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ちひろの歩み
展示会期 2017年11月8日（水） ～ 2018年1月31日（水）

さざ波のような画風の流行に左右されず、何年も読み
続けられる絵本をせつにかきたいと思う。
最も個性的であることが、最も本当のものであるといわ
れるように、わたしは、すべて自分で考えたような絵本
をつくりたいと思う。

1. バラ飾りの帽子の少女　1972年

2. 紙芝居『お母さんの話』習作　1947年　

疎開先の長野県で終戦を迎えたちひろは戦時中の己の無知を痛感

し、武者小路実篤や宮沢賢治の作品からヒューマニズムや社会主義

的思想に共感して、自らの視野を広げていきます。松本市で日本共

産党の演説会に参加し、二度と戦争をしてはならないとの思いから

入党、党宣伝部の芸術学校で絵を学ぶために上京したのは1946年

春、ちひろが27歳のときでした。人民新聞の記者として働きながら

絵の勉強に励み、絵描きとして歩み始めたちひろのもとに、アンデ

ルセンの物語「お母さんの話」を描く紙芝居の仕事が舞い込みます。

当時としては高額な画料の依頼であったこの仕事を契機に、ちひろ

は画家として立つことを決意します。

画家としての出発

1950年代半ばころから、ちひろは絵雑誌や教科書など

の仕事を多数手がけます。1956年、創刊間もない月刊

絵本「こどものとも」（福音館書店）で初めての絵本『ひ

とりでできるよ』の依頼を受けたちひろは、当時5歳

だった我が子をモデルに子どもの暮らしを生き生きと

描きました。

童画家として

近代日本の画期的な児童雑誌「赤い鳥」が創刊されたのと同じ、

1918年に生を受けたいわさきちひろ。幼少期には絵雑誌「コドモ

ノクニ」に親しみ、昭和初期の日本において洋画界の重鎮といわれ

た岡田三郎助に14歳で師事するなど、恵まれた少女時代を過ごし

ています。その後、戦争と家長制度という時代のうねりに翻弄され

ながらも必死に乗り越え、戦後日本の再建に湧く新しい時代の幕開

けとともに、ちひろもひとりの人間として自立、画家への道を模索

するなかで、童画家の道へと進みます。本展では、2018年に生誕

100年を迎えるいわさきちひろの人生と画業の歩みを、その作品や

資料からたどります。

開館40周年記念 Ⅳ

3. そうじをする子ども　『ひとりできるよ』（福音館書店）より　1956年

私は私の絵本のなかで、今の日本から失われた
いろいろなやさしさや、美しさを描こうと思っています。
それをこどもたちに送るのが私のいきがいです。

いわさきちひろ　1972年

https://chihiro.jp
お問い合せは、広報担当：北村・中平・武石まで

TEL.03-3995-0772（業務用）

主催：ちひろ美術館

いわさきちひろ　1964年



若い人の絵本

「絵本でなければできないことをしよう」と呼びかけた至光社の編集

者・武市八十雄氏とともに、ちひろは実験的な絵本づくりをはじめま

す。1968年の『あめのひのおるすばん』を皮切りに年1冊のペースで、

計6作品が制作されました。説明的な描写をそぎ落とし、余白を生かし

た絵と、つぶやきのような短いことばで、子どものナイーブな心をテー

マに描いたこのシリーズは「感じる絵本」とも称され、当時主流だった

物語絵本とは異なる、新しい絵本の可能性を開きました。

絵で展開する絵本

1974年6月、ちひろは入院中の病室で最後の絵筆を

手にしていました。自宅から持ってきてもらった描

きかけのあかちゃんの絵に瞳を描き入れたのです。

それから間もない8月8日、いわさきちひろは55年

の生涯を閉じました。ちひろの描いた子どもたちは、

今も私たちに語りかけてきます。「世界中のこども　

みんなに　平和としあわせを」

平和への祈り

4. 墓地に腰をおろす道化　『絵のない絵本』（童心社）より　1966年

5. 赤い毛糸帽の少女　『ゆきのひのたんじょうび』（至光社）より　1972年
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6. 戦火のなかの少女　『戦火のなかのこどもたち』（岩崎書店）より　1972年

7. あかちゃん（絶筆）　1974年

1950年代から1960年代半ばにかけて、ちひろはアンデルセンの作品を

毎年のように繰り返し描きました。1966年、アンデルセンの物語の舞台

を訪れたいとの思いから、ちひろはヨーロッパ旅行を決行します。その

スケッチをもとに『絵のない絵本』が制作されました。鉛筆と墨の濃淡

によるモノトーンで描き出された作品には、登場人物の心の機微や情感

が細やかに表現されています。以来、童心社の「若い人の絵本」はシリー

ズ化され、樋口一葉、小川未明など若い世代に届けたい絵本として、毎

年１冊ずつ意欲的に取り組んでいきます。

平和で、豊かで、美しく、可愛いものがほんとうに好きで、
そういうものをこわしていこうとする力に
限りない憤りを感じます。　

いわさきちひろ　1972年

ベトナム戦争が激しく戦われていた1972年から73年にかけて、

戦火にさらされたベトナムの子どもたちに想いを馳せて、ちひ

ろは優れない体調をおしながら、絵本『戦火のなかの子どもた

ち』の制作にあたります。自らも戦争体験を持つちひろにとっ

て、未来の象徴ともいえる子どもの命を奪う戦争は、決して許

すことのできないものでした。

※展示室4では、ピエゾグラフ作品で展示します。
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日本では、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、童話、童謡、童画の運
動から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、再び子どもたちに希望を与えるべく、個性的な画家たちや出版社が子
どもの本に心血を注ぎ、1960年代になると絵本は再び隆盛期を迎えます。
さらに1970年代以降は画家たちがそれぞれの表現を深化させ、物語表現
の幅が広がっていきました。1990年代以降には自由な発想による絵を主
体とした数々の絵本も生まれ、その表現はさらに多様な広がりを見せま
す。今日までの100年におよぶ日本の絵本の歩みを、ちひろ美術館コレク
ションも含め、貴重な資料と原画でたどり、豊かな日本の絵本表現の軌跡
を検証します。

主催：ちひろ美術館
後援：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、（一社）日本児童出版美術家連盟、日本児
童図書出版協会、（公社）日本図書館協会
協力：安野光雅美術館、岩波書店、いわむらかずお絵本の丘美術館、オフィス・ジロチョー、オフィス・ルカス、偕成社、加古総
合研究所、刈谷市美術館、こぐま社、軽井沢絵本の森美術館（ムーゼの森）、小さな絵本美術館、童心社、婦人之友社、ブルージェ
イ、堀内事務所、メディアリンクス・ジャパン、モトナガ資料研究室、薮内正幸美術館、和田事務所
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2017年11月8日（水） ～2018年1月31日（水）

8. 岡本帰一　サンリンシャ　「コドモノクニ」1926年2月号（東京社）より　
　    1926年　ちひろ美術館 蔵

11. 岡部冬彦　『きかんしゃやえもん』（岩波書店）より　1959年 12. 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

9. 初山滋　日本けんぶつ　『コドモノクニ初山滋童画集』
　     （東京社）より　1935年頃　藤原浄峰 蔵

10. 村山知義　サア リョカウニ ユキマセウ　「子供之友」
1926年 5月号（婦人之友社）より　1926年　婦人之友社 蔵

企画展

日本の絵本の100年の歩みが一望に。
各時代を画する代表的な作品約100点を展示します。

子ども向けの絵雑誌「コドモノクニ」を
始めとする芸術性の高い絵雑誌から、
「童画」が誕生し、日本独自の絵本文化
の礎が築かれました。岡本帰一、清水良
雄、武井武雄、初山滋等、代表的な画家
たちの作品を展示します。

日本の絵本100年の歩み

第二次世界大戦が終わり、未来を築いてい
く子どもたちに手わたされた絵本には希望が
託されていました。1960年代には、今日に
至るまで、世代を超えて親しまれている数々
のミリオンセラー絵本も誕生します。

絵雑誌の黄金期　童画の誕生

第二次世界大戦後に花開いた絵本



13. 佐野洋子　『おじさんのかさ』（講談社）より　1974年　オフィス・ジロチョー 蔵

15. 片山健　『どんどんどんどん』（文研出版）より　1984年　
         作家蔵

14. 元永定正　『もこ　もこもこ』（文研出版）より　1977年　
         モトナガ資料研究室 蔵

16. いわむらかずお　『14ひきのおつきみ』（童心社）より　
         1988年　いわむらかずお絵本の丘美術館 蔵

17. 山本容子　『おこちゃん』（小学館）より　1996年　作家蔵 18. 大竹伸朗　『ジャリおじさん』（福音館書店）より
        1993年　作家蔵
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20. 長谷川義史　『ぼくがラーメンたべてるとき』
蔵家作　年7002　りよ）劇画育教（        

21. 飯野和好　『みずくみに』（小峰書店）より　2014年　
　      作家蔵

19. 荒井良二　『きょうはそらにまるいつき』（偕成社）より　2016年　作家蔵
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1970年代に入ると「絵本ブーム」と呼ばれる時代が到来し
ます。本格的に絵本出版に取り組む出版社が増え、絵で展開
する絵本やことばのない絵本、読者を子どもに限定しない絵
本など、従来の物語絵本の枠組みを超えたさまざまな表現が
生まれました。続く80年代は絵本における停滞期とも言われ
ますが、絵本画家たちがそれぞれの表現を深化させていった
時期にもあたります。そのなかから、子どもに人気を博す絵
本シリーズも誕生しました。

「絵本ブーム」の到来

1990年以降、既成概念にとらわ
れない絵本シリーズが刊行される
など、個性豊かな画家たちが絵本
を舞台に活躍します。自由な発想
のもと、さまざまな素材や表現方
法で描かれた絵本が生まれました。

多様化する絵本表現

2001年の同時多発テロに端を発し、先の見えない不毛な戦いが今も世界中で
続いています。また、2011年の東日本大震災をはじめとする未曾有の大災害
に直面し、平和や命の問題、人間の絆や心が絵本のなかにも切実に求められて
います。

絵本の現在

赤羽末吉、あべ弘士、荒井良二、安野光雅、飯野和好、いせひでこ、伊藤秀男、
いとうひろし、井上洋介、いわさきちひろ、いわむらかずお、上野紀子、宇野亜喜良、
太田大八、大竹伸朗、岡部冬彦、岡本帰一、かこさとし、片山健、北澤楽天、木
葉井悦子、五味太郎、酒井駒子、佐野洋子、清水良雄、杉浦範茂、スズキコージ、
瀬川康男、せなけいこ、武井武雄、武田美穂、竹久夢二、田島征三、田島征彦、
田畑精一、谷内こうた、長新太、司 修、出久根育、中谷千代子、長野ヒデ子、西
巻茅子、西村繁男、長谷川義史、初山滋、馬場のぼる、深沢省三、堀内誠一、丸
木俊、村上康成、村山知義、茂田井武、元永定正、薮内正幸、山本容子、わかや
まけん、和歌山静子、和田誠（五十音順・敬称略）

出品作家一覧

https://chihiro.jp
お問い合せは、広報担当：北村・中平・武石まで

TEL.03-3995-0772（業務用）



●展示会期…2017年11月8日（水）～2018年1月31日（水）　　　　　　　
●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（12/28～1/1）、冬期休館（2/1～2/28）
●入館料……大人800円／高校生以下無料　
　　　　　　団体(有料入館者10名以上)、65歳以上の方、学生証をご提示の方、公式WEBサイト割引
　　　　　　特典提示の方は700円／障害者手帳ご提示の方は400円、介添えの方は１名まで無料
　　　　　　／視覚障害のある方は無料／年間パスポート2500円
●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）

https://chihiro.jp/
お問い合せは、広報担当：北村・中平・武石まで

●わらべうたあそび
11/18（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　10/18（水）受付開始
　　　

＊詳細は、ちひろ美術館ホームページでご案内します。イベント参加費のほか、別途入館料が必要です（高校生以下は入館料無料）。　定員、参加費が記載されていないものは、参加自由、無料です。

〒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　　 03-3995-0612（代表）　 FAX 03-3995-0680　　

●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
協力：ねりま子どもと本ネットワーク
毎月第2･4土曜日11:00~  

●無料感謝デー
どなたでも無料でご入館いただけます。

12/17（日）10:00~ 17:00

PRESS RELEASEEVENT INFORMAION

奈良美智がつくる茂田井武展　夢の旅人　関連イベント 参加自由・無料のイベント

〈企画展〉日本の絵本100年の歩み展　関連イベント・いわさきちひろ生誕100年記念

●ちひろの水彩技法体験ワークショップ
「にじみのぽち袋づくり」
2018.1/2（火）・1/3（水）10:30~15:00
対象：5歳以上　
定員：各80名（当日10：00 ～受付、先着順）　
参加費：無料

●小野明×土井章史 対談「日本の絵本の過去・現在・未来」
11/12（日）15:00~16:30　
講師：小野明（編集者・装丁家）・土井章史（編集者・トムズボックス主宰）
定員：60名　参加費：600円　＊要申し込み　10/12（木）受付開始　

ちひろの歩み展　関連イベント

●野上暁 講演会「戦時統制と絵本」
12/2（土）16:00~17:30　講師：野上暁

定員：60名　参加費：600円　＊要申し込み　11/2（火）受付開始　

●松本猛 講演会「母、いわさきちひろ」 
11/26（日）15:00~16:30　講師：松本猛

定員：60名　参加費：無料　＊要申し込み　10/26（木）受付開始　

●寺本美奈子 講演会「印刷技術から見るちひろの歩み」
12/10（日）15:00~16:30　講師：寺本美奈子

定員：60名　参加費：600円　＊要申し込み　11/10（金）受付開始　

＊展覧会名・会期・内容等は、予告なく変更する場合がございます。 ハッシュタグ#chihirotをつけて
情報をシェアしましょう！

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）

ちひろ美術館は、練馬区立美術館、特定非営利活動法人 手をつなごと協働して、「練馬区の子ども・子育
て世代とともにある地域の美術館子育て支援事業」に取り組んでいます。

ちひろ美術館では、生誕100年記念として、現在活
躍中のさまざまな分野のアーティストといわさき
ちひろがコラボレーションする展覧会を企画して
います。
2017年11月、ちひろ生誕100年の特設サイトで
情報を公開する予定です。
どうぞ、ご期待ください。

●あかちゃんのための鑑賞会/子どものための鑑賞会
2018.1/14（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：①0 ～ 2歳児と保護者　②3歳児～小学1年生と保護者
定員：各回 10組20名　
＊要申し込み　12/14（木）受付開始　参加費：無料

●出張「子育ての広場」
2018.1/23（火）11:00~15:00
対象：乳幼児と保護者　協力：特定非営利活動法人 手をつなご　※参加自由、無料

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

（キュレーター、実践女子大学非常勤講師）

おもちゃで遊んだり、保育の専門スタッフに子育て相談を
したり。ご自由にご利用ください。

2018年、いわさきちひろは
生誕100年を迎えます。

（ちひろ美術館常任顧問、絵本学会会長）

●童画・絵本の歩みをたどる　90th・100th割
印刷博物館「キンダーブックの90年―童画と童謡でたどる子どもたちの世界―」（10/21 ～ 2018年1/14）と、ちひろ美術館・東京「日本の絵本
100年の歩み」（11/8 ～ 2018年１/31）の会期中、入館料の相互割引を実施します。詳細は、各館のHPをご覧ください。

（児童文化評論家）

（児童文化評論家・日本ペンクラブ常務理事）
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