

画家プロフィール：

展示品数：

＜企画展＞国際アンデルセン賞受賞画家　
アンソニー・ブラウン展　―ゴリラが好きだ―

ちひろ美術館・東京　2012年 8月 29日（水）～ 11月 11日（日）

巡回予定：

全出展絵本：

関連イベント：

アンソニー・ブラウン　 A n t h o n y  B r o w n e　イギリス　 1 9 4 6 ～

ゴリラを描かせたら世界一！？ の画家、
アンソニー・ブラウン !!

アンソニー・ブラウンの描くゴリラはただの猿ではありません。

人間のような姿です。ゴリラのみならず、チンパンジー、

そのほかの楽しい猿たちにも注目。

Qどうしてゴリラをたくさん描いているのでしょう？

A, 3つの理由があります。
　　　　1．人間にそっくりだから　

　　　　2．見て飽きない動物だから　

そして、3．□□□□□□！　
最後の答えは、展示を見てのお楽しみ。

イギリスで初めて国際アンデルセン賞を受賞した画家、アンソニー・ブラウン！
小さなノーベル賞とも言われ、2 年に一度、子どもの本についての全功績に対して国際児童図書評議会（IBBY）から与えられる名誉

ある国際アンデルセン賞を、2000年にイギリス人画家としては初めて受賞しました＊。今年 66歳になるアンソニー・ブラウンの、写

真や資料、未邦訳の書籍も展示します。

アンソニー・ブラウンの絵本の魅力は、絵のなかにあり。
本展覧会では、じっくりと、納得がいくまで、丁寧につくられてきた彼の絵本から、厳選した 12 冊の原画を「ゴリラ」「家族」「絵本

のなかの美術」「童話の世界」の４つのキーワードに分けて紹介。その絵のなかに込められたさまざまな面白さや秘密を、画家のこ

とばをもとに探してください。

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申込書」をご覧ください。

図版について：

PRESS RELEASE

Ⅱ-5, アンソニー・ブラウン
　　　　　　『ボールのまじゅつしウィリー』1995年

Ⅱ-4, アンソニー・ブラウン『ウィリーの絵』より　2000年

＊日本では赤羽末吉、安野光雅が受賞しています。



世界の絵本画家が描く個性的な動物たちの世界

2本足で歩いたり、着飾ったり、思い悩んだり……、絵本には、人間の

ような姿で描かれた動物が数多く登場します。絵本画家はそれぞれの

描き方で、動物たちを擬人化して描き、人間の本質を巧みに表現して

います。本展では、当館コレクションのなかから、“擬人化された動物 ”

をテーマに作品を展示し、動物の姿に託された画家たちの思いを紹介

します。

ちひろ美術館コレクション

人になった動物たち
5月11日（金）～ 7月10日（火）

会期： 2012 年 5月 11 日（金）～ 7月 10 日（火）（58日）
○開館時間＝9：00～ 17：00

　（ただし 4月 28 日（土）～ 5月 6 日（日）は 18：00まで）

○休館日＝第 2・4 水曜日

　……5月 23日・6月 13日・6月 27日（いずれも水曜日）

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

出展作品数： 34 点

主な出展作品： ユゼフ・ヴィルコン（ポーランド）『イタチの襟巻きをしたトラ』より　1993年

エフゲーニー・ラチョフ（ロシア）『つぼのおうち』より　1959 年

ニコライ・ポポフ（ロシア）『クルイロフの寓話』より　1989 年

エロール・ル・カイン（イギリス）『魔術師キャッツ』より　1990年

アーノルド・ローベル（アメリカ）『ふたりはいっしょ』のイメージ　1981年

武田美穂（日本）『となりのせきのますだくん』より　1991 年

西巻茅子（日本）『わたしのワンピース』より　1969 年　ほか

展覧会名：ちひろ美術館コレクション　人になった動物たち

主催：ちひろ美術館

PRESS RELEASE

お問い合わせ 安曇野ちひろ美術館　広報担当　入口・松本・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-mail:apublicity@chihiro.or.jp

Ⅲ-3,アドルフ・ボルン
　　　『猫とかめ』より　1987年

Ⅲ-1, ユゼフ・ヴィルコン　イーゼルの前の象ポートレート　1993年

東欧を代表する絵本作家、ユゼフ・ヴィルコン。ポーランドの自然豊かな村・ボグチッ

ツェに生まれ、幼少時代をさまざまな動物に囲まれて暮らしていたヴィルコンは、友

だちを見るような親しい視点から動物たちを描いています。画家自身を髣髴とさせ

る象のポートレートでは、人間味あふれる表情やユーモラスな仕草を見せています。

Ⅲ-2, エフゲーニー・ラチョフ　『つぼのおうち』より　1959年

ミリオンセラーの絵本『てぶくろ』で知られるロシアを代表する絵本画家・エフゲー

ニー・ラチョフ。彼が度々題材として描いたロシア民話には、動物の姿を借りて、人間

の性質をあらわした物語が多く登場します。ラチョフはさらに、民族衣装を着せて描

くことによって、性別や社会的地位を表現し、物語のおもしろさをいっそう引き出し

ています。



Ⅳ-1,いわさきちひろ　アヒルとクマとあかちゃん　1971年

撮影：橋本裕貴

PRESS RELEASE

INFORMATION

お問い合わせ 安曇野ちひろ美術館　広報担当　入口・松本・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-mail:apublicity@chihiro.or.jphttp://www.chihiro.jp/

尚、当日（4/25）、安曇野ちひろ美術館は休館日ですが、試写会に参加された方のために18:00まで特別開館いたします。

開催中の展示「ドキュメンタリー映画公開記念展　ちひろ 27歳の旅立ち」を、あわせてご覧ください。

ちひろのドキュメンタリー映画ができました。7月からの一般公開に先立ち、県内初の関係者
向け試写会を行います。
※一般向けではありません。報道、関係者の方をご招待いたします（申し込み制）。内容についてのご質問は、安曇野ちひ
ろ美術館広報担当までお問い合わせください。

毎年五月、長野県・松本市を中心に、美術館、博物館、クラフト
フェアなど 50の会場で工芸の企画展が開かれています。
http://matsumoto-crafts-month.com/

工芸の五月 2012　子どものための工芸展　vol.2

子どもに伝えたいもの。ずっと大切にしたいもの。銀細工、陶器、染、織、木工など、
現在活躍中の工芸作家が子どものためにつくった作品を展示・販売します。
5 月 20 日（日）には、出展作家 吉田慎司氏による、ほうきづくりのワークショッ
プも開催します。
会期：2012年 5月 11日（金）～ 7月 10日（火）

会場：安曇野ちひろ美術館　

料金：大人 800円／高校生以下無料

休館日：第 2・4水曜日　

日時：5月 20日（日） 

　　　10：00～ 12：00／ 13：00～ 15：00

講師：吉田慎司

定員：各 8組 16名　※大人だけの参加も可

参加費：2500円（入館料別）

お申し込み：安曇野ちひろ美術館　0261-62-0772

ドキュメンタリー映画「いわさきちひろ～ 27歳の旅立ち～」完成！

親子のためのワークショップ　ちいさな
ほうき

箒づくり

海南友子監督トーク
ちひろの生きる強さを知り、絵の印象が 180度変わったと語る海南監督。3 年に及ぶ取材

を通して感じたことや映画製作過程でのエピソードなどを語っていただきます。

映画試写（96 min.）

①14:00～ 14:30

②14:30～　

●4月 14日（土）より、
　あづみ野周遊バス運行開始
安曇野の原風景を眺めながら、観光地や

文化施設をめぐるあづみ野周遊バスが、

今年も安曇野ちひろ美術館を通ります。

□運行期間 4～ 10月（指定日のみ）

□1日 8便運行

□全区間フリー乗降（大人 800 円・小

　人 400円で乗り降りが自由）

●第 1回 安曇野まつかわ
  「五月の風」音楽祭　街角コンサート
松川村すずの音ホールに隣接するリンリ

ンパーク（雨天時：松川小学校体育館）で

開催される音楽祭の一環として、参加グ

ループによるコンサートが開かれます。

日時：5月 13日（日）　10：00～

会場：安曇野ちひろ公園（美術館入口付近）

※詳細のお問い合わせは、
安曇野市観光協会　TEL.0263-82-3133まで

※詳細のお問い合わせは、
安曇野まつかわ「五月の風」音楽祭実行委員会　
TEL.0261-62-2481（すずの音ホール）まで

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：毎週第 2・4土曜日

　　　いずれも 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

内
容

出展作家：上野みどり

片岡清英・紀子

KINTA

日高英夫

松原智仁

松崎麗

翠川祥子

森友見子

山本葵

吉田慎司ほか

4月25日（水）14:00～（13:30より受付開始予定）
すずの音ホール


