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●安曇野ちひろ美術館での展覧会

●２０２０年6月２7日（土）～８月３０日（日）

〈企画展〉ショーン・タンの世界展　どこでもないどこかへ

本展は、昨年、ちひろ美術館・東京で
開幕し、大きな反響を呼びました。新型
コロナウイルスの影響で開始が遅れまし
たが、安曇野での展覧会に寄せて、タン
からメッセージが届きました。
この重大局面のさなかに、私の展覧会
に足を運んでくださり、心から感謝申し
上げます。世界中が難しい問題を共有し
ている今、芸術や大切な物語への愛も、
もしかするとこれまでよりもっと、みん
なで共有していることに改めて気づかさ
れ、心が温まりました。安曇野ちひろ美
術館で私の作品を展示し、少しヘンテコ
な夢をご提供できることを、とても名誉
に思います。その夢のなかに、思いがけ
ずおなじみのなにかを感じていただける
とうれしいです。そして、どこへ行くに
もスケッチブック片手の芸術家仲間た
ち、ようこそお越しくださいました。あ
なたの小さな落がきから、大きなアイデ
ィアが育っていきますように。
� ショーン・タン　２０２０年 ５ 月２９日

図 １ 　 ショーン・タンの手帳　２００８―２００９年

今回の展覧会で初公開されたもののひ
とつが、手帳です（図 １）。この手帳に
は、数年前に発表された絵本に登場する
不思議な生き物が息づいていたり、数年
後にある物語に展開するイメージが片隅
に描かれています。「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。」とタンは語
っています※。彼が描くそれぞれの物語
は、どこかでつながっているようです。
『遠い町から来た話』には、１５編の奇
想天外な物語が収められています。物語
ごとに異なるタッチで描かれた絵から、
多面体のように不思議な世界があらわれ
ます。これらの物語の舞台には、タンが
育った西オーストラリア、パース北部の
開発中の町の情景が反映されています。
「壊れたおもちゃ」は、ふたりの兄弟
が、郊外の住宅地に突然あらわれた潜水
夫の後を追い、風変わりな老婆ミセスカ

タヤマとの接点を見出す物語です。日本
人が出てくるこの物語のイラストレーシ
ョンは浮世絵風に描かれています（図２）。
この作品と並行してタンが構想してい

たのが絵本『夏のルール』です。この絵
本にもふたりの兄弟が登場し、彼らが過
ごした夏の経験と、そこで習得した教訓
が描かれています。舞台は郊外の住宅地
ですが、ロボットやモンスター、不思議
な色の空、おかしな形の影、真冬の光
景、そして各場面に偏在するカラスなど
不思議なもので満ちています。奇妙な光
景は、ルールになぞらえた文章が組み合
わされることで、兄弟の関係性や心の内
を物語るリアルな絵に見えてきます。例
えば、「せっかくの計画を台なしにしな
いこと。」という文と組み合わされた場
面では、敵の根城に忍び込み宝を盗み出
すおとぎ話になぞらえ、大人に内緒でい
たずらをして失敗をしたときの子どもの
行動と心理が見事に描かれています。油
彩による陰鬱な色彩と重厚な筆致がさら
におかしさを誘います（図 ３）。
タンが描く世界は、どこかで通底して

いるようですが、その表現方法は多彩で

す。彼の名を世界中に知らしめた長編絵
本『アライバル』は、全１２８頁にわたり
言語を使わず、漫画や映画の文法を取り
入れて、モノクロームの絵だけで物語を
表現しています（図 ４）。挿し絵入りの
短編集、絵本、文字のない長編絵本など
表現形式を変え、漫画風にデフォルメし
た線、歴史画のようなドラマチックな油
彩、写実的な描写など、いくつものスタ
イルで融通無碍に描かれています。そし
て、作品ごとに絵と文のバランスが吟味
され、ことばが語らない部分を絵に語ら
せ、絵とことばのつなぎ目に私たちを誘
います。文を読み、絵を見返すたびに新
たに物語を発見できることでしょう。
本展と同時に、 ４月に引き続き、「ち
ひろ　いのちを見つめて」と「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」を開催します。� （原島恵）

図 ３ 　せっかくの計画を台なしにしないこと。
　　　『夏のルール』（河出書房新社）より　２０１３年

図 ４ 　階段『アライバル』（河出書房新社）より
　　　２００４～２００6年

図 ２ 　壊れたおもちゃ『遠い町から来た話』（河出書房新社）より　２００6年

※ショーン・タン　インタビュー『ショーン・タンの世界　どこでもないどこかへ』（求龍堂）より　２０１９年

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、絵本学会　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　協賛：株式会社ジャクエツ
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ちひろ美術館・東京の再開時には、 ３
月に１０日間しか開催できず、再開を待ち
わびる声が寄せられていた「〈企画展〉
没後１０年　瀬川康男　坦雲亭日乗―絵と
物語の間

あわい

」と「いわさきちひろ　子ども
のしあわせ―１２年の軌跡」を継続して開
催します。前回２０８号の美術館だよりで
展示紹介をしておりますので、今回は展
示会場のようすを一部ご紹介します。
瀬川康男展では、山里の暮らしを始め
た４０代後半からのスケッチやタブロー、
絵本の原画等を、日記「坦雲亭日乗」に
記したことばや資料とともに構成してい
ます。展示室 １では、瀬川のアトリエの
イメージを再現しています（図 １）。正
面の ８点は、手に任せたらどうなるかを
追求しようと、一日に何枚も早がきで仕
上げる試みをしていた１９８１年の観音像や
女人像、不動明王像です。その左右の不
動明王像は、瀬川が自画像とも語った作
品で、早がきを経た後の、緻密な描き込
みがなされています。展示室 ２では、
『絵巻平家物語（全 ９巻）』の原画を展

新型コロナウイルス感染症の拡大が世
界中に暗い影を落としている今、思うよ
うに外出できず自宅で過ごしている方
に、少しでも美術館に遊びに来たような
気分を味わってもらいたいと、ちひろ美
術館では、ＳＮＳを活用した「エア美術
館」という新たな取り組みに挑戦してい
ます。
美術館の公式ＳＮＳ（Facebook、
Twitter、Instagram）で、「＃エア美術
館」「＃おうち時間で学ぼう」「＃自宅で
ミュージアム」のハッシュタグをつけ
て、展覧会や作品の魅力を紹介するとい
うもの。展示関連イベントの中止により

行えなかったギャラリートークや、画家
・田島征三さんによる企画展についての
お話など、動画の配信も行いました。
５月１５日（金）からは、ちひろ美術館

スタッフ「お気に入りの作品」の投稿を
始めました。ちひろ美術館で働くスタッ
フが、約９，５００点あるいわさきちひろの
作品のなかからお気に入りを選び、その
作品への想いをリレー形式で語る企画で
す。子育て中のスタッフは自らの子ども
とちひろが描いた子どもたちを重ねた
り、自身が子どもだった時に印象的だっ
た作品を思い出したり。私たちスタッフ
にとっても、ちひろの作品と素の自分が

向き合うことのできる企画になりまし
た。スマートフォンやパソコンの画面越
しにはなりますが、美術館で過ごす心穏
やかな時間や、作品の持つ力を感じてい
ただけるとうれしいです。�（宗像仁美）

●ちひろ美術館・東京での展覧会

●活動報告

● ～２０２０年１０月１１日（日）
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�
いわさきちひろ　子どものしあわせ―１２年の軌跡

示しています（図 ２）。折々のことばか
らは、絵を描くことと生きることが直結
した画家の姿が見えてきます。
いわさきちひろ展（図 ３）では、１９６３

年から亡くなるまでの１２年間、ちひろが
表紙絵を描いた月刊雑誌「子どものしあ
わせ」の作品を展示しています。年代を
追って見ていくと、この１２年の間にちひ
ろの絵が大きな変遷を遂げていることが
わかります。描かれた絵と、ちひろがデ
ザインした雑誌との比較も、本展の見ど
ころのひとつです。
当初この初夏に開催の予定だった「〈企

画展〉生誕１１０年　赤羽末吉展　絵本へ

の一本道」は、残念ながら次年度に延期
することになりました。ですが今年は、
赤羽の絵本やエッセイの復刊が相次ぐほ
か、明治末から平成にかけての波乱の人
生を記した初の評伝『絵本画家　赤羽末
吉　スーホの草原に
かける虹』（図 ４）
や、『赤羽末吉　絵
本への一本道』（図
５）も新たに出版さ
れています。赤羽末
吉の全遺作がご遺族
から寄贈されて２２
年。展覧会でもこの
間の調査を踏まえ、
今も読み継がれる数
々の絵本を描いた赤
羽の人生に迫るべ
く、準備を進めてい
ます。来年の開催に
どうぞ、ご期待くだ
さい。
� （上島史子）

図 ２ 　展示室 ２図 １ 　「〈企画展〉没後１０年　瀬川康男　坦雲亭日乗―絵と物語の間」　展示室 １

図 ３ 　「いわさきちひろ　子どものしあわせ―１２年の軌跡」
　　　展示室 ４

図 ４ 　『絵本画家　赤
羽末吉　スーホの草原
にかける虹』赤羽茂乃
・著　福音館書店

図 ５ 　『コロナ・ブッ
クス　赤羽末吉　絵本
への一本道』平凡社

おうちで楽しめるコンテンツ　新たな取り組み「エア美術館」
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２ 月２８日（金）　田島征三アーティストトーク
「〈企画展〉田島征三展『ふきまんぶく』―それから、そして、今―」展示関連イベント

２月２８日に行われたプレス内覧会で、
伊豆から来館された田島征三さんが自作
などについて語られました。その一部を
紹介します。� （松方路子）
いわさきちひろとの出会い
あれは１９７０年、もしくは６９年あたりで
はないかと、ちょうど５０年前ですね。童
美連の理事をちひろさんもぼくもやって
いたのですが、ちひろさんも、ぼくも滅
多に出てこないので、お会いしたのは、
その日、偶然にでした。お互いに顔見知
りというくらいで、ゆっくりお話しした
のは、その日だけだったんですね。しか
も、 ２時間か ３時間くらい、かなり濃密
にふたりきりでお話ししたことを思い出

して、書きました（下図参照）。
展示室に、米軍機墜落事故の舘野鉄工

所事件のことを絵にしたものとか、ベト
ナム反戦野外展のパネルとかがあります
けれども、「社会問題と芸術」そんなこ
とを話し合ったと思います。
そのちひろさんの美術館で展覧会をさ

せていただけるというのは、やっぱりす
ごく感慨深いです。
今描いている最新作について
絵本『つかまえた』は少年と魚のお話

です。こんな大きい魚なじゃないんです
けど、ぼくは子どものとき、ドンコとい
う魚を手づかみにするのが得意で。その
魚も命がけだし、こっちも必死になっ

て、手のひらのなかで魚がグ
リグリグリって暴れる、あの
感触っていうのが今もここ
（手のひら）にあるんですよ
ね。その感触を、水の流れと
か、少年の心のなかの、一匹
の、魚を得るという欲望と、
逃げて行ったときの喪失感、
そういうものは絵にすること
は難しいし、見えるものでは
ないわけですね。感触とか、
心の底にある少年のやわらか
な感性というものを可視化す
るのは難しいわけですけど、
それに挑戦しようとしている
絵本なんです。

今年の夏に出版しようと今はもう悪戦
苦闘している最中です。（展示されてい
るのが）その試作です。 ７月に神田で個
展をやるんですけれど、そこにも大量に
描いた試作を出すんです。そういうもの
をもとにして絵本ができていく。それは
『ふきまんぶく』でやったことと同じな
んですね。「なんでこれ使わなかった
の？」なんて後で言われるようないいも
のも、いっぱいあったりして、けれどそ
のなかから、絵本というのは １ページ １
ページがよくても、全体として成立しな
いとひとつのメッセージを伝えることが
できないわけです。だから、これはいい
けど捨てよう、みたいな感じのことを今
やっている最中なんです。オリンピック
は延期になっても、絵本はどうしても出
したいと思っています。

窓
今、世界は新型コロナウイルス感染症の
パンデミックと向き合っています。日本で
も、 ４月 ７日には国による緊急事態宣言が
発令、感染予防のために「自粛」が求めら
れました。学校の休校、一部の生活必需品
を扱う店舗以外の休業が要請され、ちひろ
美術館も臨時休館しました。
ウイルスの見えない恐怖は、私たちに大
きな不安ととともに、疑心暗鬼の気持ちを
芽生えさせ、感染された方や医療従事者と
その家族、在日外国人の方々に対する理不
尽な差別も報道されました。企業の事業縮
小や休業により職を失い、生活困難に陥っ
た方も少なくありません。こうした状況に
対して国の対応は遅く、国民生活に混乱や
困難を一層広げた感も否めません。
文化も例外ではありません。 ５月１８日、
ユネスコは世界博物館の日に、新型コロナ
で世界 ９万 ５千の美術館博物館の内、 ８万
５千館が影響を受け、その１３％近くが閉館
する可能性があると発表しました。日本の

音楽、映画、演劇等の分野からは、このま
までは文化が死滅すると声が上り、各分野
合同で、「文化芸術復興基金」の創設を求
める要望書を国に提出しました。日本は、
旧来から決して文化支援が手厚い国ではあ
りません。一方、ドイツでは、メルケル首
相が、「文化イベントは、私たちの生活に
とってこのうえなく重要なもの」「私たち
は（芸術文化によって）過去をよりよく理
解し、またまったく新しい眼差しで未来に
目を向けることもできる」と語り、ドイツ
在住の芸術家に対して、仕事場の経費や家
賃の支援を行いました。
世界中の芸術家や美術館博物館は、この
間、ＳＮＳを通じて数多くの発信を行い、
人々を励ましています。当館を含め多くの
美術館がコレクションをオンラインで公開
し、演奏家たちはそれぞれの自宅から共演
して見事なハーモニーを奏でました。
パンデミックは、奇しくも人間が持つす
ばらしい側面と、偏見や差別、暴力など醜

悪な側面をも浮き彫りにしました。同時
に、この国の政治の質をもあぶり出し、弱
い立場の人にしわ寄せを及ぼすパンデミッ
クは、日ごろ看過してきた経済格差、偏見
と差別、ジェンダー等の問題を顕在化さ
せ、ウイルスの恐怖に重ねて、深刻な社会
問題を私たちに突き付けています。
グローバル化が進んだ今日、パンデミッ

クは、国を閉じて自国だけで解決できる問
題ではありません。閉鎖と分断ではなく、
世界が互いを尊重し理解しあい、手を携え
ていかなければ解決できない、人類共通の
課題です。これからの時代、美術館の在り
方も変化を余儀なくされるところがありま
すが、人が芸術文化に触れ、今を見つめ、
自分とは異なる考えや価値観、感性、時
代、社会、生活に出会うことは、誰もが持
つ権利です。そして、“過去を深く理解
し、未来への眼差しを開く”、その場の提
供は、まさしく私たち美術館の活動の普遍
的な使命。ご来館をお待ちしています。

「パンデミックの時代の美術館」
竹迫祐子（公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長

●安曇野ちひろ美術館の活動報告
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いわさき ちひろ
『鳩と少女』
（１９6５年）

東京
美術館
日記

今回ご紹介するのは、いわさき
ちひろが雑誌「子どものしあわ
せ」の表紙のために描いた原画作
品「鳩と少女」です。本作品は、
ちひろ美術館・東京での展覧会
「いわさきちひろ　子どものしあ
わせー１２年の軌跡」の開催を機に
寄贈されました。「子どものしあ
わせ」（草土文化）は、ちひろが
１９6３年の春から亡くなる１９７４年ま
で計１２年表紙を手がけた、学校の
教師と父母のための雑誌です。

１９6５年 ４ 月号のために描かれた
この作品は ２ 色の印刷でした。少
女の顔と手、そして周囲のケシの
花のみに水彩絵具で色が使われ、
鳩の白さとケシの朱色のコントラ
ストが、鮮やかに感じられます。

少女が大事そうに支える鳩は、
ちひろが１９6０年頃から家で飼って
いた白い鳩のポッコを思わせま
す。息子、猛の記憶では、ちひろ
は仕事の手をとめ、ベランダのポ
ッコを見つめていることがあった

といいます。また、鳩に平和の象
徴としての意味を込めたのかもし
れません。翌 ５ 月号の表紙には、
少年が手の上に鳩を乗せている絵
が描かれています。

 （松方路子）

安曇野
美術館
日記

２月１８日（火）
開館に向け、冬期休館中はシート
に覆われていた「電車の教室」の
掃除を行う。床掃除や窓ふき、普
段は手の届きにくい箇所も入念
に。展示物が再び勉強机に並ぶと、
新しい一年が始まることを実感。
３月２８日（土）
インスタグラムに投稿した作品解
説動画について「毎日楽しませて
いただいています！」という感想
とともにお手紙が届く。あたたか
いことばと、わざわざペンをとっ
てくださったことがうれしい。
３月２９日（日）
雪が少なかった今冬。春を目前に
１０㎝以上の積雪が。うっすらと汗
をかきながら、駐車場からエント
ランスまでの歩道を雪かき。冷た
く澄んだ空気は気持ちよく、公園
では雪遊びをする親子の姿も。

４月１８日（土）
新型コロナウイルス感染拡大に伴
い、長野県でも自粛要請が発令さ
れ、本日から当面の間、臨時休館
となる。安全のため展示物を収蔵
庫へ入れ、近隣の施設へご連絡を
する。
５月１４日（木）
臨時休館中、学芸担当のスタッフ
がスマートフォンを使い自宅でち
ひろの水彩技法の動画を作成。絵
筆の使い方や色の混ざり合いがわ
かりやすく伝わるように何度もチ
ャレンジした力作。発泡スチロー
ルを重ねたものに網を渡して真上
から撮影するなど、手づくりの工
夫が満載。完成した動画は、今後
ＳＮＳでも公開する予定。どうぞ
お楽しみに。
６月３日（水）
清々しい天気の今日は、安曇野ち

ひろ公園の大花壇に約７，０００株の
ブルーサルビアの苗を定植。村の
職員やボランティアのみなさんと
久しぶりにマスク姿でことばを交
わす。日頃から農作業に携わる方
が多く、さすがの手際の良さで予
定より早く作業終了。見頃は 6 月
下旬から ９ 月上旬まで。
６月９日（火）
県内各地で３０度を超える夏日に。
再開まであと ２ 週間、安全を第一
に、換気や人との距離を考えて空
間のレイアウトの見直しをする。
季節はあっという間に移り、木々
は青々と茂ってきた。

２月１３日（木）　  のち
ちひろ美術館コレクションの柱で
もある赤羽末吉。今年の生誕１１０
年にあわせて刊行される書籍のた
めの原画撮影が行われる。当館で
も節目の年を彩る記念展を予定。
多くの絵本を遺した赤羽の魅力を
改めて発信する １ 年にしたい。
（※この後、当館での赤羽展の開
催は２０２１年への延期が決定されま
した。来年に乞うご期待。）
３月２１日（土）
月に ２ 回、定例で行っていた展示
室でのギャラリートークが中止と
なり、展示中の瀬川康男展の見ど
ころを美術館のブログとＳＮＳで
紹介する「おうちでギャラリート
ーク」の配信をスタート。外出の
難しい期間に、自宅で芸術に触れ
る機会になればうれしい。

３月３１日（火）　  時々
時間をかけて準備してきたふたつ
の展覧会を ３ 月 １ 日に開幕させた
ものの、 ４ 日から新型コロナウイ
ルスの影響で臨時休館。２０日から
再開したのも束の間、再び２８日か
ら休館という不測の事態が続いて
いる。ガランと静かな館内で、一
日も早い事態の収束を願う。
５月５日（火・祝）
外出自粛要請が続くなかでの「子
どもの日」。ちひろが残した「子
どもは全部が未来」ということば
を胸に、世界中のすべての子ども
たちの健やかな成長を祈る。
５月１３日（水）
ちひろの庭で白いバラの花が甘い
香りを漂わせ、見ごろを迎えてい
る。長引く臨時休館中も、スタッ
フが交代で水やりを続けた甲斐が

あり、今年もどうにか美しい花を
つけてくれた。日常がままならな
いなか、植物の生命力に元気をも
らう日々が続く。
５月１５日（金）
東京・安曇野のスタッフそれぞれ
の自宅から初の両館リモート会
議。画面越しではあるが、久々に
顔をあわせ、声を聞き、無事を確
かめ合う。今後安心して来館して
もらえるよう、展示方法や受付対
応の変更点などについて意見を出
し合い、再開への準備を進める。

新収蔵
作品紹介
②
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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　TEL.０２6１―6２―０77２
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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

〒１77―００４２　東京都練馬区下石神井４―7―２　TEL.０３―３９９５―０6１２〒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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●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）
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・いわさきちひろ　子どものしあわせ
―12年の軌跡／〈活動報告〉おうちで楽しめるコンテンツ　新たな取り組み「エア美術館」…❸　〈安曇野ちひろ美
術館活動報告〉「〈企画展〉田島征三展『ふきまんぶく』―それから、そして、今―」展示関連イベント 2 月28日（金）田島征三アー
ティストトーク／窓「パンデミックの時代の美術館」…❹／東京美術館日記／安曇野美術館日記／新収蔵作品紹介…❺

ちひろ美術館（東京・安曇野）は、新型コロナウイルス感染症拡散防止のため臨時休館しておりましたが、感染拡大防止に関するガイドラ
インを踏まえ、お客さまに安全にお過ごしいただけるよう十分な措置を講じたうえで、ちひろ美術館・東京は ６月２０日（土）より、安曇野
ちひろ美術館は ６月２７日（土）より、順次、開館を再開いたします。
お越しいただける際には、事前に下記をご確認のうえ、ご来館くださいますようお願いいたします。

〈ちひろ美術館（東京・安曇野）再開のお知らせ〉

臨時休館に伴い、今後の展覧会開催についても見直しを行い、下
記のように変更を予定しています。なお、当面の間、ギャラリー
トーク、絵本のじかんを含め、館内でのイベント開催は中止いた
します。

〈2020年の展覧会予定について〉

・�以下の方は、ご来館をお控えいただきますようお願いいたします。
⃝�過去 ２週間以内に新型コロナウイルスに感染した方や
感染の可能性のある方が身近にいらっしゃる方

⃝発熱や風邪などの症状がある方
⃝そのほか、体調がすぐれない方

・来館者カードへのご記入
　※�ＨＰからダウンロードして事前にご記入のうえご持参いただけます。
・館内でのマスク着用
・館内での手洗いや消毒液などでの手指消毒
・咳エチケットの実施
・混雑時の一時的なご入館待ち（入館制限）
・１０名以上の団体でのご来館はご遠慮ください。
　※�５～ ９ 名の小グループでのご来館は、事前にお申し込みをお願いいたします。

●ご来館に際してご協力のお願い

・ほかのお客さまとの間隔を１．５m程度お取りください。
・展示作品や展示ケース等にはお触れにならないでください。

●館内でのご協力のお願い

・開館期間：２０２０年 3 月～１１月
・開館時間：１０：００～１６：００（当面は時間を短縮して開館します。）
・�休館日：毎週水曜日（当面の間）
　※最新情報は、当館HP・各SNSなどをご覧ください。

●安曇野ちひろ美術館の開館時間と休館日（予定）

・出入口および各展示室前の消毒液の設置
・手を触れやすい場所の定期的な消毒
・�スタッフのマスク、フェイスシールド等の着用
・スタッフの徹底した健康チェック

●�感染症予防のためのちひろ美術館の対策

・�絵本カフェ
　※お持ち込みのお飲み物は指定のエリアでお飲みいただけます。
・子どものへやのおもちゃ、絵本等
　※ぜひ、お子様のお気に入りのおもちゃや絵本をご持参ください。
・視聴覚機器
・ベビーカーと車椅子のお貸出し
・お手荷物のお預かり

●�当面の間、以下のご利用、ご提供を控えさせて
いただきます

１０月１７日（土）～２０２１年 １ 月3１日（日）
・子どもの心を見つめて　いわさきちひろ展

６月２０日（土）～１０月１１日（日）
・いわさきちひろ　子どものしあわせ―１２年の軌跡
・〈企画展〉没後１０年　瀬川康男　坦
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●ちひろ美術館・東京

わらびを持つ少女『あかまんまとうげ』
（童心社）より　１９７２年

６ 月２７日（土）～ ８月3０日（日）
・ちひろ　いのちを見つめて
・〈企画展〉ショーン・タンの世界展　どこでもないどこかへ
・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

●安曇野ちひろ美術館

９月 ４日（金）～１１月3０日（月）
・ちひろ　色のない色
・〈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―
・ちひろ美術館コレクション　ふしぎな生き物

※�今年度の開催を予定していた「〈企画展〉生誕１１０年　赤羽末吉展　絵
本への一本道」（ちひろ美術館・東京）、「〈企画展〉田島征彦『祇園祭』
展」（安曇野ちひろ美術館）は、２０２１年度に開催を延期する予定です。

『ふきまんぶく』（偕成社）より　１９７３年

臨時休館に伴い、年間パスポートの有効期限を延長いたします。
対象となるパスポートは、保管していただき、ご来館の際に受付
でご提示ください。
●対象となる年間パスポート
　有効期限：２０２０年 3 月末日～２０２１年 ４ 月末日
　延長期間：�各 ６ ヵ月（例　２０２０年 3 月末までの期限→２０２０年 ９

月末まで有効）

〈年間パスポート期限延長のご案内〉


