




展覧会名

会期

会場

料金

主催

2018年7月21日（土）～ 9月25日（火）
〇開館時間＝9：00～ 17：00（ 8月11日～ 8月19日は18：00まで開館延長）　
〇休館日＝7月25日（水）、9月12日（水）

安曇野ちひろ美術館　展示室4

大人800円／高校生以下無料
団体（有料入館者20名以上）、65歳以上の方、学生証をお持ちの方は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／ Life展パスポート1000円

ちひろ美術館、信濃毎日新聞社

協力 井上真樹、沼尻亞樹、刈谷市美術館、玉川大学出版部

＜企画展＞奇喜怪快　井上洋介の絵本展
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2-1, 『くまの子ウーフ』（ポプラ社）より　1969年　刈谷市美術館蔵

2-6, 極楽図　1975年　個人蔵

2-5, 『でんしゃえほん』（ビリケン出版）より　2000年　
ちひろ美術館蔵

2018年7月21日（土）～ 9月25日（火）

奇喜怪快　井上洋介の絵本展

＜企画展＞

絵本、タブロー、漫画―鬼才の画業を今ここに！

2-2, 『やまのねこやしき』（教育画劇）より　1999年　
ちひろ美術館蔵

2-3, 『おだんごぱん』
（福音館書店）より　1960年
刈谷市美術館蔵

2-4, 『うぶめ』（岩崎書店）より　2013年　個人蔵

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。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、一貫して人間の本質を
描き出した井上は、絵本のほか、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、広く愛されてきた『くまの子ウーフ』をはじめ、予想を超えた
展開を見せる創作絵本、見る人を震撼させる妖怪絵本など、各年代の代
表的な絵本原画のほか、少年時代に体験した戦災の記憶をもとに、生涯
描き続けたタブローなども多数展示し、井上洋介の画業を紹介します。



2-8, 『ナンセンス展』より
1966年

2-7, 玉のり舞台　
1962年　個人蔵

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。1960年初の絵本『おだんごぱん』を発表。漫画、タブロー、絵本、舞台美術など多彩なジャンルで活躍。
1965年第11回文藝春秋漫画賞、1969年第4回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本賞、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。

5

お問い合わせ 安曇野ちひろ美術館　広報担当　田邊・
くろやなぎ

畔栁・入口

〒399-8501 長野県北安曇郡松川村西原3358-24
TEL.0261-62-0772　FAX 0261-62-0774
E-mail:apublicity@chihiro.or.jp

chihiro. jp

展覧会の見どころ

本リリースに掲載されている図版データを、プレス貸し出し用にご用意しています。
ご希望の方は、別紙「プレス用作品画像データ借用・誓約書」をご覧ください。
※必ず絵のそばに作家名・作品タイトル・制作年を明記してください。　※データ等チェックのため、校正段階で原稿をお送りください。
※トリミングや文字が絵にかかるようなレイアウトはご遠慮ください。　※掲載紙／誌をご送付ください。

図版について

作家プロフィール

ナンセンスが炸裂する漫画の世界
1950年、武蔵野美術学校（現武蔵野美術
大学）在学中に「読売新聞夕刊」に漫画を
投稿したことを機に、井上洋介は、数多く
の漫画雑誌に意欲的に作品を発表しまし
た。漫画集『サドの卵』『箱類図鑑』『ナン
センス展』の 3冊から一枚漫画（複製画）
を展示し、エログロナンセンスを貫く漫画
の世界も紹介します。

主な出展作品 『おだんごぱん』（福音館書店）より　1960年　刈谷市美術館蔵／『くまの子ウーフ』（ポプラ社）より　1969 年　刈谷市美術館蔵／『や
まのねこやしき』（教育画劇）より　1999年　ちひろ美術館蔵／『でんしゃえほん』（ビリケン出版）より　2000年　ちひろ美術館蔵／『う
ぶめ』（岩崎書店）より　2013年　個人蔵／極楽図　1975年　個人蔵／『サドの卵』より　1963年　ほか

関連イベント ●ギャラリートーク
日時：毎月第2・4土曜日　14：30～ 15：00　
会場：安曇野ちひろ美術館　展示室4　料金：無料（入館料のみ）　申し込み：不要（参加自由）

『井上洋介絵本画集』（発行：玉川大学出版部／編者：土井章史）A4版・80頁　定価：本体 2,000円（税別）
『井上洋介獨画集』（発行：玉川大学出版部／編者：土井章史）A4版・336頁　定価：本体 13,000円（税別）

関連書籍

井上洋介　Yosuke Inoue  1931- 2016

2-9, 『でんしゃえほん』（ビリケン出版）より 
2000年　ちひろ美術館蔵

2-10, 『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

2-11, 櫻下傘踊り図　
1980年　個人蔵

出展作品数 約140点

撮影：小島愛一郎

初期から晩年までの絵本原画を多数公開！
初めての絵本『おだんごぱん』（1960年）から、ベストセラーの『くまの子ウーフ』などのほか、「卵」「たわし」「ちょうつがい」など、日常で気
になったものをテーマに、独自のユーモアと奇想天外な発想で創作した自作絵本の数々を公開します。

戦争を描き続けたタブローの世界
油彩や水彩、墨、鉛筆、インクなど、多様
な画材を使って生涯タブローを描き続
けた井上の自宅には、今も500点を超え
る作品が遺されています。少年時代に体
験した爆弾の恐怖や飢餓の記憶が内在
する圧巻のタブロー群を展示します。



くらし
ちひろ美術館コレクション展

展覧会名

会期

会場

料金

2018年7月21日（土）～ 9月25日（火）
〇開館時間＝9：00～17：00（ 8月11日～8月19日は18：00まで開館延長）
〇休館日＝7月25日（水）、9月12日（水）

安曇野ちひろ美術館　展示室3

主催 ちひろ美術館、信濃毎日新聞社

大人800円／高校生以下無料
団体（有料入館者20名以上）、65歳以上の方、学生証をお持ちの方は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／ Life展パスポート1000円

出展作品数 約20点

ちひろ美術館コレクション展　いのち

展覧会の見どころ 世界のさまざまな家や民族衣装が登場
絵本のなかには、それぞれの気候風土にあった独自の住まいや民族衣装が描かれることがあります。遊牧生活を送るモンゴルでは、簡便に
組み立てができる移動式住居ゲルが使われ、熱帯雨林のパプアニューギニアでは、高床式の家屋が登場します。宗教の戒律が厳しいイスラ
ム圏の女性たちは、頭から全身までを覆うチャドルに身を包んでいます。世界のさまざまな家や建物、彩りも鮮やかな民族衣装など異国情
緒をお楽しみください。

家族や仲間とともに生きる
何気ない日々のくらしのなかで、家族や仲間とともに過ごす時間はかけがえのないものです。国や地域はちがっても、子育てや仕事にい
そしむ人びとの姿はかわりません。世界の絵本画家たちが描く作品からは、さまざまなくらしが見えてきます。

主な出展作品 西村繁男　 『にちよういち』（童心社）より　1979年／ボロルマー・バーサンスレン 　『ぼくのうちはゲル』（石風社）より 　2004年／フィールー
ゼ・ゴルモハンマディ 　『暗い部屋の象』より　2000年／シビル・ウェッタシンハ 　『かさどろぼう』（ベネッセコーポレーション）より　1986年
／タチヤーナ・マーヴリナ　『タラルーシキ・タラルーシキ』より　1971年　ほか

3-3, ボロルマー・バーサンスレン　『ぼくのうちはゲル』（石風社）より　2004年

3-1, 西村繁男　『にちよういち』（童心社）より　1979年

3-2, フィールーゼ・ゴルモハンマディ　『暗い部屋の象』より　2000年

2018年 7月 21日（土）～ 9月 25日（火）

絵本に見る世界のくらし

ちひろ美術館では、すぐれた子どもの本のイラストレーションを
貴重な文化財のひとつと位置づけ、世界34の国と地域、207名の
画家による27,200点を収蔵しています。
本展では、コレクションのなかから「くらし」をテーマにした作品
を展示します。国や地域、風土や文化が異なるなかでも、家族や友
人らとともに日々のくらしを営む人びとの姿は共通のものです。
絵本のなかに描かれたさまざまなくらしの情景を通して、異国の
文化や風習への理解を深め、そこに生きる人びとへの共感を広げ
ることは、平和を願う礎ともなるでしょう。絵本画家たちが描いた、
世界の人びとの多様なくらしをご覧ください。
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★浴衣でご来館の方には、カフェにてワンドリンクサービス！
★ちひろの水彩技法体験ワークショップ  にじみのオーナメントをつくろう
　17：30～ 20：30　参加費：200円（入館料別）　申し込み：不要
★ギャラリートーク　18：00～ ちひろ展／18：30～ 井上洋介展
★すずむしの音色を楽しもう
参加無料・雨天中止　主催：松川村観光協会　
「すずむしの里クリスタルシンフォニー」の一環として、安曇野ちひろ公園で「すずむし捕り」が行われます。

安曇野ちひろ美術館での開催
3月1日～ 5月7日 あそぶ plaplax（アートユニット）
5月12日～ 7月16日 ひろしま 石内都（写真家）
7月21日～ 9月25日 子どものへや トラフ建築設計事務所（建築家）
9月29日～ 12月16日 みんないきてる 谷川俊太郎（詩人）

ちひろ美術館・東京での開催
3月1日～ 5月12日 まなざしのゆくえ 大巻伸嗣（アーティスト）
5月19日～ 7月22日 着るをたのしむ spoken words project（ファッションブランド）
7月28日～ 10月28日 あそぶ plaplax（アートユニット）
11月3日～ 2019年1月31日 作家で、母で つくるそだてる 長島有里枝（アーティスト）

お問い合わせ

chihiro. jp　  

●ギャラリートーク
展示室で作品を見ながら、学芸員が展示の見どころなどをお話します。
日時：毎月第2・4土曜日　14:00～ちひろ展／14:30～井上洋介展
参加費：無料（入館料のみ）　申し込み：不要（参加自由）

2018年9月29日 （土）～ 12月16日 （日）　※今年は、12月16日まで開館します。

いわさきちひろ生誕100年「Life展」　みんないきてる 谷川俊太郎／ちひろ美術館コレクション展　人生

安曇野ちひろ美術館　広報担当　田邊・
くろやなぎ

畔栁・入口
〒399-8501 長野県北安曇郡松川村西原3358-24
TEL.0261-62-0772　FAX 0261-62-0774
E-mail:apublicity@chihiro.or.jp

いわさきちひろの生誕100年にあたる2018年、ちひろ美術
館（東京・安曇野）では、ちひろが大切に描いたもの―「Life」
として、さまざまな分野で活躍する7組の作家と「Life」をテー
マにコラボレートする「Life展」を開催しています。

いわさきちひろ生誕100年「Life展」

いわさきちひろ生誕100年サイト　100.chihiro.jp

ちひろの水彩技法体験
8月1日 （水） ～ 8月16日 （木）

参加費：200円（入館料別）　申し込み：当日予約制

次回展のご案内

近隣市町村入館無料デー

9月2日（日） 白馬村・小谷村民入館無料デー
日ごろの感謝を込めて、近隣市町村にお住まいのみなさまへ向けたご優待日です。

敬老の日

けしの花のなかのあかちゃん　1960年代後半

トラフ建築設計事務所 
子どものへやのイメージスケッチ

生誕100年記念
「傘」新発売
ちひろの絵があしらわれた「傘」がミュー
ジアムグッズに加わりました。雨傘、日傘
（晴雨兼用）があります。価格は 5,000円～
13,000円（税抜）。絵柄等により異なります。

9月17日（月・祝）　65歳以上入館無料

さわやかな朝に美術館へ足を運んでみませんか？ 絵本カフェでは「モーニングコーヒー
もう1杯券」をプレゼント（10時までにコーヒーをご注文いただいた方限定）。絵本の読
み聞かせや手遊びなどを行う「朝のおはなしの会」も開催します。

朝のミュージアム
8月 5日 （日）　8：00から特別開館

参加費：無料（入館料のみ）　定員：各回15名　申し込み：当日予約制

8月 1日 （水）～ 16日 （木）　13：00～（予定）

会場：絵本の部屋　参加費：無料（入館料のみ）　申し込み：不要（参加自由）

松川中学校図書委員による 絵本の読み聞かせ 
8月 6日 （月）～ 9日 （木）　各日10：30～／11：30～

夕暮れ時からライトアップされた、いつもとは違う夜の
美術館で、ゆったりとした時間をお過ごしください。

夜のミュージアム
8月 25日 （土）　21：00まで開館延長

トラフによるアーティストトーク
7月21日 （土） 11：00～ 12：00
講師：鈴野浩一、禿真哉（トラフ建築設計事務所）
参加費：無料（入館料のみ）　定員：50名　
申し込み：要事前予約（TEL・HPにて）

中学生ボランティアによるワークショップ

帽子を描こう
7月21日（土）～ 9月25日（火）

参加費：無料（入館料のみ）　申し込み：不要

ちひろとコラボレーション

帽子のなかのおはなしの会
毎月第2・4土曜日　※8月11日のみ、絵本の部屋で開催
各日11：00～ 11：30
参加費：無料（入館料のみ）　申し込み：不要

「空気の器」に絵を描こう
7月21日（土） 14：00～ 15：30　協賛：かみの工作所／福永紙工株式会社
講師：鈴野浩一、禿真哉（トラフ建築設計事務所）　参加費：500円（入館料別）　
対象：小学生以上　定員：25名　申し込み：要事前予約（TEL・HPにて）

展示関連イベント
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美術館ガイドツアー 

松川中学生のガイドボランティアが、美術館や安曇野ちひろ
公園の見どころ、作品の魅力などを紹介します。

参加費：無料（入館料のみ）　申し込み：不要

中学生ボランティアと楽しむ

撮影：中川敦玲


