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大正デモクラシーに湧く、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
期の日本洋画界の重鎮と称された岡田三
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
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、やがて童画家
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
生と画業の歩みをあらためて見つめま
す。
童画家として
終戦の翌年、１９４６年に画家を志して上
京したちひろは「人民新聞」の記者とな
り、戦後の復興期に懸命に生きる市井の
人々の姿を、記事やカットに描いていま
す。１９４７年に前衛美術会創立に参加、日
本美術会、日本童画会の一員になったの
もこのころです。
１９5０年代半ばから、ちひろは絵雑誌や
教科書などの仕事を多数手がけます。創
刊まもない月刊絵本「こどものとも」で
初めての絵本『ひとりでできるよ』の依
頼を受けたのは１９5６年のことでした。ち
ひろは当時 5歳だった我が子をモデル
に、子どもの暮らしをいきいきと描きま
した（図 ４）。

で、子どもの繊細な心を描いたこのシリ
ーズは、「感じる絵本」とも呼ばれ、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（図 ６）。

図 ６　�赤い毛糸帽の女の子　『ゆきのひのたんじょうび』
（至光社）より　１９７２年

平和への祈り
ベトナム戦争が激しく戦われていたな

か、１９７２年から７３年にかけてちひろは戦
火にさらされたベトナムの子どもたちに
想いを馳せて、絵本『戦火のなかの子ど
もたち』（図 ７）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、
かけがえのない命を奪う戦争は決して許
すことのできないものでした。１９７４年 ８
月 ８ 日、ベトナム戦争の終結を見ること
なく、いわさきちひろは55年の生涯を閉
じました。ちひろの願いは今もなお私た
ちの心に響きます。「世界中のこども　
みんなに　平和としあわせを」
� （徳永美幸）

若い人の絵本
１９４０年代後半から１９６０年代なかごろに

かけて、ちひろはアンデルセンの作品を
繰り返し描いています。１９６６年、アンデ
ルセンの物語の舞台を訪れたいとの思い
からヨーロッパ旅行を決行し、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（図 5）。

図 ５　�墓地に腰をおろす道化『絵のない絵本』（童心社）
より　１９６６年

以来、童心社の「若い人の絵本」はシ
リーズ化され、樋口一葉の『たけくら
べ』や、小川未明の『赤い蝋燭と人魚』
など若い世代に届けたい絵本として、ち
ひろは意欲的に取り組みました。
絵で展開する絵本
「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
本づくりを始めます。１９６８年の『あめの
ひのおるすばん』を皮切りに、新たな試
みを加えながら、年 １冊のペースで計 ６
冊の絵本が制作されました。説明的な描
写をそぎ落とし、にじみや余白を生かし
た絵と、つぶやきのような短いことば

さざなみのような画風の流行に左右されず、何年も読みつづけられる
絵本を、せつにかきたいと思う。もっとも個性的であることが、もっ
と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。� いわさきちひろ　１９６４年

●2０1７年11月８日（水）～2０1８年1月３1日（水）

●展示室３・4

開館４０周年記念Ⅳ
ちひろの歩み

図 １　バラ飾りの帽子の少女　１９７２年

＊展示室 ４では、ピエゾグラフ作品で展示します。　＊安曇野ちひろ美術館　美術館だよりNo.９１「いわさきちひろの歩み」もあわせてご覧ください。

図 ４　�そうじをする子ども『ひとりでできるよ』
　　　（福音館書店）より　１９５６年

図 ７　�戦火のなかの少女　『戦火のなかの子どもたち』
（岩崎書店）より　１９７２年

図 ２　屋根裏のアトリエで本を読む自画像　１９４７年頃

図 ３
３ 人の子ども
１９４０年代後半

主催：ちひろ美術館
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●展示室1 ・ 2

ちひろ美術館は開館以来、絵本を人類
の文化財と位置づけて活動してきまし
た。ちひろ美術館・東京開館４０年、安曇
野ちひろ美術館開館２０年を記念して開催
する本展では、多くの貴重な絵本原画や
資料から今日に至るまでの１００年におよ
ぶ日本の絵本の歩みを振り返ります。本
稿では、安曇野ちひろ美術館の美術館だ
より№９１に引き続き、１９７０年代から現在
までの絵本を中心に紹介します。
１９７０年代～8０年代　絵本画家の活躍
第二次世界大戦後の日本の出版文化や
絵本の隆盛とともに、１９６０年代後半から
絵本がひとつの芸術として認識されるよ
うにもなりました。１９７３年には絵本評論
専門誌「月刊絵本」が創刊され、さまざ
まな角度から絵本が論じられ、表現とし
ての可能性が探られるようになります。
また、１９７７年には世界初の絵本専門美術
館としていわさきちひろ絵本美術館（現
・ちひろ美術館・東京）が開館します。
「絵本ブーム」とも呼ばれるこうした動
向を背景に、自身の表現の場として絵本
を選び、絵も文も手がける個性豊かな絵
本画家の活躍が目立つようになります。
『しばてん』を自主制作した後、１９６5
年に『ふるやのもり』で鮮烈なデビュー
をした田島征三は、春の山に芽吹く蕗を
テーマにした『ふきまんぶく』など土の
匂いを発散する絵本を手がけます。田島
の生命力あふれる力強い表現は、高度経
済成長を経て、環境汚染などが問題とな
るなか、自身もごみ処理場建設反対運動
などに関わり、生活のなかから切実な訴
えとして出てきたものといえます。
新たに絵本の読者層として広がった大
人に支持された絵本のひとつに安野光雅
の絵本があります。『旅の絵本』は、画
集として楽しむこともできる絵本です
が、場面ごとに名画や童話のモチーフな
どが描きこまれていて、文字がなくても
絵から豊かな物語が広がり、絵を読むこ
との楽しさが感じられます（図 １）。１９８０
年の赤羽末吉に続き、安野は、１９８４年に
国際アンデルセン賞画家賞を受賞し、日
本の絵本が世界でも注目される契機をつ
くりました。

１９８０年代は先行する２０年間と比べると
新奇な表現が続々と出てくる状況ではあ
りませんでしたが、画家がそれぞれのテ
ーマを深めるなかで幅広い表現が生まれ
ました。丸木俊は、夫の位里とともにラ
イフワークとして取り組んできた原爆を
テーマに、ひとりの少女の被爆体験を通
して平和を訴える絵本を描きました（図 ２ ）。

図 ２　丸木俊『ひろしまのピカ』（小峰書店）１９８０年

いわむらかずおは、栃木県馬頭町（現
・那珂川町）に家族と移住し、四季折々
の自然を見つめるなかで、ネズミの大家
族をテーマにした「１４ひき」シリーズに
取り組み始め、自然の恵みに感謝してつ
つましく暮らすなかで得られる豊かさを
描いています。（図 ３）

図 ３　�いわむらかずお『１４ひきのおつきみ』（童心社）
１９８８年

１９９０年代　新たなイメージの表出
１９９１年、編集者で、トムズボックスを

主宰する土井章史のプロデュースで「イ
メージの森」と題した絵本シリーズが刊
行されました。読者を子どもに限定せ
ず、既成概念の枠組みを外すことで、豊
かなイメージを表出する絵本が生まれま
した。伊藤秀男の『海の夏』もその １冊
で、自身の娘が過ごした夏休みをテーマ
に、ひとつの画面にさまざまな情感を喚
起させるイメージが重層的に描かれてい
ます。
こうした自由なイメージの表出に先鞭

をつけた画家のひとりが、長新太です。
１９5０年代後半から絵本の世界で活動を続
けてきた長は、１９７０年代には『ちへいせ
んのみえるところ』を始め、先鋭的なナ
ンセンスの絵本を次々と世に送り出し、
１９８０年以降、漫画で培った線と鮮やかな
色彩による自由闊達な筆致で「キャベツ
くん」シリーズなどで子どもたちから絶
大な人気を博し、１９９０年代以降は『ゴム

あたまポンたろう』など、さらに自由な
感覚で独自のナンセンスの地平を切り拓
きました。
２０００年代　いのちを見つめなおして
２１世紀が始まって間もなく、私たちが

直面したのは、２００１年同時多発テロの衝
撃的な映像でした。それに続く２００３年の
イラク戦争の報道に、子どもやいのちを
テーマに取り組んできた絵本のつくり手
たちは敏感に反応しました。長谷川義史
の『ぼくがラーメンたべてるとき』は、
子どもの視点から今、世界で起こってい
ることを見つめ、問いかけています（図 ４ ）。

図 ４　�長谷川義史『ぼくがラーメンたべてるとき』�
（教育画劇）２００７年

続いて、２０１１年に起こった東日本大震
災とそれに伴う原発事故は、絵本のつく
り手たちにとって、改めて絵本の役割を
問い直す大きな契機ともなりました。
２０００年代以降、インターネットやモバ

イル端末の普及が急速に進み、個人が日
常的にコンピュータやインターネットを
介したコミュニケーションを行うように
なり、絵本の在り方もこの１００年のなか
で最も大きく変化しました。新たなテク
ノロジーを使った表現が生まれる一方
で、再び絵本にとっての根源的なテーマ
に向かい合い、絵筆を使って、いのちや
自然、人々の絆を描くことに取り組み続
ける絵本画家たちもいます。荒井良二も
そのひとりで、イラク戦争が起こった年
に描いた『はっぴいさん』、東日本大震
災の年に描いた『あさになったのでまど
をあけますよ』、そして昨年刊行された
『きょうもそらにまるいつき』（図 5）
と、絵画的な表現を深化させながら、平
和な日常の尊さや、ぬくもりのある居場
所の確かさ、そして祈りを絵とことばで
伝えています。� （原島恵）

開館４０周年記念Ⅳ
〈企画展〉日本の絵本１００年の歩み
●2０1７年11月８日（水）～2０1８年1月３1日（水）

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、杉並区教育委員会、中野区、西東京市教育委員会、練馬区

図 １　�安野光雅『旅の絵本Ⅱ（改訂版）』（福音館書店）
１９７８年　改訂版２００６年

　　　Ⓒ空想工房

図 ５　�荒井良二『きょうもそらにまるいつき』（偕成社）
２０１６年
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「高畑勲がつくるちひろ展」「奈良美
智がつくる茂田井武展」に関わったおふ
たりが、絵を見ること、表現することへ
の思いを語り合いました。�（上島史子）

高畑：茂田井武展に「人に見せるために
描いた絵より自分のために描いた絵の方
がずっとおもしろい」という非常に印象
的な奈良さんのことばがあった。これは
奈良さんの絵について考えるときのヒン
トになることばだと感じました。
奈良：展示した茂田井さんの絵の多く
は、自分との対話の絵です。絵本の絵は
みんなに対して訴えてくると思うんです
けど、こういう絵は個人に語りかけてく
る。それから、ものをつくることの本質
は、発表されてこなかったものの蓄積の
層がどれくらいあるかで決まってくる。
それを茂田井さんの展覧会でも見せられ
たらと思ったんです。
高畑：奈良さんの絵は一見こんな子いな
いんじゃないかという女の子に、一種の

存在感を与えてこちらに突きつけてくる。
見る側としてはこの子と会話を交わさな
きゃいけない気にさせられるんです。
奈良：自分が絵と会話しながら描いてい
るんですよ。最初は誰も映っていなかっ
た鏡に、だんだん自分が映ってくるよう
な感じです。それが女の子だったりする
んですけど。絵が完成に近づくと、ちょ
っと離れるのも申し訳なくて。たぶん僕
が会話した分、見る人も絵と向き合える
のかな、と思います。
高畑：奈良さんの絵はどうして女の子な
んだろうって思うんですね。女の子とい
うのは、歴史的にみれば一番弱い存在だ
った。だけど奈良さんは、女の子という
ところから出撃している。ナイフも女の
子が持つと、見る側がちゃんと意味を考
える気になるんです。そしてほとんどの
女の子はみんな孤独で、しかもちゃんと
自立している。普遍的になにか物事を考
えてもらうために、女の子である必然性
があると思うんです。
奈良：自分でもなぜ女の子かよくわから
ないんですよ。直接自分を表すんだった
ら、自分でいえばいいんだけど、ちょっ
と形を変えることで、本当のことがいえ
るのかなと思います。ことばというのは

そんな確かなものじゃないけど、絵はウ
ソをつかない。絵で語るときは自分を解
放しているし、本質しか出てこない。
高畑：ちひろも“人を描く”ことを実践
した人ですけど、そういう絵描きって今
は世界的に見ても少ないですね。２０世紀
頭には、ベン・シャーンやモジリアニ、
国吉康雄といった、人を描き続けたおも
しろい画家もいたのだけど。
奈良：彼らのような、人の機微を描く画
家に自分も惹かれるところがあって。よ
く現代美術家っていわれるんですけど、
タイプとしては近代の画家だと思ってい
るんです。
高畑：最近の絵では、女の子が真正面を
向いてきていますね。
奈良：東日本大震災以降にこうなってい
ったと思います。自分のなかにある浮わ
ついた気持ちが、シリアスなことを経験
して、正面から自分を見るというふうに
変わってきた。それからバリエーション
というのがいやになって、あえて証明写
真みたいに描きながら、どれだけ深く表
せるかというところに興味が移ってきた
んです。うまくいくと、世界がぐっと奥
に深くなる。腰を落ち着けて描く方が、
今は“生きてる”という感じがします。

「奇喜怪快　井上洋介の絵本展」に関
連し、井上洋介と生前親交のあった片山
健と土井章史が、出会いや表現の魅力に
ついて語りました。� （宍倉恵美子）

土井：片山さんと井上さんの関係は、も
う5０年くらい前ですね。片山さんが書い
た追悼文があって、これが僕は大好きな
んです。「今から5０年前のこと（中略）
大家さんから転送される電話のベルが鳴
った。電話の声は初めて聴く、静かな、
やさしい落ちついた声だった。「イノウ
エヨースケです。鉛筆画の本、見まし
た。とてもいいものがあるから、あきら
めずに続けてください。 ２冊欲しいので
送ってください。代金は現金書留で送り
ます」。電話の声は「あきらめずに続け
てください」と繰り返しいってくれた」。
片山：ちょっと気取った文章で恥ずかし
いけど、そういうことがありました。
土井：実はそれより前の出会いがあっ
て、先日出版された『井上洋介絵本画
集』のなかで片山さんが書いています。

「私が初めて井上洋介さんの絵を知った
のは、２０代の初め、（中略）誰かが持っ
てきた小さな本を数人が囲んで見ていた
時だった。（中略）本が閉じられると誰
かが感に堪えぬように、「イノウエヨー
スケ、イーナ！」といった。（中略）ペ
ン先から流れ出るインクはゆっくり、た
っぷり、なめらかで、迷いのない線がむ
すぶ形はタイトでキュート、ダンディー
でどこかおかしかった。いっぺんに魅了
された」。
片山：その後改めて、ペンで描いた漫画
とか絵を見るようになって、井上さんは
どうしてこんなに素晴らしい線が引ける
んだろう、まず誰にも真似できない線だ
ろうなと思いました。
土井：それは『サドの卵』ですか？
片山：『箱類図鑑』（図 １）だったかもし
れない。確かにこの平行線すごいね。ペ
ンで描いてる線は拡大されてもだめにな
らない。ペンで描くイラストレーターと
か画家はいっぱいいたけど、井上さんの
線が断トツに素晴らしく、誰にも真似で
きない線。当時、ベン・シャーンみたい
な線を描く画家がたくさんいたんです。
でも、井上さんだけは自分の線で仕事し

ていた。すごいなと思ってました。
片山：小さな絵本美術館の展覧会で初め
て『おだんごぱん』（図 ２）を見て、最
初のころはこんな風に描いてたんだ、
と。井上さんは傍若無人に描いているよ
うに見えるけど、この絵に関しては違う
向き合い方をしていて、これが初めての
絵本だっていいますけど、そのすがすが
しい気持ちみたいなものを感じました。
土井：これ、グラフィックのセンスがす
ごいじゃないですか。井上先生、自分で
自分の絵本をデザインしますからね。
片山：『くまの子ウーフ　ゆきのあさ』
がありますよね。私は雪のところは色を
塗らないで白く残しますけど、洋介さん
は雪でも全然白くない。雪を濁った色で
描いているけど、雪の冷たさとかそうい
うのはちゃんと感じるしね。白いといえ
ば白いですけど、真っ白ではない。それ
もいいなと思います。

●活動報告

９ 月２４日（日）　対談　片山健（絵本画家）×土井章史（編集者）「井上洋介を語る」

８月３０日（水）　開館４０周年・２０周年記念対談　高畑勲（アニメーション映画監督）×奈良美智（美術作家）
会場：紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA

図 １ 図 ２



美術館
日記

ひとこと
ふたこと
みこと

８月３１日（木）
ちひろさんの絵には本当にいやさ
れます。つらいことがあったと
き、ふとポストカードや本を見て
ホッと落ち着いています。今日も
ちひろさんの絵をこの空間で見
て、いやされたくてやってきまし
た。また明日からがんばろうとい
うパワーがもらえました。�（Ｙ）
９月１０日（日）
先日、ふとこちらのホームページ
を見て開館４０周年ということを知
りました。 ４月に父が亡くなり、
毎日、母と一生懸命過ごしており
ますが、疲れがピークになってい
たときにこのことを知り、さっそ
くうかがいました。ここに来ると
いつも懐かしい気持ちが思い出さ
れ、心がほわっとします。また来
たいと思います。� （くじら）

９月１７日（日）
東京に来て ２年、やっと来ること
ができました。ちひろさんのすて
きな絵に心が洗われるようです。
今回の展示で万葉集がお好きと知
って、なるほどと思いました。『こ
とりのくるひ』のちひろさん自身
による洗練されたことばは、詩が
もつ美しさと同じものをもってい
ると感じます。�（はせがわのりお）
９月１８日（月）
７ 歳で大阪から上京し、慣れない
環境のなか不安でいっぱいの毎日
を過ごしていたとき、母が幼少の
ころから買い続けてくれた「こど
ものせかい」の頁をめくり、いわ
さきちひろの絵にいやされていま
した。５７歳になった私の原風景で
す。今日は最愛の妻と訪れ、しあ
わせな時間を過ごせました。�（拓）

〔奇喜怪快井上洋介の絵本展　感想ノートより〕

８月２７日（日）
井上洋介のタブローに描かれた戦
争の絵が本当に恐ろしくて、その
一画には足を踏み入れることがで
きませんでした。今まで見た戦争
の絵のなかでは一番怖かったで
す。でもきっと現実の戦争はもっ
と恐ろしいのでしょう。平和な今
に生きていることに感謝しければ
……と思いました。
９月１６日（土）
『でんしゃえほん』の表紙が大好
きで、ここで原画を見ることがで
きてうれしいです。細かいところ
の絵や文字のデザインもすてきで
した。ページをめくるたびに笑っ
てしまう、こんな絵本がたくさん
の子どもたちに読まれるといいで
すね。� （ななえ）

７月２３日（日）
３ 日間の水彩ワークショップの最
終日、インターンシップで手伝っ
てきた高校生も教え方が上手に。
ひとつとして同じものができない
楽しさを参加者とともに実感。
７月３１日（月）
練馬区の図工部会の先生たちが鑑
賞教育の研修のために来館。普及
プログラムとして水彩のにじみを
使った缶バッジづくりも体験し、
「子どもの気持ちになれました。」
と、笑顔で帰って行かれた。
８月７日（月）
夏休み子どもギャラリートークが
小学生、中学生の子どもたち参加
で行われた。スタッフといっしょ
に作品をじっくり見て、思ったこ
と感じたことを言葉にしていく。
「絵を見ていろいろ想像してもい
いことがわかった」「感じたこと

がそれぞれ違ったからおもしろか
った」などの感想が寄せられた。
８月１８日（金）　　のち
夕方から突然、激しい雷雨にみま
われ来館者も外に出られないほど
に。急遽閉館時間を延長し、館内
でお待ちいただく。 ５時半頃に
は、雨足も弱まり雷も遠のいたた
め、安心してお帰りいただいた。
８月１９日（土）
「奈良美智がつくる茂田井武展　
夢の旅人」の東京館での展覧会に
あわせて刊行されたカタログは、
小さな判型の中に、奈良さんが選
んだ茂田井武の絵と、ふたりのこ
とばが収録された濃い内容で大変

好評。通信販売の希望も多い。
８月２４日（木）
「奇喜快怪　井上洋介の絵本展」
初日、夕方から井上洋介さんの画
業と人柄を偲び、遺族や関係者を
交えてレセプションが行われた。
９月２日（土）
文化庁の地域事業のひとつとして
「ロバの音楽座ゆかいなコンサー
ト」を開催。古楽器や空想楽器の
演奏に、子どもたちも目を輝かせ
て音とリズムの世界を体感した。
９月１０日（日）
１９７７年 ９ 月に誕生した美術館の開
館４０周年記念日。足を運び美術館
を育ててくれた来館者の方々へ、
感謝の思いを新たにする。
９月３０日（土）
ちひろの庭もいつしか秋の装い。
シュウメイギクが咲き、ムラサキ
シキブの実も色づきはじめた。

ドイツの詩人で作家のエイリッヒ・ケ
ストナーは、児童文学『エミールと探偵
たち』や『点子ちゃんとアントン』で日
本でも広く愛されています。
今もベルリンには、物語の中で描かれ

ている場所、エミールがベルリンに着い
て降り立った動物園駅や、金持ちの少女
点子ちゃんが夜な夜な物乞いの真似事を
したヴァインダンマー橋が存在していま
す。橋を南下し東に少し行くとフンボル
ト大学。その向いのベーベル広場（旧
Opernplatz）は、１９３３年 ５ 月１０日、ナ
チス・ドイツの「焚書」が行われた所で
す。対象となった本には退廃的とされた

ケストナーの小説『ファビアン』もあり
ました。彼は危険を顧みず広場に行き、
大勢の学生たちが熱狂し、ハインリヒ・
マンやマルクス、エンゲルスの著書とと
もに、彼の本を焔の中に投げ込むさまを
見ていたと言います。モラリストであり
ユーモリストであるケストナーは、時代
の証言者として国の行く末を見つめるこ
とを作家の使命と考えていました。その
ため、３３年には国内での出版が禁止さ
れ、その後幾度かゲシュタポに拘束され
ますが、ドイツを離れませんでした。彼
の誤算はそんな状況が１２年も続いたこと
でした。

発禁となる直前に書いた『飛ぶ教室』
で、ケストナーは、「賢さのない勇気
は、乱暴にすぎない。勇気のない賢さ
は、冗談にすぎない。世界の歴史には、
勇気があるけれど馬鹿な人間や、賢いけ
れど臆病な人間がたくさんいた。それは
おかしな状態だった。勇気のある人間が
賢くなり、賢い人間が勇気をもってはじ
めて、人類の進歩というものが感じられ
るようになるだろう。これまではしばし
ば、まちがって別のことが人類の進歩と
言われてきたけれど」と子どもたちに語
りかけました。今、私たちは「勇気を持
った賢い人間」でありたいと思います。

窓 「賢さのない勇気は、乱暴にすぎない。」
竹迫祐子（公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長

５



２０１８年、いわさきちひろは生誕１００年を迎えます

〒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
美術館だより

No.83
2015.7.1

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トする展覧会を企画しています。
２０１７年１１月より、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。
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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
○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

〈参加自由、無料のイベント〉

１２月１７日（日）１０：００～１７：００　
どなたでも無料でご入館いただけ
ます。えほんのじかんスペシャル、
ギャラリートーク等もお楽しみに！

●無料感謝デー
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

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！】

いわさきちひろ生誕１００年記念
〈企画展〉日本の絵本１００年の歩み展　関連イベント
●小野明×土井章史　対談
　「日本の絵本の過去・現在・未来」
○日　時：１１月１２日（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　　要申し込み　１０月１２日（木）受付開始
○参加費：６００円

●野上暁講演会「戦時下の言論統制と絵本」
○日　時：１２月 ２ 日（土）　１６：００～１７：３０
○講　師：野上暁（児童文化評論家・日本ペンクラブ常任理事）
○定　員：６０名　　要申し込み　１１月 ２ 日（木）受付開始
○参加費：６００円

●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、各館の公式サイトをご覧ください。

●�成人の日特典、新成人の方に
　入館無料＆カードをプレゼント
２０１8年 １ 月 ２ 日（火）～ １月 8日（月・祝）
※生年月日の分かる証明書を提示してください。

ちひろの歩み展　関連イベント

●松本猛講演会「母、いわさきちひろ」
○日　時：１１月２６日（日）　１５：００～１６：３０
○講　師：松本猛（ちひろ美術館常任顧問、絵本学会会長）
○定　員：６０名　　要申し込み　１０月２６日（木）受付開始
○参加費：無料

●寺本美奈子講演会「印刷技術から見るちひろの歩み」
○日　時：１２月１０日（日）　１５：００～１６：３０
○講　師：寺本美奈子（キュレーター、実践女子大学非常勤講師）
○定　員：６０名　　要申し込み　１１月１０日（金）受付開始
○参加費：６００円

●支援会員の日
○日　時：１１月２６日（日）１０：００～１8：００
支援会員は、無料でご入館いただけます。
受付で会員証をご提示ください。
１７：００～１8：００　２０１６報告・交流会　要申し込み　１０月２６日（木）受付開始
２０１６年度の報告や、これからの予定のご案内、みなさまとの交流を予
定しております。ふるってご参加ください。

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）

●わらべうたあそび
○日　時：１１月１8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　１０月１8日（水）受付開始

●�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」
○日　時：２０１8年 １ 月 ２ 日（火）・ ３日（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）

●出張「子育ての広場」
○日　時：２０１8年 １ 月２３日（火）１０：００～１５：００
○対　象：乳幼児と保護者
○参加自由　　○協力：特定非営利活動法人　手をつなご

●あかちゃんのための鑑賞会／子どものための鑑賞会
○日　時：２０１8年 １ 月１4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：各回１０組２０名　　要申し込み　１２月１4日（木）受付開始
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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
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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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宇 ちひろ通信_東京_表面東京 CMYK

INFORMATION

〒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


