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いわさきちひろは、大胆に余白を取った
画面に、たっぷりと水分を含んだ筆で四季
折々の子どもの姿をとらえました。雨のに
おいや、空想を広げてひとり遊びをして
いた記憶……。その絵は、見る人の胸の内
に、さまざまな情感を喚起します。（図１）。
本展では、作品の背景にあるちひろの
感性の源泉を探り、その詩情あふれる絵
の魅力に迫ります。
ちひろが愛した詩
ちひろが娘時代に親しんでいた文学の
ひとつに「万葉集」があります。昭和１３年
に出版された斎藤茂吉の『万葉秀歌』を
きっかけに、ちひろはいくつかの歌を暗
唱するほど万葉集の世界に夢中になった
といいます。愛する人への想いを歌に託
した万葉歌人の人間性や、万葉の昔から
変わらぬ子どもの愛らしさを墨と鉛筆で
巧みにとらえて表現しています（図 ２）。
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子『万葉のうた』（童心社）より　１９７０年

また、同じくちひろが娘時代から親し
んでいたのが、宮沢賢治の作品です。賢
治の作品と出会ったころのことを次のよ
うに語っています。「私の娘時代はずっ
と戦争のなかでした。女学校をでたばか
りのころは、それでもまだ絵も描けた
し、やさしい美しい色彩がまわりに残っ
ていて、息のつけないような苦しさはな

かったのですけれど、それが日一日と暗
い、おそろしい世の中に変わっていきま
した。そんなころに私ははじめて宮沢賢
治の作品にふれたのです。」ちひろの賢
治への傾倒は終戦直後に頂点に達しま
す。終戦の翌日から書き始めた日記のな
かには次のように記されています。「きの
うから宮沢賢治の事で夢ごこちだ。（略）
いまは熱病のようになってしまった。前
に詩集をよんだ時もっともっとよく読ん
でおけばよかった。」ちひろが宮沢賢治
の作品を描いたのは、童画家となって２０
年ほど経てからのことです。１９６９年、ち
ひろは5０歳のときに、花や植物を題材に
書いた賢治の童話を集めた『花の童話
集』に取り組みます。賢治の物語のなか
で擬人化されている樹木や草花を、ちひ
ろは、まずスケッチをして自然に近いか
たちで描きました。賢治の文章をそのま
ま説明するのではなく、賢治の自然を見
つめるまなざしに共感し、文章から感じ
た印象を絵で展開させています（図 ３）。

図 ３　ひなげし『花の童話集』（童心社）１９６９年
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この詩は、１９７０年に絵雑誌「こどもの
せかい」に絵（図 5）とともに掲載され
たちひろの詩です。ちひろは、雑誌や新
聞などで、絵とともに詩を発表しまし
た。やさしいことばと絵の組み合わせに
は、ちひろの幼いころの感覚や好奇心が
みずみずしく映し出されています。こう
した子どもの心と響き合う感性は絵本の
なかにも生かされています。
感じる絵本
ちひろは、１９６８年に至光社の編集者・

武市八十雄氏とともに「絵本でなければ
できないことをしよう」と実験的な絵本
づくりに取り組みます。子どもの感受性
をテーマにした絵本シリーズは、「感じる
絵本」と呼ばれ、当時の主流であった物
語絵本とは異なる、新しい絵本の可能性
を開きました。 ４作目にあたる『ことり
のくるひ』では、場面ごとにタッチや、
視点、色調などを変えて、「小鳥がほし
い」という気持ちが芽生えた少女の心の
動きを映し出しています。余白を生かし
た、やわらかな水彩の表現により、小さ
な命と心を通わせようとする少女の内面
がいきいきと描かれています（図 5）。

図 ５　小鳥と少女『ことりのくるひ』（至光社）より
　　　１９７１年

ちひろは、この絵本シリーズで、最初
に手がかりとなる「小鳥がほしい」とい
ったイメージを膨らませて、そこから余
分な要素を削っていくつくり方をしてい
ます。このころ、ちひろは、自らの絵本
づくりを、短いことばで心情を豊かに伝
える俳句の手法にもなぞらえていまし
た。こうした表現を模索するなかで、ち
ひろは、世阿弥が著した芸術論『風姿花
伝』にも共感し、画用紙の端に「惜

せき

墨
ぼく

」
「捨
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技
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」ということばを書き写していま
す。“業

わざ

を捨
す

て”、“墨
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しむ”という
言葉は、ちひろの“引き算”の考え方を
あらわしています。あえて描かないこと
で、より深く、想像が広がる表現を目指
していたことがわかります。�（原島恵）

●2０１７年８月24日（木）～１１月５日（日）

●展示室１・3

開館４０周年記念Ⅲ
ちひろの詩
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図 １　黄色い傘の少女　１９６９年

図 ４　「はなやさんのまど」１９６９年
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●展示室2 ・ 4

奇想天外な発想が炸裂する独創的な世
界を描いた絵本画家・井上洋介が、２０１６
年 ２ 月、惜しまれつつ８４歳で亡くなりま
した。「その時代、その空間にある材料
を使って、表現したいものを表現するの
が芸術」と語っていた井上は、鬼気迫る
描写に愛嬌と哀愁、ナンセンスを同居さ
せた独自の画風で、絵本、漫画、広告、
舞台美術など、多彩な分野で活躍しまし
た。本展では、各年代の代表的な絵本原
画を中心に、生涯描き続けたタブローや
スケッチなども展示し、井上洋介の画業
を紹介します。
『くまの子ウーフ』
１９６０年に「こどものとも」シリーズとし
て出版した絵本『おだんごぱん』を機に、
井上は絵本画家としての活動を始めます。

『おだんごぱん』（福音館書店）より
１９６０年　刈谷市美術館蔵

１９６９年には、代表作の一つともいえる
『くまの子ウーフ』（文・神沢利子）の
絵を手がけることになります。遊ぶこ
と、食べること、考えることが好きで、
いつも好奇心いっぱいのウーフは、むっ
くりとした体型につぶらな瞳の愛らしい
姿で描かれています。文章を読みながら
描き進めていたため、当初は裸の熊を描
いていたところ、途中で「かにをポケッ
トにいれて」と書いてあり、慌ててズボ
ンを描き足したといいます。その際、半
ズボンではなく「吊りズボンがいいな」
と思ったことから、裸に吊りズボンをは
いたウーフが誕生しました。

『くまの子ウーフ』（ポプラ社）より
１９６９年　刈谷市美術館蔵

井上は「ウーフのように自分に共感で
きるような文章だと踊るようにして描け
る」と語っています。この作品はシリーズ
化され、今も広く読み継がれています。
『ちょうつがいの絵本』
１９７６年からは、絵と文の両方を手がけ

た自作絵本の制作を始めます。靴、穴ボ
コ、帽子、卵、箱……、井上は日常のな
かで見つけた“気になるもの”をもとに
無限にイメージを膨張させ、独自のナン
センスの世界を展開しています。
自作絵本の２作目『ちょうつがいの絵本』
では、頁をめくる度に、二人掛けの椅子の
間やダックスフントの長い胴、カタツム
リの貝のつなぎ目など、普通ではあり得
ないところに次々と蝶番が登場します。

『ちょうつがいの絵本』（フレーベル館）より　１９７６年
刈谷市美術館蔵

意識されることのない蝶番という存在
が内包する、底知れぬ可笑しみを見出す
視点と感性が、独創的な発想の根源とな
っていることがわかります。
『まがれば　まがりみち』

『まがれば　まがりみち』（福音館書店）より　１９９０年
刈谷市美術館蔵

井上の作品世界のもととなっているも
のの一つに、散歩（下町歩き）があります。
昭和６０年代に、浅草や根津、京島、向

島などの地を歩き続けるなかで、「いろ
んな面白いものに出会う」と語っていま
す。歩くのは画家が「逢魔が時」と表現
する夕暮れ。ある日の散歩中、戦後に建
てたバラックの家の電気が突然点いて、
窓ガラスに大きな人の頭の影が映し出さ
れる瞬間に遭遇した井上は、「何だかおれ
の絵みたいだな」と思ったといいます。
「日暮れの町の曲がり道　何が出るの

か曲がり道」のフレーズが続くこの絵本
も、散歩から生まれました。現実の風景
と画家特有のナンセンスの世界の融合が
結実した一冊となっています。
『でんしゃえほん』
ドーナツ電車や １人乗りのぜいたくな

電車、脱皮する電車、蛇腹の電車……、
この絵本には、ユーモアあふれる電車の
数々が登場します。電車は井上の好きな
モチーフのひとつでした。自宅近くを走

る京成電車に乗って散歩に出かけたり、
駅や電車の沿線をスケッチしたりしてい
ます。電車を描き続けた理由について、
「ひとつには群像が描けるってことね。
で、行列と同じように人間が詰まってい
る状態でしょ。（中略）電車ものはキリが
なく続いていくし、キリがないところが
面白いですね。行列と同じで、永遠とい
くらでも続いていくから」と語っています。

『でんしゃえほん』（ビリケン出版）より　２０００年
ちひろ美術館蔵

行列をなす人々について、粗末な靴で
必死に行進する学徒兵やバケツを手に並
ぶ隣組の防空訓練を思い出すと記してい
ました。少年時代に戦争を体験した井上
は、空襲で焼け出された人々が、呆然と
して繋がってあるいていく行列を目撃し
たともいいます。井上が描き出すすべて
の作品には、戦災の記憶が内在していま
すが、直接的に描くのではなく、特有の
ユーモアを交えたナンセンス絵本として
表現しています。そこには、「ナンセンス
って、笑いでもあるし、風刺でもある。
笑いがないと人間の呼吸が伝わらない」
という画家の信念を見ることができます。

『うぶめ』（岩崎書店）より　２０１３年　個人蔵

このほか、子どもを残して死んだ母親
の妖怪を描いた『うぶめ』（文・京極夏
彦）なども展示します。井上洋介の絵本
の世界をご覧ください。�（宍倉恵美子）

開館４０周年記念Ⅲ
〈企画展〉奇喜怪快　井上洋介の絵本展
●2０１７年８月24日（木）～１１月５日（日）

井上洋介（Yosuke Inoue　１９３１―２０１６）

１９３１年東京赤坂に生まれる。武蔵野美術学校
（現・武蔵野美術大学）卒業。大学在学中から
新聞や雑誌に漫画の投稿を始め、１９５１年に独立
漫画派に参加。１９５５年第 ７回読売アンデパンダ
ン展に初出品。以後、日本アンデパンダン展等
に出品を重ねる。１９６５年第１１回文藝春秋漫画
賞、１９６９年第 ４回東京イラストレーターズ・ク
ラブ賞、１９８８年『ぶんぶくちゃがま』で第３７回
小学館絵画賞、１９９４年『月夜のじどうしゃ』で
第２５回講談社出版文化賞絵画賞、２００１年『でん
しゃえほん』で第 ６回日本絵本賞大賞、２０１３年
『ぼうし』で第 ３回 JBBY賞などを受賞。
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絵本作家・評論家として活躍する広松
由希子さんが、知られざる茂田井の魅力
について語りました。� （高津つぐみ）

網膜に依らざる印象
タイトルに「夢の旅人」とあるように、
茂田井を語るときには、夢、旅、記憶、
子どもが大切なキーワードとなります。
茂田井は、物干し台で女中さんに抱き
上げられて見たハレー彗星を人生で最初
の記憶だと「幼年画集」に記していま
す。このときわずか １歳 ７ヵ月。

「幼年画集」より ２点　１９４６－４７年

茂田井は非常に記憶力のいい人でした
が、自身でも「網膜に依らざる印象」
註）という言葉を使っているように、記
憶を復元し、自分が感じたそのまま、あ
るいはそれ以上に美しく、昇華した形で
表現できる人でした。目隠しをして遊ぶ

場面には、目が見えないことで見知らぬ
世界が現れ、ここはもう家ではない、と
記されています。茂田井にとっての
「旅」は、実際の旅行だけではなく、
「ここではない、今ではないどこかへ行
くこと」も意味するのだと思います。
旅の記憶
２１歳のとき、茂田井は写生旅行と称

し、博多、京城、ハルピンを経て、シベ
リア鉄道でパリへ向かいます。花の都を
目指して、というより、ゆく当てもなく
転々と旅をした末にパリに行きついた感
じです。パリでは、デバルカデール通り
にある日本人クラブの食堂で働きながら
独学で絵を描きました。パリに向かう列
車のなかから始まる「ton�paris」は、冒
頭ではほとんど棒人間だった人物が、街
に馴染むにつれ顔や表情が描きこまれて
ゆき、パリに対する印象の変化がうかが
えます。
一方、同じパリを描いた画帳でも

「Paris の破片」は雰囲気が変わり、夜
遊びや恋愛、エロティックな描写や青年
らしい悩みなども描かれ、情感豊かな世
界が広がります。
長期出張のためジュネーヴへ渡ったと

きの画帳「続・白い十字架」には、現地で出
会った子どもたちが登場し、茂田井の交友関
係が想像されます。画面は明るい色調と開
放的な雰囲気から始まりますが、終盤では暗
い絵に変化し、争いや戦いのイメージが
描かれています。スイスは戦地になって
いないのになぜだろうとこれまで不思議
に思っていましたが、このころジュネー
ヴで軍縮会議が開かれ、１９３３年に日本と
ドイツが国際連盟を脱退しているのです
ね。茂田井は戦争についてあまり語って
いませんが、こうした世の中の動きを感
じ取って想像画を描いたのでしょう。
空想の旅
戦後、実際の旅に行けなくなってから

も、『夢の絵本』や『三百六十五日の珍旅
行』などの空想の旅の絵物語を描き続け
ました。茂田井が描く旅の物語は、いず
れもなんらかの理由で居場所を失い、や
むにやまれず旅へ出発した主人公が、最
後は必ず大団円、ハッピーエンドに至り
ます。そして茂田井は物語のなかで「宇
宙物差」「無限秤」といった普通の価値
基準を超越した道具を発明します。この
発想は１９４１～４４年の手帳にもすでに表れ
ていて、たとえば絵物語「古沼物語」で
は、蛙やもずくが世の真理を説く、深読
みしがいのある場面が描かれます。
「宇宙物差」「無限秤」の発想は、幼

いころより死が身近にあった茂田井が死
と向き合うとき、宇宙を思わざるを得な
かったことを想像させます。病気がちの
子どもを持ち、戦後は自身も体調を崩し
ていた茂田井が夢や理想を描くとき、よ
り切実に時間や現実を超えた道具が必要
となったのではないでしょうか。

「高畑勲がつくるちひろ展」「奈良美
智がつくる茂田井武展」展覧会の初日に
先立って開催したオープニングセレモニ
ーには、展示関係者７４名とプレス２４名、
あわせて１００名近いご参加がありまし
た。奈良美智さんのごあいさつから一部
を紹介します。� （中平洋子）
「美術大学を卒業したあと、自分の絵を
みつめ直す時期があって、小さかったこ
ろどんな美術に接していたんだろう…と
記憶をたどってみた。出身地・青森県弘
前市に美術館はなかったけど、子どもの
ころ、医者の待合室にかかっていた油絵
や図書館で見ていた本から、たくさん学
んだことを思い出した。そのなかに茂田
井武の絵本もあった。またしばらく時間
が経って、自分がもっと自分の絵を描け

るようになった時に、今度は茂田井さん
がパリで描いた作品などが集められた画
集を見る機会があり、電撃的なショック
を受けた。以来、それまで好きだったい
ろんな西洋画家や日本の画家を飛び越え
て“茂田井武”が一番上に来てしまった。
自分の中に何％か茂田井さんと同じよ

うな感性があって、だからこそいろんな
ものが見えてくるんじゃないだろうか。
それは見えない人に無理に教えたりする
ものじゃないと思っている。僕が自分で
いろいろ思い出して茂田井さんの絵に辿
りついたように、いま見えない人も、い
つか大人になっていく過程で見えてくる
ものもあるかもしれない。
この展覧会の展示作品には、代表作

も、そうでないものも含まれている。茶

の間の壁に貼られてタバコのヤニで茶褐
色になっていたり、コーヒーやお茶のシ
ミが残っていたりとか、絵として鑑賞す
るだけじゃなく、本当にそこでその人が
描いていたことも感じながら見ると面白
いんじゃないかと思う。収蔵庫の茂田井
武作品を全部見せてもらって、僕はすご
く幸せでした。楽しんで行ってほしい。」

●活動報告

２０１７年 ６ 月２４日（土） 広松由希子講演会「茂田井武と夢の旅」

２０１７年 5 月１７日（水） 奈良美智がつくる茂田井武展　オープニングセレモニー

左　画帳「Paris の破片」より　　１９３０年頃－３５年頃
右　画帳「続・白い十字架」より　１９３１－３５年

註）茂田井はこの言葉を「誰だったかある医者」が書いた小論文の題名から引用している。（「印象のレンズ・私の描きたい絵」雑誌「教育美術」１９５２年 ５ 月号）

茂田井武作品の前に立つ奈良美智さん（展示室 ２にて）
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５月２６日（金）
何年かぶりにやっと来られました。
ここは、亡祖父といっしょによく来
ていた思い出の場所です。祖父はち
ひろさんの絵本をたくさん買って
くれて、今でもふと手に取ると祖
父との思い出がよみがえります。
特に「チューリップのある少女像」
が大好きで、今日、目の前でこの
絵だけをじっくり座って見られた
ことがとてもうれしく、自然と涙
があふれました。次はいつ来られ
るかわからないけれど大切な思い
出をよみがえらせてくれるこの美
術館が大好きです。� （あさと）
６月１８日（日）
８ 月に子どもが生まれます。初めて
のことばかりで不安もあるけれど、
この机に飾ってあるお母さんの絵
（母の日１９７２年）のように子どもに

ぎゅっと抱きついてもらえるやさし
いお母さんになりたいと思いました。
〔高畑勲がつくるちひろ展　感想ノートより〕

６月９日（金）
もう５０歳になってしまったのです
が、それでも初めてお留守番をし
たときの不安な気持ちを覚えてい
ます。『あめのひのおるすばん』
のように、私はちょうど壁に掛か
っていた母の着物の匂いを嗅ぎま
した。高畑さんのセレクトで、あ
らためてちひろさんの絵の「芯」
のようなものに気づきました。
６月２０日（火）
夏の海。子どもがふたり。「おー
い、おいでよ！早く」と男の子。
ザブンと波のしぶきにたじろぐ麦
わら帽子の女の子。私もそこに居
て、その子たちのきらめく夏の一
瞬を眺めている。私は絵のなかに

入り、小さな旅をした。
〔奈良美智がつくる茂田井武展　感想ノートより〕

６月１６日（金）
どの色を取っても、やさしい色で
した。小さいころ『セロ弾きのゴ
ーシュ』を何度も読みました。１５年
前に奈良さんの作品に救われて、
またこうして奈良さんを通じて茂
田井さんの絵と再会することがで
きました。ありがとう。�（裕果）
６月２５日（日）
５ 歳のころに見た「キンダーブッ
ク」の絵を「あの物語はなんとい
うお話だったのだろう」とずっと
ずっと追い求めていました。先日、
テレビに一瞬映り、急いで見にき
ました。題名は覚えていなくとも、
絵はしっかりと心に残っていま
す。茂田井さんの「ねむいまち」
の絵に会えて幸せです。（大阪人）

５月１７日（水）
夕方より、明後日にオープンする
「奈良美智がつくる　茂田井武展
　夢の旅人」と「高畑勲がつくる
ちひろ展　ようこそ！ちひろの絵
のなかへ」の内覧会とオープニン
グセレモニーを開催。現代美術作
家の奈良美智さんが、ご自身の言
葉で、企画展示に対する想いを語
られた。（p.４参照）
５月２２日（月）
まだ ５月だというのに、３０度近い
気温が ３日間続いている。満開に
なったちひろの庭の白バラやその
ほかの植物が、この暑さでダメー
ジを受けないか心配だ。
６月１日（木）
杉並区三谷小学校の ３年生が授業
として開館前の美術館に来館。ス
タッフの話を聞いた後、“自分が
一番好きな作品を見つける”とい

うポイントで、それぞれ自由に全
館を回って見学した。
６月１４日（水）
先日の来館鑑賞を受けて美術館ス
タッフが三谷小学校に出向き、 ３
年生のクラスで出前授業を行った。
ちひろの技法の解説の後、クラス
全員３０名が参加して、 ２枚の大き
な紙に水彩のにじみで海を描いた。
６月１８日（日）
ＮＨＫ「日曜美術館」アートシー
ンに奈良美智さんが出演し、開催
中の茂田井武展が紹介された。番
組放映終了後から、お問い合わせ
のお電話が入り始める。来館者も
通常の日曜より多いようだ。
６月２２日（木）
昨日は、梅雨入りしてから初めて
のまとまった雨が降った。今朝
は、ちひろの庭の紫陽花の色が心
なしか鮮やかに見える。

６月２７日（火）
「ようこそ！ちひろの絵のなか
へ」展では、拡大した作品と一緒
に写真を撮れる展示スペースを設
けている。展示タイトルのとお
り、絵のなかに入ったような写真
を撮影し、ＳＮＳにアップされる
来館者も。新しい展示の試みに、
作品の楽しみ方も広がっている。

７月１日（土）
今年度 ２回目のわらべうたあそび
を開催。 ０歳から ２歳までのあか
ちゃんが図書室に集合、自由に動
き回る愛らしい姿に、館内見回り
で部屋を覗いたスタッフも癒され
て、自然と顔がほころぶ。

今年、開館４０年２０年を記念して両館で開
催する企画展「日本の絵本１００年の歩み」。
１００年と一口に言っても、その間、「赤い
鳥」や「コドモノクニ」を生み出した１９２０
年代の黄金時代もあれば、その後の１５年戦
争下も含まれます。
日本の絵本の歴史は戦争によって中断

されたと言われれば、戦争下には絵本はな
かったかのように思われますが、決して、
そんなことはありません。戦争の時代には、
戦争を賛美し、子どもたちの戦意を鼓舞す
る美しい絵本も出ていました。その辺りに
詳しい『はじめて学ぶ日本の絵本史Ⅱ　１５
年戦争下の絵本』（ミネルヴァ書房）による

と、エポックは「戦時統制」。１９３１年の満州
事変後、日中戦争の泥沼化が進むなかで国
内の経済的窮状は深刻化し、それを打破す
べく、３８年４月に国家総動員法が可決され、
戦時統制が始まります。出版界では、最初
は婦人雑誌、次に大衆娯楽雑誌への質的浄
化を名目とした用紙の節約が求められ、
１０月には「児童読物改善ニ関スル指示要
綱」が児童書の出版者に通達されました。児
童書の質的向上、悪書追放を謳って始動し
たこの通達は、初期段階こそは有益な施策
もあり、心ある児童書出版者の支持も得ま
すが、その後は発禁処分を含めた「指導」
が強化されました。こうした、「統制」を

大義ある既成事実として国民に浸透させ
たのは、大手新聞での盛んな報道でした。
このやり方は、先ごろの衆議院予算委員

会で、安倍首相が考える改憲の具体的な内
容を問われて、自身のインタビュー記事が
掲載された新聞を熟読していただいても
…と答弁したことを思い起こさせます。マ
スメディアを利用する為政者と、公正な姿
勢を持たず為政者の意向のまま報道する
マスメディア、という構図は８０年前と変わ
らぬ時代錯誤。知らない間に、統制や検閲
が実

まこと

しやかに生活に入り込んで、ふと気
づくと国民は身動きできない状態になっ
ている、そんな危機感を感じます。

窓 「絵本１００年から見る日本の今」
竹迫祐子（公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長

５



●次回展示予定 ２０１７年１１月８日（水）～２０１８年１月３１日（水）〈開館4０周年記念Ⅳ〉

〒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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●展示室1・2・多目的ギャラリー　他

安曇野ちひろ美術館
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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）

ちひろの歩み 〈企画展〉 日本の絵本１００年の歩み
子どもを生涯のテーマと
して描きつづけたちひ
ろ。「世界中の子どもみ
んなに平和としあわせ
を」という彼女の心を受
け継いで活動してきたち
ひろ美術館では、その画
風の特徴や生き方などさ
まざま側面から調査研究
を重ねてきました。本展
では、最新の研究成果も
含め、ちひろの人生と画
業の足跡を改めて展望し
ます。

１９１０年代に子ども向けの
雑誌「子供之友」や「赤
い鳥」が相次いで創刊さ
れ、大正デモクラシーの
機運を背景に、芸術性の
高い絵雑誌や絵本が生ま
れました。第二次世界大
戦を経て、ちひろをはじ
めとする個性的な絵本画
家たちにより、絵本は再
び隆盛期を迎えます。今
日まで１００年におよぶ日
本独自の豊かな絵本表現
の軌跡をたどります。
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〒177-0042　東京都練馬区下石神井4-7-2　テレホンガイド03-3995-3001 TEL.03-3995-0612  Fax 03-3995-0680

まるごとちひろ美術館　－世界で最初の絵本美術館－
１９７７年に世界初の絵本美術館として東京・練馬のちひろの自宅跡地に開館した
ちひろ美術館・東京（当時はいわさきちひろ絵本美術館）。ちひろの作品から
始まったコレクションは、エリック・カールの「おんどり」を第１号に世界各
国の優れた絵本画家たちの作品も収集されるようになり、現在約２６７５０点を数
えています。本展では、選りすぐりのコレクションのほか、内藤廣による建築、
３７年の歩みなど、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。

美術館だより　No.190   発行2015年7月21日

CONTENTS 〈展示紹介〉非戦７０年　ちひろ・平和への願い／〈企画展〉日ブラジル外交関係樹立１２０周年　旅する芸術家　ホジェ
ル・メロ展…許距
〈活動報告〉ちひろを訪ねる中国の旅／ママさん弁護士と語る　子どもの未来と憲法…鋸
ひとことふたことみこと／美術館日記／窓「アジアのなかの日本－シンガポールAFCCに参加して」…漁

ちひろ美術館・東京イベント予定 http://www.chihiro.jp/   https://www.facebook.com/chihiro.tokyo
各イベントの予約・お問合わせは、ちひろ美術館・東京イベント係へ。イベント参加費のほか、別途入館料が必要です（高校生以下は無料）。
※イベント申し込みは、先着順です。また、参加費が記載されていないイベントは無料です。TEL．０３－３９９５－０６１２ E-mail chihiro@gol.com

エリック・カール（アメリカ）
おんどり　１９８５年

●わらべうたあそび
○日　時：９月５日（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　要申し込み８月５日（水）受付開始

●次回展示予定　10月28日（水）～2016年1月31日（日）

いわさきちひろ
小鳥と少女　１９７１年

●水彩のにじみでキーホルダーをつくろう
ちひろが得意とした技法を使って、キーホルダーをつくります。
○日　時：８月２３日（日）１０：３０～（当日受付１０：００～、最終受付１５：００）
○対　象：５歳～大人　　○定　員：先着７０名　　○参加費：３００円

●「メロ＆ボッサ」（出演：臼田道成）
ホジェル・メロの絵に囲まれながら、ボサノ
ヴァ弾き語りライブでブラジル気分を満喫し
ませんか？東京大学文学部美術史学科卒の臼
田さん。ブラジルの風土や、絵や音楽の楽し
み方についてお話しいただきます。
○日　時：９月５日（土）１７：３０～１９：００
○定　員：５０名
○対　象：１０歳～大人
○参加費：１０００円
　要申し込み８月５日（水）受付開始

〈展示関連イベント〉

臼田道成

戦後７０年の節目の年に、ジブリのアニメー
ション映画監督である高畑勲が、ちひろや自
身の作品を通して、平和への思いを語ります。
『火垂るの墓』と『戦火のなかの子どもたち』
の知られざるエピソードなどもお話しします。
○日　時：９月２７日（日）１５：００～１６：３０
○講　師：高畑勲（アニメーション映画監督：
スタジオジブリ所属、当財団評議員）
○定　員：６０名
○参加費：５００円　要申し込み８月２７日（木）受付開始

●非戦７０年記念　高畑勲講演会
　「いわさきちひろの絵が語るもの」

高畑勲

●親子で楽しむ夏休みクラフト＆トイフェスタ
おもちゃコンサルタントによる講座やワークシ 
ョップから、おもちゃの体験コーナー、あかち 
ゃんの広場まで、一日たっぷり遊べます。夏休
みの思い出づくりに、親子でご参加ください！
○日　時：８月１０日（月）１０：３０－１６：３０
○協　力：おもちゃの広場　石神井支部、日本
グッド・トイ委員会
○参加費：イベントごとに異なります。詳細は
ＨＰでご確認ください。

ハニカムペーパー
参考画像

●ファースト　ミュージアム　デー
子どもたちが人生で初めて訪れる美術館として親しんでいただけるよ
うに、親子対象の館内ツアーを開催します。人生の節目に当館を思い
出せるような、記憶に残る１日をお過ごしください。
○日　時：９月１３日（日）１５：００～１５：４０
○対　象：０～２歳までの乳幼児と保護者
○定　員：１５組３０名　要申し込み８月１３日（木）受付開始

●おもちゃの広場
○日　時：１０月４日（日）１０：３０～１２：００
○協　力：おもちゃの広場　石神井支部
○対　象：３才以上の未就学児と保護者
○定　員：１０組２０名　要申し込み９月４日（金）受付開始

〈参加自由、無料のイベント〉

８月８日はちひろの命日。一人息子である松本猛が、ちひろの平和へ
の思いや、家族だけが知る画家の素顔や思い出、作品にまつわるエピ
ソードなどをお話しします。

○協　力：ねりま子どもと本ネットワーク

●ギャラリートーク 毎月第１・３土曜日　１４：００～

●えほんのじかん 　毎月第２・４土曜日　１１：００～

●松本猛ギャラリートーク ８月８日（土）１４：００～

●親業講演会
　「－今日から実践できる－子どもに気持ちが伝わる話し方」
親の気持ち、話していますか？子どもの気持ち、聞いていますか？
信頼に満ちた親子関係を築くための方法をお伝えします。あかちゃん
から思春期まで、お子さんの年齢は問いません。
○日　時：１０月１５日（木）１０：３０～１２：３０
○講　師：田中満智子（親業訓練協会認定インストラクター）
○定　員：３５名※託児はありませんが、お子さま連れの参加も可。
○参加費：５００円　要申し込み　９月１５日（火）受付開始
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まるごとちひろ美術館　－世界で最初の絵本美術館－
１９７７年に世界初の絵本美術館として東京・練馬のちひろの自宅跡地に開館した
ちひろ美術館・東京（当時はいわさきちひろ絵本美術館）。ちひろの作品から
始まったコレクションは、エリック・カールの「おんどり」を第１号に世界各
国の優れた絵本画家たちの作品も収集されるようになり、現在約２６７５０点を数
えています。本展では、選りすぐりのコレクションのほか、内藤廣による建築、
３７年の歩みなど、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。
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エリック・カール（アメリカ）
おんどり　１９８５年

●わらべうたあそび
○日　時：９月５日（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
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田さん。ブラジルの風土や、絵や音楽の楽し
み方についてお話しいただきます。
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○対　象：１０歳～大人
○参加費：１０００円
　要申し込み８月５日（水）受付開始

〈展示関連イベント〉

臼田道成

戦後７０年の節目の年に、ジブリのアニメー
ション映画監督である高畑勲が、ちひろや自
身の作品を通して、平和への思いを語ります。
『火垂るの墓』と『戦火のなかの子どもたち』
の知られざるエピソードなどもお話しします。
○日　時：９月２７日（日）１５：００～１６：３０
○講　師：高畑勲（アニメーション映画監督：
スタジオジブリ所属、当財団評議員）
○定　員：６０名
○参加費：５００円　要申し込み８月２７日（木）受付開始

●非戦７０年記念　高畑勲講演会
　「いわさきちひろの絵が語るもの」

高畑勲

●親子で楽しむ夏休みクラフト＆トイフェスタ
おもちゃコンサルタントによる講座やワークシ 
ョップから、おもちゃの体験コーナー、あかち 
ゃんの広場まで、一日たっぷり遊べます。夏休
みの思い出づくりに、親子でご参加ください！
○日　時：８月１０日（月）１０：３０－１６：３０
○協　力：おもちゃの広場　石神井支部、日本
グッド・トイ委員会
○参加費：イベントごとに異なります。詳細は
ＨＰでご確認ください。

ハニカムペーパー
参考画像

●ファースト　ミュージアム　デー
子どもたちが人生で初めて訪れる美術館として親しんでいただけるよ
うに、親子対象の館内ツアーを開催します。人生の節目に当館を思い
出せるような、記憶に残る１日をお過ごしください。
○日　時：９月１３日（日）１５：００～１５：４０
○対　象：０～２歳までの乳幼児と保護者
○定　員：１５組３０名　要申し込み８月１３日（木）受付開始

●おもちゃの広場
○日　時：１０月４日（日）１０：３０～１２：００
○協　力：おもちゃの広場　石神井支部
○対　象：３才以上の未就学児と保護者
○定　員：１０組２０名　要申し込み９月４日（金）受付開始

〈参加自由、無料のイベント〉

８月８日はちひろの命日。一人息子である松本猛が、ちひろの平和へ
の思いや、家族だけが知る画家の素顔や思い出、作品にまつわるエピ
ソードなどをお話しします。

○協　力：ねりま子どもと本ネットワーク

●ギャラリートーク 毎月第１・３土曜日　１４：００～

●えほんのじかん 　毎月第２・４土曜日　１１：００～

●松本猛ギャラリートーク ８月８日（土）１４：００～

●親業講演会
　「－今日から実践できる－子どもに気持ちが伝わる話し方」
親の気持ち、話していますか？子どもの気持ち、聞いていますか？
信頼に満ちた親子関係を築くための方法をお伝えします。あかちゃん
から思春期まで、お子さんの年齢は問いません。
○日　時：１０月１５日（木）１０：３０～１２：３０
○講　師：田中満智子（親業訓練協会認定インストラクター）
○定　員：３５名※託児はありませんが、お子さま連れの参加も可。
○参加費：５００円　要申し込み　９月１５日（火）受付開始

○日　時： ９ 月２４日（日）１５：００～１６：３０
○定　員：６０名　要申し込み　 ８ 月２４日（木）受付開始
○参加費：１２００円

●対談　片山健（絵本画家）×土井章史（編集者）
　「井上洋介を語る」

〈奇喜怪快　井上洋介の絵本展　関連イベント〉

〈参加自由、無料のイベント〉

９ 月 ３ 日（日）１４：００～
講師： 松本猛（絵本学会会長
 ・ちひろ美術館常任顧問）

●松本猛ギャラリートーク
毎月第 １ ・ ３ 土曜日　１４：００～
●ギャラリートーク

毎月第 ２ ・ ４ 土曜日　１１：００～
●えほんのじかん

いわさきちひろ　バラ飾りの帽子の少女
１９７１年 岡本帰一　サンリンシャ　１９２６年

文化庁　平成２9年度地域の核となる美術館・歴
史博物館支援事業（参加費はすべて無料）

○日　時：１０月１２日（木）１０：３０～１２：３０
○講　師：田中満智子（親業訓練協会インストラクター）
○対　象：大人（未就学児の同伴可）　※保育あり（要申し込み）
○定　員：４０名　要申し込み　 ９ 月１２日（火）受付開始

● 親業講演会「―今日から実践できる―子どもに気持
ちが伝わる話し方」

○日　時：１０月２７日（金）１０：００～１５：００
○対　象：乳幼児と保護者
○参加自由、無料　　○協力：特定非営利活動法人　手をつなご

●出張「子育ての広場」

○日　時：１０月 １ 日（日）①１０：３０～１２：００　②１４：００～１５：３０
○講　師： 冨田めぐみ（ＮＰＯ法人赤ちゃんからのアートフレンドシ

ップ協会代表）
○対　象：① ０ ～ ２ 歳児と保護者　② ３ 歳児～小学 １ 年生と保護者
○定　員：各１０組２０名　要申し込み　 ９ 月 １ 日（金）受付開始

●あかちゃん・子どものための鑑賞会

○日　時： ９ 月１６日（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 歳児と保護者
○定　員：１５組３０名　要申し込み　 ８ 月１６日（水）受付開始

●わらべうたあそび

○日　時： ９ 月 ２ 日（土）１５：００～１６：３０
○対　象： 子ども（ ０ 歳～参加可）と保護者
　　　　　※大人は子ども同伴のみ申し込み可
○定　員：２５組５０名　要申し込み　 ８ 月 ２ 日（水）受付開始

●ロバの音楽座　ゆかいなコンサート

○来館者全員に「しおり」をプレゼント（おひとり様 １ 枚）
●9月１０日（日）は、ちひろ美術館・東京の開館記念日

Instagram や twitter で　#chihirot　のハッシュタグをつけて投稿
していただいた写真は、公式サイトでご覧いただくことが可能です。
（展示室での撮影はご遠慮ください）

【ハッシュタグ #chihirot をつけて情報をシェアしましょう！】
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○対　象：０～２歳までの乳幼児と保護者
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ホジェル・メロの絵に囲まれながら、ボサノ
ヴァ弾き語りライブでブラジル気分を満喫し
ませんか？東京大学文学部美術史学科卒の臼
田さん。ブラジルの風土や、絵や音楽の楽し
み方についてお話しいただきます。
○日　時：９月５日（土）１７：３０～１９：００
○定　員：５０名
○対　象：１０歳～大人
○参加費：１０００円
　要申し込み８月５日（水）受付開始

〈展示関連イベント〉

臼田道成

戦後７０年の節目の年に、ジブリのアニメー
ション映画監督である高畑勲が、ちひろや自
身の作品を通して、平和への思いを語ります。
『火垂るの墓』と『戦火のなかの子どもたち』
の知られざるエピソードなどもお話しします。
○日　時：９月２７日（日）１５：００～１６：３０
○講　師：高畑勲（アニメーション映画監督：
スタジオジブリ所属、当財団評議員）
○定　員：６０名
○参加費：５００円　要申し込み８月２７日（木）受付開始

●非戦７０年記念　高畑勲講演会
　「いわさきちひろの絵が語るもの」

高畑勲

●親子で楽しむ夏休みクラフト＆トイフェスタ
おもちゃコンサルタントによる講座やワークシ 
ョップから、おもちゃの体験コーナー、あかち 
ゃんの広場まで、一日たっぷり遊べます。夏休
みの思い出づくりに、親子でご参加ください！
○日　時：８月１０日（月）１０：３０－１６：３０
○協　力：おもちゃの広場　石神井支部、日本
グッド・トイ委員会
○参加費：イベントごとに異なります。詳細は
ＨＰでご確認ください。

ハニカムペーパー
参考画像

●ファースト　ミュージアム　デー
子どもたちが人生で初めて訪れる美術館として親しんでいただけるよ
うに、親子対象の館内ツアーを開催します。人生の節目に当館を思い
出せるような、記憶に残る１日をお過ごしください。
○日　時：９月１３日（日）１５：００～１５：４０
○対　象：０～２歳までの乳幼児と保護者
○定　員：１５組３０名　要申し込み８月１３日（木）受付開始

●おもちゃの広場
○日　時：１０月４日（日）１０：３０～１２：００
○協　力：おもちゃの広場　石神井支部
○対　象：３才以上の未就学児と保護者
○定　員：１０組２０名　要申し込み９月４日（金）受付開始

〈参加自由、無料のイベント〉

８月８日はちひろの命日。一人息子である松本猛が、ちひろの平和へ
の思いや、家族だけが知る画家の素顔や思い出、作品にまつわるエピ
ソードなどをお話しします。

○協　力：ねりま子どもと本ネットワーク

●ギャラリートーク 毎月第１・３土曜日　１４：００～

●えほんのじかん 　毎月第２・４土曜日　１１：００～

●松本猛ギャラリートーク ８月８日（土）１４：００～

●親業講演会
　「－今日から実践できる－子どもに気持ちが伝わる話し方」
親の気持ち、話していますか？子どもの気持ち、聞いていますか？
信頼に満ちた親子関係を築くための方法をお伝えします。あかちゃん
から思春期まで、お子さんの年齢は問いません。
○日　時：１０月１５日（木）１０：３０～１２：３０
○講　師：田中満智子（親業訓練協会認定インストラクター）
○定　員：３５名※託児はありませんが、お子さま連れの参加も可。
○参加費：５００円　要申し込み　９月１５日（火）受付開始

https://chihiro.jp/
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新しいアドレスは　https://chihiro.jp/　です。
セキュリティ強化のため常時ＳＳＬ化（https アドレス）に対応しま
した。また、スマートフォンにも対応したサイトになりました。

【公式サイトが新しくなりました】

※従来サイトへアクセスいただいた場合は、自動的に新しいサイトを表示します。
※ 一部のブラウザ、ＯＳバージョンの古いスマートフォン、フィーチャーフォンにつき

ましては、表示が崩れたり、表示できない場合がございます。どうぞご了承ください。


