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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）
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●展示室１

両親の郷里であり、いわさきちひろの
心のふるさとであった信州。幼いころか
ら晩年まで、ちひろは家族や友人ととも
に信州各地を訪れ、１９６６年には、黒姫に
第二のアトリエともいえる山荘を建てて
います。東京育ちであるにも関わらず、
自ら「信州人」であると語るほど、ちひ
ろはこの地を愛していました。本展で
は、原風景・信州のイメージから生まれ
た作品や、黒姫で描いた絵本、信州のス
ケッチなどを展示し、ちひろと信州の関
わりを紹介します。
松本市・梓川村―終戦を迎えて
父・正勝は梓川村（現松本市）、母・文江
は松本市新橋の出身でした。両親の里帰
りの際には、登山や川遊びをするなど、ち
ひろは信州でのびのびと過ごしました。

図 １　奈良井川のほとりで　妹・世史子（左）と　１９２２年

ちひろの娘時代は、日本が戦争へと突
き進み、戦況が激化していった時代と重
なります。１９４５年 ５ 月２５日、東京・山の
手の空襲で、ちひろと家族は東京・中野
の家を焼け出され、母の実家のある松本
に疎開します。 ８月１５日、新橋から二次
疎開のために向かった梓川村の父の実家
で終戦を迎えました。ちひろが終戦の翌
日から書き始めた「草穂」と題した日記
の冒頭には、梓川から望む金松寺山が鉛
筆で描かれています。ちひろは後に、当
時の心境を「戦いがおわった日、心のど
こかがぬくぬく燃え、生きていく喜びが
あふれだした。忘れていた幼い日の絵本
の絵を思いだし、こどものころのように
好きに絵を描きだした」と語っていま
す。その後、自らの生きる道を模索して
いたちひろは、翌年の ５月、画家を目指
して単身上京します。信州は若きちひろ
が画家になる夢を取り戻し、自立して生
きることを決意した地でもありました。

松川村―わが子に会いに
安曇野の北端にある松川村は、戦後、

両親が開拓農民として入植した土地でし
た。ちひろは松川村を度々訪れ、山並みや
父母の暮らしなどをスケッチしています。
３１歳のときに、ちひろは松本善明と結

婚し、翌年、息子が誕生します。当時、
職を失い、司法試験を目指して勉強中だ
った夫に代わり、家計を支えていたちひ
ろは、絵の仕事に集中するため、乳飲み
子だった息子を松川村の両親のもとに預
けます。親子 ３人の暮らしを始めるた
め、東京で懸命に働き、お金が貯まる
と、汽車で ８時間、電車で １時間、徒歩
で４０分かけて、息子に会いに何度も松川
村に足を運んだ時期もありました。画机
の前に貼っていた無垢な寝顔を描いたス
ケッチからは、「うしおのように流れだ
す愛情を、どうしようもなくて」と記し
た息子への思いが感じられます。

図 ３　長男・猛　１９５１年

小
お

谷
たり

温泉―『りゅうのめのなみだ』
古くから湯治場として親しまれ、深い

谷合にある小谷温泉には、息子が幼いこ
ろ、毎年のように正月に訪れていました。

図 ４　小谷温泉・鎌池　釣り人　１９６５年

１９６５年、『りゅうのめのなみだ』を手
がけるにあたり、ちひろは小谷温泉の旅
館に逗留しています。宿の裏山を登った
ところにある神秘的な鎌池や、道端の倒
木、枯れ木、草花など、ちひろは宿周辺

の風景をスケッチしました。中国の山奥
が舞台となったこの絵本には、小谷の自
然が描きこまれています。
黒姫高原―第二のアトリエ
１９６６年、黒姫山の山麓に広がる信濃町

の黒姫高原に、ちひろはアトリエを兼ね
た山荘を建てます。ちひろの好みを生か
して設計されたこの山荘を、春夏は「野

や

花
か

亭
てい

」、秋冬は「雪
せっ

雫
か

亭
てい

」と呼んでいま
した。四季折々の自然に出会える黒姫
を、ちひろは毎年のように訪れ、絵本を
制作しています。
『花の童話集』

図 ６　ひなげし　『花の童話集』（童心社）より　１９６９年

戦後間もないころ、宮沢賢治の文学に
深く傾倒していたちひろは、５０歳のとき
に、草花を題材にした賢治の童話 ６編を
収めた絵本『花の童話集』を手がけま
す。この絵本は、ちひろの強い希望によ
り、新緑の季節の黒姫山荘で制作されま
した。ちひろは、賢治が愛した岩手の自
然を、黒姫の自然のなかに見出しなが
ら、絵本のなかに描いています。山道を
散歩し、「賢治も、こうして山道を歩き
ながら、木や花や草や鳥たちとおしゃべ
りしたんだと思うの」と語っていたちひ
ろは、自然と対話する賢治のまなざし
に、自らのまなざしを重ねていたのでし
ょう。この作品を「私の宮沢賢治解釈」
と語っています。
『あかまんまとうげ』

図 ７　わらびを持つ少女
　　　『あかまんまとうげ』（童心社）より　１９７２年

『あかまんまとうげ』の表紙には、鮮
やかな若草色に包まれ、薄紫のすみれの
花を髪に飾る少女の姿が描かれていま
す。この絵本には、生命の息吹に萌える
春の黒姫の情景が表現されています。黒
姫の豊かな自然と、日常を離れて過ごす
静かな時間が、ちひろの創作と心を支え
ていたことがわかります。�（宍倉恵美子）

●２０１７年9月１6日（土）～１１月７日（火）

開館２０周年記念Ⅳ　ちひろと旅する信州

図 ５　涙を流すりゅうと男の子
　　　『りゅうのめのなみだ』（偕成社）より　１９６５年

主催：ちひろ美術館、信濃毎日新聞社

図 ２　日記「草穂」より　梓川村より金松寺山をのぞむ
　　　１９４５年
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●展示室4

デンマークの画家、イブ・スパング・
オルセンの展示を、今年春のちひろ美術
館・東京の展示に続き、安曇野ちひろ美
術館でも作品を入れ替えて開催します。
オルセンの画業は、新聞のためのイラ
ストレーションに始まり、ポスター、ア
ニメーション映画、壁画、切手、彫刻、
舞台美術と幅広く、デンマークの人なら
ば、どこかで必ず彼の作品を目にしてい
るともいわれます。特に、本は６００冊近
く手がけたといわれています。本展で
は、そのなかから絵本を中心に原画を展
示、紹介します。
絵本を手がけるまで（絵本以外の仕事）
１９２１年、デンマークの首都コペンハー
ゲンのオステルブロ地区に庭師の三男と
して、オルセンは生まれます。彼はこの
地区で過ごした少年時代を、自伝『オス
テルブロからきた少年』に綴っていま
す。１９３２年の Frihavnen（コペンハーゲ
ンの港）の絵には、寄港している外国船
に乗り込み、デンマークのマッチと、外
国のマッチを交換したいがために、初め
て覚えた外国語で話す少年時代のオルセ
ンの姿が描かれています。（図 １）

図 １　『オステルブロからきた少年』より　１９８０年

オルセンは、その後１９４８年から教師と
して働きながら、新聞の日曜版にイラス
トレーションを描き続けます。最初の子
どものための絵本は『 ５ひきのトロル』
（本展未出品、邦訳版　絶版）でしたが、
残酷なストーリーに、評論家には、不評
だったとオルセンは後に記しています。
ポスターの仕事も、オルセンが長年取
り組んでいたものです。彼の政治や社
会、環境への高い意識は、ポスターとい
う大きな画面に乗って、デンマークの人
々へと伝わっていきました。１９９８年には
デンマークポスター美術館にて彼のポス
ターの特別展も開催されています。「エ
ネルギーを節約しよう」（１９７５年）は、
そのなかでも代表作ともいわれる作品で
す。（図 ２）画面の左手前で、少女は窓
越しに町を眺めながら、右手で暖房の温
度を低くしようとしています。画面全体
には夕暮れの町が描かれていますが、よ
く見ると、道の左側の建物の窓ごしに入

浴している女性、屋根の上の煙突掃除
夫、道路でボール遊びをする子どもたち
など、さまざまな人がいます。さらに、
人々のそばには小さな手書き文字で、
「お風呂よりシャワーを」「煙突はきれ
いに」などと、エネルギーを節約するた
めの助言がちりばめられています。

図 ２　ポスター　「エネルギーを節約しよう」　１９７５年

オルセンの絵本
オルセンの絵本で、日本や海外で特に

知られているものに、『つきのぼうや』が
挙げられるでしょう。本の縦長の判型が
印象的なこの本は、もとは新聞の日曜版
のために描かれたお話が始まりでした。
細長い画面を切ってつなげ、両端を棒に
巻きつけ、縦型の巻物のように動かして
遊ぶことを想定してつくられたストーリ
ーは、月から地上へ下り、また空へ戻っ
ていく男の子の冒険です。縦長の画面
と、青い空を背景にした黄色い月の色の
コントラストが印象的なこの本は、リト
グラフの一種であるヘリオグラフィーと
いう手法によってつくられ、色は印刷の
段階でつけられために、原画はモノクロ
の線だけがフィルムに描かれたもので
す。（図 ３）少し揺れのある、オルセン
独特の線は確実なデッサン力に支えられ
ています。

図 ３　『つきのぼうや』より　１９６２年（左：原画　右：絵本）

デンマークの自然と、オルセンのユー
モアが生んだ傑作ともいえる絵本が『ぬ

まばばさまのさけづくり』です。『つき
のぼうや』同様、最初は新聞に発表され
たものが、後年絵本化されました。夏の
夜に、沼地からもやが立ち上がる現象
を、デンマークでは「ぬまばばさまが、
酒をつくっている」というそうですが、
オルセンは、当時幼かった息子ととも
に、それを、あたかも古来から言い伝え
られている昔話のように仕立て、さまざ
まな個性的な登場人物をつくりだし、季
節のうつりかわりを表現しながらまとま
ったストーリーとして描いています。
１９８１年には短編アニメーション映画とな
り、オルセン自身がセル画を描き、ナレ
ーションを行いました。（図 ４）

図 ４　『ぬまばばさまのさけづくり』より　１９６６年

デンマークのアンデルセン、オルセン
アンデルセンと同じ母国デンマークに

生まれたオルセンにとって、アンデルセ
ンの話に絵を描くことは特別の意味をも
つようです。既に１９５０年代から、アンデ
ルセンの童話に絵をつける仕事はしてお
り、１９７２年には国際アンデルセン賞画家
賞を受賞していますが、福音館書店か
ら、『アンデルセンの童話』の絵の依頼
を受けたときのことを、オルセンはこう
記していいます。「アンデルセンの世界
を描くことは至難のわざでした。わたし
は何度も、他ならぬアンデルセンに手助
けを求めたくなりました。一体この箇所
をどう描いたらいいのかと、直接彼に教
えてもらいたかったのです。」
そのような苦悩を感じさせない、躍動

感あふれるこの絵の中央には、お姫さま
の婿に選ばれようと用意周到な兄ふたり
を尻目に、馬をもらえずヤギに乗った無

邪気な弟のハン
ス。（図 ５）両
手を上げ、こち
らに突進してく
るハンスの声ま
で聞こえてきそ
うです。
オルセンの力

作の数々をお楽
しみください。
�（松方路子）

●２０１７年9月１6日（土）～１１月７日（火）

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

図 ５　�『アンデルセンの童話』
より　１９９２年

主催：ちひろ美術館、メディアリンクス・ジャパン、信濃毎日新聞社
後援：�デンマーク大使館、こどもの本WAVE、絵本学会、（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
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●展示室3

今年は１２年に一度の酉年。鳥は古代か
ら人間とともに生き、空を舞ってきまし
た。本展では、ちひろ美術館コレクショ
ンのなかの鳥たちに注目します。
人になる鳥
エフゲーニー・ラチョフが描くロシア
民話『きつねとつる』では、動物たちは
人間のように服を着ています。きつね
は、つるを食事に招待しますが、食べづ
らい平らな皿におかゆを入れて出したの
で、つるは食べられずに帰ります。次に
つるがきつねを招待したときには、細長
いつぼにスープを入れたため、きつねは
手が出ません。無念そうな顔のきつねと
平静なつるが、壺を中心に対照的に描か

れています。ラチ
ョフの動物に対す
る的確な観察や構
図の妙が、見てと
れます。
同じつるでも、

日本民話の『つる
にょうぼう』は、
助けられたつる

が、美しい女の姿に変身して現れ恩返し
をする話。絵本の表紙絵として、赤羽末
吉は和紙に、はたを織る娘と空中に舞う
つるの羽根を描きました。小さい羽根の
数々が、つるが自分を犠牲にして、はた
を織っているということを暗示していま
す。

図 ２　赤羽末吉（日本）『つるにょうぼう』より　１９７９年

象徴としての鳥
鳥は人に変化するだけでなく、それ自

体が、シンボルとしても、登場します。
チャールズ・キーピングの『しあわせ

どおりのカナリヤ』では、黄金のカナリ
ヤは幸せの象徴です。ビルの建設により
外で遊べず、離ればなれになってしまっ
たふたりの子どもたちを、自由の身にな
ったカナリヤがつなぎます。この表紙絵
は、その幸せな結末を、見事に表現して

います。ことばを
話さずとも、カナ
リヤはその存在だ
けで主人公です。
一方、ユゼフ・

ヴィルコンの『森
のコンサート』に
登場する鳥たち
は、それぞれどの
鳥が一番美しい歌を歌えるかを競い合い
ます。ヴィルコンは、色とりどりの鳥た
ちを、深い緑色の森の背景に描き、それ

ぞれの奏でるメロディーがあたかも聞こ
えてくるようです。声のみならず、姿か
たちも多様な鳥は、他と比べることの愚
かさをも語っているようです。
� （松方路子）

開催中の「いわさきちひろの歩み」展
に関連し、一人息子で美術評論家の松本
猛による講演会を行いました。今秋、ち
ひろ研究の集大成となる『いわさきちひ
ろ　子どもの命を見つめて』（講談社）を
刊行するに先立ち、執筆のなかで新たに
発見したことや、母との思い出を語りま
した。ここではその一部を紹介します。
『戦火のなかの子どもたち』
母からいっしょに絵本を作らないかと
言われたときは、生まれて初めて認めら
れたようで嬉しかった。あの時間がなけ
れば、いわさきちひろという人間を深く
知ることはなかっただろうと思います。
ベトナム戦争では、世界中のあらゆる
分野の人たちが反戦の意を表した。ちひ
ろは『戦火のなかの子どもたち』を制作
することで問題提起をしました。自身の
戦争の記憶が挟み込まれているこの絵本
を通して、戦争を起こしたものに対する

激しい怒り、子どもを守らなければいけ
ないという強い意志を伝えようとしたの
だと思います。
画家・いわさきちひろの誕生
ちひろの父・正勝は俳句や和歌、小説

も書く文学青年で、絵も上手でした。ち
ひろと仲が良く、大きな影響を与えまし
た。一方、母の文江は女学校教師で、博
物（理科）・家事を教えていました。植
物の研究にも熱心で、初めて白馬岳に登
った女性の一人だと言われています。二
人は手をつないで街を歩くなど、当時と
してはめずらしい自由な雰囲気があり、
そんな両親の影響で、ちひろは感性豊か
に育ちました。
女学生時代には、当時の画壇の権威で

ある岡田三郎助のもとへ毎日のように通
い、文化レベルの高い環境で学ぶ場を得
て、いわさきちひろという人間の基礎と
なる貴重な経験をしています。

ちひろの絵が伝えたいこと
ちひろは、人間が作り出すことのでき

ない自然の息吹や、空気の美しさを大切
にしていた人。にじみや筆の勢い、余白
を工夫して、それらを表現していたのだ
と思います。（中略）目に見えない、絵
の外側に溢れている愛情こそ、ちひろの
描こうとしていた世界ではないか。今日
までちひろの絵が多くの人に愛されつづ
けている理由は、子どもは愛されなけれ
ばいけない、そのためには本当に平和で
なければいけないという、ちひろと同じ
思いを持つ人たちに支えられてきたから
だと感じています。� （畔栁彩世）

●２０１７年9月１6日（土）～１１月７日（火）

開館２０周年記念Ⅳ　ちひろ美術館コレクション　よりどりみどり　世界の鳥

〈活動報告〉７月２９日（土）　 松本猛講演会　母・いわさきちひろの歩み

図 １　エフゲーニー・ラチ
ョフ（ロシア）『きつねとつ
る』より　１９６７年

図 ３　チャールズ・キーピン
グ（イギリス）『しあわせどお
りのカナリヤ』より　１９６７年

〈活動報告〉８月２６日（土）夜のミュージアム
年に１度、２１時まで開館する「夜のミ
ュージアム」。安曇野ちひろ公園では、
「すずむし捕り」や「肝試しと野宿体
験」を開催。美術館の絵本の部屋では、
絵本作家・あおきひろえｗｉｈなるパン
ダさんによる「絵本＆落語ライブ」を行
いました。落語の演目は、冷蔵庫のなか
の食材を擬人化した「冷蔵庫哀詩」（桂

小春団治　作）と １万円でトラとして雇
われた男性が、トラを演じていたら本物

の⁉ライオンがやってきて…という「動
物園」。おふたりの巧みな話術や悲喜こ
もごもの表情・動きに、会場内は笑いに
包まれました。絵本ライブでは、歌に合
わせて大阪弁を教わったり、あおきさん
の絵本『かみなりどんがやってきた』に
そった手遊びをしたり……。楽しいひと
ときとなりました。� （田邊絵里子）

あおきひろえさん なるパンダさん

図 ４　ユゼフ・ヴイルコン（ポーランド）
　　　『森のコンサート』より　１９７９年



美術館
日記

ひとこと
ふたこと
みこと

最終回の今回は、トットちゃん
広場の散策がもっと楽しくなる、
「ひみつ」をご紹介します。

ひみつ①

トットちゃん
の机

トモエ学園の授業のようすを見学
できる「デハニ　電車の教室」。時間
割りが決まっていなかった教室で
は、絵を描く生徒の隣で植物の観
察をしていたり、そろばんをはじ
いていたり…。作文が得意だった
トットちゃんの机や物理が好きな
泰ちゃんが実験をしている机も再
現されています。ぜひ物語を思い
出しながら見学してください。

ひみつ②

鉄条網

トットちゃんが大好きだった遊び
は、よその家や原っぱの垣根をく
ぐること。「鉄条網」をくぐっ
て、パンツを破いていました。ト
ットちゃん広場にもトットちゃん
が好きそうな鉄条網があります。
探してみてくださいね。

ひみつ③

トモエ学園
の写真

とてもユニークな教育方針のトモ

エ学園。運動会や温泉旅行、講堂
での野宿のようすが写真で残され
ています。いきいきとした姿から
は、楽しそうなトモエ学園での生
活を垣間見ることができます。

ひみつ④

パタパタ机

トットちゃんが最初の学校で授業
中にパタパタしていたふた付きの
机。長野市の旧信田小学校からい
ただいた貴重な机です。「こんな
机だったんだね」「懐かしいわ」
と、声があがります。好奇心旺盛
なトットちゃんを想像して、会話
も弾みます。� （宮木慧美）

７月１８日（火）
ちひろ美術館は ３度目です。来館
する度に心が洗われます。今年
は、トットちゃんの電車の教室も
見学できてよかったです。ここで
たっぷり ５時間も過ごしたのは初
めてです。� （大阪・青淵孝子）
８月３日（木）
２７歳の誕生日にちひろ美術館に初
めて来ることができて、本当によ
かったです。ちひろさんが２７歳で
新しい一歩を踏み出したように、
私も頑張ろうと力をもらいまし
た。子どものしあわせと平和を願
うちひろさんの想いと、夢のよう
な甘さが漂う絵が大好きです！
８月１４日（月）
長野には何度も訪れていたもの
の、初めて来て、楽しくて、こん
な場所があったのかとびっくりし

ました。アートを身近に感じるこ
とができる空間づくりのありがた
さを感じました。� （ナガ）
８月１５日（火）
８ 月 ４ 日に、大分県別府市を出発
して、車で日本一周の最中に来ま
した。両親（一弘＆知子）がちひ
ろさんの絵が好きで、私の名前も
ちひろ（千弥）になりました。福
井県の道の駅にあったチラシで、
「ちひろの生まれた家」記念館の
ことを知り、行ってみたところ、
そちらのスタッフの方に、この美
術館をすすめられました。来てよ
かったです。東京の美術館にもぜ
ひ行ってみたいです。ちなみに、
私も左利きの長女です。（ちひろ）
［日本の絵本１００年の歩み　感想ノートより］

７月１５日（土）
普段なかなか見られない絵本の原

画にお目にかかれて、一枚一枚、
じっくりと見せてもらいました。
自分の持っている大切な絵本の一
ページが何枚かあって、感動しま
した。絵本が大好きで、今回は ３
度目ですが、年を重ねていくなか
で、好きな絵も変わりました。前
回来たときはこの絵が一番だと思
ったよな～とか……、いい時間を
過ごさせてもらいました。次はい
つになるかわからないけれど、ま
た絶対に来ます。� （S.K）
７月２４日（月）
岩さきさんや、ほかの絵本作家の
人の絵をみれてよかったです。私
がすきな丸木ふさいの絵本を通し
て、ここにくる人々が、せんそう
のこと、せんそうをくり返しては
いけない、と思うことをねがって
います。�（東京都１０才みいより）

７月４日（火）
ちひろ美術館の公式ＨＰがリニュ
ーアル。写真や画像を大きくし、
デザインを一新、スマートフォン
にも対応。初めてＨＰを訪れた人
にも、ちひろがどんな人だったか
を、わかりやすく紹介している。
更新をしながら、より魅力的なＨ
Ｐに育てたい。
８月６日（日）
前日までの台風による豪雨が嘘の
ような快晴で迎えた「朝のミュー
ジアム」。カフェテラスは「朝の

おはなしの会」を、トットちゃん
広場では、「朝の音楽会」を開
催。両方に参加された、あかちゃ
んを連れたお母さんからは「満喫
できました！」と嬉しい声が寄せ
られた。
８月１０日（木）
開館４０・２０周年の今年、長年の念
願だった「いわさきちひろ作品目
録」の刊行に向けて、準備が進行
中。学芸の担当者と印刷会社では
原画のスキャニング作業やレイア
ウトについて検討を重ねてきた。
本日、色校正の試作が届く。ちひ
ろの全作品リストと約３５００点の図
版が掲載予定。 ３月の刊行が楽し
みだ。
８月１６日（水）
恒例の中学生ボランティアは １日
から今日までの１６日間で、約２０００
人のお客さまが参加された。ワー

クショップは、水彩技法体験と ２
種類の折り紙。折り紙ワークショ
ップでは、男子中学生がしゃがみ
込み、幼児と視線を合わせて、丁
寧に接するようすが微笑ましい。
ガイドツアーは、クイズ形式で進
行。連日３０℃を超える暑さのな
か、額に汗をかきながら中学生が
出題すると、参加者はＡかＢの札
を上げる。大いに盛り上がる姿
に、トットちゃん広場の電車を見
学されている方からも「楽しそ
う！」「参加したいね」との声が
上がっていた。

トットちゃん
広場より

５

Ⅳ　トットちゃん広場のひみつ

弁当を食べるおさげ髪の少女
１９５８年
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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
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〈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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●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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〈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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す。
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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
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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）

〒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
ちひろを訪ねる旅５８／ひとことふたことみこと／美術館日記…漁

●展示室1・2・多目的ギャラリー　他
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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）

●安曇野ちひろ美術館２０周年！ おめでとう２０歳！
開館２０周年を迎えた２０１７年、美術館と同じ２０歳の方は特別に入館無料
です。※生年月日のわかるものを受付でご提示ください。

●９月１８日（月・祝）敬老の日
この日は、６５歳以上の方は入館無料です。

●９月２４日（日）白馬村・小谷村民入館無料デー
白馬村・小谷村にお住まいの方は、入館無料です。
※ご住所のわかるものを受付でご提示ください。

毎月第 ２・４ 土曜日　１１：００～
展示や季節にあわせて、絵本
の読み聞かせや素話などをお
こないます。

（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
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。

（参加自由、入館料のみ）

●ギャラリートーク
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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
chihiro.jp　TEL. ０２６１―６２―０７７２　FAX ０２６１―６２―０７７４

●展示関連イベント
　１０月7日（土）ちひろと旅する “ おいしい ” 信州
いわさきちひろが描いた信州を、当館学芸員によるギャラリートーク
と、松川村の味覚でお楽しみいただける体験企画です。松川村のブラ
ンド米「鈴ひかり」のおにぎりづくりと、松川村の若手農家「あっぷ
るぼーいず」による、りんごトーク＆りんご狩り体験をお楽しみくだ
さい。

○日時：１０月 ７ 日（土）１０：００～１４：００
○集合場所：安曇野ちひろ美術館
○参加費：１５００円
　（入館料別、りんごのおみやげ付）
○定員：１５名
　※動きやすい服装でお越しください。
○申し込み：要事前予約
　（ちひろ美術館 HP、TEL.０２６１ｰ６２ｰ０７７２、美術館受付にて）

●１０月２８日（土）
　北アルプス山麓　りんごの小径ウォーキング　秋
主催：松川村観光協会・ウォ―キング部会
北アルプス連峰の眺望が美しい清流　乳川の遊歩道や史跡、りんごの
小径をめぐるウォーキングイベント。地元ガイドによる案内や村民に
よるもてなし、りんごのもぎ取りなど楽しい体験のほか、トットちゃ
ん広場にもご案内。松川村の魅力満載、秋限定のウォ―キングイベン
トにぜひご参加ください。

○日時：１０月２８日（土）
　 ９ ：００～１２：００（小雨決行）
○集合・解散場所：安曇野ちひろ公園
○参加費：１０００円（保険料込み）
○定員　６０名
○お問い合わせ・お申し込み先
　：松川村観光協会
　　TEL.０２６１ｰ６２ｰ６９３０
○申し込み〆切：１０月２３日（月）

●１１月４日（土）ちひろの水彩技法体験
水彩絵の具でにじみづくりを体験したら、にじみの紙を表紙にした「じ
ゃばらノート」をつくりましょう。

○日時：１１月 ４ 日（土）
　１０：００～１１：３０
○会場：多目的ギャラリー
○参加費：３００円（入館料別）
○定員：１０名
○対象：小学生以上
○申し込み：要事前予約
　（ちひろ美術館 HP、TEL.０２６１ｰ６２ｰ０７７２、美術館受付にて）

●いわさきちひろ生誕１００年プレ企画・ピエゾグラフ展
　いわさきちひろと母文江が過ごした武生
主催：越前市武生公会堂記念館、ちひろ美術館
１９１８年、母文江の赴任した武生でちひろは生まれまし
た。生誕１００年プレ企画展として、母文江と武生とのか
かわりなどの紹介とともに、ちひろの描いたあかちゃ
んや子どもを中心としたピエゾグラフ作品を展示します。
〇会期：２０１７年１０月 ６ 日（金）～１１月 ５ 日（日）
〇会場：越前市武生公会堂記念館
※お問い合わせ：０７７８―２１―３９００

●１０月２２日（日）信州人集まれ！
　長野県民感謝デー
開館から２０年間の感謝の気持ちを込めて、この
日は長野県にお住まいの方は入館無料です。開
館２０周年記念のポストカード（非売品）もプレ
ゼントします。※ご住所のわかるものを受付でご提示
ください。

いわさきちひろ　木の葉の精　１９６８年

chihiro.jp


