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――見て、触れて、あそんで、
ちひろを再発見

安曇野ちひろ美術館での展示に続き、
「あそぶ　plaplax」を、この夏、ちひ
ろ美術館・東京での Life 展の第 ３ 弾と
して開催します。
生涯、「子ども」をテーマに描き続け

たいわさきちひろは、生き生きとあそぶ
子どもたちの姿とともに、あそびを通し
て子どもたちが発散するいのちの輝きを
も、作品のなかに映し出しました。
本展では、子どものころから、ちひろの

絵が身近にあり、目にしていたと語るア
ートユニット plaplax（プラプラックス）
が、多様なメディアを使い、「あそぶ」を
テーマに、ちひろとコラボレートします。
ちひろが子どもたちの姿を描き出して

いく瞬間を体感できる「画机の上のあそ
び場」や、ちひろの水彩技法に着目し、
ちひろの絵のなかに入ってあそぶ「絵の
なかの子どもたち」、ちひろの絵本を体
で楽しむ「絵を見るための遊具」など、
plaplax が斬新な手法で展開する参加型
の作品とともに、あそぶ子どもたちを描
いたちひろの絵の数々を展示します。
感覚や感性を開放し、体をいっぱいに

使ってちひろの絵の世界にあそぶ子ども
たちと、絵に描かれた子どもたちの生命
感が重なるとき、ちひろの描いた「Life」
が美術館を舞台に形になります。

●２０1８年７月２８日（土）～1０月２８日（日）

●展示室1～4
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いわさきちひろ生誕１００年「Life 展」

あそぶ　plaplax

いわさきちひろが大切に描いたもの―「Life」。
いわさきちひろの生誕１００年にあたる２０１８年、さまざまな分野で活躍する
作家が「Life」をテーマにちひろとコラボレートします。

ちひろさんが子どもを描くとき、卓越した観
察者（あるいは母親）の目線で「あそび」の躍
動感をとらえている、と同時に、自身のなかの
子ども（特に少女のころの記憶）がいっしょに
なってあそんでいる。
絵のなかでいっぱいに身体を使ってあそんで

いる子どもたちと、それを描きながら頭のなか
で自由にあそんでいるちひろさん、そして来館
したみなさんが、一体となってあそべる空間。
そんな展覧会を目一杯あそびながらつくってみ
たいと思っています。

plaplax からのメッセージ

主にインタラクティブアート分野に
おける作品制作を手がける一方、公
共空間、商業スペースやイベント等
での空間演出や展示造形、映像コン
テンツ制作、インタラクティブシス
テム開発、プロダクトデザイン、大
学や企業との共同での技術開発など
幅広く活動を展開する。
http://www.plaplax.com/

plaplax（プラプラックス）
〈コラボレーション作家〉

（近森基＋久納鏡子＋筧康明＋小原藍）

主催：ちひろ美術館

特別協賛：

協賛：

　　　元亨社

協力：遊具設計：A+Sa　㈱アラキ＋ササキアーキテクツ
　　　遊具製作：大木洋平（OKIFURNITURE&DESIGN）
　　　音楽：高見澤淳子　サウンドエンジニアリング：高見澤克哉
　　　プログラム：赤川智洋

図 2　plaplax　絵の具の足あと　201８年　撮影：plaplax

図 1 　いわさきちひろ　風船とまい上がる少年　『あかいふうせん』（偕成社）より　1９6８年
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●展示室1～4

ちひろのアトリエ
「画机の上のあそび場」
ちひろ美術館・東京には、ちひろの晩
年のアトリエが、当時のようすそのまま
に復元されています。ここを訪れたと
き、「ちひろさんの頭のなかのイメージ
が、さまざまな画材を通して、するする
と姿をあらわす、そんな風景が思い浮か
びました」と plaplax は語っています。
このアトリエにある画机から発想した
「画机の上のあそび場」（図 ６）は、ち
ひろが記憶のなかの子どもたちと戯れな
がら、その姿を紙の上に描き出す瞬間を
追体験する作品となっています。
机上に並ぶ水彩絵の具、インク、鉛
筆、わりばしペン、はさみといったのも
のに触れると、その画材を使って描かれ
た絵が映像で映し出されます。カラフル
な固形絵の具に触れると、「風船とまい
上がる少年」（図 １）が現れて画材の間
に舞い上がり、筆洗に触れると「はなや
さんのまど」（図 ３）のにじみが机全体
にゆっくりと広がっていきます。鏡に触
れると、鏡のなかからちひろの自画像が
登場します。
作品ひとつひとつをイメージして作曲
された音楽（作曲・高見澤淳子）も、こ
の作品の魅力のひとつとなっています。

ちひろの技法
「絵の具の足あと」
ちひろの水彩技法をテーマとした作品

も展開します。水に溶けながら色と色が
混ざり合う“にじみ”は、ちひろの絵の
淡く柔かな印象を支えている技法です。
「はなやさんのまど」（図 ３）では、赤
や青、黄色などの色が複雑ににじみ合
い、くもったガラスを表現しています。
「絵の具の足あと」（図 ２）は、描く

楽しさを体感することのできる作品で
す。白い床の上に立つと、ピアノの音色
とともに、足元に映像で投影された“に
じみ”が現れ、色を薄めながらゆっくり
と周囲に広がっていきます。人が交差す
ると現れた色同士もにじみ合い、一箇所
に佇むと大きな色溜りができます。
「ゆっくりと減衰していくピアノの音

色に耳を傾けてみたり、あるいは、ダン
スを踊るように音楽と色彩に身を委ねて
みるのも描くことの楽しさのひとつ」と
語る plaplax。参加者の動きで、ちひろ
が好んだ ８色の色彩と、あそぶような筆
使いが床の上に再現されていきます。
この他、“白抜き”のシルエット（図
５）としてちひろの絵のなかに入ること
のできる作品「絵のなかの子どもたち」
（図 ７）も展示します。

ちひろの絵本
「絵を見るための遊具」
plaplax は絵本について、「 １ページ １

ページ手でめくりながら物語のなかに入
っていく絵本は、それ自体がインタラク
ティブ（参加型）である」と語っています。
木のぬくもりをたたえた大きな遊具

（図 ８）は、ちひろの代表作である ３冊
の絵本をテーマにつくられた作品です。
トンネルでは、『ことりのくるひ』に登
場する小鳥に、階段では『ぽちのきたう
み』の小犬に、周壁では『となりにきた
こ』（図 ４）の少女と少年に出会います。
くぐったり、のぼったり、のぞいたり、
主人公のちいちゃんになって、体全体で
絵本の世界にあそぶことができます。
「身近に存在していたいわさきちひろ

作品に『あそぶ』という視点を持ってよ
くよく向き合ってみると、本当にたくさ
んの再発見にあふれていた」と plaplax
は語っています。“あそび”を通して見
えてくるちひろの新たな魅力をお楽しみ
ください。� （宍倉恵美子）

図 ７　plaplax　絵のなかの子どもたち　201８年

図 6　plaplax　画机の上のあそび場　201８年　撮影：森本菜穂子 図 ８　plaplax　絵を見るための遊具　201８年　撮影：森本菜穂子

図 5　いわさきちひろ
　　　月を見る少年　1９７0年

図 4　いわさきちひろ　垣根ごしにのぞく子ども　『となりにきたこ』（至光社）より　1９７0年図 ３　いわさきちひろ
　　　「はなやさんのまど」　1９6９年
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「いわさきちひろ、絵描きです。」こ
れは、いわさきちひろが夫・松本善明と
出会ったときの、自己紹介の言葉です。
生誕１００年を記念して、童画家としての
イメージを超えて、「絵描き」としてち
ひろをとらえ直す展覧会が、東京ステー
ションギャラリーで開催されます。
本展の前半部では、揺籃期の感性を育
んだ文化的背景や、画家としての出発点
の活動を紹介します。特に１９４０年代後半
から５０年代のさまざまなメディアの仕事
が、これほどまとめて紹介されるのは初
めてです。「人民新聞」に掲載された戦
災孤児のルポ、表紙絵を手がけた雑誌
「大衆クラブ」や「働く婦人」、ヒゲタ
醤油の広告、戦後民主主義の啓蒙活動に
用いられた紙芝居「ばら寮のできごと」
（１９５０年　厚生労働省蔵）、新発見の幻
灯「最後のつたの葉」（１９５０年代　オー
・ヘンリー作　早稲田大学演劇博物館
蔵）など数多くの資料からは、初期の画

風の模索とともに、当時の社会や文化の
状況が見えてきます。
後半部では「線」と「色彩」とに分けて、

ちひろの技術が詳細に分析されます。ち
ひろは画業を通じて子どもや花といった
モチーフを飽くことなく描き続ける一方
で、画風の変化を恐れず、多様な表現を
試みました。初めは主に油彩画を描いて
いましたが、印刷媒体での仕事が増える
に伴い水彩画へと移行し、その水彩画も
不透明水彩から次第に透明水彩の割合が
増してゆきます。１９６８年の『あめのひの
おるすばん』を契機に、にじむ色彩を画
面いっぱいに広げる新たな描法へと至
り、以後毎年手がけた至光社の絵本での
実験的な試みなどによって、晩年になっ
てますます表現を発展させていきました。
これまで絵本画家として紹介すること

の多かったちひろですが、本展では画家
としてのちひろの背景や技術が明らかに
されます。ぜひご期待ください。

＊�会場の最後には、本展の監修にあたっ
てくださっていた故・高畑勲さんによ
るちひろの絵の拡大展示も行います。
� （上島史子）

特別展開催予定
■東京ステーションギャラリー
　２０１８年 ７ 月１４日― ９月 ９日
■美術館「えき」KYOTO
　２０１８年１１月１６日―１２月２５日
■福岡アジア美術館
　２０１９年 ４ 月２０日― ５月２６日

●特別展（他館での展覧会）

「生誕１００年��いわさきちひろ、絵描きです。」

「ハマヒルガオと少女」1９50年代中頃

会場：東京ステーションギャラリー
主催： 東京ステーションギャラリー（公益財団法人東日

本鉄道文化財団）、ちひろ美術館、日本経済新聞社

○ギャラリートーク
５ 月１９日、 ６ 月 ２ 日に spoken�words�

project 主宰の飛田正浩さんがギャラリ
ートークにてお話しくださいました。

図 1 　展示室 1

「ちひろは瞬間をとらえて描く。僕が布
に施していることも瞬間の作業です。こ
の展示室では、まだ商業的に服をつくる
以前の、２０代後半から３０代にかけてつく
った服を、ちひろの絵といっしょに展示
しました。」

図 2 　展示室 4

「展覧会にあわせて制作したテキスタイ
ルを、ちひろの一本筋が通った、きりり
とした感じを伝えたくて、布をピンと張
って直角に展示しています。染めていく
ときに、自分なりのイメージは持ってい

ましたが、みなさんに、自由に想像して
ほしいと思います。」

図 ３ 　展示室 2

「ちひろの旅先のスケッチには、洋服や
食べ物、調度品など、ライフスタイルが
よく現れています。ちひろは、ぜいたく
ではないが、生活を慈しんでいた人なの
でしょうね。」
「価値観は人それぞれですよね。この展
覧会が、豊かさってなんだろう、と考え
るきっかけになればうれしいです。」
○ワークショップ　 ６月２３日（土）
spoken�words�project を講師に、服の

リメイクワークショップを開催しました。
型紙と色を選んで、スクリーンに染料

を乗せ、スキージー（ヘラ）で刷り、ドラ
イヤーで乾かす、という工程を繰り返し

ながら、服にプリントをしていきます。
小学 ３年生から大人まで１６名が参加。

持参した服もＴシャツやブラウス、スカ
ートやストールとさまざまでした。泥汚
れがついてしまったお気に入りのＴシャ
ツにプリントした小学生もいました。
「思わぬところに染料が垂れてしまった
り、間違えたり、と不本意なことになっ
ても、その生かし方などの対処法はあり
ますから、すぐ声をかけてくださいね。」
との飛田さんの言葉に、みなホッとした
表情で取り組みました。

図 5 　参加者完成作品

総評の際に飛田さんが選んだのは、一
見、さらに汚れてしまったように見える
男子学生のシャツ（図 ５右）でした。
「きちんとすることだけが正解ではな
い。基本を知りながら、どこを基本からは
ずして自分のものにするか、とやってみ
るのもおもしろいですね」と飛田さん。
もう着ない、着られないと思っていた

服も、手をかけることで新たな １枚にな
り、再び“着るをたのしむ”ことができる
のだと実感した ３時間でした。�（武石香）

●活動報告

「着るをたのしむspoken�words�project」ギャラリートーク・ワークショップ

図1～図３　撮影：三嶋義秀図 4
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５月１９日（土）
仲良し 6 人組「はっぴーばーすで
ぃの会」の大切な仲間と来ていま
す。昨日は私の55歳の誕生日でし
た。何回か訪れていたのに、ちひ
ろさんが55歳で亡くなったことを
初めて知り、感慨深い気持ちで
す。復元アトリエのパネルに、
「大人というものはどんなに苦労
が多くても、自分のほうから人を
愛していける人間になること」と
いうちひろのことばがありまし
た。年齢を重ねてもなかなか大人
になれない私ですが、これからも
大切な仲間たち、家族といっしょ
にひとつひとつ年を重ねていきた
いと思います。 （荻原浩子）

＊　　　＊　　　＊
生きているといろいろなことがあ
り、自分だけでは消化できないこ

ともあります。でもみんなに支え
てもらい、助けてもらいながら
「今日」があるのだと思います。
ちひろさんの絵と文を見せてもら
い、心が洗われる気持ちです。浩
子ちゃん、お誕生日おめでとう！
おばあちゃんになってもこの大切
なお友だちと笑顔でおしゃべりで
きるように健康でいたいと思いま
す。 （富田佳子）
５月２０日（日）
Facebook でちひろさんへの愛
を熱く語ったら「Life 展」パス
ポートが当たりました。ちひろさ
んの絵と出会ってから50年、絵本
を手に取るようになって３5年、美
術館へ通うようになって３0年、ま
だまだ会ったことのない絵があり
ます。今年はたくさん足を運ん
で、ちひろさんの絵に満たされる

一年にしたいです。 （清野悦子）
［着るをたのしむ　感想ノートより］

５月３１日（木）
spoken words project の 服 は
初めて見ましたが、私の好む配色
が多くとても惹かれました。展示
室 4 の布の作品は、これから終わ
りゆく人生の時を表しているよう
で思わず見入ってしまいました。
 （７2歳主婦）
６月１２日（火）
母がちひろさんを好きで、小さい
ころから絵をよく目にしていまし
た。私は現在、服飾の勉強をして
いて、spoken words project の
服とちひろさんの絵がどのように
展示されているのかと思い、初め
て美術館に来ました。どちらも、
どこか似た優しさがあり、見てい
るだけでいやされます。

５

美術館
日記

４月１８日（水）　　時々
ちひろの生誕100年記念商品とし
て、本日より傘の販売を開始。さ
っそく店頭の商品を手に取って開
いてみるお客様が続々と。やさし
い色合いのちひろの絵が、雨の日
の気分を明るくしてくれそう。
５月６日（日）
若い男性を連れた女性の来館者か
らスタッフにお声がかかった。い
っしょにいたのは自閉症の息子さ
んで、これまで美術館でゆっくり
展示鑑賞をできたことがなくお母
様も大変だったが、今回はちひろ
と大巻伸嗣さんのコラボレーショ
ン展示が静かでほの暗かったため
か、息子さんが落ち着いて鑑賞で
きたと非常に感激されていた。い
ろいろな方にとっての居場所とな
れる美術館を目指している私たち
にも、うれしいお言葉だった。

５月１９日（土）
いわさきちひろ生誕100年「Life展」
第二弾、ファッションブランド
spoken words project の「着る
をたのしむ」展初日。ちひろの絵
や人物のイメージから生まれた手
染めの布や服とちひろの作品とい
う初のコラボレーションにより、
スタイリッシュでありながら、心
が安らぐやさしい空間が誕生。
６月４日（月）
NHK「グレーテルのかまど」で“い
わさきちひろのいちごババロア”
が紹介される。息子・松本猛が、新
宿に外出したときに、母ちひろの
お気に入りのいちごババロアをい
っしょに食べたという子どものこ
ろの思い出を語った。ひとつのテ
ーブルで向かい合い桃色のババロ
アを楽しむ母と子の姿が目に浮か
び、ほほえましい気持ちになる。

６月２０日（水）
美術館の植え込みでアガパンサス
の蕾が開き始めた。南アフリカ原
産のこの花の名の由来はギリシア
語のagape（愛）＋anthos（花）
だという。清々しい色の愛らしい
姿は梅雨の季節に彩りを添える。

窓
「迂闊でしたね」、「僕らがうかつだっ

たから、またこの国が戦争をしたがる国
に」、「まこと、ウカツでしたねぇ」と、
高畑勲さんは数年前、同世代の映画監督
の大林宣彦さんと話されたといいます。

９ 歳の時に岡山空襲で、お姉さんとふ
たり火の海のなかを逃げ惑った高畑さん
にとって、それは切実な思いでした。

戦争が終わって、大人が言うことは
1８0度変わるなか、戦後の「民主主義教育
第一期生」となり、さらにその後の民主
主義の変容も目の当たりにされました。

高畑さん曰く、私たち日本人は「ずる
ずる体質」でかつ「責任をとらない体

質」。一番大切なのは、「世間様」と「ご
先祖様」で、最大の判断基準は周囲に合
わせるということ。だから、「空気を読
む」ことが重要になる。「責任を決して
明らかにせず、追求せず、ただ、ずるず
ると押し流されていく、私たちのずるず
る体質と空気をすぐ読む驚くべき同調気
質」。今の時代、「私は自分も含めこの体
質と気質が本当に怖いのです」と語られ
ました。

そんな思い故でしょう。常に自分の考
えを掘り下げていくことに並々ならない
労を尽くされ、既存の評価にとらわれ縛

しば

られることなく自分の観方でものごとに

対峙され、極力率直に語るようにされて
おられたように思います。

たとえば、いわさきちひろについても
尽きぬ探究心と深い洞察と研究で、美術
表現という視点から、新しい発見を示唆
してくださいました。

誰もが語る高畑さんの博識は、美術、
音楽、文学、演劇、歴史、時代と社会、
風俗、自然等とさまざまな分野に及び、
折々に私たちにも惜しむことなく語って
くださいましたが、その一方で、知らな
いことには少年のように興味を示され、
相手が誰であっても前のめりに話を聴か
れる姿が印象的でした。

「高畑勲さん」
竹迫祐子（公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長

いちごのババロア（東京館・絵本カフェ）

引用文献： 『君が戦争を欲しないならば』高畑勲著／岩波ブックレット、
「熱風（２０1８年６月号）」スタジオジブリ出版部　ほか
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CONTENTS 〈展示紹介〉〈企画展〉はじめてみる、ちひろの世界。いわさきちひろ×佐藤卓＝展／ちひろ美術館コレクション　衣装あれこ
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

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）
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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

●８月８日（水）は「ちひろ忌」
ちひろの命日に、ちひろを偲ぶ催しをおこないます。
今年は、アトリエにて、松本猛が母ちひろの思い出を語ります。
＊詳細はお問い合わせください。

●支援会員の日
○日　時： ８ 月２５日（土）１０：００～１７：００
　支援会員は、会員証のご提示で入館料が無料となります。

○定　員：６０名　要申し込み　 ７ 月２５日（水）受付開始
○参加費：支援会員・無料、一般６００円（入館料別）

●生誕１００年記念講演会「いわさきちひろと岡田三郎助」
１４：００～１５：３０
講師：佐賀県立美術館学芸員・野中耕介
岡田の美術教育にかける熱意や、彼の「女子洋画研究所」がちひろ
に与えた影響などをお話しいただきます。

●２０１７年度報告・交流会
１６：００～１７：００
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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。

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

https://chihiro.jp/ ちひろ美術館
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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－
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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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●次回展示予定 ２０１８年１１月３日（土）～２０１９年１月３１日（木）
いわさきちひろ生誕１００年「Life」展
作家で、母で　つくる　そだてる　長島有里枝

記憶や、身近な人との関係性を手がかりに、自身の
ライフヒストリーや社会の陰に隠れてきた女性の創
造性に光をあてる作品を制作してきた長島有里枝。
その視点はいわさきちひろの作品と響きあいます。
女性に課せられる規範と折り合いをつけながら表現
をおこなうふたりの生き方が交差します。

長島有里枝
１９７３年東京都生まれ。現代美術作家。武蔵野美術大学視覚
伝達デザイン学科卒業。カリフォルニア芸術大学ＭＦＡ修
了。２００１年第２６回木村伊兵衛写真賞受賞。２０１０年「背中の
記憶」で第２６回講談社エッセイ賞を受賞。自分や家族、友
人など、身近な人や品物を題材に、写真や文章、インスタ
レーション作品を制作する。

〈参加自由、無料のイベント〉

ちひろの息子である松本猛が、作品にまつわるエピソードなどをお話
しします。
○日　時： ９ 月 ２ 日（日）１５：３０～
○講　師：松本猛（ちひろ美術館常任顧問）

●松本猛ギャラリートーク

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
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いわさきちひろ　箱に入った少女
『あかちゃんのくるひ』（至光社）より　1９6９年

CONTENTS 〈展示紹介〉いわさきちひろ生誕１００年「Life 展」あそぶ　plaplax…❷❸
〈活動報告〉「着るをたのしむ spoken words project」ギャラリートーク・ワークショップ…❹
〈特別展紹介〉東京ステーションギャラリー　いわさきちひろ、絵描きです。…❹
ひとことふたことみこと／美術館日記／窓「高畑勲さん」…❺

美術館だより　No.２０２　２０１８年７月１２日

●わらべうたあそび
○日　時： ９ 月２９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２９日（水）受付開始

● plaplax によるアーティストトーク
○日　時： ９ 月 ８ 日（土）１５：００～
○定　員：６０名　要申し込み　 ８ 月 ８ 日（水）受付開始

●夏休み子どもギャラリートーク
○日　時： ８ 月１３日（月）、２０日（月）１１：００～／１４：００～
○対　象：小中学生（事前申し込み不要）

●水彩技法体験ワークショップ
○日　時： ８ 月 ２ 日（木）、 ３ 日（金）、 ４ 日（土）１０：３０～１５：００
○定　員：各日８０名（当日先着順・入れ替え制）○対　象： ５ 歳以上
いわさきちひろが得意とした水彩技法の「にじみ」を体験し、缶バッ
ジをつくります。（制作所要時間２０～３０分）

文化庁　平成３０年度地域と共働した美術館・歴史
博物館創造活動支援事業

〈新刊案内〉
○いわさきちひろ名作絵本　新装版
　『愛蔵版おやゆびひめ・あおいとり』
　　　　（複製画付き ２ 冊組）価格４８００円（税別）
　『おやゆびひめ』『はくちょうのみずうみ』
　　　　　　　　　　　　価格　各１２００円（税別）
　『あおいとり』　　　　　　　　１４００円（税別）
　『しらゆきひめ』　　　　　　　１３００円（税別）
　　発行：講談社　２０１８年 ６ 月２１日刊行

○『別冊太陽　ちひろメモリアル　生誕１００年』
　　発行：平凡社　２０１８年 ７ 月２２日刊行　価格２３００円（税別）


