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1-1,　草むらの小鳥と少女　1971年

　画家・いわさきちひろは、生涯、子どもを描き続けました。残された作品のなか
に、子どもが見せる一瞬の表情や、あらゆる姿態がいきいきととらえられていま
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
の尊さを訴えかけています。ちひろ美術館では、開館以来、展覧会や書籍などを通
して、繰り返し、ちひろが願った子どもの幸せと平和について伝えてきました。残
念ながら、世界では今も紛争をはじめ、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、今も切実に響きます。本展では、改め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。

展覧会名

会期

会場

料金

2020年6月27日（土）～ 8月30日（日）
〇開館時間＝10：00～ 16：00（当面は時間を短縮して開館します）
〇休館日＝会期中の水曜日（7/1.8.15.22.29、8/5.12.19.26）
　 ※会期は予告なく変更になる場合があります

主催

協賛

ちひろ美術館、信濃毎日新聞社

株式会社ジャクエツ

安曇野ちひろ美術館　展示室1・2

大人900円／高校生以下無料
団体（有料入館者20名以上）は700円／65歳以上、学生の方は700円／
障害者手帳ご提示の方、介添えの方（1名）は無料／年間パスポート
3000円

ちひろ　いのちを見つめて

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。

いわさきちひろ　1972年

2020年 6月 27日（土）～ 8月30日（日）

ちひろ　いのちを見つめて

1-3,　チューリップのなかのあかちゃん　1971年

1-2,　水仙とつくしを見る子ども　1960年代後半

いのちを見つめて、あらゆる子どもの姿を描き続けた　画家・いわさきちひろ
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お問い合わせ 安曇野ちひろ美術館　広報担当　
むなかた

宗像・
たなべ

田邊・
くろやなぎ

畔栁

〒399-8501 長野県北安曇郡松川村西原3358-24
TEL.0261-62-0772　FAX 0261-62-0774
E-mail:apublicity@chihiro.or.jp

1-4,　ねぎぼうずと麦と子どもたち　1960年代半ば

1-5,  小鳥と少女　『ことりのくるひ』（至光社）より　1971年

展覧会の見どころ

本リリースに掲載されている図版データを、プレス貸し出し用にご用意しています。
ご希望の方は、別紙「プレス用作品画像データ借用・誓約書」をご覧ください。
※必ず絵のそばに作家名・作品タイトル・制作年を明記してください。　※データ等チェックのため、校正段階で原稿をお送りください。
※トリミングや文字が絵にかかるようなレイアウトはご遠慮ください。　※掲載紙／誌をご送付ください。

図版について

主な出展作品 草むらの小鳥と少女　1971年／『わたしがちいさかったときに』（童心社）より
1967年／『母さんはおるす』（新日本出版社）より　1972年／『戦火のなか
の子どもたち』（岩崎書店）より　1973年／チューリップのなかのあかちゃん
1971年／『ことりのくるひ』（至光社）より　1971年　ほか

出展作品数 約 40点

平和への願い
第二次世界大戦後、日本はめざましい復興を遂げ、日増しに戦争の記憶
は遠のいていきました。一方で、1960年代以降、連日のように激化の一
途をたどるベトナム戦争が報じられていました。そうしたなか、ちひろ
は、自身が体験した戦争やいのちの大切さを次の世代へ語りつぐことに
取り組みます。本展では、ちひろが手がけた戦争をテーマにした3冊の
絵本を紹介します。

小企画　ちひろの絵本づくり　絵本『ことりのくるひ』
絵本『ことりのくるひ』では、「ことりがほしい」という思いが芽生えた
少女の心情が、説明的な要素を極力省いた絵とことばで描かれています。
ちひろは、主人公の少女に自分自身を重ね、子どものころの感性をみず
みずしく映し出しています。

いのちのかがやき
ちひろが子どもの本を舞台に活躍を始めたころ、日本は高度経済成長期
の只中にあり、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てその姿を描いています。

1-6, 水仙のある母子像　1972年 1-7, 焔のなかの母と子『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）より　1973年
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展覧会の見どころ

出展作品数 15 点

2020年 6月 27日（土）～ 8月30日（日）

ねずみとはりねずみの絵本
ちひろ美術館コレクション展　

　ちひろ美術館のコレクションのなかには、ねずみとはりね
ずみの作品があります。「ねずみ」はどんなイメージの動物で
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。そんな人間とのかかわりから、物語のなかでも悪
者や神様の使いなど、多種多様な姿で登場します。
　本展では今年の干支でもあるねずみに注目し、はりねずみ
も加えて画家によってさまざまに表現された絵本のなかのね
ずみを紹介します。

2020年は、ねずみに注目！

はりねずみ
はりねずみはヨーロッパやアフリカ、中近東からロシアなど世界
に広く生息しています。かわいらしい姿で人気者のはりねずみ。
ユーリー・ノルシュテイン『きりのなかのはりねずみ』などの作品
を展示します。

『おしいれのぼうけん』のねずみばあさん
子どもたちに愛される数々の絵本を描いた田畑精一さんが6月7
日に89歳で亡くなりました。田畑さんを偲び、1974年の刊行以来
読み継がれるロングセラー『おしいれのぼうけん』に登場するね
ずみばあさんとねずみたちの原画を展示します。

ねずみ
世界各地のおはなしのなかにねずみは登場します。体が小さく俊
敏な動きから想像するかわいらしい姿や、暗闇で活動する不気味
な姿。ねずみの姿は画家の筆でどのように描かれるのでしょうか？
エフゲーニー・ラチョフ『てぶくろ』などの作品をご覧ください。

主な出展作品 ジョン・バーニンガム　『バラライカねずみのトラブロフ』（ほる
ぷ出版）より　1964年／エフゲーニー・ラチョフ　『てぶくろ』（福
音館書店）より　1950年／ユーリー・ノルシュテイン＆フランチェ
スカ・ヤールブソワ　『きりのなかのはりねずみ』（福音館書店）よ
り　2000年／瀬川康男　『いないいないばあ』（童心社）より　
1967年ほか

2-2,　ユーリー・ノルシュテイン＆フランチェスカ・ヤールブソワ
『きりのなかのはりねずみ』（福音館書店）より　2000年

2-1,　ジョン・バーニンガム『バラライカねずみのトラブロフ』（ほるぷ出版）より　1964年

2-3,　田畑精一　『おしいれのぼうけん』（童心社）より　1974年

展覧会名

会期

会場

2020年6月27日（土）～ 8月30日（日）
〇開館時間＝10：00～16：00（当面は時間を短縮して開館します）
〇休館日＝会期中の水曜日（7/1.8.15.22.29、8/5.12.19.26）
　 ※会期は予告なく変更になる場合があります

安曇野ちひろ美術館　展示室4

主催

協賛

ちひろ美術館、信濃毎日新聞社

株式会社ジャクエツ

ちひろ美術館コレクション展

ねずみとはりねずみの絵本

料金 大人900円／高校生以下無料
団体（有料入館者20名以上）は700円／65歳以上、学生の方は700円／
障害者手帳ご提示の方、介添えの方（1名）は無料／年間パスポート
3000円

チューモク



2020年6月27日（土）
～8月30日（日）

 
ショーン・タンの世界展
どこでもないどこかへ

ショーン・タン　2019年
インタビューより

 

居場所を求めて

展覧会公式サイト
http://www.artkarte.art/shauntan/

　

＜企画展＞  
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3-1,　『アライバル』より　2004 ～ 2006年

3-2,　『ロスト・シング』より　1999年

3-3,　『エリック』より　2007年

僕には「半分までできているけれど
まだ新しいアイディアが加わることを
必要としているアイディア」が
たくさんあります。
それらは僕のスケッチブックの中で
ふわふわ漂っていて、
いつか形になって新しい本の作品に
なるのかもしれません。

ショーン・タンは、約5年におよぶ制作期間を経て、2006年に移民をテーマ
にした文字のない絵本『アライバル』を発表しました。テキストを使わずに
緻密にイメージを組み立ててつくり上げたこの物語は、すぐに国境を越えて
世界中の人々を驚かせました。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です。彼が最初に絵と文を手がけた絵本『ロ
スト・シング』から最新作までの原画と習作のほか、イメージの源泉となっ
たスケッチや、映像作品、変な生き物をかたどった立体作品などとともに、
彼がつくる奇妙で懐かしい世界をたっぷりご紹介します。

一貫してタンが描いているのは、何かが失われ、ほころびが生じた世界。
しかし、そこには人々が共有してきた「いつか見た光景」が織り込まれ、新たな
世界との出会いと希望の萌芽が描かれています。『アライバル』、『ロスト・シン
グ』、『遠い町から来た話』の原画、資料、映像を展示します。

主催：ちひろ美術館、信濃毎日新聞社
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
協力：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
協賛：株式会社ジャクエツ

会場：安曇野ちひろ美術館　展示室3、4

 ※会期は予告なく変更になる場合があります



 　想定外の変な生き物

　  大作『アライバル』ができるまで

 

　  どこでもないどこかへ
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『アライバル』のためのスケッチ　2004年

3-5,　いたずらがきをするやつ
2011年

3-4,　『アライバル』より　2004 ～ 2006年

3-6,　『内なる町から来た話』 より　2017年

3-7,　『夏のルール』より　2013年

移民をテーマにした文字のない絵本『アライバル』は、制作に
約5年の歳月を費やしています。イメージをスケッチしたり、自
分がモデルとなって写真を撮ったり、写真をコラージュしたり、
架空の国の情景をディテールに至るまで緻密につくりあげてい
った過程を習作や資料とともにご紹介します。

タンが描く世界には、戦争や災害のメタファーのよう
なモンスターがいる一方で、人間と共生する不思議な
生き物が登場します。タンのイマジネーションから生
まれたこれらの生き物は、人々が共同幻想としてつく
りあげた神話のなかに出てくる架空の生き物にも似て
、シンボリックでありながら、物語の世界を豊かにす
る磁力を持った存在です。タンのアトリエを再現する
とともに、そこからうまれた変な生き物たちを、立体
作品を含めてご紹介します。

タンにとって、日常の観察は創作の出発点といえます。タンが描く風景は、
物語の原型を宿しています。自然の形と人工物の組み合わせは、タンの
イマジネーションを刺激し、現実の風景のなかに、どこにもない世界を浮
かび上がらせています。日常の風景を独自の視点で切り取った油彩画や、
幼いころの兄弟の思い出を描いた絵本『夏のルール』、最新作『内なる町
から来た話』（邦訳仮題）などを展示します。



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、学生時代から
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』は現在 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。約 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。

お問い合わせ 安曇野ちひろ美術館　広報担当　
むなかた

宗像・
たなべ

田邊・
くろやなぎ

畔栁

〒399-8501 長野県北安曇郡松川村西原3358-24
TEL.0261-62-0772　FAX 0261-62-0774
E-mail:apublicity@chihiro.or.jp

  

次 回 展 示 予 告　2020年9月4日（金）～11月30日（月）

展覧会関連書籍

7
chihiro. jp　  

ショーン・タンの制作ノート

エンリケ・マルチネス　動物シリーズ　No/28　1990年

ショーン・タンのアトリエ

 　アトリエを再現
メルボルンにあるタンのアトリエ
を再現し、本展のために撮り下
ろしたインタビュー映像も交え
て、彼の創作の秘密にも迫りま
す。

書名：ショーン・タンの世界　

どこでもないどこかへ／著者：

ショーン・タン／監修：ちひろ美

術館／定価：本体2,500円＋税／
出版社：求龍堂

主な出展作品 『ロスト・シング』（河出書房新社）より　2000年／『アライバル』（河出書房新社）より　2006年／『遠い町から来た話』（河出書房新社）
より　2008年／『夏のルール』（河出書房新社）より　2013年／『内なる町から来た話』（邦訳仮題）　2018年

ショーン・タン　Shaun Tan 　1974～

ちひろ美術館のコレクションには、ふしぎな生き物が描かれた作品がたくさんあります。絵本のなかで画家
は想像力を働かせ、試行錯誤しながら現実の世界にはいないふしぎな生き物を創作しています。絵本に登
場する趣向を凝らしたふしぎな生き物の作品をご覧ください。

絵本『ふきまんぶく』（1973年　偕成社）を起点に、田島征三が描く、生命の表
現の軌跡を紹介します。今夏出版される絵本『つかまえた』（偕成社）のための
習作や、タブロー作品から、命を描き続ける田島征三の今をご覧いただきます。

出展作品数 約 100 点

ちひろ美術館コレクション

これなあに？面白くてちょっと怖い生き物がたくさん！ふしぎな生き物

『ふきまんぶく』（偕成社）より　1973年

＜企画展＞  田島征三展『ふきまんぶく』
－それから、そして、これから－

泥、水、空。 地球を代弁するアーティスト田島征三

やぎと男の子　1969年

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、色のない「水
」や「光」、「空気」までをも巧みに表現した、ちひろの色の魅力を紹介します。

ちひろ　色のない色
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　　　　いわさきちひろ


