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●展示室2・4

絵本『アライバル』で知られるオース
トラリアの作家、ショーン・タンは、そ
の独創的な世界観と表現力で世界中の人
々を魅了してきました。日本初の大規模
な個展となる本展では、代表作のほか、
立体作品、資料、映像も含めて、その魅
力をたっぷりとご紹介します。
居場所をもとめて
タンが初めて絵と文章を手がけた絵本
『ロスト・シング』は、ある夏の日に少
年が浜辺で出会った迷子の居場所を探す
物語です。その迷子は、軟体動物と蟹と
だるまストーブが合体したような姿をし
ています。迷子には、顔もありません
が、体から出た触手や煙突のような部分
から出る煙などから愛

あい

嬌
きょう

のある表情がう
かがえ、読み進めるうちに、不思議と愛
らしく感じられます（図 １）。この絵本
では簡潔な文章に対して、絵が多くのこ
とを物語っています。背景にコラージュ
された図や数式、緑のない景色、威圧的
な建物、通勤電車の無表情な人々などか
ら、迷子は管理された社会からはみだし
た存在であることがわかります。
タンはこの絵本を元に ４人のクリエイ
ターと協同して、 ９年の制作期間を経て
１５分間の短編アニメーション映画を完成
させました。絵本で表現しきれなかった

いくつかの側面を音や動きと共に描いて
います。迷子の仲間ともいえるヘンテコ
な生き物たちもそのひとつで、タンの想
像から生まれた彼らは映画のなかでいき
いきと動き回っています。本展では、不
思議な生き物のイメージスケッチや立体
作品も展示します（図 ２・ ３）。
『アライバル』も居場所を求める物語

です。全 ６章、１２８ページに及ぶ本のな
かには既存のことばがひとつも記されて
いません。鉛筆で緻

ち

密
みつ

に描かれた絵だけ
で、家族を守るために新天地に渡った男
の物語を軸にして、移民の姿が描かれて
います。移民たちが故郷を捨てざるを得
なかった辛い想いや、新しい土地での文
化の違いへの戸惑いなどを表現するた
め、タンは、物語からことばをなくし、
代わりに文字に至るまで架空の世界のデ
ィテールを視覚的につくり込んでいます
（図 ４）。タンは、制作に約 ５年を費や
し、移民についての徹底的な調査を行
い、夥

おびただ

しい数のイメージスケッチや絵コ
ンテを描きました。さらに、自ら主人公
の男を演じた場面を写真に撮り、それを
鉛筆で描き起こすという気が遠くなるよ
うな作業を繰り返して本作はでき上がり
ました。漫画のようなコマ割りの絵（図
５）、 １ページの絵、見開きの絵を巧み

に組み合わせて、まるでサイレント映画
のように時間の流れや、空間の移動、人
物の動きをとらえています。ファンタジ
ーとして描かれたこの物語を通して、現
実をより深く感じ取り、理解するには、
想像力が何よりも大切であることに気づ
かされます。
どこでもないどこかへ
『遠い町から来た話』は郊外を舞台に

した奇想天外な短編集です（図 ６）。最
新作は、その姉妹編となる『内なる町か
ら来た話』で、都市を舞台に２５の動物の
寓話が収められています。例えば、空を
泳ぐ魚を採った少年が、地上では生きる
ことができない魚の卵を再び空に返して
あげる物語をはじめ、都市の情景に現れ
る白昼夢のように謎めいたイメージを鮮
やかにとらえています（図 ７）。そこに
は人間中心の社会に警鐘を鳴らすタンの
まなざしも感じらます。原画は縦 １ｍ、
幅１．５ｍほどの油彩で、腕の動きを生か
して描かれた豊かな筆致は迫力がありま
す。
絵本『夏のルール』の原画を含む約

１２０点の作品と資料のほか、タンのアト
リエを再現したコーナーを展示し、彼が
描く不思議で懐かしいどこでもないどこ
かへご案内します。� （原島恵）

●2０1９年５月11日（土）～７月2８日（日）

ショーン・タンの世界展
どこでもないどこかへ

主催：ちひろ美術館　　　監修：ショーン・タン、ちひろ美術館
後援：�オーストラリア大使館、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

協力：�株式会社河出書房新社、カンタス航空、ジョン・ハディ、ソフィ・バーン、ア
シェット・オーストラリア、アレン・アンド・アンウィン

企画制作：株式会社求龍堂、株式会社廣済堂
特別協賛：株式会社ジャクエツ　　　協賛：小野谷機工株式会社

図 ２　生
ライフ・ゴート

命山羊と山羊飼い、および乗客たち　２０１０年図 １　『ロスト・シング』より　１９９９年 図 ３　いたずらがきをするやつ　２０１１年

図 ４　『アライバル』より　２００４～２００６年 図 ５　『アライバル』より　２００４～２００６年
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いわさきちひろが生まれた１９１８年は、
童話童謡雑誌「赤い鳥」が創刊された年
でした。以後同類の雑誌が次々創刊さ
れ、童心主義に根差した童話・童謡が栄
えました。この大正から昭和にかけて、
ちひろは絵雑誌「コドモノクニ」を愛読
し、新しい児童文化を享受しながら子ど
も時代を過ごしました。小川未明や浜田
広介、坪田譲治、宮沢賢治をはじめ、文
壇の作家たちも多くが童話を手掛けてい
たこの時代、幼いちひろも童話を読ん
で、夢をふくらませたに違いありません。
しかし１９３０年代に入ると日本は長い戦
争の時代に突き進み、国家主義のもと子
どもの人間性は顧みられなくなり、児童
文学も少国民文学と呼ばれて、戦意高揚
の道具に利用されていきました。
１９４５年に第二次世界大戦に敗れ、民主
主義の国づくりが始まると、ＧＨＱの検
問や著しい物資不足のなか、多くの児童
雑誌や絵本が出版されました。子どもた
ちに文化を届けようとする熱い思いが高
まったこの時代に、ちひろは画家として
出発しています。当初は戦前の児童文学

の復活が主でしたが、次第に新たな創作
文学も生み出され、ちひろも筒井敬介の
『チョコレート町 １ばんち』（図 １）を
はじめ、関英雄や山中恒、早乙女勝元ら
の著書に絵を描きました。
ちひろが日本の児童文学を最も多く手

がけたのは１９５０年代後半から６０年代半ば
にかけての全集ブームの時代でした。
『日本児童文学全集』（偕成社）『少年少
女日本文学全集』（講談社・図 ２）など
豪華な全集の装丁や口絵、挿し絵を数多
く手がけ、小川未明や鈴木三重吉、浜田
広介、坪田譲治、島崎藤村、川端康成ら
の戦前の作品や、壺井栄、石井桃子、太
田博也らの戦後に発表された作品にも絵
を描いています。
１９６０年代半ばから、多くの出版社が絵

本の出版に乗り出すなかで、ちひろの仕
事の中心も絵本へと移行し、日本の作家
のものでは浜田広介の『りゅうのめのな
みだ』やあまんきみこの『おにたのぼう
し』（図 ３）、斎藤隆介の『ひさの星』な
どを手がけました。童心社の「若い人の
絵本」シリーズは、若い人を対象に好み

の文学を選んで描くことのできる企画
で、 ４作目には娘時代から愛読していた
宮沢賢治の童話 ６篇を『花の童話集』に
描いています。 ７作目には小川未明の童
話に取り組みました。「赤い蝋燭と人
魚」は１９２１年に発表された童話で、社会
のなかで虐げられたものの悲しみを抒情
豊かに描き出し、今も時代を超えて読み
継がれています。戦後の児童文学者たち
の間で、乗り越えるべき古い文学者とし
て批判された未明ですが、ちひろは幼い
ころからその童話に親しみ、共感すると
ころがあったのでしょう。童話の舞台と
なった風土を見たいと病を押して新潟の
直江津まで足を運び、日本海をスケッチ
しました。いくつかの童話を １冊の絵本
にまとめる予定でしたが、未完のままち
ひろが５５歳で亡くなり、没後、習作も含
めた遺作によって『赤い蝋燭と人魚』
（図 ４）が出版されました。
本展では、ちひろが日本の児童文学の

ために描いた作品を展示し、その表現の
変遷や視覚的な解釈等を探ります。
� （上島史子）

図 ７　『内なる町から来た話』より　２０１８年図 ６　�「火曜午後の読書会」『遠い町から来た話』より　２００４年

ショーン・タン　Shaun�Tan（１９７４～）
１９７４年オーストラリア生まれ。幼いころから絵を描くことが得意で、学生時代にはＳＦ雑誌で活躍。西オーストラリア大学では美術と英文学

を修める。オーストラリア児童図書賞など数々の賞を受賞。２００６年に刊行した『アライバル』は２３の言語で出版されている。イラストレータ
ー、絵本作家として活躍する一方、舞台監督、映画のコンセプトアーティストとしての活躍の場を拡げている。 ９年の歳月をかけて映画化した
『ロスト・シング』で２０１１年にアカデミー賞短編アニメーション賞を受賞。同年、アストリッド・リンドグレーン記念文学賞も受賞。

図 １　『チョコレート町 １ばんち』（季節社）１９４９年　筒井敬介・文／図 ２　「ノンちゃん雲に乗る」『少年少女日本文学全集１６』（講談社）より　１９６２年　石井桃子・文
図 ３　戸口に立つおにた『おにたのぼうし』（ポプラ社）より　１９６９年　あまんきみこ・文／図 ４　人魚の少女　『赤い蝋燭と人魚』（童心社）より　１９７３年　小川未明・文

図 １ 図 ２ 図 ３ 図 ４
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●2０1９年５月11日（土）～７月2８日（日）

ちひろが描いた日本の児童文学 主催：ちひろ美術館
特別協賛：ジャクエツ株式会社
協賛：小野谷機工株式会社
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日本の子ども服の流行
ちひろさんがイラストレーションを描
き始めた１９５０年代、子ども服は街の仕立
屋や家庭洋裁のものが多く、デザイン的
なかわいらしさだけでなく機能性も重視
されていました。チェック、ドット、ス
トライプ、ボーダーなどの柄物が大流行
していました。仕事着が元になったサロ
ペットパンツ、肩回りを締め付けず動き
やすいパフスリーブのブラウスに吊りス
カート、ゆったりしたシフト型のワンピ
ース（注 １）やエプロンドレスなどが流
行し、ちひろさんの作品にも見られま
す。１９５９年の「装苑」（図 １、 ２）に、
動きやすいジャージーやパイル地、作業
着用衣類生地のデニムやコーデュロイ素
材が子ども服に良いという記事が載って
います。イラストレーションはちひろさ
んです。子ども服もだんだん既製服にな
っていきます。素材は洗濯に耐えるポプ
リン、デニム、ギンガム、サッカー生地
などが主流で、人形や動物などのプリン
ト柄が加わりました。透け素材のレイン
コートも流行りました。
１９６０年代になると、アメリカのドラマ
の影響で、日本でもウェスタンルックや
デニムが一般的になります。合繊メーカ
ーが、丈夫な合繊を子ども服に、とキャ
ンペーンを次々に打ち、百貨店も子ども

服に力を入れ始めた時代です。デザイン
では、ウエストを締めないジャンパース
カート、サロペット、サスペンダーが流行
ります。ちひろさんの作品の色使いなどは、
当時のアメリカの通信販売のカタログを
連想させます。このころの「装苑別冊」の
子ども服特集のデザインは、当時の先端
をいくデザイナーも手掛けていて、今見
ても斬新ですね。ちひろさんの作品もそ
うですが、現在でもそのまま使えるので
はと思えるデザインがたくさんあります。
作品に見る子ども服
「はるをつまんで」（図 ３）の女の子

の服は、白いワンピースに鮮やかなボー
ダー柄のニットのカーディガン。ワンピ
ースの襟だけを外に出す着こなしが、す
ごくおしゃれですね。白いワンピースは
汚れが目立つので、子どもにはあまり着
せたくない類の服ですから、子どもが着
るととてもおしゃれに見えますね。
「ロンドン橋がおちる」（図 ４）に登

場するフラットカラーのワンピースは、
他の作品にもよく出てきますね。男の子
のセーターは雪柄でしょうね。当時、雪
柄のニットが流行っていました。
「雪のなかを走る子ども」（図 ５）の

ダッフルコートは、１９６０～７０年代に流行
しました。もともとイギリスの海軍服な
ので、かじかんだ手でも着脱しやすいよ

うにトグルボタンが使われているのです
が、ちょうど子どもも扱いやすいく、前
身頃はダブルで保温性に優れています。
ロングマフラーは、７０年代の成人服でも
かなり大きな流行になりました。
「スケッチブックを持つ青い帽子の少

女」（図 ６）のキャスケットは、労働者階
級の帽子のイメージですが、１９２９年のロ
ンドンで少年がかぶっている写真があり、
チャップリンの映画「キッド」にも大き
いキャスケットをかぶった子どもが出て
きます。ちひろさんがこの映画をご覧に
なっていたか私は分かりませんが、この
絵でも、大きめのものをかぶっています。
「緑の風のなかで」（図 ７）のワンピ

ースは、かわいくて動きやすいパフスリ
ーブ。カフス（袖口）と襟が共布で、一
般的なデザインですが、襟とカフスを白
で合わせているのがポイントになってい
ます。当時、付け襟が流行りましたか
ら、このフラットカラーも付け襟かもし
れません。
ちひろさんは、日本だけでなく外国

の、おそらくヨーロッパの子ども服の資
料なども見ていたのではないでしょう
か。その時代時代の子ども服のデザイン
をよく見ていらして、それを自身の世界
観にうまく合わせています。作品に何度
も登場する白のワンピースやフラットカ
ラーは、ちひろさん自身もお好きだった
のでしょう。作品のなかの子どもたちの
服は、当時の流行から離れず、でもちひ
ろさんらしいモダンな何かがプラスされ
ているのが魅力的で、今でもおしゃれに
見える理由なのでしょう。

●活動報告

２０１９年 ３ 月２１日（木・祝）
講演会「いわさきちひろの作品にみる子ども服の特徴」

図 ７　緑の風のなかで　１９７３年図 ６　�スケッチブックを持つ青い
帽子の少女　１９７１年

図 ５　�雪のなかを走る子ども
１９７０年

図 ４　「ロンドン橋がおちる」　１９６６年

（注 １）シフト型のワンピース　ハイウエストで、すそが広がるワンピース。子ども服に一番多いデザイン。

展示「ちひろのキッズデザイン」の関連イ
ベントとして、文化服装学院　西洋服装史専
任教授の朝日真先生をお迎えし、ちひろと子
ども服をテーマに、作品の画像や写真、映像
を交えながらお話いただきました。その一部
を紹介します。� （徳永美幸）

図 ３　「はるをつまんで」　１９６４年

図 １　「装苑」１９５９年 ５ 月号 図 ２　「装苑別冊楽しい子供のスタイルブック」　１９５９年秋の号
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３月２日（土）
春から文化服装学院に入学するの
で、展示を見に訪れました。私と
同じ服装科の ２年生の作品を見ら
れて、とてもうれしかったです
し、私も近い未来にこういうこと
ができるのかなと希望が湧きまし
た。そして、それだけではなく、
小さいころに母に読んでもらった
絵本の思い出があふれて、外国で
私を育てた母への感謝の気持ちで
いっぱいになりました。『窓ぎわ
のトットちゃん』や『スーホの白
い馬』など、子どものころの私に
影響を与えた本を、成長した目線
で読み直そうと思います。ちひろ
さんのように、たくさんの人の心
に触れる芸術的な仕事ができるよ
うに頑張ります。�（Wisa�Loera）
３月２０日（水）

ちひろ美術館には、ちひろさんフ
ァンの母に連れられ、子どものこ
ろから何度も来ています。改装前
の迷路のような建物は、子ども心
をくすぐり、わくわくしながら館
内を歩いていました。 ３階のカフ
ェではいつもコーヒーの良い香り
がしていて、子ども時代の最も幸
せな思い出のひとつです。来月、
母の２０年目の命日が来ます。改装
後のちひろ美術館にもいっしょに
来たかったな……。このすてきな
美術館を続けてくださっているこ
とに、感謝しています。�（浩子）
３月２１日（木）
４ 歳の娘が生まれた時から何度も
来ています。いつもちひろさんの
絵に癒され、子育ての励みにして
いました。明日、北海道へ引っ越
しますが、娘が大きくなったら、

またいっしょに来たいです。
［ちひろのキッズファッション　感想ノートより］

３月３日（日）
小さいころ、昭和２７年、２８年ころ
でしたか、物のない時代でした
が、母がつくってくれた服を思い
出しました。懐かしく思います。
３月２１日（木）
初めて家族できました。ちひろさ
んの世界観を現代のお洋服に再現
する、素敵な企画ですね。どのお
洋服もとてもかわいいです。今の
時代に合った、デザインや生地だ
と思います。私も自分の娘にお洋
服を仕立ててあげようと、良い刺
激になりました。文化服装学院で
師範をしていた祖母が私につくっ
てくれたワンピース、今も大切に
とってあります。今日の出会いに
感謝です。� （３１歳・母）

５

美術館
日記

３月８日（金）
「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
ション展」オープニングセレモニ
ーを開催。子ども服を制作した文
化服装学院服装科の学生も１０名全
員が参加してくれ、各自の服づく
りのポイントを聞くことができ
た。写真パネルのモデルとなった
子どもたちが“自分の着た服をつ
くったお姉さん”と交流する姿
も。後日、取材記事が新聞や雑誌
に掲載されると、「とてもかわい
いので、海外にいる孫に送りたい
が、購入できますか」との問い合
わせも入った。
３月２４日（日）
NHK�Eテレ「大人のてれび絵本」
で、いわさきちひろの世界第 １集
として『ゆきのひのたんじょう
び』『ぽちのきたうみ』（至光社）

が２３日に、２４日に第 ２集『戦火の
なかの子どもたち』（岩崎書店）
が放送される。ちひろの絵を動か
す試みで、期待と不安が入り混じ
るなかで制作が進められたが、ち
ひろの絵本の世界を大事に考えて
つくってくださり、素敵なアニメ
ーションが仕上がった。これを機
に、あらたに絵本を手に取る人が
増えればうれしい。
４月１日（月）　�／
オーストラリアからショーン・タ
ンの作品が到着、学芸員たちが注
意深くひとつひとつ確認してい
く。間近で見る作品の緻

ち

密
みつ

さに、
立体作品の完成度の高さに、作業
中も思わず感嘆の声が上がる。
「早く、皆さんにこのすばらしい
作品の数々を見ていただきたい」
と展示担当者が想いを募らせる
（展覧会はｐ ２ ― ３ 参照）。

４月２日（火）　�／
当館と練馬区立美術館、非営利特
定活動法人手をつなご、とで２０１６
年度より「練馬におけるキッズフ
レンドリー・ミュージアム事業実
行委員会」を組織し、主に子育て
世代が訪れやすい環境づくりを行
っている。本日、２０１９年度の「練
馬発！みんなのミュージアム事
業」に対する助成金の採択通知が
文化庁から届く。人生で初めて訪
れる美術館（ファーストミュージ
アム）であり、子育てを継続的に
支援する地域の美術館であるため
に、今後も連携して事業を行って
いきたい。
４月６日（土）
「ちひろの庭」の地植えのチュー
リップが咲き始めた。花盛りの庭
で、よちよち歩きのあかちゃんを
見守る家族の姿がほほえましい。

窓
『長くつ下のピッピ』で世界的に愛さ

れるスウェーデンの児童文学者アストリ
ッド・リンドグレーンは、１９７８年ドイツ
書店協会平和賞の授賞式で「暴力は絶対
だめ！」と題するスピーチを行いまし
た。＊１ �子どもが被害を受ける家庭内暴力
による身体的、精神的虐待等すべての暴
力に抗議するこの内容は、主催者側から
挑発的と判断されて、事前に変更を求め
られました。しかし、リンドグレーンはそ
れならば出席を拒否すると応え、結果、予
定通りのスピーチが行われたといいます。
ピッピは日本でも変わらぬ人気の児童

文学。オナガザルのネルソンさんと一頭

の馬と、金貨のつまったカバンを下げて
やって来た少女は、大人から完全に独
立、自立してごたごた荘に暮らしていま
す。馬でも大男でもひょいと持ち上げる
力持ち。自由奔放でほら話が大の得意で
すが、泥棒を撃退し、火事から子どもを
救出するなど、何より弱いものを守り、
間違っていればたとえ相手が大人でも怯
むことなくはっきり言い返して対峙する
正義感の持ち主。このそばかすだらけの
赤毛の少女は、子どもにとっては胸のす
く存在で、文句なしのヒーローです。
リンドグレーンがピッピを創造したの
は戦時下。同時期、彼女はナチスが台頭

する時代の情況を詳細に記録し、人道的
に批判する思いをつづってもいました。＊２
後年、彼女はピッピというキャラクター

に子どもを楽しませること以外に込めた
思いがあるならば、「力を持ちながらも、
その力に振り回されないことが可能であ
ることを示したかったのだと思う」と語
っています。そんな彼女にとって、当時、
当たり前のようにあった子どもへの虐待
や折檻は、看過できない問題でした。
大人子どもを問わず人間心理を鋭い洞

察力で描写した作家は、「子どもの味方」。
今、「暴力は絶対だめ！」という彼女

の声が、より切実なものになっています。

「暴力は絶対だめ！」
竹迫祐子（公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長

＊1�『暴力は絶対だめ！』　＊2�『リンドグレーンの戦争日記』　ともにアストリッド・リンドグレーン／著　石井登志子／訳　岩波書店
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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

〈展覧会関連書籍〉
●『ショーン・タンの世界　どこでもないどこかへ（仮）』
著者：ショーン・タン　　監修：ちひろ美術館
予価：本体２５００円＋税
発売：２０１９年 ５ 月１７日（予定）
出版社：求龍堂

〈新刊紹介〉
●『ちひろノート、Life』
２０１8年の「いわさきちひろ生誕１００年「Life 展」」の ７回にわたる展
覧会内容を追体験できる一冊です。
出版社：求龍堂　　予価：本体２５００円＋税
体裁：Ｂ ５判　１５２頁　　２０１９年 ５ 月下旬刊行予定

○ ７月１５日（月）は祝日のため開館し、翌 ７月１６日（火）休館。
○ ７月１７日（水）～ ７月２8日（日）は無休で開館いたします。

●次回展示予定 ２０１９年８月２日（金）～１０月２７日（日）

CONTENTS 〈展示紹介〉…ショーン・タンの世界展　どこでもないどこかへ…❷❸
　　　　　　　ちひろが描いた日本の児童文学…❸
〈活動報告〉…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関連企画
　　　　　　　講演会「ちひろの絵に見る子ども服の特徴」…❹
ひとことふたことみこと／美術館日記／窓「暴力は絶対だめ！」…❺

美術館だより　No.２０５　２０１９年４月２５日発行

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

「ちひろさんの子どもたち」谷川俊太郎×トラフ建築設計事務所

●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： ５月１９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

いわさきちひろ
赤い帽子の男の子　１９７１年

詩人として長年第一線で活躍している谷
川俊太郎は、その幅広い詩作のなかで、
子どもへの共感を込めた詩や、子どもに
もわかる身近なことばで書いた詩も数多
く手がけています。いわさきちひろの絵
に詩を寄せた絵本『なまえをつけて』で
は、谷川のことばが絵のなかの子どもに
新たないのちを吹き込みました。本展で
は、異なる個性でありながら、ともに子
どもの目を持ち続けたふたりの絵と詩を
通して子どもを見つめると同時に、トラ
フ建築設計事務所が空間構成に加わり、
子どもも楽しい展示空間をつくり出しま
す。

トラフ建築設計事務所　子どものへや　２０１８年

〈展覧会関連イベント〉

●対談「ショーン・タンの世界を語る」
　岸本佐知子（翻訳家）×�柴田元幸（東京大学名誉教授）
○日　時： ６月２９日（土）１５：００～１６：3０
○定　員：６０名
○参加費：１２００円（別途入館料）
　要申し込み　 ５月２９日（水）受付開始

●会期常設ワークショップ
　「どこにもいない生き物を描こう！」（仮）
見たことがあるものを組み合わせて、ショーン・タンのように、この
世界のどこにもいないヘンテコな生き物を創造
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しましょう。

●国際博物館の日　たてもの探検ツアー
ちひろ美術館・東京の建物（設計・内藤廣）
に込められた想いと見どころを、館内を巡り
ながらご紹介します。
○日　時： ５月１8日（土）１５：００～１５：４０
○定　員：２０名
○参加費：無料（別途入館料）
　要申し込み　 ４月１8日（木）受付開始

トラフがちひろの描く夏の子どもの麦わら
帽子から発想した「子どものへや」では、
本展会期中、さまざまなワークショップを
開催します。

●わらべうたあそび
○日　時： ６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）
○定　員：１５組3０名
○対　象： ０～ ２歳の乳幼児と保護者
　要申し込み　 ５月２９日（水）受付開始

文化庁　平成３１年度地域と共働した博物館創造活動支援事業

撮影：中川敦玲


