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ちひろは日々のくらしを細やかに慈しむとともに、旅に

出かけたり、山荘で過ごす時間も大切にしました。子ど

もたちのおしゃれや草花のあしらいなどにちひろのセン

スが光る作品のほか、愛用の品々も展示し、ちひろ流

のくらしの楽しみ方をご紹介します。

ち ひ ろ ス タ イ ル
－ く ら し の い ろ ど り －

おしゃれ

黒姫山荘 旅

華美ではないけれど、垢抜けていて、き
ちんとした印象のおしゃれを楽しんでい
たちひろは、絵のなかでも、装うことを楽
しんでいます。春に比べて草花の数が少
なくなる冬、ちひろは、子どもたちの装い
にいろどりを求めました。

庭仕事を愛し、くらしのなかに
草花を取り入れたちひろ。
四季折々の草花とともに
子どもたちを描き続けました。

国内外の旅でちひろが描いた
スケッチには、その土地に暮ら
す人々への共感が写し取られ
ています。

幼い頃から信州の自然に
親しんでいたちひろは、
黒姫高原に念願の山荘を
建てると、制作のために
山荘に滞在しました。春
から夏は周辺の野山で草
花を摘み、山荘中に花を
飾り、秋から冬は、お気に
入りの薪ストーブに薪をく
べたり、東京では味わうこ
とのできない山荘ぐらしを
楽しみました。

はらりとおちた　

スイートピーの花を　

紅茶茶わんの　スプーンの上に

そおっとのせて　

はこんでいくと　

お客さまは　きれいで　

びっくりするわ　

それとも　お砂糖とまちがえて

紅茶にうかべてのむかしら

1 白いマフラーを
    した緑の帽子の少女　1971年

3 枯れ葉と赤い服の少女　1971年2 「はらりとおちた」　1972年

4 ストーブに薪をくべる少女　1973年 5 レニングラード アイスクリーム屋　1963年

草木と花のある

くらし
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後援：絵本学会、こどもの本WAVE、公益社団法人全国学校図書館協議会、（社）
日本国際児童図書評議会、日本児童図書出版協会、（社）日本図書館協会、杉並
区教育委員会、中野区、西東京市教育委員会、練馬区、武蔵野市教育委員会
チェコ共和国大使館　協力：偕成社、理論社

〈企画展〉

2002年よりチェコの古都・プラハで暮らしながら絵本制作を

続ける出久根育は、今、世界で最も注目を集める絵本画家の一

人です。本展では、『マーシャと白い鳥』や最新作『かえでの葉っ

ぱ』など、童話や民話を描いた、異国情緒あふれる7冊の絵本

の原画を展示します。また、画家の特徴的な技法である卵テン

ペラや、プラハでの生活を資料や写真で紹介します。ヨーロッ

パと日本をつなぐ出久根育の個性と魅力をご覧ください。

出久根 育　Iku Dekune　日本　1969‐ 
1969年東京都生まれ。武蔵野美術大学卒業。1996年、初めての絵本『おふろ』を出版。1998年、
ボローニャ国際絵本原画展に入選。その年の板橋区立美術館「夏のアトリエ」で、ドゥシャン・カー
ライの指導を受ける。2002年よりチェコ・プラハに居を移し、創作活動を続けている。『あめふらし』
で2003年BIBグランプリ受賞。『マーシャと白い鳥』で2006年日本絵本賞大賞受賞。

出品作品

『あめふらし』（パロル舎）　2001年　
『ペンキや』（理論社）　2002年
『マーシャと白い鳥』（偕成社）　2005年
『十二の月たち』（偕成社）　2008年
『命の水』　2011年　
『かえでの葉っぱ』（理論社）　2012年　他

約50点

6 『マーシャと白い鳥』（偕成社）より　2005年 

7 『あめふらし』（パロル舎）より　2001年 

9 『かえでの葉っぱ』（理論社）より　2012年 

8 『十二の月たち』（偕成社）より　2008年 

ブラティスラヴァ世界絵本原画展 グランプリ受賞作家
2003年、絵本原画の国際的な展覧会であり、子どもの本のイラストレー
ションの分野で最も歴史あるBIBでグランプリを受賞。

古典技法を駆使した美しく重厚な世界
プラハ移住後の作品の多くは、西洋の古典技法・テンペラ*と油彩を用いた独自の混合技法
で描かれています。　＊板の上に石膏下地を施し、卵黄のバインダーで顔料を混ぜ、絵の具として使用する技法

自然に触れるプラハでの生活
小さな野の花に立ち止まったり、落ち葉の形に感心したり……。プラハ
の自然と季節に触れる暮らしのなかでつむぎ出す作品には、ヨーロッパ
の歴史や伝統、厳しくも豊かな自然、そこに漂う空気までもが映し出され
ています。
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子どもの
ための
工芸展

出展作家　17名
相原清子（金工）、磯敦子（織・布）、上野みど

り（布小物）、小美濃厚夫（木工）、金井香保里

（ガラス）、KINTA（おもちゃ）、佐藤綾子（漆器）、

萩原千春（陶器）、日高英夫（木工）、松崎麗（陶

器）、松原智仁（銀細工）、翠川祥子（染色・ろ

うけつ染）、みよしまさこ（フェルト）、村西隆一

（木工）、森友見子（再生紙）、山本葵（アクセサ

リー）、吉田慎司（ほうき）

●再生紙でつくる
　クリスマス飾り
11/24（土）14:00～17:00
講師：森友見子（造形作家）
対象：４歳以上の幼児～小学生とその保護者
参加費：1組800円（大人は入館料別途）
定員：15組30名
＊要申し込み　10/24（水）受付開始

子どもに伝えたいもの。

　　ずっと大切にしたいもの。

10 山本葵　バースデイクラウン

11 萩原千春 他　こども茶箱12 翠川祥子　子ども用下駄

14 みよしまさこ　フェルトのりんご13 松原智仁　子ども用ミモザのブレスレット

●ふわふわ綿の糸つむぎ
　手織りのストラップ　
11/18（日） 午前の部 10:00～12:30
　　　　　　    午後の部 13:30～16:00
講師：磯敦子（造形作家）
対象：小学生とその保護者
参加費：1組800円（大人は入館料別途）
定員：各回10組20名
＊要申し込み　10/18（木）受付開始

「子どものための工芸展」関連イベント

親子ワークショップ

子どもたちに世界にひとつの宝物を

届けたい――

作る人、贈る人の、そんな想いが込め

られた工芸品の数々。

手仕事によってつくられた工芸品は、

よいものをみつける感性やものを大切

にする心を育みます。

本展では、銀細工、陶器、染、織、木

工などさまざまなジャンルの工芸作家

が子どものためにつくった道具やおも

ちゃを紹介します。

本物の素材とそれぞれの作家の個性

がつむぎ出す、愛情のこもった小さな

“用の美”をお楽しみください。



●ギャラリートーク
毎月第1･3土曜日 14:00～  ＊参加自由　

〒177-0042 東京都練馬区下石神井4-7-2　  TEL .03-3995-0772（業務用）　テレホンガイド  03-3995-0820　  FAX 03-3995-0680
　　　

●展示会期…2012年11月14日（水）～2013年1月31日（木）
●開館時間…10:00～17:00 （入館は閉館の30分前まで）
●休館日……月曜日 （祝休日は開館、翌平日休館。）

年末年始休館……12/28（金）～1/1（火）（1/2（水）から開館）
冬期休館……2/1（金）～2/28（木）

●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／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
●交通……… 西武新宿線上井草駅下車徒歩７分
　　　　　　 ＪＲ中央線荻窪駅より西武バス石神井公園駅行き(荻14） 
 　　　上井草駅入口下車徒歩５分
　　　　　　 西武池袋線石神井公園駅より西武バス荻窪駅行き(荻14）　
　　　　　　　上井草駅入口下車徒歩５分
　　　　　　 駐車場あり（乗用車３台・身障者用１台）

http://www.chihiro.jp/
お問い合せは、広報担当：原島・川口まで

●出久根育さんのお話をきく会
　「プラハのくらし、わたしの絵本」

2013年1/12（土）15:00～16:30
講師：出久根育（絵本画家）　定員：60名
参加費：800円（入館料別、高校生以下入館料無料）
＊要申し込み　12/5（水）受付開始

ファミリー
レストラン

●えほんのじかん
毎月第2･4土曜日 11:00～  ＊参加自由　

　

ちひろ美術館・東京　イベント・インフォメーション ＊イベントの詳細は随時ちひろ美術館HP（http://www.chihiro.jp/）でご案内します。

●松本猛（いわさきちひろの息子・ちひろ美術館顧問）

ギャラリートーク　12/9（日）14:00～
参加費：無料（入館料のみ、高校生以下入館料無料）

●ドレスコード特典　
「白いマフラー」着用の方に、招待券プレゼント！

協力：NCBN 

2002年にプラハに居を移して、創作活動を続ける
出久根育さん。クリスマスなどチェコの冬の行事
や、自作の絵本についてのお話をききます。

　＊参加自由

●お正月・年賀状プレゼント
お正月（2013年1/2～）、　ちひろ美術館・東京
にご来館された方に、先着でちひろ美術館特製
の年賀状（非売品）をプレゼントします。
※年賀状をご提示いただくと、次回来館時に２名様まで無料で
ご入館いただけます。

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

●わらべうたあそび
声を出して歌ったり、体を動かしたりしながら、
親子で楽しく参加できます。

12/1（土）11:00～11:40
講師：服部雅子（西東京市もぐらの会代表、はとさん文庫主宰）
対象：0～2歳までの乳幼児と保護者
定員：15組30名
参加費：無料（入館料のみ、高校生以下入館料無料）
＊要申し込み　11/1（木）受付開始

出品作品の「白いマフラーを
した緑の帽子の少女」にちな
み、会期中、白いマフラー着
用でご来館のお客様に、次
回ご利用いただける招待券
（東京・安曇野共通）をプレ
ゼントします。
＊お一人様一回限り

　　無料感謝デー　
12/16（日）

日頃の感謝の気持ちを込めて、入館料無料
の感謝デーを開催します。当日はさまざま
なお楽しみ企画を予定しております。皆様
お誘い合わせのうえ、ご来館ください。

●ちひろの水彩技法ワークショップ　
　新春・手づくりぽち袋
2013年1/2（水）・1/3（木）11:00～15:00
（当日受付、先着70名）
ちひろの水彩技法をわかりやすく解説し、
実際に透明水彩で、技法を体験する
人気ワークショップ。
今回はオリジナルのぽち袋をつくります。
対象：５歳～大人
参加費：200円（入館料別、高校生以下入館料無料）

●講演会
「被災地からの子どもの声」
子どもの声を受けとめる電話相談案内のチャイル
ドライン。3.11以降、チャイルドラインに届けられ
た子どもたちの声についてお話しいただきます。

2013年1/26（土）15:30～16:30
講師：太田久美（チャイルドライン支援センター代表理事）
定員：60名　
参加費：500円（入館料別、高校生以下入館料無料）　
＊要申し込み　12/19（水）受付開始

「ちひろスタイル」関連イベント

「出久根育の絵本展」関連イベント　

●チェコのクリスマス
出久根さんが選んだ
チェコのクリスマスの飾り
“キリスト生誕を表した
ジンジャークッキー”を
えほんカフェに
展示します。
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