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世代を超えてつむがれるふたりの対話

東京の「Life 展」の最後を飾るのは、
アーティストの長島有里枝が、いわさき
ちひろとの「ふたり展」として取り組む
本展です。長島はこれまで、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
てきました。アートを通じて、既成の価
値観に疑問を呈し、ゆさぶり続ける長島
とのコラボレーションにより、ちひろ作
品の魅力が解き放たれます。
子どものころ、ちひろの絵が好きだっ

た祖母に連れられてちひろ美術館を訪れ
た経験があると長島もいうように、今で
は 4世代にわたり知られているちひろの
絵。そこには、子どもや草花、母と子の
姿など、誰にとっても親しみやすいモチ
ーフが描かれています。「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。」と
語ったちひろは、声高にメッセージを主
張するような表現を敢えて選ばすに描き
続けました。
しかし、それらは時として、母や女性

であることを単純に意味づける社会的な
規範と結びつけて解釈され、そのことが
絵を見るというシンプルな行為をさまた
げる一因ともなっているのではないか、
と長島はいいます。そのような視点から
長島は、ちひろがこの地で暮らしなが
ら、感じ、考え、つくりだしたものを見
つめます。やわらかく、ときに強く響く
ふたりの対話に耳を傾けてください。

●２０1８年11月3日（土・祝）～２０19年1月31日（木）

●展示室1～4

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

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
７組の作家が「Life」をテーマにコラボレートします。

私は、ちひろさんが子どもを数多く描いたのは、ちひろさん自身
が子どもの心を持っていたからではないか、と思うのです。彼女が
描いた子どもの多くは、大人が求める姿ではありません。その目線
はまるで、自分を見ているかのように対等です。

作家であり、母であり、女性である。そういう意味で私とちひろ
さんには共通点がある、ともいえますが、私が最も共感を覚えるの
は作家としての彼女です。好きなことを続けるには、自分を信じる
しかないから、人にも寛容になれるのかもしれない。ちひろさんの
やわらかさがそのようなものだとしたら、ちひろさんが「絵を描く
ことを深く愛した人」だったことに注目すべきだと思うのです。

長島有里枝からのメッセージ
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。

長島有里枝
〈コラボレーション作家〉

主催：ちひろ美術館

特別協賛：
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図 2 　長島有里枝　Still Life # ４  from the series 家庭について／ about home 20１5年
　　　©Yurie Nagashima / MAHO KUBOTA GALLERY

図 １ 　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

©Masashi Asada

１９７３年～
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●展示室1～4

描くことを深く愛した人
ちひろが亡くなる前年に生まれた長島

は、働く女性のパイオニアのひとりとし
てちひろが抱えたであろう困難に思いを
馳せ、画家として絵を描き続けた彼女に
深く共感するといいます。生前、ちひろ
の作品は周囲から「甘い絵」と批判され
ることもありましたが、自身の価値観を
信じて、独自の画境に到達しました（図
７ ）。１９６８年以降、ちひろは編集者とと
もにそれまで主流とされた物語絵本とは
別のまったく新しい絵本づくりに挑戦
し、自身のなかにある子どもと共振する
感性をいかした絵本に取り組みました
（図 １ ）。母となり、画家であり続けた
ちひろの軌跡に沿って、長島が選んだち
ひろの絵をちひろのことばとともに展示
します。
「家庭」のなかに見いだされる光景

長島にとって、日々の暮らしに子ども
を迎えたことは、アーティストとしての
ひとつの転機となりました。過去の代表
作である「家族」（１９９８年）や「not six」

（2004年）などと同じく、アートや写真
が内包する男性中心主義的な視点への挑
戦であるとともに、子どもという存在が
純粋に見飽きない被写体であることの驚
きや、見ること、その場に居合わせるこ
との喜びを鑑賞者に伝えます（図 ３ ・
4 ）。ちひろが描いた子ども、長島がと
らえた子ども、それぞれの表現によっ
て、子どものいる日常の光景に新たな光
が当たります。

また、本展では、長島の作品「家庭に
ついて／ about home」（図 2 ・ ６ ）を、
ちひろが家庭での日常風景をとらえた素
描や自画像（図 ５ ）とともに再構成して
展示します。誰にとっても自明なようで
いて、実は曖昧な「家庭」という概念を
ふたりの作品を通して見つめます。
ふたりの想い

200１年の米国同時多発テロを妊娠中に
テレビで目撃した長島は、戦争が遠い場
所や過去のものではないことを実感し、
2004年、第二次世界大戦中に日本の女性
が制作した「千人針」をテーマとした作

品に取り組みました。200５年に発表され
た本作を軸に、ちひろの絵とともに構成
するインスタレーション作品を展示しま
す（図 ８ ・ ９ ）。過去から未来に向け
て、ふたりの想いが交錯します。

 （原島恵）

図 ８ 　長島有里枝　Her Projects – memories of no one 2005年（KPO キリンプラザ大阪での展示風景）
　　　©Yurie Nagashima　撮影：木奥惠三

図 ９ 　いわさきちひろ　戦争ごっこ
　　　『母さんはおるす』（新日本出版社）より　１９７2年

図 ７ 　いわさきちひろ　立てひざの少年　１９７0年

図 ６ 　 長島有里枝　Torn Blankey from 
the series 家庭について／ about 
home 20１5年 ©Yurie Nagashima 
/ MAHO KUBOTA GALLERY

図 ４ 　 長島有里枝 from the series 5 comes 
after ６  20１４年 ©Yurie Nagashima 
/ MAHO KUBOTA GALLERY

図 ３ 　長島有里枝　無題　200６年頃
　　　©Yurie Nagashima

図 5 　いわさきちひろ　大きな顔の自画像
　　　１９４７年 5 月2４日（2８歳）
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ちひろ生誕１00年を記念し、佐賀県立
美術館の学芸員野中耕介さんに、いわさ
きちひろと最初の師であった岡田三郎助
についてお話しいただきました。

 （高津つぐみ）
「岡田三郎助は、１８６９年、佐賀市に生ま

れた洋画家で、来年、生誕１５0年を迎えま
す。東京の鍋島家邸宅で見た油絵をきっ
かけに画家を志し、上京後は洋画家の黒
田清輝や久米桂一郎らと交わって腕を磨
き、やがて東京美術学校（現・東京藝術
大学）の初代教師に抜擢されました。2９
歳のころ、フランスに留学しラファエル
・コランの下で修業するのですが、この
とき多くの女性画家が絵を習う光景を目
にしています。この経験が岡田を女性の
美術教育の場へ向かわせたのでしょう。

１９0８年、岡田は渋谷区恵比寿伊達跡へ
移り住み、大正末ごろアトリエ北側に隣
接して女子洋画研究所を設立します。記
録によると、若きちひろはこの岡田邸の

応接室でデッサンを学んだようです。さ
らに遺された写真や弟子の証言から、当
時のアトリエには「白衣の少女」、「支那
絹の前」、「古き昔を偲びて」、「海辺裸
婦」、「自画像」、「萩」などが飾られてい
たことがわかります。約 4 年間、岡田の
下に通っていたちひろはこれらの作品を
目にしていたはずです。岡田の数々の名
品を見て、感じることで、学ぶことも多
かったのではないでしょうか。

女子洋画研究所は、当時、数少ない女
性の洋画教育の場で、全国から画家志望
の女性が集い、指導を受けていました。
岡田は初めてちひろのデッサンを見たと
き「一応、描けるな」と言ったそうで
す。これは褒め言葉で、基礎的なデッサ
ンがきっちりできているという意味で
す。１4歳にして、なかなかの腕前だった
のだと思います。

ちひろは、岡田の紫の使い方に影響を
受けたと語っていますが、岡田が所属し

ていた白馬会も紫派ともいわれ、紫が特
徴的な明るい絵を描きました。たとえ
ば、岡田は肌に反射する光や遠景の表現
に紫や青を使うのですが、ちひろは陰影
や髪の毛のグレーのなかなどに紫を使っ
ています。このようにちひろと岡田の紫
の使い方には共通する点が多くあります。

岡田は教育者として、弟子を型にはめ
込み束縛することはせず、その道の先達
として相談相手という立場で接するとい
う態度を取りました。ちひろを含む、岡
田に学んだ画家たちが、みな個性的な画
風であることが、そのことのなによりの
証といえるでしょう。」

「あそぶ」展に関連し、plaplax の近
森基さんと小原藍さんによるアーティス
トトークを開催しました。（宍倉恵美子）

絵本を見るための遊具
「絵本を見るための遊具」は、「絵の

なかに入る」ことを目指した作品です。
テーマとした ３ 冊の絵本には、幼少期の
記憶に直結する子どもならではの葛藤が
描かれています。眺めたり、読んだりす
るだけでなく、ちひろの絵はもっとさま
ざまな見方ができると思っていました。

設計：A+Sa ㈱アラキ＋ササキアーキテクツ

例えば、夏休みに愛犬ぽちと離れて過
ごす少女の寂しさと海に来たうれしさ、
2 つの心情が描かれた『ぽちのきたうみ』
は、階段の側面の一方に駆け下りる少女
が、位置を変えると走るぽちが見えてく
る。互いに駆け寄り、上面でいっしょに
あそぶ海辺が広がる。階段の構造を使っ
て、少女とぽちとの再会を体感的に追体

験できるようにしました。体感して見え
てくる世界観や、絵を身体的に見ること
を「遊具」という形で実現しています。
絵の具の足あと

「絵の具の足あと」では、抽象的な色
の組み合わせで、ちひろの世界観を見せ
ることを目指しました。ちひろを特徴づ
ける ８ 色を選びながら、同時に、色を並
べることに音楽的な要素を感じていまし
た。ちょうど、ピアノの鍵盤を押してか
らゆっくりと消えていく音「減衰音」を
聞くためのＣＤを制作した音楽家の高見
澤淳子さんと知り合いました。にじみは
一度絵の具を紙に落とすとコントロール
が効かない、偶然性が生み出す技法で
す。ピアノも鍵盤を押すと音は演奏者の
手を離れます。にじみと減衰音がぴった
り調和すると考え、音づくりを依頼しま
した。 １ 色に対して １ フレーズをつく
り、にじみの色と音の減衰を重ね合わせ
ることで、空間のなかで「絵を描く楽し
さ」を体感する作品へとつなげました。

撮影　森本菜穂子

画机の上のあそび場
ちひろの画机を見て、ここで絵が生ま

れていたと感じました。その状況の再現

が、「心と体を行き来する」ことにつな
がると考えました。

撮影：森本菜穂子

「画机の上のあそび場」では「いかに
絵に手を加えずにちひろの絵を動かす
か」ということに挑戦しています。机上
に投影される絵は、その画材から生み出
される技法に対応していて、鉛筆に触れ
ると鉛筆画のあかちゃんが現れます。 １
枚の絵をもとに映像技術で手足を曲げて
動かすことも可能ですが、今回は、あか
ちゃんを描いた ３ 枚の絵を順々に映し出
すことでアニメーションにしました。角
度や位置を動かすことで、ちひろの描い
た世界がそのままの姿で生命感を持って
立ち上がってきました。
体験する輝き―詩「雪のなかで」

「こどもははじめて知るこの世のふし
ぎに　いつもそのまぁるいひとみを輝か
す」というちひろの詩の一節からこの展
示は始まります。この詩には、体験する
ことで得られる輝きが表現されていま
す。僕らは、絵の世界を体験する作品を
通して、ちひろの思い描いていたものを
子どもたちに届けるという役割を引き継
ぎたいと思いました。

●活動報告

９ 月 ８ 日（土） plaplax アーティストトーク

８ 月2５日（土） 「いわさきちひろと岡田三郎助」支援会員の日　野中耕介講演会

岡田三郎助
少女読書
１９2４年
佐賀県立美術館蔵



ひとこと
ふたこと
みこと

7月29日（日）
職場では以前から「ちひろカレン
ダー」の共同購入をしています。
生誕１00年と聞き、男子ひとりで
気恥ずかしい思いもありました
が、作品に触れ、来て本当によか
ったと思いました。この世に生ま
れたすべての子どもにあたたかい
まなざしを注いでいるようです。
ひとりの大人として、この子たち
を永遠に輝かせなくては！自分に
できることは何か？を周りに伝え
ていこうと思います。（H.Igawa）
8月8日（水）
先日、東京ステーションギャラリ
ーでの展示にも行ってきました。
私の記憶にある最初の絵本は、ち
ひろさんの絵の『にんぎょひめ』
です。祖母の家にありました。し
ばらく預けられていたのか、毎晩

読んでもらい、数日で全文を暗記
していたそうです。その後つい先
日手にするまで忘れていたのです
が、ページをめくる前に次のペー
ジの絵が次々と頭に浮かぶのには、
声が上がりそうなくらい驚きまし
た。海のなかの花、波のゆらぎ、
王子様の立ち姿……。私に読んで
聞かせてくれた祖母は、ちひろさ
んと生年月日が近く、この ３ 月に
９９歳で亡くなりました。同時期に
満州にもいたようです。そんなご
縁のあるちひろさんの生誕１00
年、おめでとうございます。
8月23日（木）
住宅街のなかに「おうち」という
雰囲気の美術館、素敵でした。ず
っと行きたかった美術館に来られ
てよかったです！見る、体験す
る、開かれている、子どもが遊べ

る。ちひろさんが望む美術館は、
こんな形かなぁ～と思いました。
 （宇都宮市　山本明美）
［あそぶ plaplax　感想ノートより］

7月31日（火）
ちひろさんの「え」がうごきだし
そうだった。
8月21日（火）
きれいな色彩が目を閉じても浮か
んできて、とても幸せな気持ちにな
りました。娘がバレエジャンプをす
ると、床にきれいな水たまり…♡ 
 （みねい＆めぐみ）
8月29日（水）
何度も来ているけれど、今回は
「あそぶ」。小さな子どもたちが
キャーキャーいって楽しそう。私
だって、本当はキャーキャー大き
な声で楽しみたいな！大人は人目
を気にしますね。 （裕子）

5

美術館
日記

8月8日（水）
ちひろ４４回目の命日を「ちひろ
忌」として迎えたこの日、アトリ
エでは息子の松本猛によるトーク
ライブが行われた。アトリエへの
ちひろのこだわりや、『あめのひ
のおるすばん』など、ちひろがこ
の場所で作品を描いたようすなど
が身近で見守ってきた家族ならで
はの視点で、いきいきと語られた。
8月12日（日）
ＮＨＫ日曜美術館でいわさきちひ
ろが紹介された今日、「番組を見
てきましたよ」と何人もの方が声
をかけてくださる。東京ステーシ
ョンギャラリーで開催中の「いわ
さきちひろ・絵描きです。」展を
観てからここまで来られた方も。
8月19日（日）
夏休みとともに始まった「あそぶ」
展の館内。plaplax の作品「絵の

具の足あと」では、子どもたち
が、くるくると回ったり跳んだり
しながら、体全体で、音と色彩を
楽しんでいる。展示期間中は、鑑
賞ボランティアを募り、展示室で
見守りながら、来館者の鑑賞のお
手伝いをしていただくことに。
8月28日（火）
福井県坂井市の幼稚園から園児た
ち手づくりの「１00年おめでと
う」カードが届く。創立１00周年
を祝う幼稚園で「自分たちもだれ
かをお祝いしたい」という子ども
たちの思いからつくられたカー
ド。同じ１９１８年創立の団体へ送ろ
うと考えられたなかでちひろ生誕
１00年を知り、送ってくださった。
9月６日（木）
院内展示の取り組みの一つとし
て、富山県立リハビリテーション
病院・こども支援センターで、ち

ひろのピエゾグラフ作品展示を始
めたのが ７ 月下旬。病院の担当の
方が、展示のようすや利用者の感
想などを送ってくださった。「リ
ハビリのための歩行訓練が楽しく
なりました」「笑顔のでる、いや
しの作品をありがとうございま
す」と、うれしいことばがつづら
れていた。

富山県立リハビリテーション病院・展示風景

9月1５日（土）
澄んだ空気のなか、ちひろの庭の
ムラサキシキブもつややか。枝に
並んだ小さな実の、緑から紫へと
変化するグラデーションが美しい。

窓
生誕１00年記念に、東京ステーション

ギャラリーで開催された展覧会「いわさ
きちひろ、絵描きです。」は、７８，000人
近い来館者を迎えて、52日間の会期を終
えました。ちひろ美術館が開館した後に
生まれた同館の若き学芸員を中心に取り
組まれた本展では、主催者あいさつに
「『子ども、花、平和』などのモティー
フ、あるいは『かわいい、やさしい、や
わらかい』といった印象。ちひろについ
て語る際に偏りがちな観点を次のステー
ジに進めるべく、本展は企画されまし
た」と記されています。これまで、ちひ
ろと直接接点を持って来なかった研究者

たちも論文を寄せ、ちひろが生まれ育っ
た時代をとらえ、前衛美術会等の戦後美
術運動のうねりのなかで画家ちひろの位
置を明らかにする試みを行いました。

一方、美術館という枠を超えて街頭で
も新しい取り組みが行われています。 ９
月１5日から台湾台北市の地下鉄中山駅か
ら北の双連駅へ続く〈誠品Ｒ７９中山地下
書街〉で開催されている「我做子一個
夢」展です。書店のショウウィンドウに
は、ちひろが描いた『にんぎょひめ』や
『あおいとり』の絵が大きく貼りこま
れ、３00ｍに及ぶプロムナードには、床
から天井までの巨大なライトボックスに

台湾の作家たちがちひろの絵から創作し
た絵物語が展開。詩人の谷川俊太郎さん
やトラフ建築設計事務所とのコラボレー
ション作品も設置され、地下街がちひろ
一色に染まるなか、一日３0万人が行き交
い楽しんでいます。台湾の若きデザイナ
ーによる斬新なデザインが見ものです。

生誕１00年。今新たにいわさきちひろ
に向き合う学芸員やクリエーターたちに
は、ちひろの没後に生まれた世代も少な
くありません。既成概念に縛られず自由
な発想でちひろと向き合いつつ、根底に
ある画家の思いを受け止めて、重なりあ
う未来への思いはさらに広がっています。

「ちひろ生誕100年に思う」
竹迫祐子（公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長



〒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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美術館だより　No.83   発行2015年7月1日

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）

宇 ちひろ通信_東京_表面東京 CMYK
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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

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）

●次回展示予定 2019年3月1日（金）～5月6日（月・祝）

CONTENTS 〈展示紹介〉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…❷❸
〈活動報告〉支援会員の日　野中耕介講演会「いわさきちひろと岡田三郎助」／ plaplax アーティストトーク…❹
ひとことふたことみこと／美術館日記 /窓「ちひろ生誕100年に思う」…❺

美術館だより　No.203　201８年10月20日

●水彩技法ワークショップ
○日　時：2019年 1 月 2 日（水）、 3日（木）
　　　　　10：30～15：00（入れ替え制）
○定　員：各日80名（当日先着順）
○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、ぽち袋
をつくります。（制作所要時間20～30分）

●わらべうたあそび
○日　時：12月 1 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）
○定　員：15組30名
○対　象：�0 ～ 2 歳児と保護者
　　　　　要申し込み　11月 1 日（木）受付開始

●あかちゃん・子どものための鑑賞会
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○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

●「作家で、母で�つくる�そだてる�長島有里枝」関連鼎談
○日　時：11月25日（日）15：00～
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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
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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

https://chihiro.jp/ ちひろ美術館
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●親業講演会
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〈参加自由のイベント〉

○日　時：11月18日（日）15：30～
○講　師：松本猛（ちひろ美術館常任顧問）
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。

●松本猛ギャラリートーク

12月15日（土）は、ちひろ100歳の誕生日です。
どなたでも無料でご入館いただけます。
プレゼントやイベント企画もございます。

●感謝デー

○期　間：2019年 1 月 2 日（水）～ 1月14日（月・成人の日）
新成人の方は入館無料。記念の非売品カードを差し上げます。
（年齢が証明できるものをご提示ください）

●新成人特典

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

●『花と子どもの画家　ちひろ』
〈新刊案内〉

○著者：松本猛　文／いわさきちひろ　絵
○発行：新日本出版社
○2018年10月15日刊行
○価格：1800円（税別）
○体裁：B 5判変型　120ページ

美しい色調やモダンなデザイン、いかにも着心地のよさそうな服を着ている
子どもたちが登場するちひろの絵。『装苑』をはじめとしたファッション雑
誌やスタイルブックなどにも、ちひろは子ども服のデザイン画や、母と子の
日常の姿を数多く描いています。こうした作品には、ちひろ好みのデザイン
やファッションセンスがちりばめられています。
本展ではちひろが描いたおしゃれな子どもたちに焦点をあててご紹介いたし
ます。あわせて、文化服装学院との共同企画として、ちひろの絵からイメー
ジを拡げて製作された子ども服やデザイン画も展示します。
� 共催：学校法人文化学園　文化服装学院

同時開催：
ちひろ美術館コレクション
絵本のなかのおしゃれ（仮）

いわさきちひろ　スケッチブ
ックを持つ青い帽子の少女　
１９７１年

いわさきちひろ　はなぐるま　１９６７年

ちひろ美術館×文化服装学院　共同企画　ちひろの子どもスタイル（仮）


