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ＩＳＳＮ １８８４−７７３０

毎月第２・４土曜日
１１：００～
参加自由、入館料のみ

●おはなしの会 ●ギャラリートーク
毎月第２・４土曜日
参加自由、入館料のみ
１４：００～ちひろ展
１４：３０～世界の絵本画家展または企画展

●次回展示予定　2015年9月26日（土）～11月30日（月）

ちひろの代表作「ぶどうを持つ少
女」。本展では、「ちひろの紫」「横
顔のシルエット」「帽子のおしゃ
れ」など、５つのテーマからこの
作品の魅力とちひろの表現を紹介
します。

いわさきちひろ
ぶどうを持つ少女　１９７３年

詳細・最新情報はホームページからもご覧いただけます。　http://www.chihiro.jp/　TEL. ０２６１－６２－０７７２　FAX ０２６１－６２－０７７４
  https://www.facebook.com/chihiro.azumino

安曇野ちひろ美術館　イベント予定　各イベントの予約・お問い合わせは、安曇野ちひろ美術館へ。

〈展示室1・2〉ちひろを語るこの一点
　　　　　　　「ぶどうを持つ少女」の魅力

〈展示室4〉〈企画展〉『はしれ、トト！』 조  은  영 の絵本づくり展
チョ ウン ヨン

韓国の絵本画家チョ・ウンヨンは、デ
ビュー作『はしれ、トト！』で、馬が好
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
に輝きました。本展では、絵本原画とと
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
大胆な絵本づくりを紹介します。
チョ・ウンヨン（韓国）『はしれ、トト』（文化出
版局）より　２０１０年（個人蔵）

〈展示室3〉ちひろ美術館コレクション １０人の絵本画家 １０の絵本づくり
〈展示室2〉ちひろの人生　　〈展示室5〉絵本の歴史

●近隣市町村入館無料デー
９月１３日（日）白馬村・小谷村　村民入館無料デー

●敬老の日
９月２１日（月・祝）は、６５歳以上の方は入館料無料となります。

図２　佐藤卓　チロリアン五人衆・立体　２００６年

図７　いわさきちひろ×佐藤卓＝バナー　２０１４年

いわさきちひろ×佐藤卓の実験室

佐藤卓のデザイン採集

＊図１、２、３、７、８は、２０１４年にちひろ美術館・東京で
開催された展覧会での写真です。

図９　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図８　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図６　いわさきちひろ
 ひまわりとあかちゃん　１９７１年

図３　佐藤卓　千鳥屋　チロリアン　１９９７年

●夜のミュージアム
８月２９日（土）は、２１：００まで開館。浴衣でご来館の方には、カフェ
でドリンクをサービス。当日は、「すずむしの里クリスタルシンフォ
ニー」も開催され、安曇野ちひろ公園では、すずむし採り（無料）が
行われます。（１９：００～雨天延期）

●朝のミュージアム
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
す。絵本カフェも８：００からオープン。「朝のおはなしの会」（９：００
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

●2016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
定のスタンプラリーも行っています。

○全国のトットちゃん大集合
８月９日は黒柳徹子館長の誕生日です。全国のテツコさん、テツコ
ちゃんは、安曇野ちひろ美術館に集合！来館してくださった“トット
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
日　時：８月９日（日）

○トットちゃんの肝だめし
夏休みにお寺で「肝だめし」をしたトットちゃん。夜の安曇野ちひろ
公園で初の「肝だめし」をします。この日は、夜のミュージアムのた
め、２１：００までの開館です。
日　時：８月２９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合

○鉄道ファンあつまれ！　電車特別見学会Ⅱ
改修工事中のトットちゃんの電車の教室を、特別に見せていただきま
す。
日　時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
会　場：安曇野ちひろ美術館　正面入口に集合

●展示関連イベント
　いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ
展覧会に関連し、ちひろの絵とコラボレーションするワークショップ
を開催。期間中、地元・松川中学校の中学生ボランティアによる、安
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。

○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
日　時：７月２９日（水）～８月１６日（日）
参加費：５００円（入館料別）
定　員：１日３回　各回１０名（先着順）

○ちひろの線とコラボレーション
佐藤卓が選んだちひろの「線」をもとに、自由に描いてみましょう！
投稿作品のなかから選ばれた作品を、美術館に展示します。
日　時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）

ワークショップ作品のイメージ

図１　佐藤卓　明治おいしい牛乳　２００１年

佐藤卓が選んだちひろの絵

図５　いわさきちひろ
 葛温泉・高瀬川で遊ぶ子どもたち　１９５６年

図４　いわさきちひろ
 ブランコと子どもたち　１９７１年

●松川中学校　図書委員による絵本の読み聞かせ
松川中学校の図書委員が、館内で、絵本の読み聞かせを行います。
日　時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
　　　　各日①１２：３０～　②１３：３０～

８月は休まず開館します。（８/８土～８/１６日は、１８：００まで開館延長）
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●展示室1

いわさきちひろは、その55年の人生の
うちのおよそ半分を、印刷美術の画家と
して生きました。それは、戦後日本の社
会と経済が発展し、子どもの本の出版が
花開く時期とも重なります。

本展は、ちひろの画家としての歩み
を、のこされている作品や資料から多面
的に紹介しようと試みるものです。
油絵を学ぶ

ちひろは14歳のと
きから画家・岡田三
郎助のアトリエに通
い、デッサンをしな
がら油絵かきになる
努力をしたものの、
「才能乏しくほとほ
と悲しくなって」絵
の道を一旦は諦めま
すが、24歳のときに中谷泰に師事し再び
油絵を描き始めます。ちひろ美術館の収
蔵する、ちひろの最も古い作品は、油彩
画「なでしことあざみ」です。中谷のア
トリエにあったため、戦争で焼かれるの
を逃れました。当時の中谷の色面で対象
を描く平面的な表現の影響がみられま
す。
出版文化の担い手のひとりとして

二度の満州（現在の中国東北部）への渡
航、最初の結婚の不幸な終焉、東京の空襲
での実家の消失の後、ちひろは日本の敗
戦を疎開先の松本で迎えました。今まで
知らなかった戦争の事実を初めて共産党
の演説会で知り、戦争を二度としてはな
らないという気持ちから入党し、党の宣
伝芸術学校で学ぶべく、1946年 5 月ひと
り上京します。

まだ戦後の物資の乏しい東京では叔母
の家の屋根裏に身を置き、まず人民新聞
社の記者として日中は働きながら、夜間
は芸術学校に通うという暮らしを始めま
す。そのときちひろを支えた江森盛弥（図
2 ）から、当時画家たちとデッサン会を
池袋で開いていた丸木俊・位里夫妻を紹
介され、ちひろは丸木のアトリエにも出
入りするようになります。1947年には、
最初の単行本の仕事となった、『わるい
キツネその名はライネッケ』（江森盛弥

作　霞が関書房）が出版されます。（図 3 ）
さまざまな人に助けられ、仕事を紹介

され、ちひろは絵で生きていく自信をつ
けていきます。特に大きなきっかけとな
ったのが、紙芝居のための絵の注文でし
た。戦後、盛んだった街頭紙芝居はテレ
ビの普及で姿を消していき、かわりに保
育教材として紙芝居が幼稚園などで求め
られるようになりました。需要が高まっ
た教育紙芝居のために、ちひろは最初に
アンデルセンの『お母さんの話』を描
き、文部大臣賞を受賞、さらに 4 年後に
は、同じくアンデルセン作の『雪の女
王』（図 4 ）を手がけています。

図 4 　紙芝居『雪の女王』表紙　1954年

さらに、戦中規
制されていた外国
の文学がベビーブ
ームと比例するか
のように大量に、
少年少女向けの文
学全集として各社
から競って出版さ
れ る よ う に な る
と、多くの画家が

カットや装丁、章扉の絵に携わり、ちひ
ろもそのひとりとなりました。（図 5 ）

子どものための出版物として、絵雑誌
もよく読まれました。カラー印刷をいか
した、ページごとに異なる内容が、読者
の目をひきました。ちひろは、「キンダ
ーブック」、「よいこのくに」、「こどもの
せかい」などの絵雑誌に描きましたが、
年を経るごとに、絵が変化していくよう
すがわかります。（図 6 ）

図 6 　ききょうとこどもたち　「こどものせかい」1967年

ちひろは、絵雑誌の仕事を評価され、
1956年に小学館児童文化賞を受賞してい
ますが、同じ年に、創刊されたばかりの
福音館書店の月刊絵本「こどものとも」
の12月号に『ひとりでできるよ』を描
き、カンヅメになりながらも、当時 5 歳
だった一人息子、猛を主人公の男の子に
重ね、絵本デビューをしています。（図 7 ）

画家としての権利を求めて
仕事が多忙をきわめるなかでも、ちひ

ろは画家仲間とともに当然の権利を求め
て立ち上がります。1961年、ちひろは画
家の太田大八らとともに、教科書のため
の絵の無断使用や、画家への印税不払い
の問題を解決すべく、教科書執筆画家連
盟を立ち上げ、裁判で教科書協会とたた
かいます。文章の作者には印税を支払い
ながら、画家からは作品を買い取るの
み、という状況に疑問を投げかけ、印税
でなければ、絵を描かないという立場を
つらぬきました。この連盟を広げて、日
本児童出版美術家連盟を設立、ちひろは
理事として、陰ながら画家たちを支え続
けました。この運動のおかげで、現在ち
ひろ美術館には多くのちひろの作品がの
こり、画家の著作権という認識も一般的
になりつつあります。
絵本にしかできないこと

ちひろは『ひとりででできるよ』か
ら、亡くなる前年の1973年に出版された
『戦火のなかの子どもたち』まで、40冊
を超える絵本に携わりました。そのなか
で、至光社の編集者、武市八十雄との名
コンビによる、ちひろが絵と文章を手が
けた 6 冊の絵本は、独特の味わいがあり
ます。欧米の絵本文化に刺激され、絵本
にしかできないことをしよう、という意
気込みが二人の出発点でした。1968年か
ら晩年まで年に 1 冊というペースなが
ら、毎回実験的な試みをして画材や表現
をかえ、文章の説明をする絵ではなく、
感じさせる絵をめざしました。（図 8 ）

図 8 　 海の夕焼けと手紙をかく少女『ぽちのきたうみ』
1973年（ピエゾグラフで展示）

子どものしあわせと平和を願いなが
ら、画家として絵本の可能性を追求し続
けた、ちひろの人生と画業の全貌をご覧
ください。 （松方　路子）

●2017年7月8日（土）～9月12日（火）

開館20周年記念　Ⅲ いわさきちひろの歩み
主催：ちひろ美術館、信濃毎日新聞社

図 2 　江森盛弥氏　1946年 図 3 　『わるいキツネそ
の名はライネッケ』（口絵
・印刷物）

図 1 　なでしことあざみ
　　　1940年代前半

図 5 　『ケティー物語』より
　　　1960年

図 7 　顔を洗う男の子『ひとりでできるよ』1956年

＊続編は、ちひろ美術館・東京の美術館だよりに掲載します
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●展示室4

今日に至るまでの100年におよぶ日本
の絵本の歩みをたどってみると、そこに
は激動の社会情勢に翻弄されつつも、子
どもたちに希望や自由を手渡すための、
よすがとして、脈々と連なってきた豊か
な表現を見て取ることができます。日本
の絵本の歩みを、ちひろ美術館コレクシ
ョンも含めた貴重な資料と原画でたどる
本展は、内容を替えてちひろ美術館・東
京でも開催します。本稿では大正期から
1960年代までの日本の絵本を中心に紹介
し、続編はちひろ美術館・東京の美術館
だよりに掲載します。
1910年代～40年代前半―童画の誕生

1910年代、大正デモクラシーの機運を
背景に、童話や童謡を中心とした子ども
向けの雑誌が相次いで創刊されました。
子どもたちに本物の芸術に触れてもらお
うと、一流の作家や作曲家、画家が参加
します。鈴木三重吉が主宰した童謡雑誌
「赤い鳥」の創刊号を飾ったのは、清水
良雄の絵でした。（図 1 ）

図 1 　清水良雄　お馬の飾り　「赤い鳥」創刊号表紙
　　　1918年　ちひろ美術館蔵

「子供之友」では、漫画家の北澤楽天
や画家の竹久夢二、村山知義らが起用さ
れ、子どもたちを楽しませる視覚的な要
素が重視されました。

さらに、子どもたちに童話や童謡、季節
の風物や行事などを絵を中心に伝える絵
雑誌が生まれ、「コドモノクニ」を始めと
する芸術性の高い絵雑誌を舞台に岡本帰
一、武井武雄、初山滋（図 2 ）といった画家
が活躍し、「童画」という言葉が誕生しま
す。文章のための添えられた絵ではなく、
ひとつの独立した芸術として、童画は今
日の日本の絵本の礎となりました。洒脱
で都会的な童画のイメージは、当時の子
どもたちに強烈な憧憬を掻き立てました。
いわさきちひろも「コドモノクニ」に夢
を抱いた子どものひとりです。絵雑誌
は、次世代の絵本のつくり手や、芸術家
に大きな影響を与えました。

しかし、昭和期に入り、日中戦争、第
二次世界大戦による物資不足や出版統制
があいまって、次第に絵雑誌のなかから

自由で豊かな表現が消え、統廃合が繰り
返されて、絵雑誌は衰退の一路をたどる
こととなります。

図 2 　初山滋　蝶サンウツシマスヨ　「コドモノクニ」より
　　　1933年　個人蔵

1950年代―
「岩波子どもの本」と「こどものとも」

第二次世界大戦後、日本中に焼け野原
が広がるなかで、民主主義という新しい
思潮に支えられ、子どもたちに美しいも
のや、希望を与えるべく、絵本は再び息
を吹き返します。石井桃子が編集長をつ
とめた「岩波子どもの本」では、高い水
準の外国の翻訳絵本が刊行され、絵本の
つくり手たちに刺激を与えました。この
シリーズから、日本の作家と画家による
創作絵本も生まれ、今日まで親しまれて
います。機関車を主人公にした『きかん
しゃやえもん』（図 3 ）もそのひとつです。

図 3 　阿川弘之・文　岡部冬彦・絵
『きかんしゃやえもん』（岩波書店）表紙　1959年

1956年、福音館書店は月刊絵本「こど
ものとも」を創刊します。編集長の松井
直は、さまざまなジャンルから個性豊か
な才能のある描き手を起用し、質の高い
創作絵本を毎月刊行しました。初期の絵
本のなかには、宮沢賢治の童話を茂田井
武が描いた『セロひきのゴーシュ』の他、
子どもの集団生活をちひろが描いた『み
んなでしようよ』（図 4 ）も含まれます。
「こどものとも」のテーマは、昔話や童

話、子どもの生活に即した物語や科学な
ど、その内容は多岐にわたります。子ど
もへの教条的な視点からではなく、子ど
も自身の発想に近づき、想像力や好奇心
を刺激する内容は、子どもたちの人気を
博し、繰り返し手に取られてきました。
「こどものとも」では、横長の判型に

横書きの文章も採用され、場面の展開を
意識した絵本独自の表現が模索されるよ
うになります。赤羽末吉の『だいくとお
にろく』（図 5 ）では、白黒とカラーの
ページが交互に展開し、「墨絵」と「大
和絵」の表現で描き分けられています。
日本の伝統的な美術の技法を取り入れ
て、格調の高い美しさと親しみやすさを
見事に両立させています。

図 5 　赤羽末吉『だいくとおにろく』（福音館書店）より
　　　1967年　ちひろ美術館蔵

1960年代―
あかちゃんから大人まで楽しむ絵本

1960年代に入ると、高度経済成長期の
好景気を背景に、各出版社から趣向を凝ら
した単行本の創作絵本が刊行されるよう
になります。至光社では、編集長・武市八
十雄が企画編集して、世界でも評価される
ような芸術性の高い絵本づくりに取り組
みます。ちひろと組んだ『あめのひのおる
すばん』もそのひとつで、詩情豊かな絵で
展開する絵本は、感じる心に訴えかけ、子
どもだけではなく、大人も魅了しました。

図 6 　瀬川康男『いないいないばあ』（童心社）より
　　　1967年　ちひろ美術館蔵

一方で、あかちゃんを対象にした絵本
も生まれます。童心社の編集長・稲庭桂
子は、あかちゃんにも妥協のない文と絵
による良い絵本をと考え、あかちゃん向
けの絵本を企画します。『いないいないば
あ』は、ことばのリズムと絵の展開で、
乳幼児向けの伝承遊びを絵本にしたもの
です。松谷みよ子の文章、瀬川康男の
絵、辻村益郎のブックデザインにより、
あかちゃんの五感に訴えるミリオンセラ
ーの絵本が誕生しました。 （原島　恵）

●2017年7月8日（土）～9月12日（火）

開館20周年記念　Ⅲ
〈企画展〉日本の絵本100年の歩み

主催：ちひろ美術館、信濃毎日新聞社
後援： 絵本学会、（一社）日本児童出版美術家連盟、（公社）全国学校図書

館協議会、（一社）日本国際児童図書評議会、日本児童図書出版協会、
（公社）日本図書館協会、長野県教育委員会、松川村教育委員会

図 4 　いわさきちひろ　大きな時計をつくる子どもたち
　　　『みんなでしようよ』（福音館書店）より　1956年
　　　ちひろ美術館蔵



4

●展示室3

●活動報告

●2017年7月8日（土）～9月12日（火）

ソウル市立図書館における「いわさきちひろ展　Paint Children」
4 月26日（水）～ 5 月28日（日）

ちひろ美術館コレクション 貼る！コラージュの絵本

「コラージュ」とは、〈糊付け〉を意味
するフランス語で、20世紀美術の一技法
です。新聞紙の切り抜きや切手などを画
面に貼り付けたパピエ・コレ（糊付けさ
れた紙）が始まりとされ、キュビスムや
シュールレアリスムの画家たちに多用さ
れました。絵本の世界でも、描くのとは
またちがった効果をもたらすコラージュ
の技法は、多くの画家たちを魅了してき
ました。本展では、ちひろ美術コレクシ
ョンのなかから、コラージュを用いた作
品を展示し、さまざまな質感が織り成す
多彩な表現の魅力を紹介します。

図 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

1969年に誕生したエリック・カールの
『はらぺこあおむし』は、今も世界中で
最も愛されている絵本のひとつです。本
展では、この絵本からイメージして描か
れた、縦寸法が 1 メートルにもおよぶ特

大の作品（図 1 ）が展示されます。カー
ルの個性的な作風は、手彩色した薄紙を
カッターナイフで切り取り、コラージュ
するという、独自の手法でつくり出され
たものです。カッティングによる輪郭線
は描いた線にくらべてはるかに鋭く、カ
ラフルな色調と相まって作品をシャープ
で明快なものにしています。また半透明
の薄紙を重ねることで、複雑な色のニュ
アンスと立体感を生み出しています。

図 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

アルゼンチンのクラウディア・レニャ
ッツィ作『わたしの家』の画面には、糸
や植物、段ボール、梱包材など身近なも
のが貼り込まれています（図 2 ）。貼って
何かをつくる造形遊びは誰しも経験ある
もので、楽しい感覚を呼び覚まします。

チェコのクヴィエタ・パツォウスカー
の『紙の町のおはなし』（図 3 ）では、鉛筆
で文字を書き込んだり、クレヨンで彩色

したり、カッターで切ったものや手でち
ぎったもの、透ける薄い和紙など、異な
る表情を持つ紙片が幾重にも貼り込まれ
ています。紙の素材を生かした、コラー
ジュならではの変化に富んだ作品です。

赤羽末吉は『お月さん舟でおでかけな
され』で、薄い和紙を色違いで重ね、絵
の具とは異なる色合いを追求しました。
韓国のシン・ドンジュンは、地下鉄を舞
台にした絵本のなかで、切手を乗客に見
立てています。台湾出身でコスタリカ在
住のウェン・シュウは、中米の伝統刺繍
と中国の切り絵の技法を生かした独特の
画風を確立しました。多彩なコラージュ
作品からは、さまざまな素材の面白さと
ともに、画家の個性や世界の多様な文化
が見えてきます。 （山田実穂）

4 月26日（水）から 5 月28日（日）まで、
ソウル市立図書館でピエゾグラフによる

「いわさきちひろ展」（協力：ＮＧＯ絵本
美術館市民の会、後援：国際交流基金ソ
ウル日本文化センター）を開催しました。

ソウル市立図書館は、ソウル市庁前にあ
る市の中心的な図書館で、海外図書部門
も充実。建物は、旧ソウル市庁舎をリニュ
ーアルしたもので、日本統治時代の1926年、京
城府庁舎として建築された歴史的建造物
です（2003年に、文化財に登録）。

今回、ソウル図書館でちひろの絵に出
会える機会をと、韓国の子どもの月にあ
たる 5 月に展覧会開催の運びとなりまし
た。ちひろの作品30点を、3 つのテーマ

「あかちゃん」「子ども」「絵本」（絵本：
7 作品）で展示。韓国でも翻訳され、読

み継がれている『窓ぎわのトットちゃ
ん』については、作品の展示だけでな
く、当時のトモエ学園のようすを、写真
や解説で紹介。昨年、安曇野ちひろ公園
にオープンしたトットちゃん広場のよう
すも写真で紹介しました。また、ちひろ
の絵本30冊を自由に閲覧できるスペース
も設置しました。

展覧会会場のようす（中央は絵本閲覧スペース）

展覧会の初日には、オープニングセレ
モニー、ギャラリートークを開催。ギャ
ラリートークでは、ちひろの作品のポイ
ントを紹介しました。そのひとつが、月
齢の違うあかちゃんを描きわけることが
できたというちひろの「おつむてんて
ん」。「どこに重心があると思いますか。」
の問いかけに、参加者のひとりが実際に
絵のあかちゃんと同じポーズをとって再

現。重心を捉えるちひろのデッサン力を
体感しました。

隔週日曜日には、ソウル在住の日本人
ボランティアの方によるおはなしの会を
開催。韓国で出版されているちひろの絵
本の読み聞かせを行いました。最終日に
は、副館長・竹迫祐子が、「いわさきち
ひろの絵と人生」と題して講演を行い、
70名近くの方が参加、熱心に耳を傾けて
くださいました。

この展示は、今後は、ソウルの Dobon
奇跡の図書館をはじめ、韓国内を巡回予
定です。多くの方々に、ちひろの作品や
絵本を見ていただく機会を得たことに感
謝すると同時に、作品を通して、ちひろ
の平和への願いがさらにつながっていく
ことを願います。 （田邊絵里子）

図 3　クヴィエタ・パツォウスカー（チェコ）
　　　『紙の町のおはなし』より　1999年

開館20周年記念　Ⅲ
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みこと

 4月23日　ちひろ公園おさんぽ
……「みなさん、今日は、とても
よく勉強したから、午後は、なに
をしたい？」トットちゃんが考え
るより前に、みんなが口々に、
「散歩！」といった。……
『窓ぎわのトットちゃん』散歩　より抜粋

4 月のよく晴れた日、トットちゃ
んがいつも楽しみにしていた、散
歩に出かけました。広場を飛び出
して、近くを流れる乳川でお気に
入りの石集めをしたり、畑の野菜
を観察したりと、松川村の自然に
触れた子どもたち。「見たことの
ない蛇に遭遇してびっくり！」「は
じめて花の蜜を吸ったんだ」とう
れしそう。身近な環境のなかで
も、大発見の連続でした。

 5月21日　はんごうすいさん
トットちゃんが、食べものを自分
たちでつくる楽しさと大変さを知
ったという、飯盒すいさん。はじ
めての薪割りや火起こしに悪戦苦
闘しながらも無事に完成。みんな
で持ちよった具材がたくさん入っ
た豚汁をいただきました。よろこ
んでおかわりをする子どもの姿
に、「普段はこんなにたくさん食べ
ないのに！」と驚くお母さんも。

 6月10日　リトミック体験
トモエ学園の小林校長先生が、は
じめて小学校の教育に取り入れた
リトミック。幼児向けの回はトモ
エの講堂で開催。音楽を“耳では
なく、心で感じる”ことを意識し
ながら、お母さんやお父さんの膝
のうえでピアノの音色に合わせ
て、楽しく体を揺らしました。
夏～秋には「肝試しと野宿」「電車
寄席」を開催します。 （畔栁彩世）

［高畑勲がつくるちひろ展　感想ノートより］

3月29日（水）
新しいちひろを見た。さまざまな
ところが工夫されていた。特に、
黒に染まっているエリア。私は立
ちすくんだ。絵に驚き、目から涙
があふれそうになった。
4月27日（木）
おにたが躍動していました。大き
く拡大した『ぽちのきたうみ』の
一場面。思わず私も「ぽち～‼」
と呼んで浜辺をいっしょに走りた
くなりました。高畑さんの一つひ
とつのコメントに「あ！そうだっ
たのか」と思うことがいくつもあ
り、いろんな人にそれぞれのちひ
ろの絵があるんだなと改めて思い
ました。焼け跡の姉弟、入るのを
ちょっとためらってしまう一室。
でも、入りました。入ったから、

伝わってくるものがありました。
［奈良美智がつくる茂田井武展　感想ノートより］

5月8日（月）
茂田井武展夢の旅人、感動しまし
た。ことばと額の置き方、壁のつく
り方、いきいきとした動きを感じ
ました。よかったです！スライド
で見る日記は、どんどん変わるの
で、ことばは、たまたま目に入った
部分だけわかる。それもまたよい。
茂田井さんの旅の画集、ほんとう
にすばらしいですね。よい時間を
ありがとう。奈良美智さんありが
とう。奈良さん自身の作品もこの
美術館で見たいなぁ。 （NDka）
5月18日（木）
0 歳のあかちゃんとふたりで来ま
した。ちひろさんのやさしい絵柄
がとても好きです。息子にもいっ
ぱい絵本を読ませたいです。トモ

エ学園にあこがれて、昔、何度も
読んだトットちゃん。ここへ来た
らまた読みたくなって、買いまし
た。展示がかわるのも楽しみで
す。また来ます。
5月31日（水）
初めての安曇野。妻が好きでちひ
ろ美術館に来ました。絵本の歴史
が17世紀くらいからということを
知って、絵本がある時代に生きて
いるのは当たり前ではないのだな
と。芸術を楽しむには、平和で安
心できる世界が必要だと思う。孤
独や悲しみ、痛みや恨み、憎しみ
や享楽から生まれる芸術もあると
思うが、願わくば安心と希望に満
たされたなかで、探究心や発見、
愛や希望から芸術が生まれていく
ことを祈ります。
 （By.Maruco）

5月27日（土）
5 年目の開催となる「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」が行われた。
遠くは愛知県から過去最多の約80
人が、松川村のボランティアガイ
ドといっしょに残雪の山々が田ん
ぼに映る水鏡を望みながら歩道を
進む。ちひろのスケッチポイント
では、美術館スタッフが作品と松
川村のゆかりを紹介。

ゴール地点となった安曇野ちひろ
公園の体験交流館では、松川村の
お母さんたちによる鈴ひかりのお

にぎりとほかほかの豚汁がふるま
われ、松川村の豊かな自然を五感
で堪能する一日となった。
6月3日（土）
あかちゃんが初めて訪れるファー
ストミュージアムとして親子でち
ひろ美術館を楽しんでもらえるよ
う、今日は 0 ～ 2 歳児のお子さん
を持つ親子10組をご招待。展示室
では、絵のなかに描かれているも
のをいっしょに発見しながら作品
を鑑賞したり、あかちゃんが泣き
出したら公園で気分転換してみる
など、子どもと美術館で過ごすヒ
ントをお伝えしながら、ゆっくり
と館内を一周した。参加者からは
「普段はほとんど子どもとふたり
きりで過ごしているが今日はたく
さんの人と出会えて、手遊びも教
えてもらえてよかった」「子ども
が思っていた以上に楽しんでくれ

たので親も楽しめた」といった声
が届いた。

6月4日（日）
おとなりの大町市で北アルプス国
際芸術祭2017が開幕した。36組の
作家による作品を雄大な北アルプ
スを眼前に望む大町市の各所で楽
しめる。今日は、初日を楽しみに
待っていたという方が帰りに当館
へ立ち寄られる姿も。アートをき
っかけに地域の魅力を発見できる
芸術祭。これから約 2 ヵ月の開催
期間中、多くの人に足を運んでも
らいたい。

トットちゃん
広場より
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Ⅲ『窓ぎわのトットちゃん』に
ちなんだイベントを毎月開催！

弁当を食べるおさげ髪の少女
1958年

オープンからもうすぐ 1 年の広場。いろいろな草花がにぎやかに咲いています。
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１４：００～ちひろ展
１４：３０～世界の絵本画家展または企画展

●次回展示予定　2015年9月26日（土）～11月30日（月）

ちひろの代表作「ぶどうを持つ少
女」。本展では、「ちひろの紫」「横
顔のシルエット」「帽子のおしゃ
れ」など、５つのテーマからこの
作品の魅力とちひろの表現を紹介
します。

いわさきちひろ
ぶどうを持つ少女　１９７３年

詳細・最新情報はホームページからもご覧いただけます。　http://www.chihiro.jp/　TEL. ０２６１－６２－０７７２　FAX ０２６１－６２－０７７４
  https://www.facebook.com/chihiro.azumino

安曇野ちひろ美術館　イベント予定　各イベントの予約・お問い合わせは、安曇野ちひろ美術館へ。

〈展示室1・2〉ちひろを語るこの一点
　　　　　　　「ぶどうを持つ少女」の魅力

〈展示室4〉〈企画展〉『はしれ、トト！』 조  은  영 の絵本づくり展
チョ ウン ヨン

韓国の絵本画家チョ・ウンヨンは、デ
ビュー作『はしれ、トト！』で、馬が好
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
に輝きました。本展では、絵本原画とと
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
大胆な絵本づくりを紹介します。
チョ・ウンヨン（韓国）『はしれ、トト』（文化出
版局）より　２０１０年（個人蔵）

〈展示室3〉ちひろ美術館コレクション １０人の絵本画家 １０の絵本づくり
〈展示室2〉ちひろの人生　　〈展示室5〉絵本の歴史

●近隣市町村入館無料デー
９月１３日（日）白馬村・小谷村　村民入館無料デー

●敬老の日
９月２１日（月・祝）は、６５歳以上の方は入館料無料となります。

図２　佐藤卓　チロリアン五人衆・立体　２００６年

図７　いわさきちひろ×佐藤卓＝バナー　２０１４年

いわさきちひろ×佐藤卓の実験室

佐藤卓のデザイン採集

＊図１、２、３、７、８は、２０１４年にちひろ美術館・東京で
開催された展覧会での写真です。

図９　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図８　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図６　いわさきちひろ
 ひまわりとあかちゃん　１９７１年

図３　佐藤卓　千鳥屋　チロリアン　１９９７年

●夜のミュージアム
８月２９日（土）は、２１：００まで開館。浴衣でご来館の方には、カフェ
でドリンクをサービス。当日は、「すずむしの里クリスタルシンフォ
ニー」も開催され、安曇野ちひろ公園では、すずむし採り（無料）が
行われます。（１９：００～雨天延期）

●朝のミュージアム
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
す。絵本カフェも８：００からオープン。「朝のおはなしの会」（９：００
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

●2016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
定のスタンプラリーも行っています。

○全国のトットちゃん大集合
８月９日は黒柳徹子館長の誕生日です。全国のテツコさん、テツコ
ちゃんは、安曇野ちひろ美術館に集合！来館してくださった“トット
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
日　時：８月９日（日）

○トットちゃんの肝だめし
夏休みにお寺で「肝だめし」をしたトットちゃん。夜の安曇野ちひろ
公園で初の「肝だめし」をします。この日は、夜のミュージアムのた
め、２１：００までの開館です。
日　時：８月２９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合

○鉄道ファンあつまれ！　電車特別見学会Ⅱ
改修工事中のトットちゃんの電車の教室を、特別に見せていただきま
す。
日　時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
会　場：安曇野ちひろ美術館　正面入口に集合

●展示関連イベント
　いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ
展覧会に関連し、ちひろの絵とコラボレーションするワークショップ
を開催。期間中、地元・松川中学校の中学生ボランティアによる、安
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。

○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
日　時：７月２９日（水）～８月１６日（日）
参加費：５００円（入館料別）
定　員：１日３回　各回１０名（先着順）

○ちひろの線とコラボレーション
佐藤卓が選んだちひろの「線」をもとに、自由に描いてみましょう！
投稿作品のなかから選ばれた作品を、美術館に展示します。
日　時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）

ワークショップ作品のイメージ

図１　佐藤卓　明治おいしい牛乳　２００１年

佐藤卓が選んだちひろの絵

図５　いわさきちひろ
 葛温泉・高瀬川で遊ぶ子どもたち　１９５６年

図４　いわさきちひろ
 ブランコと子どもたち　１９７１年

●松川中学校　図書委員による絵本の読み聞かせ
松川中学校の図書委員が、館内で、絵本の読み聞かせを行います。
日　時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
　　　　各日①１２：３０～　②１３：３０～

８月は休まず開館します。（８/８土～８/１６日は、１８：００まで開館延長）

〒399-8501　長野県北安曇郡松川村西原3358-24　テレホンガイド0261-62-0777　TEL.0261-62-0772　Fax 0261-62-0774
http://www.chihiro.jp/　E-mail:chihiroa@seagreen.ocn.ne.jp
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れ涯世界の絵本展…許距鋸
〈活動報告〉２０１６年「夏トットちゃんの広場」オープン・プレイベント…鋸
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安曇野ちひろ美術館
美術館だより

No.83
2015.7.1

ＩＳＳＮ １８８４−７７３０

毎月第２・４土曜日
１１：００～
参加自由、入館料のみ
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●次回展示予定　2015年9月26日（土）～11月30日（月）

ちひろの代表作「ぶどうを持つ少
女」。本展では、「ちひろの紫」「横
顔のシルエット」「帽子のおしゃ
れ」など、５つのテーマからこの
作品の魅力とちひろの表現を紹介
します。

いわさきちひろ
ぶどうを持つ少女　１９７３年

詳細・最新情報はホームページからもご覧いただけます。　http://www.chihiro.jp/　TEL. ０２６１－６２－０７７２　FAX ０２６１－６２－０７７４
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安曇野ちひろ美術館　イベント予定　各イベントの予約・お問い合わせは、安曇野ちひろ美術館へ。

〈展示室1・2〉ちひろを語るこの一点
　　　　　　　「ぶどうを持つ少女」の魅力

〈展示室4〉〈企画展〉『はしれ、トト！』 조  은  영 の絵本づくり展
チョ ウン ヨン

韓国の絵本画家チョ・ウンヨンは、デ
ビュー作『はしれ、トト！』で、馬が好
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
に輝きました。本展では、絵本原画とと
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
大胆な絵本づくりを紹介します。
チョ・ウンヨン（韓国）『はしれ、トト』（文化出
版局）より　２０１０年（個人蔵）

〈展示室3〉ちひろ美術館コレクション １０人の絵本画家 １０の絵本づくり
〈展示室2〉ちひろの人生　　〈展示室5〉絵本の歴史

●近隣市町村入館無料デー
９月１３日（日）白馬村・小谷村　村民入館無料デー

●敬老の日
９月２１日（月・祝）は、６５歳以上の方は入館料無料となります。

図２　佐藤卓　チロリアン五人衆・立体　２００６年

図７　いわさきちひろ×佐藤卓＝バナー　２０１４年

いわさきちひろ×佐藤卓の実験室

佐藤卓のデザイン採集

＊図１、２、３、７、８は、２０１４年にちひろ美術館・東京で
開催された展覧会での写真です。
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７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
す。絵本カフェも８：００からオープン。「朝のおはなしの会」（９：００
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。
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ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
定のスタンプラリーも行っています。

○全国のトットちゃん大集合
８月９日は黒柳徹子館長の誕生日です。全国のテツコさん、テツコ
ちゃんは、安曇野ちひろ美術館に集合！来館してくださった“トット
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
日　時：８月９日（日）

○トットちゃんの肝だめし
夏休みにお寺で「肝だめし」をしたトットちゃん。夜の安曇野ちひろ
公園で初の「肝だめし」をします。この日は、夜のミュージアムのた
め、２１：００までの開館です。
日　時：８月２９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合

○鉄道ファンあつまれ！　電車特別見学会Ⅱ
改修工事中のトットちゃんの電車の教室を、特別に見せていただきま
す。
日　時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
会　場：安曇野ちひろ美術館　正面入口に集合

●展示関連イベント
　いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ
展覧会に関連し、ちひろの絵とコラボレーションするワークショップ
を開催。期間中、地元・松川中学校の中学生ボランティアによる、安
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。

○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
日　時：７月２９日（水）～８月１６日（日）
参加費：５００円（入館料別）
定　員：１日３回　各回１０名（先着順）

○ちひろの線とコラボレーション
佐藤卓が選んだちひろの「線」をもとに、自由に描いてみましょう！
投稿作品のなかから選ばれた作品を、美術館に展示します。
日　時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）
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図１　佐藤卓　明治おいしい牛乳　２００１年

佐藤卓が選んだちひろの絵

図５　いわさきちひろ
 葛温泉・高瀬川で遊ぶ子どもたち　１９５６年

図４　いわさきちひろ
 ブランコと子どもたち　１９７１年

●松川中学校　図書委員による絵本の読み聞かせ
松川中学校の図書委員が、館内で、絵本の読み聞かせを行います。
日　時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
　　　　各日①１２：３０～　②１３：３０～

８月は休まず開館します。（８/８土～８/１６日は、１８：００まで開館延長）

●次回展示予定 2017年9月16日（土）～11月7日（火）
〈展示室1〉〈開館20周年記念Ⅳ〉
ちひろと旅する信州

〈展示室4〉〈開館20周年記念Ⅳ〉
〈企画展〉日本デンマーク国交樹立150周年
イブ・スパング・オルセンの絵本展

〈展示室3〉 ちひろ美術館コレクション
           よりどりみどり 世界の鳥 〈展示室2〉  ちひろの人生 〈展示室5〉  絵本の歴史

両親の故郷であり、終戦を迎
えた地でもある信州は、ちひ
ろの心のふるさとでした。松
川村や松本、安曇野、小谷温
泉などのスケッチや、黒姫高
原の山荘で描いた絵本など、
信州の自然や風土から生まれ
た作品の数々を資料とともに
展示し、ちひろと信州の関わ
りを紹介します。

主催：ちひろ美術館／信濃毎日新聞社
主催：ちひろ美術館／信濃毎日新聞社

デンマークの国民的画家であり、国際
アンデルセン賞画家賞を受賞した絵本
画家でもあるイブ・スパング・オルセ
ン。昨年コペンハーゲンで開催された
彼の回顧展に出品された作品のなかか
ら、『つきのぼうや』『アンデルセン童
話』などの絵本の原画を中心に、ポス
ター、アニメーションなどを展示し、
その魅力を紹介します。

〒399-8501　長野県北安曇郡松川村西原3358-24　テレホンガイド0261-62-0777　TEL.0261-62-0772　Fax 0261-62-0774
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日　時：８月２９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合

○鉄道ファンあつまれ！　電車特別見学会Ⅱ
改修工事中のトットちゃんの電車の教室を、特別に見せていただきま
す。
日　時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
会　場：安曇野ちひろ美術館　正面入口に集合

●展示関連イベント
　いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ
展覧会に関連し、ちひろの絵とコラボレーションするワークショップ
を開催。期間中、地元・松川中学校の中学生ボランティアによる、安
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。

○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
日　時：７月２９日（水）～８月１６日（日）
参加費：５００円（入館料別）
定　員：１日３回　各回１０名（先着順）

○ちひろの線とコラボレーション
佐藤卓が選んだちひろの「線」をもとに、自由に描いてみましょう！
投稿作品のなかから選ばれた作品を、美術館に展示します。
日　時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）

ワークショップ作品のイメージ

図１　佐藤卓　明治おいしい牛乳　２００１年

佐藤卓が選んだちひろの絵

図５　いわさきちひろ
 葛温泉・高瀬川で遊ぶ子どもたち　１９５６年

図４　いわさきちひろ
 ブランコと子どもたち　１９７１年

●松川中学校　図書委員による絵本の読み聞かせ
松川中学校の図書委員が、館内で、絵本の読み聞かせを行います。
日　時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
　　　　各日①１２：３０～　②１３：３０～

８月は休まず開館します。（８/８土～８/１６日は、１８：００まで開館延長）

●展示関連イベント　7月29日（土）
　松本猛 講演会　母・いわさきちひろの歩み
ちひろ研究の集大成として『評伝・いわさきちひろ（仮題）』（講談社）
を刊行予定の松本猛（ちひろ美術館　常任顧問）が、母・ちひろとの
思い出や、画家・ちひろに関する新たな発見について語ります。
〇日時： 7 月29日（土）18：00～19：30
〇料金：無料（入館料別）　〇定員：80名
〇申し込み： 要事前予約（ちひろ美術館 HP、TEL.0261-62-0772、

美術館受付にて）

●中学生ボランティアと楽しむ　夏休みワークショップ
夏休み恒例、地元・松川中学生ボランティアとともに行うワークショ
ップ。ちひろの水彩技法ワークショップや、子どもの展示室（トット
ちゃんの部屋）でのワークシートなど、子どもから大人まで楽しめる
プログラムです。
〇日時： 8 月 1 日（火）～ 8 月16日（水）
〇料金：200円（入館料別）　〇申し込み：不要（参加自由）

●中学生ボランティアによる　美術館ガイドツアー
〇日時： 8 月 1 日（火）～ 8 月16日（水）
〇料金：無料（入館料別）　〇定員：各回15名
〇申し込み：要事前予約（当日館内にて受付）

●松川中学校図書委員による　絵本の読み聞かせ
○日時： 8 月 2 日（水）、 3 日（木）、 6 日（日）、 9 日（水）
○料金：無料（入館料別）　申し込み：不要（参加自由）

●ドキュメンタリー映画上映会　9月2日（土）
　いわさきちひろ～27歳の旅立ち～
ちひろの知られざる人生が、夫や息子、友人、関係者の貴重な証言の
数々でつづられた初のドキュメンタリー映画を館内で上映します。
※映画の詳細は、特設サイトをご参照ください。http://chihiro-eiga.jp/index.html
〇日時： 9 月 2 日（土）18：00～19：30
〇料金：無料（入館料別）　〇定員：80名
〇申し込み： 要事前予約（ちひろ美術館 HP、TEL.0261-62-0772、

美術館受付にて）

●8月6日（日）朝のミュージアム　8：00から特別開館
絵本カフェでは当日限定のモーニングセットをご用意。絵本の読み聞
かせや手遊びなどを行う「朝のおはなしの会」をお楽しみください。

●8月26日（土）夜のミュージアム　21：00まで開館延長
浴衣でご来館の方には、カフェにて 1 ドリンクサービス！「すずむし
の里松川村クリスタルシンフォニー」の一環として、安曇野ちひろ公
園では、すずむし採り（無料）が行われます。（雨天中止）
※ 8 ／ 6・26のトットちゃん広場でのイベントは、安曇野ちひろ公園へお問い合わせください

●ピエゾグラフによるいわさきちひろ展
○戦争と平和の資料館　ピースあいち　TEL.052-602-4222
主催：戦争と平和の資料館　ピースあいち
協力：ちひろ美術館　後援：名古屋市教育委員会
会期： 2017年 7 月18日（火）～ 8 月31日（木）11：00～16：00
　　　（最終日は15：00まで）、月曜休館

○高梁市歴史美術館　高梁市文化交流館 2 階　TEL.0866-21-0180
主催： 高梁市、高梁市教育委員会、高梁市歴史美術館　協力：ちひろ美術館
会期： 2017年 7 月22日（土）～ 8 月27日（日） 9 ：00～17：00
　　　（入館は16：30まで、初日は10：15開館）、火曜定休

毎月第 2・4 土曜日11：00～
（参加自由、入館料のみ）

●おはなしの会
毎月第 2・4 土曜日14：00～ちひろ展、
14：30～企画展
（参加自由、入館料のみ）

●ギャラリートーク

いわさきちひろ
ストーブに薪をくべる少女　1973年 イブ・スパング・オルセン（デンマーク）『つきのぼうや』（福音館書店）より
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毎月第２・４土曜日
１１：００～
参加自由、入館料のみ

●おはなしの会 ●ギャラリートーク
毎月第２・４土曜日
参加自由、入館料のみ
１４：００～ちひろ展
１４：３０～世界の絵本画家展または企画展

●次回展示予定　2015年9月26日（土）～11月30日（月）

ちひろの代表作「ぶどうを持つ少
女」。本展では、「ちひろの紫」「横
顔のシルエット」「帽子のおしゃ
れ」など、５つのテーマからこの
作品の魅力とちひろの表現を紹介
します。

いわさきちひろ
ぶどうを持つ少女　１９７３年

詳細・最新情報はホームページからもご覧いただけます。　http://www.chihiro.jp/　TEL. ０２６１－６２－０７７２　FAX ０２６１－６２－０７７４
  https://www.facebook.com/chihiro.azumino

安曇野ちひろ美術館　イベント予定　各イベントの予約・お問い合わせは、安曇野ちひろ美術館へ。

〈展示室1・2〉ちひろを語るこの一点
　　　　　　　「ぶどうを持つ少女」の魅力

〈展示室4〉〈企画展〉『はしれ、トト！』 조  은  영 の絵本づくり展
チョ ウン ヨン

韓国の絵本画家チョ・ウンヨンは、デ
ビュー作『はしれ、トト！』で、馬が好
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
に輝きました。本展では、絵本原画とと
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
大胆な絵本づくりを紹介します。
チョ・ウンヨン（韓国）『はしれ、トト』（文化出
版局）より　２０１０年（個人蔵）

〈展示室3〉ちひろ美術館コレクション １０人の絵本画家 １０の絵本づくり
〈展示室2〉ちひろの人生　　〈展示室5〉絵本の歴史

●近隣市町村入館無料デー
９月１３日（日）白馬村・小谷村　村民入館無料デー

●敬老の日
９月２１日（月・祝）は、６５歳以上の方は入館料無料となります。

図２　佐藤卓　チロリアン五人衆・立体　２００６年

図７　いわさきちひろ×佐藤卓＝バナー　２０１４年

いわさきちひろ×佐藤卓の実験室

佐藤卓のデザイン採集

＊図１、２、３、７、８は、２０１４年にちひろ美術館・東京で
開催された展覧会での写真です。

図９　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図８　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図６　いわさきちひろ
 ひまわりとあかちゃん　１９７１年

図３　佐藤卓　千鳥屋　チロリアン　１９９７年

●夜のミュージアム
８月２９日（土）は、２１：００まで開館。浴衣でご来館の方には、カフェ
でドリンクをサービス。当日は、「すずむしの里クリスタルシンフォ
ニー」も開催され、安曇野ちひろ公園では、すずむし採り（無料）が
行われます。（１９：００～雨天延期）

●朝のミュージアム
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
す。絵本カフェも８：００からオープン。「朝のおはなしの会」（９：００
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

●2016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
定のスタンプラリーも行っています。

○全国のトットちゃん大集合
８月９日は黒柳徹子館長の誕生日です。全国のテツコさん、テツコ
ちゃんは、安曇野ちひろ美術館に集合！来館してくださった“トット
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
日　時：８月９日（日）

○トットちゃんの肝だめし
夏休みにお寺で「肝だめし」をしたトットちゃん。夜の安曇野ちひろ
公園で初の「肝だめし」をします。この日は、夜のミュージアムのた
め、２１：００までの開館です。
日　時：８月２９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合

○鉄道ファンあつまれ！　電車特別見学会Ⅱ
改修工事中のトットちゃんの電車の教室を、特別に見せていただきま
す。
日　時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
会　場：安曇野ちひろ美術館　正面入口に集合

●展示関連イベント
　いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ
展覧会に関連し、ちひろの絵とコラボレーションするワークショップ
を開催。期間中、地元・松川中学校の中学生ボランティアによる、安
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。

○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
日　時：７月２９日（水）～８月１６日（日）
参加費：５００円（入館料別）
定　員：１日３回　各回１０名（先着順）

○ちひろの線とコラボレーション
佐藤卓が選んだちひろの「線」をもとに、自由に描いてみましょう！
投稿作品のなかから選ばれた作品を、美術館に展示します。
日　時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）

ワークショップ作品のイメージ

図１　佐藤卓　明治おいしい牛乳　２００１年

佐藤卓が選んだちひろの絵

図５　いわさきちひろ
 葛温泉・高瀬川で遊ぶ子どもたち　１９５６年

図４　いわさきちひろ
 ブランコと子どもたち　１９７１年

●松川中学校　図書委員による絵本の読み聞かせ
松川中学校の図書委員が、館内で、絵本の読み聞かせを行います。
日　時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
　　　　各日①１２：３０～　②１３：３０～

８月は休まず開館します。（８/８土～８/１６日は、１８：００まで開館延長）

安曇野ちひろ公園　TEL．0261-85-8822


