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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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●展示室１ ・ ２

●２０１８年９月２９日（土）～１２月１６日（日）

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

東京生まれ。詩人。１９5２年第一詩集『二十億光年の孤
独』を刊行。１９６２年「月火水木金土日の歌」で第 ４回
日本レコード大賞作詞賞、１９７5年『マザー・グースの
うた』で日本翻訳文化賞、２０１０年『トロムソコラージ
ュ』で第 １回鮎川信夫賞など、受賞・著書多数。詩作
のほか、絵本、エッセイ、翻訳、脚本、作詞など幅広

く作品を発表。近年では、詩を釣る iPhone アプリ『谷川』や、郵便で詩を送る『ポ
エメール』など、詩の可能性を広げる新たな試みにも挑戦している。

谷川俊太郎
〈コラボレーション作家〉

ⓒ深堀瑞穂

主催：ちひろ美術館、信濃毎日新聞社

特別協賛：

協賛：

協力：川口恵子（ナナロク社）
　　　講談社

「Life」をテーマに展示を開催してき
た安曇野ちひろ美術館今年最後の展示
は、詩人谷川俊太郎とのコラボレーショ
ンです。
１９３１年１２月１５日に谷川俊太郎は東京で

哲学者の父徹三と母多喜子の一人っ子と
して生まれました。高校 ２年のころから
友人にすすめられて、詩を書き始め、７０
年以上たつ今も現役の詩人として幅広い
活動を続けています。
谷川の膨大な詩をひとことでいいあら

わすことは困難ですが、親しみやすさと
洗練が同居し、肩肘張らずに根源的なこ
とが鋭く捉えられているといえるでしょ
う。その詩のなかには森羅万象が含ま
れ、無限の広がりが感じられます。
ちひろの絵は、子どもや草花、小鳥な

ど、身近にある小さないのちの愛しさ、
尊さがうたわれています。作品は多くの
人が共感できる大衆性を備えていながら
想像の余地を残す余白もあります。
本展では、異なる個性をもつ谷川の詩

とちひろの絵を組み合わせ、あらゆるも
のに息づくいのち、たえず変化していく
宇宙に耳をかたむけます。
「ちひろさんの子どもたち」
今回の展示のために、谷川は２０１７年の

夏に「ちひろさんの子どもたち」と題し
た詩を書き下ろしました。この詩には、
谷川の思い描く、ちひろの絵の子どもの
イメージが読み取れます。ちひろの絵に
は、詩にあるように、泣いたり、怒った
り、笑ったりといった喜怒哀楽をはっき
りと顔や体で表している子どもたちは実
はほとんどいません。しかし谷川は姿か
たちだけではなく、子どもたちの絵の奥

図 ２　晴れ着を着たふたりの少女　１９７１年

図 １　枯れ葉と少女　１９７０年

ちひろさんの子どもたち

ちひろさんの子どもたちは

赤んぼのようにまっさらで

大人よりいっしょけんめい考える

女の子はいつもすっぴん

男の子は戦争がきらい

ちひろさんの子どもたちは

手足のびのびいっぱい遊ぶ

昼間は本を読む　夜は宇宙を読む

友だちには子どもだけでなく

おじいさんやおばあさんもいる

ちひろさんの子どもたちは

悲しい時は堂々と泣く

怒っても悪口は言わない

うれしい時はみんなと笑う

花や小川や紋白蝶もいっしょに

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。



３

にある、ちひろの描こうとした子どもの
本質を語っているのかもしれません。
（図 １）
『なまえをつけて』
今年 ９月に出版される新刊絵本『なま
えをつけて』（講談社）は、谷川がちひ
ろの描いた子どもたちの絵１５点を見なが
らことばをつけた絵本です。いずれも正
面を向いた子どもが描かれた作品は、拡
大やトリミングがされ、子どもの大きく
つぶらな目が読者の視線を捉えます。
「みえる／わたしをみてるあなたがみえ
るよ」で始まる詩の冒頭では、絵のなか
の女の子がこちらを見て話しかけてきて
います（図 ３）。彼女の視点は行を追う
ごとに段々と奥へと進んでいき、読者の
背後に別の世界が開けていきます。それ
ぞれの子どもに与えられた谷川のことば
によって異なる個性をもった子どもたち
は、私たちを見つめ、いきいきとおしゃ
べりを始めます。
「みち」
いわさきちひろは生前谷川俊太郎の詩
に絵を描いていました。みや通信社の企
画で書かれた谷川の詩「みち」は１９７３年
５ 月から翌年 ４月にかけて、京都新聞な
どいくつかの地方新聞に連載されました。
草のなかのみちから始まるこの連作詩
は、かすかに聞こえる音から段々と生き
物、人の営み、空へまで広がり、最後に
みちは足元の土のなかに行き着きます。
ちひろは墨のみで、詩にあらわれている
小さないのちを忠実かつ自分の解釈で描
いています（図 ６）。当初、詩の全編に
ちひろは絵をつける予定でしたが、身体

の不調のため ６回目の１９７３年１０月の「み
ち　 ６」を最後に降板し、以後は画家の
倉石隆が絵を手がけました。本展では初
めて、ちひろの原画を谷川の詩ともに展
示します。
絵と詩のコラボレーション
谷川は ３千に近い詩を今までに書いて

きており、散文のようなものから、こと
ばあそびのようなものまで、幅広い表現
をしています。本展では、そのなかから
８編の詩を選び、ちひろの絵とともに紹
介します。
「ありがとう」は、『子どもたちの遺

言』（佼成出版社　２００９年）に収められて
いる詩のひとつで、田淵章三の撮ったあ
かちゃんや若者の写真と隣り合って表現
されています。この詩がちひろの絵と組
み合わされると、あたかも描かれた子ど
もが感謝のことばをつぶやきながら、自
分を包みこむ大きな存在へ思いを馳せる
ようにも見えてきます（図 ５）。
ふたりのコラボレーションによって見

える新しい世界をお楽しみください。
� （松方路子）

●展示室１ ・ ２

ありがとう

空　ありがとう

今日も私の上にいてくれて

曇っていても分かるよ

宇宙へと青くひろがっているのが

花　ありがとう

今日も咲いていてくれて

明日は散ってしまうかもしれない

でも匂いも色ももう私の一部

お母さん　ありがとう

私を生んでくれて

口に出すのは照れくさいから

一度っきりしか言わないけれど

でも誰だろう　何だろう

私に私をくれたのは？

限りない世界に向かって私は呟く

私　ありがとう

� 『子どもたちの遺言』２００９ 年

みち　４

まよわずに
ひとすじに
とりたちはとおいくにへと
とんでゆきます

そらにも
めにみえぬみちがあるのでしょうか
そのみちをてらすのは
かすかなほしのひかりだけなのに

いそがず
おそれず
ちずもなくとりたちは
かなたへととおざかる

図 ４ 　秋の花と子どもたち　１９６5年図 3 　『なまえをつけて』（講談社）より

図 ６ 　みち ４ 　１９７3年

図 5 　星をもつ男の子　１９６７年

同時開催
谷川俊太郎の絵本―ちひろ美術館コレク
ションより―（展示室 ３）
谷川と長新太のコラボから生まれた『え
をかく』『耳をすます』『にゅるぺろり
ん』『日本語のおけいこ』のほか、谷川
が翻訳した絵本なども紹介します。
ちひろ美術館コレクション展　人生（展
示室 ４）
当館の世界の絵本画家たちのコレクショ
ンより、「人生」をテーマに描いた作品
の数々を展示します。
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●活動報告

開催中の企画展「奇喜怪快　井上洋介
の絵本展」に関連し、画家と交流のあっ
た詩人・編集者の桑原茂夫を講師に迎
え、講演会を開催しました。

「李長吉伝第二部　垂翅の客」１9７０年
雑誌「現代詩手帖」で編集長をしてい
たときに、桑原は井上洋介と仕事をして
います。唐の時代の詩人・李長吉の伝記
を連載するにあたり、毎号違う画家が描
いた李長吉の肖像画を掲載するという提
案をした執筆者の草森紳一は、第一回目
の作画を井上洋介に依頼しました。井上
は文章を深く読み込み、若くして深い皺
をたたえ鋭い眼光
を見せる李長吉を
描き出していま
す。奇人と言われ
た李長吉に対する
画家の興味と愛情
が感じられる描写
となっています。

特装版『晴浴雨浴日記』　１9８9年

講演会のなかでは、講師自身が持参し
た貴重本も紹介されました。秘湯を求め
て種村季弘（ドイツ文学者）が全国を旅
した日記に、井上が絵を寄せた特装版
『晴浴雨浴日記』は、ほとんどの工程を
井上が手作業でつくった限定本で、木製
の表紙の鮮やかな赤が目を引きます。こ
れは、「真っ赤な本にしましょう」という
井上の提案で決まった色でした。見返し
に貼られた手刷りの版画には、単純化さ
れた造形で豊満な女性像や電車のある風
景が描かれ、ここにも赤い色が彩色され
ています。この斬新な本はそれ自体が作
品であり、桑原は「おふたりの、いつか
はこんなことをやってみせるといった気
持ちが、行き着くところまできて」形に
なったものではないかと語っています。
「岩の上で喰う」　１9７８年
真赤な炎に取り囲まれながら、蛙が群

がる岩にまたがり、一心不乱に食事をす
る裸の男が描かれています。 ８歳から１４
歳の頃に第二次世界大戦を経験した井上
について桑原は「もっとも多感なとき
に、戦の大波をもろにかぶったばかり
か、戦に敗れたその日を境にがらりと変
わる世の中のサマを、否も応もなく、か
らだじゅうのあらゆる感覚で受け止めて
きた」と言います。戦争が招いた「飢
え」の悲劇と、人間の欲求「喰」が描か
れたこの作品には、キレイごとを「ウ
ソ」だと吐き捨て、ナンセンスで笑いと
ばしながら井上が
追求した、人間の
本質が映し出され
ています。
多彩な分野で活

躍した画家・井上
洋介の創作の世界
が、自身が編集者
として関わった仕事や、鬼気迫る描写に
ナンセンスを同居させたタブローを通し
て語られ、その表現の根幹が浮き彫りと
なりました。参加者からは「ナンセンス
絵本の背景になる世界を知ることができ
た」との感想が届けられています。
� （宍倉恵美子）

「子どものへや�トラフ建築設計事務所」関連イベント７月２１日（土）

〈企画展〉奇喜怪快　井上洋介の絵本展関連イベント
桑原茂夫講演会―井上洋介を語る―

９月 ３日（日）

「子どものへや」展の初日に、トラフ
建築設計事務所の鈴野浩一さんと禿真哉
さんを講師に迎え、 ２つのイベントを開
催しました。
○アーティストトーク
ホテルのリノベーションや住宅設計な
どだけでなく、結婚指輪や美術館でのお
ばけ屋敷の依頼など、ジャンルを超えた
領域で仕事をしているトラフ。その根底
には「建築的発想」があるといいます。

当館の展示で天井から無数に吊り下げ
られた「空気の器」は、紙器メーカー・
福永紙工からの依頼でした。青と黄色を
使って緑をつくることと、 ２次元の紙を
建築的に ３次元にすることの両方を考え
て出来たものです。
「モノから空間を考える」「敷地から
発想する」「見えないものを可視化する」
といったトラフの思考を、それぞれの事

例の写真を見ながら解説した後、後半は
展覧会のギャラリーツアーを行いました。

○ワークショップ「空気の器」に絵を描こう
午後には、「空気の器」を使ったワー

クショップを開催。大きな帽子型の「子
どものへや」が会場です。まずは白い空
気の器に、クレヨンで自由に絵を描きま
した。花や音符、抽象的な図形など、そ
れぞれの個性があらわれます。
次は、空気の器に水彩絵の具でにじみ

をつくります。にじみを乾かしている間

に、見本を使って、空気の器のかたち作
りの練習。紙が素材の空気の器は、繊細
ですが、手で自由にかたちづくれるのも
大きな魅力のひとつ。最初はおそるおそ
る触っていた参加者も、次第に大胆に手
を動かして、空気の器のかたちづくりを
楽しめるようになりました。

自分でつくった「にじみの空気の器」
が乾いたら、好きなかたちに成形し、全
員の作品を並べて鑑賞会。トラフのお二
人からの「このかたち、いいね」「色の
見え方がきれい」などの評価に参加者も
笑顔に。空気の器の魅力を存分に体験で
きたワークショップでした。�（松澤理佳）



美術館
日記

ひとこと
ふたこと
みこと

６月１８日（月）
２０代の頃から、ひとりで、家族
と、または夫と美術館に。そして
今日、またひとりで。あっちに座
り、こっちに座り。立ち止まり、
ながめ、本を読んで、ぼーっとし
て。コーヒーを飲み、歩いて、信
州の山並みをみる。６０代になった
今も、美術館ですることはおんな
じ。自由にすごせる、ここが好
き。実は、ひとりで来るのがいち
ばん好き。
７月２７日（金）
入るなり、たくさんの帽子が飛ん
でいて、心が軽くなりました。爽や
かな夏の美術館ですね。（ayako）
７月２８日（土）
わたしが読んだ本は『せとうちた
いこさん　デパートいきタイ』で
す。学校の図書館では、いつもか

りられていて、読めないので、ち
ひろ美術館にきて、また読みたい
です。
７月２９日（日）
１ 歳になったばかりの息子と夫と
家族 3 人で、初めての長野、初め
てのちひろ美術館。息子にとって
は初めての美術館探訪。いわさき
ちひろの絵は、以前はセンチメン
タルすぎる気がして、ずいぶんと
人気取りな気もして、好きではあ
りませんでした。でも、去年、息
子を産み、刻々と育っていくこの
子の有り様を、毎日毎日みつめる
うちに、「ちひろさんの絵の子ども
たちは、“本当の子どもの姿”を描
いていたんだ！」と、自分のなか
でつながる発見がありました。ふ
くふくした足首や、じっと世界を
見つめる瞳。ちひろさんの絵と、

世の中の子ども、行ったり来たり
しながら、私の前に拡がる世界の
単純さと清らかさ、大きさに気づ
いていく日々です。 （名古屋 E.H.）
８月１０日（金）
中学生と毎日バタバタ忙しく暮ら
していますが、今日は久しぶりに
ゆったりと。それぞれ好きな本を
手に取って、読んだりながめたり。
おだやかで、家族一緒に、同じこ
こちよい空間にいるのがうれしい
一日です。戦争の足音が、なんと
なく遠くではなくなってきたこの
頃、ちひろのやさしい絵の中に、
強い平和への想いを感じました。
８月１０日（金）
保育教諭 １ 年目！子どもたちへ、
トモエ学園の校長先生のように言
ってあげよう。「みんないっしょ
にするんだよ」と。頑張るぞ！

連載の ４ 回目は、ちひろの両親
が戦後移り住み、ちひろも心の故
郷として愛した長野県北安曇郡松
川村（安曇野ちひろ美術館所在
地）を紹介します。

１９４5年 5 月の空襲で東京、中野
の自宅を焼け出されたちひろたち
一家は長野県松本市の母、文江の
実家に疎開し、終戦を迎えました。

敗戦を機に、ちひろの両親は、
開拓農民として生きる道を選び、
松川村の神戸原に入植します。満
州から引き上げてきた人々と共
に、松林が広がる原野を開墾、田
畑を耕しながら、自然の中で暮ら
しました。

一方ちひろは、夢であった絵描
きになることを決意し、１９４６年

春、日本共産党主宰の芸術学校に
入学するため、ひとり上京しま
す。ちひろ、２７歳の時でした。

ちひろは3０歳で松本善明と結
婚。翌年には、一人息子の猛が誕
生します。しかし六畳一間の借家
で子育てをしながら絵を描くこと
は困難を極め、見かねた松川村の
両親が生後間もない猛を預かるこ
とを申し出ます。その後、半年余
り、ちひろは懸命に働き、少しで
もお金が貯まると電車と汽車を乗
り継ぎ１０時間以上かけて、愛する
息子に会いに通いました。最愛の
我が子を育んだ松川村は、ちひろ
にとって特別な場所になりました。

松川村を訪れたちひろは、スケ
ッチブック片手に実家の近くを散

策し、北アルプス連峰や農作業に
勤しむ父母の姿を描きました。

１９5０年頃のスケッチ「神戸原よ
り田園風景をのぞむ」（図）では、
実家にほど近い丘から、眼下に広
がるのどかな田園風景と夕陽に染
まる中山山地を描いています。こ
こは、縄文時代から人々が暮らし
た場所です。現在は、桜沢いせき
公園として整備され、縄文時代の
竪穴住居が再現されています。

松川村では、桜沢遺跡をはじめ、
村内各所に点在するちひろのスケ
ッチポイントを巡るウオーキング
イベント「ちひろが愛した安曇野
まつかわ北アルプスパノラマウォ
―ク」を毎春開催し、村民ガイド
が案内しています。 （船本裕子）

７月１８日（水）
トラフ建築設計事務所、（株）ジ
ャクエツとともに、ワークショッ
プテーブルの帽子型ドームの立上
げを行う。設計図面を確認しなが
ら、複雑に交わる竹のパーツをひ
とりずつ両手に持ち、掛け声に合
わせて一気に持ち上げると、丸く
大きなスタードームが立ち上が
り、思わず歓声が上がった。展覧
会が終わるころには、たくさんの
オーナメントが下がり、美しい帽
子が完成しているはずだ。
８月８日（水）
４４回目のちひろの命日。ちひろが
願い続けた世界中の子どもの平和
と幸せを考える日にしたいと「ち
ひろ忌」と名づける。ちひろの言
葉を印刷したカードをプレゼン
ト。東京館のちひろのアトリエで
は息子の松本猛によるトークライ

ブを開催し、安曇野館へも同時配
信を行った。福井県武生市にある
「ちひろの生まれた家」記念館へ
も、同市の協力のもと配信するこ
とができ、福井・東京・長野とい
うゆかりの地をつなぐ初の試みが
かなった。
８月１３日（月）

子どものへや展にあわせ、ちひろ
の線画に好きな帽子を自由に描く
ワークシートを用意。すでにたく
さんのユニークな帽子が並び、そ
のアイデアに驚く。「よく考えつ
いたなあ」「色づかいがすてき」と、
見る人たちの会話も弾んでいる。

８月１９日（日）
夏休みの真っただ中、黒姫山荘の
クヌギの木にやって来るクワガタ
は、子どもたちの注目の的に。館
内にはオニヤンマが迷いこみ、日
々、安曇野に住む生き物との出会
いが楽しみな季節だ。
８月２２日（水）
猛暑といわれる今夏、安曇野でも
最高気温3６度を記録。わずかでも
涼しさを感じられるよう、渡り廊
下近くに打ち水をするが、みるみ
るうちに乾いてしまった。
８月２５日（土）
トットちゃん広場で肝試しを行う。
予想を大きく上回る２００名近い方が
参加。お化け役のサポート隊のみ
なさんも大はりきりで準備万端。
懐中電灯を手に恐る恐る進む子ど
もたちの声が、夏の終わりの満月
の夜に響き、大いに盛り上がった。

５

生誕１００年企画

ゆかりの地
紹介

④松川村

神戸原より田園風景をのぞむ
１９5０年頃



●９月３０日（日）安曇野市民入館無料デー

●�１２月２日（日）開館延長スペシャル
　　　　　　　　長野県民入館無料デー
※両日ともに、ご住所のわかるものを受付でご提示ください。

〒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）

〒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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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）

〒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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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）
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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）
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
毎月第 ２・４土曜日１４：００～ Life 展、
１４：３０～コレクション展
（参加自由、入館料のみ）

●ギャラリートーク
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○開館情報
２０１８年は１２月１６日（日）まで開館を延長いたします。
１２月１７日（月）より、２０１9年 ２ 月末日まで冬期休館となります。

〒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　Fax０２６１―６２―０７７４

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。TEL.０２６１―６２―０７７２
詳細・最新情報はホームページからもご覧いただけます。chihiro.jp

安曇野ちひろ美術館　イベント予定

●�ベビーカーでお出かけしよう！
　ファーストミュージアムデー
０歳から ２歳のお子さんとともに、あかちゃん絵本のおはなしの会や、
開催中の展覧会〈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〉のガイドツアーなど、安曇野ちひろ美術館を親子で
ゆっくりと楽しみましょう。

○日時：１０月１２日（金）、１１月１０日（土）
　各日１０：３０～１１：３０
○対象： ０歳～ ２歳の子どもと
　　　　その保護者
○定員：親子１０組
○参加費：無料（入館料のみ）
○申し込み：要事前予約
　（HP・TELにて受付）

●�１２月１５日（土）ちひろの誕生日会
　１００歳おめでとう！
いわさきちひろの１００歳の誕生日。
当日のイベントは、HP等でご確認ください。

赤い毛糸帽の女の子　１９７２年

特別展（他館で開催される、いわさきちひろ生誕１００年展）
●生誕１００年　いわさきちひろ、絵描きです。
主催：美術館「えき」KYOTO、京都新聞、ちひろ美術館、日本経済新聞社
協賛：野崎印刷紙業
○会場：美術館「えき」KYOTO（京都府）
○期間：２０１８年１１月１６日（金）～１２月２５日（火）
○お問い合わせ先：TEL.０７５―３５２―１１１１（ジェイアール京都伊勢丹・大代表）

●�生誕１００年記念
　�ピエゾグラフによる　いわさきちひろの歩み展
主催：越前市武生公会堂記念館、ちひろ美術館
○会場：越前市武生公会堂記念館（福井県）
○期間：２０１８年 9 月２１日（金）～１２月２４日（月・振休）
　［前期］子どもを描いた画家ちひろ　 9／２１（金）～１１／ ４ （日）
　［後期］絵本表現の可能性を求めて　１１／ 9 （金）～１２／２４（月）
　※休館日：１１／ ５ ～１１／ ８ （展示替えのため）
○お問い合わせ先：TEL.０７７８―２１―３9００

●ちひろの秋レシピ――焼きりんごをつくろう
ちひろも大好きだった焼きりんご。地元産の紅玉でつくって食べませ
んか？　当館学芸員による展示解説や松川村の若手農家「あっぷるぼ
ういず」によるりんごトーク＆りんご狩り体験もできます。焼きりん
ごづくりは、安曇野ちひろ公園・体験交流館で行います。試食は無料、
お土産りんご ３個付きです。

○日時：１０月 ７ 日（日）１３：００～１６：３０
○集合場所：安曇野ちひろ美術館　正面受付
○参加費：１５００円
　（入館料別・りんごのお土産付き）
○定員：２０名
○申込み：要事前予約
　（HP・TELにて受付） りんごと天使　１９６４年

●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　関連イベント

谷川俊太郎によるトークと詩の朗読
〈共催〉松川村図書館、松川村教育委員会、松川村公民館
○日時：１０月１４日（日）
　１３：３０～１５：００（１３：００開場）
○会場：松川村・すずの音ホール
○聞き手：川口恵子（ナナロク社編集者）
○参加費：１５００円
　（「みんないきてる　谷川俊太郎」入館券付き）
○定員：２５０名
○申し込み：要事前予約
　（ 9月１５日よりHP・TELにて受付）

●関連書籍　『なまえをつけて』（講談社刊）
谷川俊太郎・詩／いわさきちひろ・絵
谷川俊太郎の新作書き下ろしの詩がちひろの描い
た子どもたちとともに一冊の絵本となりました。

○２０１８年 9 月１５日刊行
○１,４００円（税別）
○体裁：オールカラー３２ページ
　　　　１８.２㎝×１８.２㎝

ⓒ深堀瑞穂


