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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

●２０２０年３月１日（日）～５月１１日（月）

ちひろ　いのちを見つめて

いわさきちひろは、生涯、子どもを描
き続けた画家です。彼女が残した作品の
なかには、子どもが見せる一瞬の表情
や、あらゆる子どもの姿態がとらえられ
ています。ちひろは、平和な日常のなか
でかがやくいのちを見つめ続け、絵を通
して、その尊さを今も訴えかけています
（図 １）。
本展では、ちひろの絵とことばを通し
て、ちひろが願った子どものしあわせと
平和を見つめ直します。
焼け跡のなかで
１９４５年 ５ 月、空襲で東京・中野の家を
焼け出されたちひろと家族は、両親の郷
里である長野県松本市に疎開して終戦を
迎えます。自身の生き方に迷っていた２６
歳のちひろは、日本共産党主催の講演会
を聴いたことで転機を迎えます。翌年 ５
月、日本共産党の宣伝芸術学校に入学す
るため、ちひろは単身で上京し、新聞記
者をしながら絵の勉強に励みました。ま
だ焼け跡が残り、混乱が続く東京で、ち
ひろの目をとらえたのは、子どもたちの
姿でした。決して豊かといえないくらし
のなかにいる子どもたちの健気な姿は、
ちひろとって希望
そのものに映った
のでしょう。「私
には、子供の肢体
の魅力はかぎりな
い。」と語り、度
々新聞記事のなか
に子どもを取り上
げ、繰り返し子ど
もをスケッチしま
した（図 ２）。
わが子の成長とともに
ちひろは、党の活動を通じて出会った
松本善明と１９５０年に結婚し、翌年、息子
を授かります。子どものための紙芝居や
本を舞台に画家として歩み始めたちひろ
にとって、わが子はまさに生きたモデル
でした。初めて手がけた絵本『ひとりで
できるよ』（福音館書店）では、子育て
の実体験をもとに、幼い子どもの生活を
丁寧に描写しています。この絵本で子ど
もが描ける画家としての評価を得たちひ
ろは、子ども向けの月刊誌等で活躍する
ようになります。
当時、日本は高度経済成長期の只中に
あり、特に都市部の子どもたちを取り巻
く環境はめまぐるしく変化していまし
た。人々が物質的な豊かさを求め、核家
族化が進むなか、ちひろは、子どもたち
の内面を見つめ、そのいきいきした姿を

描きました（図 ３）。現在のようにコン
ピュータや電子技術が生活に根付く前
の、子どもがいる情景は、今の私たちに
本当の豊かさを問いかけているようにも
感じられます。
平和への願い
１９６０年代なかば、日本はめざましい経

済発展を遂げ、戦争の記憶は日増しに薄
らいでいきました。同時に、遠くベトナ
ムの地で繰り広げられる大国アメリカと
の戦争は激化の一途をたどり、連日、そ
の戦況が伝えられていました。そうした
なか、ちひろは絵本を通して、自身が体
験した戦争やいのちの大切さを語りつぐ
ことに取り組みます。
１９６７年、ちひろは、『わたしがちいさ

かったときに』で広島の原爆で被爆した
子どもたちの詩や作文に絵を描きまし
た。「戦争の悲惨さというのは子どもた
ちの手記を読めば十分すぎるほどわかり
ます。私の役割は、どんなに可愛い子ど
もたちがその場におかれていたかを伝え
ることです。」そう語ったちひろは、負
傷した体や惨状を具体的に描くことはせ
ず、原爆が落ちたとき、また被爆後に広
島に生きた子どもや家族の深い悲しみを
鉛筆と薄墨で描きました（図 ４）。

図 ４　死んだ子どもを抱く目の見えなくなった母親
『わたしがちいさかったときに』（童心社）より　１９６７年

１９７２年 ５ 月、ちひろは童画家のグルー
プ展に「こども」と題して ３ 枚の絵を出
品しました。これらの作品が編集者の目
にとまり、絵本『戦火のなかの子どもた
ち』の企画が生まれます。体調を崩し、

入退院を繰り返しながらも、 １ 年半を費
やして習作を含む約５０点の作品を描き上
げました。ちひろ自身の戦争体験も重ね
合わせ、ベトナムの戦場で心を深く傷つ
けられた子どもたちの姿を鉛筆と薄墨と
わずかな彩色で表現しています（図 ５ ）。

図 5　少年『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）より
　　　１９７3年

命を削るようにして制作したこの絵本
の刊行から一年足らず、ちひろはベトナ
ム戦争の終結を見ることなく５５歳でその
生涯を閉じました。

ちひろが亡くなってから４５年が過ぎま
したが、世界では未ださまざまな暴力に
さらされている子どもたちがいます。
「世界中のこども　みんなに　平和とし
あわせを」ちひろが残したこのことば
は、今も私たちの胸に切実に響きます。
ちひろが描いたあかちゃんのつぶらな瞳
は、私たちに多くのことを語りかけてい
るようです（図 ６ ）。 （原島恵）

主催：ちひろ美術館、信濃毎日新聞社
特別協賛：
協賛：小野谷機工株式会社

図 ２　男の子を背おう少女
　　　１９４８年

図 3　「ままごと」　１９６3年図 １　春の花と子ども　１９７０年

図 ６　チューリップのなかのあかちゃん　１９７１年



田島征三は、幼いころから画家を目指
し、８０歳となった今もエネルギッシュに
制作活動を続けています。本展では、３３
歳のときの絵本『ふきまんぶく』を起点
とし、彼が常に表現してきた、いのちの
諸相を紹介します。

田島は美術大学に入学後、商業デザイ
ンの世界に足を踏み入れたものの、自分
が本当に描きたいものを追い求めます。
そのひとつが絵本で、在学中につくった
手刷り絵本『しばてん』により、絵本界
に知られ、『ふるやのもり』（福音館書店
　１９６５年）でデビューします。次の絵本
『ちからたろう』が１９６９年ＢＩＢで金の
りんご賞を受賞、急速に忙しくなるな
か、自分らしい仕事ができる環境を求
め、自給自足の生活をするべく、東京都
西多摩郡日の出村へ同年 ９ 月に引っ越し
ます。
『ふきまんぶく』とその時代

日の出村では鶏、ヤギ等を飼い、土を
耕し、妻と幼い子どもたちと暮らしなが
ら、制作にいそしみます。春、土手にふ
きのとうが芽を出し、それを村の人が
「ふきまんぶく」と呼ぶのを知った田島
は、「ふき」という名の少女と大地に生
えるふきとの交流を描く絵本に取り掛か
ります。岸田劉生の麗子像などを研究し

て生まれた少
女 の 顔 は 丸
く、見開いた
目と厚めの唇
は土着的な強
さを感じさせ
ます（図 １ ）。

いくつもの紙をつなぎ足し、その上に
盛り上がるまで塗られた泥絵の具の質感
は、ふきが育ち、少女が眠る土のにおい
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●展示室４

●２０２０年３月１日（日）～５月１１日（月）

〈企画展〉田島征三展『ふきまんぶく』
　　　　  ―それから、そして、今―

や香りまで伝えるようです。絵ごと異な
る視点は、静かに進んでいくストーリー
の各場面に新鮮な驚きを生み、絵本に豊
かな変化をもたらしています（図 ２ ）。

田島は絵の創作と同時に社会の不正に
も怒り、心を痛めます。「『政治に関わり
たくない』人間として、『政治ギライ』
の人々に対して『ベトナム反戦』の行動
を起こそうと」「ベトナムの子供を支援
する会」の中心メンバーとして活動しま
す。斬新な反戦バッグ（和田誠デザイ
ン）の制作提案にはじまり、１９６７年１１月
からは反戦野外展というかたちで仲間の
イラストレーターたちにも広くよびか
け、毎月のように東京の街頭で多くの人
がさまざまなパネルを展示しました。
１９７０年には、いわさきちひろにも出品を
依頼しています（同時開催「ちひろ　い
のちを見つめて」にて展示中）。

また、１９６４年 ９
月、神奈川県の厚
木基地から飛んだ
米軍機の墜落事故
で息子 ３ 名や社員
を亡くした舘野正
盛さんの支援のた
めに、１９７９年田島
は 絵 を 描 き ま し
た。Ｂ全の画面に
は、被害者の顔のみならず、バッタや
鳥、花も描かれ、あらゆる命を視野に入
れた田島の視点がうかがえます（図 ３ ）。
それから（1９８０年代～1９９7年）

日の出村は、１９７４年には日の出町とな
り、この自然豊かな地に更なる変化が起
きたのが１９８３年です。谷戸沢廃棄物広域
処分場が美しい森に建設され、さらに、
１９８９年にふたつ目の巨大ゴミ処分場が建

設される計画を知り、
田島は反対運動を起こ
すことを決めます。ゴ
ミ問題に打ち込み、創
作のための時間を失い
ながらも「これは日の
出町だけの問題ではな
い。（……）日の出町
の谷戸沢処分場からの
漏水問題を究明し、第
二処分場の計画を中止
させられなければ、こ
の２５年間、日の出町か
ら発信してきたぼくの
作品は全部ウソになっ

てしまう。」と
田島は運動を続
けます。その最
中、この問題を
絵本にしてはと
いう編集者の提
案を受け、田島
が初めて、「社
会的メッセージ
を伝えるために
つくった絵本」
が、『やまから
にげてきた・ゴミをぽいぽい』です（図
４ ）。この絵本では、ふたつの話が本の
表と裏から始まります。表からは、山に
住む動物たちを主人公とした「やまから
にげてきた」、裏からは、大量生産、消
費、廃棄をする人間を描いた「ゴミをぽ
いぽい」という話が描かれ、最後に同じ
場面でつながり、ふたつの異なる立場か
らゴミ処分場の裏にある現実をあらわに
する構造になっています。この絵本の描
く身近なテーマは、古びることなく、
２００７年には台湾で翻訳出版もなされ、読
者に問いを投げかけ続けています。
そして、今

日本のアジアに対する侵略という過去
の事実を見つめ、平和の大切さを絵本で
伝えようと、田島征三ら ４ 名の画家が中
国、そして韓国の絵本作家たちによびか
け、２００５年日中韓平和絵本プロジェクト
が始まります。 ３ か国から ４ 名ずつの画
家が参加し、それぞれの絵本を ３ か国で
翻訳出版しています。田島はトルコの詩
人ヒクメットの詩「死んだ女の子」に着
想を得て、戦争で死んでしまった兵士の
立場から、『ぼくのこえがきこえます
か』を制作します。半具象と抽象でなる
この絵本は、見えない感情や死んだもの
の魂などを描きながら、戦争の虚しさを
語る、異色な取り組みでした（図 ５ ）。

図 5　『ぼくのこえがきこえますか』（童心社）より
　　　２０１２年

そのほか、本展では田島の少年時代の
体験をもとにした、最新作（２０２０年夏 偕
成社より出版予定）の絵本『つかまえ
た』のための作品や、近年のタブローも
展示します。 （松方路子）

主催：ちひろ美術館、信濃毎日新聞社
特別協賛：
協賛：小野谷機工株式会社
協力：偕成社、童心社

図 １　『ふきまんぶく』（偕成社）より
　　　１９７3年

図 ２『ふきまんぶく』（偕成社）より　１９７3年

図 ４　『やまからにげてきた・ゴ
ミをぽいぽい』（童心社）表紙
１９９3年

図 3　�舘野正盛さんを支援す
る会パネル　１９７９年
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●展示室３

ちひろ美術館ではちひろのほか世界３４
の国と地域、２０６名の画家による１７７００点
の作品を所蔵しています。コレクション
から選りすぐった２０２０年の展示予定をお
知らせします。
■ねずみとはりねずみの絵本 ３ / 1 ― ５ /11

ジョン・バーニンガム（イギリス）
『バラライカねずみのトラブロフ』（ほるぷ出版）より��１９６４年

「ねずみ」はどんな動物でしょうか？
ねずみの仲間は１０００種類以上います。ハ
ツカネズミやクマネズミ、モルモットや
カピバラもねずみです。世界中のあらゆ
るところに生息し、古くから人間の近く
でも暮らしてきました。食べ物を盗んだ
り、大事なものをかじったりする嫌われ
ものですが、かわいらしく親しみのある
動物としてペットになることも。そんな
人間との関わりから、物語のなかでも人
を困らせる悪者や神さまの使いなど、多
種多様な姿で絵本のなかに登場します。
本展では２０２０年の干支でもあるねずみに
注目します。人気者のはりねずみの作品
もお楽しみください。

■ふしぎな生き物 ５ /1５― 7 /1３

長新太（日本）『つきよのかいじゅう』（佼成出版）より�１９９０年

絵本のなかには、現実にいる生き物だ
けではなく空想のなかのふしぎな生き物
も登場します。画家は想像力をはたらか
せ、試行錯誤しながらふしぎな生き物を
創作しています。その姿からは美しさや
不気味さ、滑稽さなどさまざまなイメー
ジが見て取れます。展示では見たことの
ない動物や怪獣など、ふしぎな生き物の
作品を展示します。ショーン・タン展と
あわせてご覧ください。
■あそびの世界 7 /17―1０/ ５

アンソニー・ブラウン（イギリス）
『ウィリーはチャンピオン』より　１９８5年

夏休みでも、そうでなくても、人間に
とって、あそびは大切なもの。効率や成
果が重視されがちな現代にあってこそ、
あそびは注目に値します。オランダの歴
史学者のホイジンガは、人間を「ホモ・
ルーデンス（あそぶ人）」とし、文化はあそ
びから生まれたと述べました。絵本に描
かれたあそびの諸相を紹介します。
■ちひろ美術館コレクションに見る雪・
月・風・花 1０/ ９ ―1２/1５

赤羽末吉（日本）『ひかりの素足』（偕成社）より　１９９０年

ちひろの雪月風花展にちなみ、コレク
ションのなかから雪、月、風、花をテー
マにした作品を展示します。降雪は地球
上の各地で観測されますが、降る雪は国
や地域によってどのように描かれるので
しょうか？咲く花をどう表現しているの
でしょうか？世界の国々で仰ぎ見る雪や
月、そよぐ風や花の表現をお楽しみくだ
さい。 （矢野ゆう子）

○親子で楽しむ定例イベント
０ 歳から ２ 歳の子どもとその保護者を

対象に ４ 月 ４ 日、 ６ 月 ６ 日、１０月 ３ 日、
１１月１９日の年 ４ 回、「ベビーカーでおで
かけしよう！ファーストミュージアムデ
ー」を開催します。あかちゃんと一緒に
展示室を見学したり、あかちゃん絵本の
読み聞かせや手遊びをしたり、親子でコ
ミュニケーションをとりながら、ゆった
りと過ごしていただくプログラムです。

ファーストミュージアムデー

○展示関連企画
春の企画展・田島征三展『ふきまんぶ

く』に関連し、 ４ 月１２日には、田島征三
さんをお招きしてアーティストトークと
田島征三＆ふき親子による『ふきまんぶ
く』トークライブを開催します。

また夏の企画展・田島征彦『祗園祭』
展では、 ７ 月２４日に、田島征彦さんによ

るアーティストトークを行います。
どちらも展覧会の見どころや作品につ

いてアーティストご本人から直接お話を
聞けるまたとない機会です。

６ 月 ７ 日には、初夏の企画展・ショー
ン・タンの世界展を展示担当学芸員が解
説するスライドトークを行います。より
展示を深く楽しめる機会です。
○安曇野ちひろ公園
　トットちゃん広場イベント

２０１６年夏にグランドオープンし、今年
で開園 ４ 年目を迎える安曇野ちひろ公園。

公園のテーマでもある「食・農・いの
ち」を体験的に学べる新企画「一日トモ
エ学園・田んぼの教室」が今春、スター
ト。松川村で米づくりに携わる農家の先
生に教わりなら、昔ながらの手作業でお
米を育てます。 ５ 月の田植え、 ９ 月の稲
刈りの後、１０月には、収穫した新米をは
んごうすいさんで味わいます。美しい田
園風景が広がるここ松川村で、皆さんも
お米づくりに挑戦してみませんか？
申込み・お問合わせは、安曇野ちひろ公園
・体験交流館まで。（TEL.０２６１―８５―８８２２）

その他、 ５ 月下旬には、ちひろがスケ

ッチを描いた場所を歩いて巡るウォーキ
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ーク」。

北アルプスパノラマウォーク

８ 月 １ 日～ ８ 月１６日には、松川中学生
と楽しむ夏休みワークショップ。 ８ 月 ８
日のちひろ忌には松川中学生による『わ
たしがちいさかったときに』朗読会など、
平和について来館者の皆さんと共に考え
る企画も予定しています。

 （船本裕子）

２０２０年 ちひろ美術館コレクション展紹介

安曇野ちひろ美術館　２０２０年イベントのご案内 イベントの詳細はＨＰをご覧ください

はんごうすいさん



①
Marcia�Brown
マーシャ・ブラウン

『むかし、ねずみが…』
のイメージ
（アメリカ、１９６１年）

５

ひとこと
ふたこと
みこと

今回ご紹介するのは、アメリカ
の画家マーシャ・ブラウンによる
作品です。絵本『三びきのやぎの
がらがらどん』によって、日本で
も知られているブラウンが手がけ
た『むかし、ねずみが…』は、
１９６２年にコールデコット賞を受賞
しています。
インドの昔話を元にした本作。
主人公の行者がある日、カラスに
狙われたネズミを見つけ、助ける
ところから始まります。その後、
ネズミは猫に危うく食べられそう
になりますが、行者は魔法を使
い、ネズミを猫に変身させます。
しかし次にやってきたのは……。
この作品は絵本のクライマック
スを描いた場面です。立派な姿を

した虎が森のなかを歩いていくよ
うすを、ほかの動物たちがおそる
おそる、とりまいて見ています。
肝心のネズミはどこでしょう？そ
うです、虎に変身させられたので
す！虎の誇らしげな表情が、彼の
真の姿を知る読者には、滑稽に感
じられます。
マーシャ・ブラウンは物語ごと

にさまざまな手法とスタイルを駆
使して絵本をつくり続けました
が、本作のためには木版画を選ん
でいます。色数の少ない画面と、
木版の木目が見える色面が、どこ
か素朴な味わいを醸し出してお
り、遠い国の昔話に、ぴったりと
合っています。
� （松方路子）

美術館
日記

９月１６日（月・祝）
「〈企画展〉童画の国のパイオニ
アたち―日本童画家協会の ７人
―」に関連し、イベント「童画家
・武井武雄の刊本作品の世界」を
開催、２４名が参加。講師はイルフ
童画館の学芸員、河西見佳さん。
ギャラリートークとスライドトー
クを通し、武井武雄の創作活動に
ついてさまざまなエピソードが紹
介される。全く異なる手法で制作
された１４冊の貴重な刊本を、マス
クと手袋を身につけて手にとる時
間もあり、参加者は、仕掛けや細
工の美しさを楽しんだ。「手に取
ってみることで、素材や技術のす
ごさがよくわかった」という声が
よせられた。
１０月１９日（土）
「〈企画展〉瀬川康男　坦雲亭日
乗―絵と物語の間

あわい

」にあわせて、

担当学芸員によるスライドトーク
を開催、１６名が参加。瀬川康男の
７７年の生涯や、東京の喧騒を離れ
移り住んだ、長野の古民家「坦雲
亭」で描かれた作品群を紹介。
「絵本『いないいないばあ』や
『ことばあそびうた』のイメージ
しかなく、全然違う絵もあるのだ
と驚いた」という感想が届いた。
１２月１５日（日）
ちひろ１０１歳のお誕生日をみんな
でお祝いする日。にじみの画用紙
をつかって誕生日ケーキをつくる
ワークショッ
プなどのイベ
ントととも
に、館内のあ
ちこちにフォ
トスポットを
設置、お祝い
ムードを盛り

上げた。「明日から冬期休館なん
てもったいない！」という声もい
ただいた。
１２月１８日（水）
展示室内の照明をＬＥＤ化する工
事が始まる。ＬＥＤ電球は、発光
効率がよいため、電力が節約で
き、長持ちするとあって、日々の
メンテナンスにあたる美術館スタ
ッフの期待も大きい。 ２月に新し
い照明のなかで展示替えを行うの
が楽しみだ。
１月６日（月）
安曇野ちひろ公園内にあるちひろ
の黒姫山荘（復元）のリニューア
ルを計画、打ち合わせを行う。経
年で劣化した展示物やコメントを
新しくすることに加え、黒姫山荘
でのギャラリートークも企画。信
州とちひろのつながりについての
広報にも力を入れていきたい。

１０月５日（土）
念願のちひろ美術館に、夫婦で来
館しました。子どものころ、大好
きだったちひろさんの絵本。私が
母になったとき、息子たちにも読
んでやりました。愛情、やさし
さ、戦争の悲しみ……いろいろ教
えてもらいました。息子たちも、
今や大人になり、父となりまし
た。今度は、孫にも読んであげた
いと思います。
１０月７日（月）
私に本を読む楽しさを教えてくれ
たのは、ちひろの絵でした。彼女
の描く子どもに自分を重ねて見て
いるうちにファンになり、４5年以
上が経ちました。ようやくここへ
来ることができた今日は、私の5０
歳の誕生日。忘れられない日とな
りました。� （m.godan）

１１月４日（月・祝）
東京から来ました。ちひろさんの
絵もすてきだったけれど、特にす
てきと思ったのはトットちゃんの
学校です。一度でいいから、電車
の教室に通ってみたいと思いまし
た。� （小学 3年生　はるか）
１１月１８日（月）
瀬川先生に再び会うことができ
た。そんな思いにさせてくれる企
画展でした。「おもいのままに　
いきるは　ひとり／ひとのおもい
を　いきるは　ふたり」という瀬
川先生の言葉が印象に残ります。
瀬川先生のあたたかな、大きなや
さしさに包まれた一日でした。
� （ひろ子）

＊　＊　＊
瀬川先生の魂を懸けた生きざまに
圧倒されます。比して、己の小さ

きこと。清々しい空洞のなかで、
心を洗われ、ずっとここにいたい
と思いました。魂が揺さぶられる
ような企画展でした。�（ひろし）
１２月１３日（金）
快晴の空の下、歩いて美術館にた
どり着きました。カフェでスコー
ンといちごのババロアを食べた
後、「ちひろ・ていねいなくらし」
展を鑑賞。花で部屋をいっぱいに
したふたりだけの結婚式……。な
んて素敵な結婚式なのでしょう。
胸がいっぱいになりました。ちひ
ろさんの絵も素敵でしたが、工夫
を凝らした日々のファッションに
も心を打たれました。毎日、文献
と論文の山に埋もれている６3歳の
大学院生ですが、今日一日、安曇
野の自然のなかで、忘れていた何
かを取り戻した気がします。

新収蔵
作品紹介
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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）

〒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
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す。
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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。
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●次回展示予定 ２０２０年５月１５日（金）～７月１９日（日）
〈展示室１・２〉ちひろ　色のない色

〈展示室５〉絵本の歴史〈展示室２〉ちひろの人生 〈展示室3〉ちひろ美術館コレクション展　ふしぎな生き物

〈展示室4〉
〈企画展〉ショーン・タンの世界展　どこでもないどこかへ

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

●入館無料デー
日頃の感謝を込めて、長野県及び美術館近くの市町にお住まいのみな
さまをご優待します。※受付にて住所のわかるものをご提示ください。
３ 月 ８ 日（日）松川村民感謝デー
３ 月２２日（日）長野県民感謝デー 14：００～松本猛によるギャラリートーク

●4月１９日（日）開館記念日
当日ご来館の先着1００名に、ポストカードをプレゼントいたします。

●3月２９日（日）１3：3０～１５：3０
　ちひろ・花のあるくらし
　「春を束ねる・ミニブーケづくり」
ちひろの描いた花についてのレクチャーとワークショッ
プを開催します。
ワークショップ講師：木下いずみさん（hanaizumi 主宰）
参加費：２０００円（入館料別）　定員：２０名
申し込み：要事前予約

●4月4日（土）１０：3０～１１：3０
　ベビーカーでおでかけしよう！
　ファーストミュージアムデー
対象： ０ 歳～ ２ 歳の子どもとその保護者
参加費：無料（入館料のみ）
申し込み：要事前予約

いわさきちひろ　鳩と乳母車に乗るあかちゃん　１９６７年

文字のない絵本『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（1９74～）
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、『ロスト・シング』や『夏の
ルール』などの絵本原画のほか、立体、映像も
含む約1２０点の作品を展示し、その魅力をたっ
ぷりとご紹介します。タンの創作の秘密が垣間
見られるアトリエも再現し、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。

ショーン・タン　『アライバ
ル』より　２００４年～２００６年

「赤いと思えば赤く塗るし、紫だと
思えば紫をつけた。空を黄色くする
こともあれば、水を桃色に描いたり
もする」と語っていたちひろは、目
に見える通りに描くのではなく、心
で感じた色を使って自由に描きまし
た。本展では、ちひろが好んで使っ
た「紫」や、無限の色彩を秘める「黒」
など、“色”に焦点をあてて、ちひ
ろの表現の魅力を紹介します。

いわさきちひろ
やぎと男の子　１９６９年

●入館料改定のお知らせ
ちひろ美術館（東京・安曇野）では、２０２０年 ３ 月 1 日より、入館料を
改定いたします。各種入館割引の詳細は、美術館公式サイトでご確認
ください。

安曇野ちひろ美術館
大人９００円／高校生以下無料／団体（有料入館者２０名以上）、6５歳以上
の方、学生証をご提示の方7００円／障害者手帳をご提示の方とその介
添えの方（ 1 名まで）無料／年間パスポート（両館共通）３０００円

ちひろ美術館・東京　大人1０００円／高校生以下無料

●ちひろ美術館コレクション
　ねずみとはりねずみの絵本展関連企画

“ねずみ”や“はりねずみ”をモチーフにしたアイテムを身につけて
ご来館いただいた方には、もれなくポストカード（非売品）をプレゼ
ントいたします。

◯3月限定　ちゅーちゅーねずみのドレスコード

“ねずみ”や“はりねずみ”が主人公の絵本の読み聞かせを行います。
日時： 4 月２５日（土）・ ５ 月 ９ 日（土）

◯ちゅーちゅーねずみの「絵本のじかん」１１：００～１１：3０

●〈企画展〉田島征三展『ふきまんぶく』関連イベント

田島征三が自らの作品や絵本『ふきまんぶく』制作のエピソードを語
ります。トーク終了後にはサイン会を予定しています。
参加費：無料（入館料のみ）　※参加自由

◯4月１２日（日）１１：００～　田島征三アーティストトーク

共催：松川村図書館
田島征三、大澤ふき親子によるトーク。絵本『ふきまんぶく』制作の
エピソードや当時の暮らし、作品への思いを語ります。子育ての傍ら
単独ライブを行っている大澤ふきによる沖縄民謡弾き語りライブもお
楽しみください。
会場：松川村・すずの音ホール　参加費：５００円
申し込み：要事前予約（松川村図書館 TEL.０２61―6２―０4５０）

◯4月１２日（日）１4：００～１５：3０
　田島征三＆ふき 親子による『ふきまんぶく』トークライブ

田島征三の自伝的エッセイ『絵の中のぼくの村』を原作とした映画を
上映します。双子の画家 田島征三、征彦の少年時代の思い出が生き
生きと描かれています。第46回ベルリン国際映画祭で銀熊賞受賞。
監督・東陽一、1９９6年製作。
参加費：２００円（入館料別）　定員：５０名　申し込み：要事前予約

◯3月１５日（日）１4：００～１６：００
　映画「絵の中のぼくの村」上映会

絵本『ふきまんぶく』など、田島征三の絵本の読み聞かせを行います。
日時： ３ 月14日（土）・２２日（日）・２８日（土）、 4 月11日（土）

◯田島征三の「絵本のじかん」１１：００～１１：3０


