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●展示室 １・３・4

子どもたちに語りかけながら
白い襟が印象的なワンピース、縞のセ
ーターの配色の妙（図 ２）、モダンな柄
のスカーフやリボン。いわさきちひろが
描いた絵のなかの子どもたちは、とても
おしゃれです。
この子にはどんな服が似合うかしら
……、ちひろは思わずつぶやきながら、
絵筆をとっていました。
「バラと少女」（図 １）をご覧くださ
い。ちひろは幼いころの思い出のドレス
を、大好きなもも色で描きました。今日
から幼稚園に通う少女が身につけたよそ
行きのワンピースは、張りのあるサテン
の生地でしょうか。お揃いのピンクのシ
ックなデザインの帽子を目深にかぶらせ
たところは、日ごろから帽子のおしゃれ
を楽しんでいたちひろならではです。ギ
ャザースカートの腰に結んだ大きなリボ
ン、真紅のくつ、差し色となる水色のく
つ下が、おしゃれな少女をより魅力的に
見せています。
おさげ髪の少女が着ているピンクと紫
の縦縞のワンピース（図 ３）は、ちひろ
の絵のなかにたびたび登場するお気に入
りの服です。「あまやどり」（図 ４）に

は、当時はやった半透明のビニール素材
のレインコートに身を包んだ子どもがい
ます。１９５０年代から日本経済の発展とと
もに、化学染料や化学繊維、ビニール素
材などがファッション界にも急速に普及
し、ビビッドな色彩やおもしろい質感が
加わります。なんでも着こなしてみる、
自分を型にはめちゃいけないと語ってい
たちひろ。フェミニンなワンピースやシ
ックなスーツを着こなす一方、新しい素
材や質感を積極的に楽しむ一面も持って
いたようです。
ちひろと文化服装学院
まだ着物姿が一般的だったちひろの幼

少期、岩崎家にはミシン室があり、ちひ
ろたち三姉妹は母親お手製のモダンな洋
服を着ていました。ちひろも娘時代から
洋裁を得意とし、気に入った映画のヒロ
インの服をまねて手作りしたり、服のデ
ザインを考えたりするのも好きだったよ
うです。
戦前の一時期にちひろが文化服装学院

と深く関わっていたことは、あまり知ら
れていません。文化服装学院は１９１９年に
東京・青山に設けられた裁縫教授所を母
体に、１９２３年に洋裁教育の学校として日

本で最初に認定を受けた学校です。ちひ
ろは１９３７年の女学校補習科時代（１８歳）、
後に文化服装学院の重鎮となる書家の小
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の書を学びます。１９４０年ころには周洋の
師範代として、文化服装学院の学生たち
を指導しています。
ちひろの絵から飛びだした子ども服
本展のもうひとつの見どころは、ちひ

ろの絵から忠実に再現、あるいは絵のイ
メージから展開された子ども服です。ち
ひろ生誕１００年を記念した文化服装学院
とちひろ美術館との共同企画として一昨
年から準備を進め、２０１８年に文化服装学
院服装科 ２年の学生たちが授業のなかで
取り組みました。
各々好きなちひろの絵をもとに練り上

げた約８０点ものデザイン画が集まり、そ
の中から１０点を厳選して制作されまし
た。ちひろの絵さながらに、手書きのイ
ラストやドット柄をプリントした生地か
ら制作された服（図 ８、１０）、「はなぐる
ま」（図 ９）の絵からイメージをふくら
ませて、色とりどりに染め上げたオーガ
ンディ地で作られた可憐な花が７０個以上
もあしらわれた花のドレス（図 ９）、「バ

私が一ばん好きだった洋服を思い出す。
白いボイルの地に白いレースがついてい
た。ベルトは朱

しゅ
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す
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りのももいろのリボ
ンで、うしろでむすぶようになってい
た。母のお友達がはるばるフランスから
送ってくださったのだ。町営住宅の小さ
な家に、この洋服は白鳥のように優雅に
おりたって私をどんなにしあわせにして
くれたことか。（中略）こがらな私が小
学 ２ 年までしかきられなかった、ちいさ
な洋服だった。

 いわさきちひろ　１９７０年

●2０１９年３月１日（金）～５月６日（月・祝）

ちひろのキッズファッション

図 ２　春の花と子どもたち　１９６５年頃 図 ３　後ろ姿のおさげ髪の少女　１９７0年

図 １　バラと少女　１９６６年

図 ４　あまやどり　１９５８年

主催：ちひろ美術館　共催：学校法人文化学園　文化服装学院
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、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、西東京市教育委員会、練馬区

ちひろ美術館×文化服装学院　共同企画



３

●展示室2 ・ 4

ちひろ美術館では、いわさきちひろを
はじめとする日本の絵本画家の作品のほ
か、欧米、アジア、東欧やロシア、南米
やアフリカなど３４の国と地域、２０７名の
画家の作品約２７,２００点を収蔵していま
す。本展では「キッズファッション」、
「装う動物」、「物語のなかの装い」の ３
つのテーマから、絵本に描かれたさまざ
まな装いをご紹介します。
キッズファッション
大人顔負けの美しい衣装に身を包んだ
子どもたちの愛らしい姿は、わたしたち
の眼を楽しませてくれます（図 １）。洋
の東西を問わず、絵本のなかに描かれた
おしゃれな子どもの姿には、子どもの個
性と子どもの文化を大切に想う画家のま
なざしが感じられます。

図 １　ケイト・グリーナウェイ（イギリス）
　　　花束を運ぶ子どもたち　１８７６年頃

日本では、大正から昭和の初めに童話
・童謡・童画の運動とともに花開いた絵
雑誌に岡本帰一や清水良雄らが当時の最
先端の流行を映した洋装の子どもたちを
描きました。プリーツやリボンをあしら
ったワンピースやカラフルなプリントの
洋服は、今見ても新鮮なファッションセ
ンスが感じられ、当時の母親と子どもの

憧れを誘いました。いわさきちひろも童
画に夢を重ねた子どものひとりでした。
装う動物
寓話や昔話のなかに出てくる動物をは

じめ、絵本のなかには擬人化された動物
が数多く登場します。装う動物たちの姿
からは、人間の行動様式や性格をパロデ
ィ化した痛快なユーモアが感じらます。
ロシアの画家、エフゲーニー・ラチョ

フは、昔話に出てくる動物に衣装を着せ
て、人間社会の風刺をしています。『て
ぶくろ』に登場する雌のきつねは、ウク
ライナ地方の民族衣装で、祝日用の晴れ
着を着ています。その衣装と表情から
は、虚栄心や狡

こう

猾
かつ

さが感じられ、雪がふ
りしきる森のなかで場違いなおしゃれを
したきつねの滑

こっ

稽
けい

さが際立っています
（図 ２）。

図 ２　エフゲーニー・ラチョフ（ロシア）『てぶくろ』より
　　　１９５0年

物語のなかの装い
物語絵本のなかには、ファンタジーの

世界へ誘う壮麗な衣装や、世界各国の気
候や風土と文化に育まれてきた民族衣装
などバラエティ豊かな装いが見られま

す。
イギリスの画家、エロール・ル・カイ

ンは『アラジンと魔法のランプ』に出て
くる姫の衣装を実際の王族の衣装ではな
く、どこの国のものとも特定できない装
飾性を用いて異国情趣たっぷりに誇張し
て描いています。大きな羽根飾りのつい
たヘッドドレス、あらわな上半身の上腕
部だけにまとった装身具、金のイヤリン
グや腕輪、香炉から立ち昇る煙と呼応す
るように描かれた房飾りのついたたっぷ
りとした腰布……。これらをまとった美
しい姫が、孔雀の羽根を図案化した枠の
なかに描かれています。つくり込まれた
舞台の一場面さながらに、見る人を馥

ふく

郁
いく

たる物語の世界へと誘います（図 ３）。

図 ３　エロール・ル・カイン（イギリス）
　　　『アラジンと魔法のランプ』より　１９８１年

１８か国２６人の画家による約４５点の作品
から、絵本ならではの装いをお楽しみく
ださい。� （原島恵）

ラと少女」のピンクのドレス（図１１の右
端）では、ちひろの絵の柔らかな雰囲気
を表現するために、本生地に薄いジョー
ゼットを重ねてやさしい仕上がりを追求

するなど、いずれも深いこだわりが感じ
られます。クリエイティビティに溢れた
学生たちの子ども服を、ちひろの絵とと
もにお楽しみください。� （徳永美幸）

●2０１９年３月１日（金）～５月６日（月・祝）

ちひろ美術館コレクション　絵本で楽しむ装い

子ども服製作：文化服装学院服装科 ２年生
スタイリング：本谷智子
撮影：北島宏美

主催：ちひろ美術館

図１１　ちひろの絵から飛び出した子ども服

図 ５　緑の風のなかで　１９７３年

図 ８　「緑の風のなかで」
　　　のグリーンドット
　　　のワンピース

図 ６　はなぐるま　１９６７年

図 ９　「はなぐるま」
　　　の花のワンピ
　　　ース

図 ７　�スケッチブックを持つ青
い帽子の少女　１９７１年

図１0　�「スケッチブックを持つ青
い帽子の少女」のチュニ
ックとスカート

制作の様子
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「作家で、母で　つくる　そだてる　長島
有里枝」の関連イベントとして、長島有
里枝さんと、PGI ギャラリーディレクタ
ーの高橋朗

さやか

さん、愛知県美術館学芸員
の中村史子さんの鼎談を開催しました。
その一部を紹介します。� （原島恵）
子どもを撮ること
高橋「長島さんは、いつか作品として発
表するという覚悟を持ちながら、お子さ
んの写真を撮っていらしたんですね。」
長島「はい。子どもを撮るとき、表現者
としての判断と同時に、子どもを傷つけ
たくないという気持ちも働きます。それ
は他の被写体に対しても同じです。」
中村「今回の展示を見て、自分の子ども
を撮っている写真家はたくさんいるはず
なのに、なぜ今まであまり発表されてこ
なかったのかと、疑問に思いました。そ
の背後には、我が子を撮った写真は芸術
ではないという、思い込みが表現者と鑑
賞者のなかにあるのではないでしょう
か。長島さんの展示は、そうした思い込
みを覆す力強さがあるように思います。」
長島「特に子どもの写真は、意味づけで
見方がだいぶ変わると思います。光と影
のコントラストが美しいモノクロ写真と

いう体裁をまとえば、アートであること
に疑いを持たれない。そんな土壌がある
と思います。私が作品で問いたいのは、
これがアートという線引きを誰がどのよ
うに決定しているのかということです。
９０年代に『女の子写真』と括られ、揶

や

揄
ゆ

されたとき、表現が新しすぎて論客がま
ともに語れないだけだと思いました。後
にフェミニズムと出会い、その思いは確
信に変わりました。ちひろさんの子ども
の絵を、アートの価値基準に問題提議す
る主題ととらえ、私自身も子どもの写真
を展示しました。」
ちひろへの共感
中村「家族を主題にして、個別だけれど
普遍的な表現であろうとすると、“家族
愛”などの既成の見方に落とし込まれが
ちです。しかし、長島さんはそれを巧み
にずらしてきたという印象があります。」
長島「ちひろさんとの共通点のひとつで
ある“母”という役割に注目が集まりが

ちですが、私たちは人生の成り行きで母
になる前から、作家なんです。ちひろさ
んの時代、かわいいものはアートではな
い、という偏見が強くあったのではない
でしょうか。でも、それを瞬時に覆すく
らい、ちひろさんの画力はすごいんで
す。とくに、子ども。何も考えてないと
いうか、まだ物事がわからず、ただそこ
に起きたことを受け止めるような目を彼
女ほど的確に描ける人を他に知りません。」
高橋「ちひろさんの描く表情、親は写真
で撮らないですよね。でも後から、ちひ
ろさんの絵を見た時に、ああ、うちの子
もこういう表情をしてたなって思うけれ
ど、写真としては残らない。」
中村「長島さんの写真はまさにちひろさ
んの絵に通じるところがあると思って。
一見すると、家のアルバムから抜き出し
たような普通の家族写真のように見える
かもしれないけれど、普通の人には決し
て撮れないショットです。」
高橋「東京都写真美術館の個展で子ども
の写真を発表することもできたと思うん
ですけど、ちひろさんの絵とともにここ
で展示することが、色々な意味で、ベス
トだと感じました。」

ちひろ美術館（東京・安曇野）に加
え、生誕１００年展を開催中の京都（美術
館「えき」KYOTO）、「ちひろの生まれ
た家」記念館がある福井県越前市、ピエ
ゾグラフ展をおこなっている松本の信毎
メディアガーデン（信濃毎日新聞社松本
本社）の ５カ所で、ちひろ生誕１００年記
念の催しが行われました。赤い毛糸帽を
かぶって撮影できるスポットはどこの会
場でも大賑

にぎ

わい。ちひろのことばのはい
ったミニカードを ５カ所の会場すべてで
配布をし、どの会場でも喜んでいただき
ました。京都で生誕１００年展をご覧にな
ったかたがどうしても「ちひろの生まれ
た家」の見学をしたいと、武生まで足を
のばしてくださったり、と各所からうれ
しい報告もありました。
ちひろの生誕の地・越前市（旧武生）
越前市観光協会の企画で誕生月の１２月
は市内 ４つの洋菓子店で「ちひろが愛し
たババロア」を販売、生誕の地を盛り上
げてくださいました。１４日の前夜祭で
は、武生中央公園で、ＬＥＤバルーンを
夜空に打ち上げる予定だったのですが、
残念ながらあいにくの悪天候のため室内
イベントに変更に。『あかいふうせん』
の「風船とまい上がる少年」の世界の再
現とはいかなかったものの、集まってく

れた子どもたちが風船を手に大歓声！笑
顔がはじける温かい会になりました。

１２月１４日　前夜祭

翌日、「生まれた家」記念館は朝から
大盛況。ケーキを前に記念撮影をするか
たも多くみられました。

「ちひろの生まれた家」記念館

信毎メディアガーデン・松本
昨春にオープン、松本の中心地の顔と

なりつつある信毎メディアガーデン。 １
階ホールでのピエゾグラフ展開催にあわ
せ、ちひろのオーナメントをつけたクリ
スマスツリーと、ちひろの描いた子ども
たちの等身大オブジェが飾られました。
日が暮れると、建物玄関前の広場にはち

ひろの絵のプロジェクションマッピング
も出現！　誕生日当日は、芝居「ちひ
ろ」の公演のために前日に松本入りをし
た前進座の役者およびスタッフの方々を
ゲストにお迎えし、トークあり、紙芝居
ありの賑やかなお祝いをすることができ
ました。

前進座のみなさんとともに

５ カ所ものちひろゆかりの地で実現し
た生誕１００年アニバーサリー。今後も１２
月１５日の記念日を ８月 ８日のちひろ忌と
ともに、子どもたちの未来と平和を考え
る大切な日として、取り組んでいきたい
と考えています。� （阿部惠）

●活動報告

２０１８年１２月１５日（土） いわさきちひろ生誕１００年を記念して

２０１８年１１月２５日（日）〈鼎
てい

談
だん

〉長島有里枝×高橋朗×中村史子

ちひろのツリー プロジェクションマッピング
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１１月４日（日）
２0年ぶりに来ました。ふと、毎年
ちひろのイヤーズプレートを集め
ていた母と一度も来たことがない
ことを思い出しました。でも不思
議と母のささやきが聞こえる気が
します。１７回忌も終えたけれど、
ちひろさんの絵を見るときはいつ
も横に母を感じています。（美香）
１１月２８日（水）
そっと心身が求めるちひろさんの
絵。いつ見てもやさしさとあたた
かさを感じます。本名は「いわさ
きちひろの絵のようにやさしい人
間に」という想いから名付けら
れ、自分の指針になっているよう
な気がします。そして偶然です
が、子ども向けの漫画を描く作家
になりました。やさしい人間にな
れたかはわかりませんが、同じよ

うに子どもの絵を描いています。
ちひろさんのようにいつまでも人
々に想ってもらえる作品を生み出
せるよう、精進します。
� （御

おき

狐
つね

ちひろ）
１２月１５日（土）
久しぶりに訪れました。深い悲し
みがあったときに何度か来てい
て、ちひろさんの絵を見て心が穏
やかになったことを思い出しま
す。心あたたまる素敵な絵を届け
ていただいて、ありがとうござい
ます。１00歳のお誕生日、心より
おめでとうございます。
［作家で、母で　つくる　そだてる　感想ノートより］

１２月７日（金）
長島有里枝さんは大好きな写真家
のひとりです。展示室 ４「千人針プ
ロジェクト」の入口にあった文章
がすばらしかったです。「美しい

ものはときどき、その裏にある悪
意や悲しい歴史を、あまりにも上
手に隠す」ということば、今の世
界はそんなことばかりだと感じま
す。息子、夫、家族、そばにいる者
と自分との時間、出産後の女性と
社会に対する疎外感など共感でき
る部分も多々ありました。（yoko）
２０１９年１月１８日（金）
最初は意外に思いましたが、長島
さんとちひろさんに重なる部分が
多いことに驚きました。ちひろさん
の息子の素描、長島さんの生まれ
たての息子を沐浴する写真を見て
なぜか涙がにじみました。母が子を
写し取ること、写し取らずにいられ
なかった、そのときの感情に触れ
たせいでしょうか。こんな気持ちに
なるのは、いつか子育てが終わっ
てしまうものだからかもしれません。

５

美術館
日記

９月１５日（土）
台湾の誠品書店が企画した、コラ
ボレーション展「I�dreamed�a�
dream」がスタート。拡大された
ちひろの絵が、
台北市内の地下
街を彩った。ト
ラフ建築設計事
務所がちひろの
描く帽子から発
想したHAT�TABLEでは、多く
の子どもたちが思い思いにワーク
シートを楽しむ姿も見られた。
１１月１７日（土）
田中満智子先生（親業訓練協会認
定インストラクター）を講師に迎
え、 ５回目となる「親業講演会　
子どもに気持ちが伝わる話し方」
を実施。初の土曜日開催というこ
ともあり、 ８名のパパを含む、２６
名が参加。豊富な具体例を交えて

の講演と、ロールプレイを通し、
「子どもの本当の気持ちを聞く」
「親の気持ちを話す」方法を学ぶ。
１２月１５日（土）
ちひろの１00回目の誕生日となる
今日、入館無料の感謝デーを行
う。恒例のギャラリートークやえ
ほんの時間スペシャルに加え、バ
ースデイソングを歌い、ケーキの
ろうそくを吹き消すお誕生会も開

催。地元のお菓子屋さんの手によ
るケーキは、赤い毛糸帽をかぶっ
て撮影できるスポットに飾られ、
大人気。メッセージツリーには、
ちひろについての思い出やお祝い
のメッセージが数多く寄せられた。

１月２日（水）
２0１９年初の開館日。年賀状プレゼ
ントや、にじみのぽち袋を作るワ
ークショップなど、お正月らしい
イベントで来館者をお迎えする。
カフェでは、新メニューとしてほ
うじ茶ラテと有機ルイボスティー
が登場。
１月７日（月）
「ちひろのキッズ・ファッショ
ン」展のために、文化服装学院の
学生が制作した子ども服（ ２～ ３
ページ参照）。 ３歳から１0歳まで
の１0人がモデルとなり、身に着け
ている写真を撮影した。たくさん
の花が刺繍されたワンピースな
ど、手づくりの洋服に目を輝かせ
る子どもたち。撮影開始時の緊張
の面持ちも、スタッフの声かけで
少しずつ和らぎ、自然な表情に。
展覧会が楽しみ。

窓
昨年の秋、韓国の金海で ３人の絵本作

家の展覧会が開かれました。日本でも知
られる『すいかのプール』（岩波書店）を描
いたアニョン・タルさん、『よじはんよじ
はん』（福音館書店）のイ・ヨンギョンさ
ん。そして、朝鮮戦争後に休戦状態のま
ま北南を分断する境界線・非武装地帯が
誰も立ち入れないが故に、育んできた豊
かな自然を描いた『非武装地帯に春が来
ると』（童心社）のイ・オクベさん。若
手・中堅・ベテランによる ３人展です。
釜山に隣接する金海には、金海国際空

港がありますが、かつて日本からの玄関
は釜山港。現在も国際埠頭には福岡等か

らフェリーが日々行き来しています。
１９４４年 ４ 月末、いわさきちひろは下関
を発ち、この釜山港の第一埠頭（現在の
周遊船埠頭）に降り立ちます。ここは当
時、大日本帝国にとって人と物が行き交
う大陸への大切な拠点でした。ちひろは
書道教師という名目で、満蒙義勇隊女子
訓練所の娘たちとともに、中国東北部、
ソビエト（現ロシア）国境近くの勃利へ
向かっていました。釜山港で列車に乗り
換え、朝鮮半島の東海岸を北上、現在は
北朝鮮に位置する羅津で満鉄に乗り換
え、日本の傀

かい

儡
らい

国家（偽）満州国の首都・新
京を経て開拓地へ入るという行程です。

それから７４年、昨年の ４月２７日、南北
朝鮮境界線に位置する板門店で南北首脳
会談が開かれ、１９５３年以来６５年の歳月を
超えて、「朝鮮戦争の終結」と「朝鮮半
島の非核化をめざす」共同声明を発表、
歴史の新たな一頁を開きました。
オクベさんは、長年、母国の民主化の

ために闘い、分断された母国の南北問題
にも心を痛めて、北朝鮮の子どもたちに
絵本を届ける活動を続けてきたひとり。
いつも“今、この時代に絵本は何を描
き、何を子どもたちに伝えていくか、そ
れが問われている”と考え、現在は続編
に取り組んでいます。

「韓国絵本が描く朝鮮半島の明日」
竹迫祐子（公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長
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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）

宇 ちひろ通信_東京_表面東京 CMYK
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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

〈特別展〉 （他館で開催される展覧会）

●「生誕１００年　いわさきちひろ、絵描きです。」
主催：TVQ 九州放送、西日本新聞社、ちひろ美術館、日本経済新聞社
協賛：野崎印刷紙業
○会　場：福岡アジア美術館　企画ギャラリー
○期　間： ４ 月２０日（土）～ ５ 月２６日（日）
○お問合せ先：TEL.０９２―２６２―００７７（TVQ 九州放送）
※会期中のお問い合わせは０９２―２６３―１１００（福岡アジア美術館）まで

●次回展示予定 ２０１９年５月１１日（土）～７月２８日（日）

CONTENTS 〈展示紹介〉…ちひろ美術館×文化服装学院　共同企画　ちひろのキッズ・ファッション…❷❸
　　　　　　　ちひろ美術館コレクション　絵本で楽しむ装い…❸
〈活動報告〉…いわさきちひろ生誕１００年「Life 展」長島有里枝　関連鼎談／いわさきちひろ生誕１００年を記念して…❹
ひとことふたことみこと／美術館日記／窓「韓国絵本が描く朝鮮半島の明日」…❺

美術館だより　No.２０４　２０１９年２月１９日発行

第二次世界大戦後、日本では出版
文化の隆盛とともに、装丁や挿し
絵、口絵を伴う豊かな単行本のか
たちで児童文学が子どもたちに手
渡されていきました。いわさきち
ひろも児童文学を描いた画家のひ
とりです。本展では、絵本とは異
なる側面からちひろが残した仕事
をたどります。戦前から受け継が
れる日本独自の情趣、社会問題を
テーマとした作品、当時、急速に
過去の記憶となりつつあった戦争
をテーマにした作品、失われゆく
ふるさとの自然を描いた作品など
から、ちひろが活躍した時代も浮
き彫りにします。

オーストラリアの画家・映像作家、
ショーン・タン（１９７４～）は１９９９
年に刊行した初めての絵本『ロス
トシング』を元に２０１０年に短篇ア
ニメーション映画を発表し、アカ
デミー賞の短篇部門の賞を受賞し
ました。２００６年にタンが手がけた
文字なし絵本『アライバル』は、
各国で出版されて、日本でも、そ
の独自の世界観と表現方法で、熱
狂的なファンを獲得しています。
本展は、タンの全面的な協力のも
とに開催される日本初の大規模な
個展となります。最新作を含め、
彼の緻密で壮大な創作の秘密を解
き明かします。

https://chihiro.jp/ ちひろ美術館https://www.facebook.com/chihiro.tokyo

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

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（入館料のみ）です。
 TEL.０３―３９９５―０６１２　E-mail chihiro@gol.com

ちひろ美術館・東京イベント予定

ちひろが描いた日本の文学 Untold Tales ショーン・タンの世界展（仮題）

いわさきちひろ
ほおじろの巣と少年　１９７１年

●わらべうたあそび
○日　時： ３ 月３０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 歳の乳幼児と保護者
　　　　　要申し込み　 ２ 月２８日（木）受付開始

●講演会「いわさきちひろの作品にみる子ども服の特徴」
○日　時： ３ 月２１日（木・祝）１５：００～１６：３０
○講　師：朝日　真
　　　　　（文化服装学院 西洋服装史　専任教授）
○定　員：５０名
○参加費：７００円（別途入館料）
　　　　　要申し込み　 ２ 月２１日（木）受付開始

●ワークショップ「布のコサージュをつくろう」
○日　時： ４ 月２０日（土）１０：３０～１２：３０
○講　師：ちひろ美術館　職員
○定　員：１０名
○対　象：ひとりで針と糸を使える方（裁縫道具持参）
○参加費：５００円（別途入館料）

●松本猛ギャラリートーク
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： ３ 月１０日（日）１５：３０～
○講　師：松本猛（ちひろ美術館常任顧問）

〈参加自由、無料のイベント〉

撮影：島崎信一

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

〈新刊案内〉
●『新装版　いわさきちひろ画集』
○発行：毎日新聞出版
○２０１９年 １ 月２５日刊行
○価格：３，５００円（税別）
○体裁：Ｂ ４ 変型判　１３２ページ

〈展覧会関連イベント〉
●ドレスコード特典「なりきり！絵のなかの装い」
「ちひろのキッズファッション」「絵本で楽しむ装い」
開催中（ ３ ／ １ ～ ５ ／ ６ ）に、対象作品のなかの人物・
動物に「なりきって」ご来館の方に、当館絵本カフェの
ドリンク券を差し上げます。
＊対象作品等の詳細は公式サイト chihiro.jp でご確認ください。

アーノルド・ローベル（アメリカ）
『がまくんとかえるくん』のイメージより　１９８0年

ショーン・タン著『アライバル』
（河出書房新社）２0１１年（日本版）


