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南アフリカ共和国
［ 2 名］
フィオナ・ムーディ／
ピエト・フロブラー

ちひろ美術館コレクションには、現代絵本画家たちの作品や、絵本
の歴史に関する作品の他にも、ちひろに影響を与えた画家の作品、
館内に設置された立体作品なども含まれています。ここでは、画家
名を国別に紹介します。 ＊１  寄託作品約 6,500点を含む　＊２  2017 年 3 月現在

ちひろ美術館　収蔵作家一覧

イギリス［23 名］
アーサー・ラッカム／アーネスト・シェパード／アンソ
ニー・ブラウン／ウィリアム・ニコルソン／ウォルター・ク
レーン／エドワード・アーディゾーニ／エロール・ル・カイ
ン／ケイト・グリーナウェイ／Ｃ．メアリー・バーカー／ジェ
ニー・ウィリアムズ／ジョージ・クルックシャンク／ジョン・
バーニンガム／チャールズ・キーピング／チャールズ・ド
イル／デビット・マッキー／バーナデット・ワッツ／パット・
ハッチンス／ビアトリクス・ポター／ブライアン・ワイルド
スミス／ヘレン・オクセンバリー／マーガレット・タラント
／ランドルフ・コ－ルデコット／リチャード・ドイル

ロシア［14名］　
イワン・ビリービン／ヴィクトル・ドゥヴィード
フ／エフゲーニー・チャルーシン／エフゲー
ニー・ラチョフ／ジオドーロフ／スヴェトザー
ル・オーストロフ／タチヤーナ・マーヴリナ／
ニキータ・チャルーシン／ニコライ・ポポフ／
ボリス・ディオドロフ／マイ・ミトゥーリッチ／
マルク・シャガール／ユーリー・モギレフス
キー／ユーリー・ノルシュテイン

フランス［１2 名］
アントワーヌ・ブールデル／
アンリ・ド・トーゥルーズ＝ロー
トレック／エリック ･ バトゥー
／オノレ・ドーミエ／ J.J. グ
ランヴィル／ジャン・クラヴ
リィ／トミー・ウンゲラー／
フレデリック・クレマン／ピ
エール・ラプラード／マリー・
ローランサン／モーリス・ド
ニ／モーリス・アスラン 

ドイツ［4 名］
イヴァン・ガンチェフ／ビ
ネッテ・シュレーダー／クラウ
ス・エンヅィカート／ケーテ・
コルヴィッツ

フィンランド
［ 3名］
カーリナ・カイラ／
ハンヌ・タイナ／
ペッカ・ヴオリ

スウェーデン［ 1名］
イロン・ヴィークランド

デンマーク［1名］
イブ・スパング・オルセン

イタリア［ 6 名］
ベニ・モントレソール／マウリツィオ・オリヴォッ
ト／キアラ・ラパッチーニ／ロベルト・イノチェン
ティ／ビンバ・ランドマン／フルヴィオ・テスタ

スイス
［１名］
ジータ・ユッカー

スペイン［ 2名］
エミリオ・ウルベルアーガ／カルメ・ペリス

チェコ［ 5 名］
アドルフ・ボルン／イジー・トゥルンカ／ヴ
ラスタ・バラーンコヴァー／クヴィエタ・パ
ツォウスカー／ミルコ・ハナーク

ポーランド［ 4 名］
エルジュベータ・ガウダシンスカ／スタ
シス・エイドリゲヴィチュス／ヤヌシ・グ
ラビャンスキ／ユゼフ・ヴィルコン

スロヴァキア［ 7名 ］
アルビーン・ブルノウスキー／ドゥシャ
ン・カーライ／フランティシェック・ブラ
シュコ／カミラ・シュタンツロヴァー／ミ
ロスラウ・ツィパール／ローベルト・ブル
ン／ヤナ・キセロヴァー =シテコヴァー

クロアチア［１名］
アンドレア・ペトルリック・フセイノヴィッチ

オーストリア
［１名］
リスベス・ツヴェルガー

トルコ［ 1名］
ジョン・ギョクニル

イラン［ 2 名］
ヌーレディン・ザリンケ ルク／
フィールーゼ・ゴルモハンマディ

スーダン［ 3名］
アラエルディン・エルジズーリ・
ナイム／セイフ・エディーン・ロ
ウタ／フセイン・ジャマアーン 
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マレーシア［ 1 名］
アザラン・フサイン

ベトナム［１名］
タ・ヒー・ロン

パプアニューギニア
［ 1名］
マーロン・クェリナド

アメリカ［39名］
アーノルド・ローベル／アニタ・シーガル／アニタ・ローベル／アリキ／ヴァレン
ティ・アンジェロ／ヴィクトリア・チェス／エイドリアン・アダムス／エヴァリン・ネ
ス／エリザベス・マイルズ／エリック・イングラハム／エリック・カール／エレン・
ラスキン／ジェームズ・スティーブンソン／ジェームズ・マーシャル／ジェラルド・
マクダーモット ／シミアン・シミン／ジャン・シャロー／ジョーン・ウォルシュ・アン
グランド／シンディ・ゼッカーズ／ターシャ・テュードァ／デァ・ライト／トミー・デ・
パオラ／ナンシー・グロスマン／ピーター・シス／フランク・ボッゾ／ヘレン・ス
ウエル／ベン・シャーン／ポール・ゴルドン／マーク・シモント／マーチン＆アリ
ス・プロベンセン／マーティン・シャーロット／マービン・ビレック／モーリス・セン
ダック／ユリー・シュルヴィッツ／リック・シュライター／ルートヴィッヒ・ベーメルマ
ンス／レオ＆ダイアン・ディロン／ロバート・クァッケンブッシュ／ワンダ・ガアグ

日本［55 名］

藍澤ミミ子／赤羽末吉／秋野亥左牟／あべ弘士／荒井良二／有
元利夫／石川豊雅／伊藤博敏／井上洋介／いわさきちひろ／岡本
帰一／小笠原寛三／織茂響子／木村荘八／黒田征太郎／桑原宏
／小林清親／清水良雄／杉浦範茂／杉田豊／鈴木珊吉／鈴木淳
／スズキコージ／瀬川康男／清宮質文／武井武雄／武田美穂／田
島征三／田島征彦／多田ヒロシ／田中英幸／谷内こうた／長新太
／出久根育／寺内萬二郎／中野滋／中谷千代子／中谷  泰／西
村繁男／西巻茅子／長谷川潔／初山滋／原田和男／深澤省三／
本田庄太郎／前島とも／松山文雄／丸木位里／丸木俊／箕田源
二郎／村上康成／茂田井武／八島太郎／山本新太郎／和田誠

アルゼンチン
［１名］
クラウディア･レニャッツィ

ブラジル
［１名］
ホジェル・メロ

ヴェネズエラ
［１名］
イレーネ・サヴィーノ

コスタリカ
［１名］
ウェン・シュウ

日本［55名］

中国［4 名］張 錫昌／干 大武／武 建華／蔡 皋

韓国［4 名］
キム・ドンソン／シン・ドンジュン／
パク・スン・ウォン／パク・チョルミン  

台湾［ 1 名 ］
曹 俊彦

モンゴル［ 1名］
ボロルマー・バーサンスレン 

キューバ［ 2 名］
エドワルド・ムニョス・バシュ
エンリケ・マルチネス

スリランカ［ 1 名 ］
シビル・ウェッタシンハ
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Photo Album ちひろ美術館と絵本画家たち

1988年11月
［東京館］

展示にあわせて来日した
ビネッテ・シュレーダーさん（ドイツ）

を囲んで
1990 年3月

［東京館］
中庭で立体作品を制作する

クヴィエタ・パツォウスカーさん
（チェコ）

1998 年10月
［東京館］

「中国の絵本原画展」会場にて
蔡皋さん（中国）自身による

ギャラリートーク

1999 年5月
［安曇野館］

ユゼフ・ヴィルコンさん（ポーランド）を迎えて

2002 年11月5日
［東京館］

立体「ゴムあたまポンたろう」を
製作中の長新太さん

2000 年1月25日
［安曇野館］

エリック・カールさん、バーバラ・カールさん夫妻
（アメリカ）を囲んで

2004 年10月26日
［安曇野館］

ウルフ・スタルクさんほか、スウェーデンの画家、
作家たちが来館

2000 年4月24日
［東京館］

「ちひろとあんの展」
レセプション会場の

安野光雅さんと佐藤忠良さん

2006 年12月2日
［東京館］

「ノルシュテインの絵本づくり展」会期中に来日、
対談中のユーリー・ノルシュテインさんと

高畑勲さん

1988年11月

1990 年3月

1998 年10月

1999 年5月

2000 年1月25日

2000 年4月24

2002 年11月5日 2004 年10月26日

2006 年12月2日
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2009 年7月11日
［安曇野館］

個展に合わせて来日、トップバナーに
サインをするアンドレア・ペトルリック・

フセイノヴィッチさん（クロアチア）

2014 年5月17日
［安曇野館］

来日して制作した野外作品の前に立つ
ホジェル・メロさん（ブラジル）

2015 年10月10日
［安曇野館］

「はしれ、トト！」展会場にて
チョ・ウンヨンさん（韓国）自身による

ギャラリートーク

2009 年10月12日
［安曇野館］

ゲストブックにサインをする
シン・ドンジュンさん（韓国）

2014 年9月19日
［安曇野館］

「聖コージズキンの誘惑展」で
ライブペインティングをするスズキコージさん

2015 年7月4日
［安曇野館］ 

サインをするファブリツィオ・ヴァン・
デン・ブレックさん（メキシコ）

2009 年11月29日
［東京館］

「武田美穂の絵本づくり」展で
ワークショップをする武田美穂さん

2015 年10月1日
［安曇野館］ 

ゲストブックを手にする
ジャン・クラヴリィさん（フランス）

2009 年10月12日

2014 年5月17日

2014 年9月19日

2015 年10月1日

2015 年10月10日

2016 年8月11日
［東京館］

　「あべ弘士の動物王国」展会場にて、
あべさん自身によるギャラリートーク

2016 年8月11日

2009 年11月29日

2009 年7月11日
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