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●安曇野ちひろ美術館での展覧会

今年 ４月半ば、コロナ禍による臨時休
館に伴い終了した「田島征三展『ふきま
んぶく』―それから、そして、今―」
（美術館だより１０１号参照）。ぜひ展覧会
を見たいという声にこたえ、田島の「こ
れから」の視点を加えて再開します。
『ふきまんぶく』ふたたび
絵本『ふきまんぶく』は、それまでは
男性的なイメージの強い作品が多かった
田島としてはめずらしく少女を主人公と

清々しい秋の風、ろうそくの幻想的な
灯り、雨あがりの空の輝き―ちひろは水
に溶ける水彩絵の具の特性や、紙地の白
の効果、さまざまな色彩を駆使して、
「光」や「風」、「空気」までをも表現し
ました。
本展では、ちひろが画家として歩み始
めた１９４０年代から、晩年となる１９７０年代
までの技法の変遷を追いながら、色使い
の特徴や魅力を探ります。
中期童画に見る色使い
１９５０年代から１９6０年代半ばにかけて、
ちひろは「キンダーブック」や「こども
のせかい」などの絵雑誌の仕事を中心に
描いていました。
この時期の作品は、幅広い色相の色を
１枚の絵のなかにバランスよく配置して
いるのが特徴です。「十五夜の子どもた
ち」（図 ３）では、色とりどりの服を着
た子どもたちが登場します。浴衣の紅葉
の朱色は、青い背景と響き合い、一層鮮

やかに感じられます。
雨の表現の変遷
ちひろは好んで雨の風景を描きまし

た。色や形としてとらえることの難しい
「雨」を表現した作品には、各年代の技
法の特徴を見ることができます。
１９５8年の「あまやどり」（図 ４）で

は、雨を細い線であらわしています。紫
陽花の緑葉には白い線で、花の上には水
色の線で描いています。
１９6０年代以降、ちひろは、水彩絵の具

が水に溶けて広がる「にじみ」の技法を
発展させていきました。

「小犬と雨の日の子どもたち」（図
５）では、絵の具の顔料が溜まることで
できるにじみの際の線を縦方向に入れな
がら、雨を印象的に描き出しました。
１９７０年代の作品（図 ２）では、水をた

っぷりと使い、淡い色を画面全体に大胆
ににじませています。水彩が生み出す偶
然性を駆使し、雨を表現しています。
ちひろの白―光・風・空気を描く
「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
ちひろは語っています。
１９6０年代後半以降、ちひろは、濃淡の

変化をつけた色面に、紙地を残して形を
白く浮かび上がらせる「白抜き」の技法
を効果的に使って描くようになりまし
た。黄土色の色彩のなかに、白いシルエ
ットの少女がたたずむ「光と風のなか
で」（図 １）では、抽象的な色面から、
少女が感じている風の心地よさや光のき
らめきまでもが感じられます。
� （宍倉惠美子）

した絵本です。そこには、次に生まれて
くる長女への想いもあったといいます。
土のなかで眠るふきちゃんは、母親の胎
内で生まれるのを待つ子どもの姿と重な
り、人間も植物も共にもつ生命の神秘を
表現しているようです（図 １）。
田島はこの絵本のための絵を描き終

え、出版を待つだけのとき、再度すべて
の場面を １年かけて描きなおしました。
先に描いた作品からは、同じ場面でもさ
まざまな構想があったことが伺えます。
本展では、その習作も原画とともにご紹
介します。
最近の作品から
絵本に限らず幅広い創作活動を行って

いる田島の近年の作品から １点を紹介し
ましょう。２０１９年に描かれた、タブロー
作品「嵐のなかを行く母と姉弟」（図
２）です。田島はドイツの画家ケーテ・
コルヴィッツの、母子を描いた作品への
オマージュのつもりだったと語っていま

す。風や雨に向かって子を守りながら進
む母には人間を超えた力強さが感じら
れ、その気迫に圧倒されます。
これから
過去の作品よりも、最新の作品を見て

ほしいと語る田島。春の展覧会では彼の
「今」に注目しましたが、秋の展示で
は、さらに ７月に出版された『つかまえ
た』に続く『うめ木さん』の試作など、
田島の「これから」も紹介します。
� （松方路子）図 １　田島征三『ふきまんぶく』（偕成社）より　１９７４年

図 2　田島征三　嵐のなかを行く母と姉弟　20１９年

●２０２０年９月４日（金）～１１月３０日（月）

ちひろ　色のない色
主催：ちひろ美術館、信濃毎日新聞社
協賛：株式会社ジャクエツ

図 ５　小犬と雨の日の子どもたち
　　　１９6７年

図 ３　十五夜の子どもたち
　　　１９6５年

図 ４　「あまやどり」　１９５8年

図 １　光と風のなかで　１９68年 図 2　黄色い傘の子どもたち
　　　１９７１年

●２０２０年９月４日（金）～１１月３０日（月）

〈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―
主催：ちひろ美術館、信濃毎日新聞社
協賛：株式会社ジャクエツ
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ちひろが描いた数多くの子どもの絵に
は、時を経ても変わることのない尊いい
のちそのものがとらえられています。本
展ではちひろが見つめた子どもの心と、
絵に托した想いを探ります。
いのちを育みながら
１９４７年、疎開先の長野県松本市から単
身で上京したちひろは画家を志して絵の
研鑽に励みました。１９５０年に結婚し、翌
年には、息子が生まれます。駆け出しの
画家だったちひろにとって、仕事と育児
の両立は容易ではありませんでしたが、
最愛の息子の成長を見守るなかで、その
筆致は飛躍的にのびやかになっていきま
す。ちひろが、息子やその友だちに話し
かけるようにして描いた子どもの絵に
は、現実の子どもへの共感があらわれて
います（図 １）。１９５０年代後半以降、ち
ひろは子ども向けの雑誌や本を舞台に活
躍の場を広げていきました。
画家として多忙を極めるようになって

ちひろ美術館は世界の絵本画家たちの
絵本の魅力を伝えていますが、本展では
少し角度をかえて、絵本の世界を飛び出
した創作活動を紹介します。
エフゲーニー・ラチョフは、動物を主
人公にしたロシア民話の絵本で、日本で
もよく知られている画家です。シベリア
で野生の動物に親しんで育ったラチョフ
は、動物の形や動きを知り尽くしていま
した。「林の中を歩くのが好きで、枝や、根
を眺めていると、自然に動物の形が見え

てくる」といい、この今にも駆け
だしそうな鳥も、林で拾った木に
手を加えてつくられました（図１）。
レオナルド・ダ・ヴィンチやラ

ファエロ等著名な画家たちの人生
を描いた絵本が日本でも翻訳出版
されているビンバ・ランドマン。
『ジョットという名の少年　羊が
かなえてくれた夢』は、ルネサン
スの出発点にたつ画家・ジョット
の少年時代を描いた絵本です。彼
女はこの絵本の全場面を三連祭壇画の形
に再構成し、伝統的なテンペラの技法を
用いて描きました（図 ２）。よく見る
と、師のチマブーエからジョットがテン
ペラの手ほどきを受ける場面も描き込ま
れています。この作品は聖書の物語を祭
壇画に描いたジョットへのオマージュで
もあるのでしょう。
ほかにも、紙という素材の魅力を自在

に引き出すクヴィエタ・パツォウスカー
（チェコ）や、木やブリキなどの素材を
用いていきいきした動物をつくり出すユ
ゼフ・ヴィルコン（ポーランド）、愉快
な人や動物を流木からつくり出した荒井
良二（日本）の作品も紹介します。 ５人
の個性的な画家たちの、自由な発想から
生まれた造形をお楽しみください。
� （上島史子）

●ちひろ美術館・東京での展覧会

からも、絵の子どもに語りかけながら描
くスタイルは変わりませんでした。１９７１
年に社会科の副読本を手がけた際、編集
者の目前で「この子は絶対に落っこちる
わよ。見ててごらんなさい」と語りなが
ら、子どもたちが登り棒をする場面を描
いたといいます（図 ２）。ちひろ自身の
内側には、子ども時代の感性も生きづい
ていたのかもしれません。

図 ３　�はだかんぼ『おふろでちゃぷちゃぷ』
　　　（童心社）より　１９７0年

絵本に描かれた子どもの心
あかちゃん絵本『おふろでちゃぷちゃ

ぷ』も、ちひろが、あかちゃんのことば

をひとりごとのようにつぶやきながら描
いたといわれています。観察力とデッサ
ン力に加え、息子を育てた実感を込めて
描いたあかちゃんの姿（図 ３）は、世代
を超えて賛同を得て、刊行から５０年を経
た現在、２００万部を超えるベストセラー
となっています。
平和な光景のなかにいる子どもを描き

続けたちひろが、晩年、いのちをかけて取
り組んだのが絵本『戦火のなかの子ども
たち』です。ちひろは自身の戦争体験を
もとに、戦場にいる子どもたちに想いを
寄せ、その傷ついた心を描きました（図
４）。あとがきに、次のように記してい
ます。「戦火のなかでこどもたちがどう
しているのか、どうなってしまうのかよ
くわかるのです。こどもは、そのあどけ
ない瞳やくちびるやその心までが、世界
じゅうみんなおんなじだからなんです。」
最後まで子どもを慈しみ続けたちひろ

の声は今も切実に響きます。�（原島恵）

●２０２０年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
主催：ちひろ美術館
協賛：株式会社ジャクエツ

●２０２０年１０月１7日（土）～２０２１年１月３１日（日）

ちひろ美術館コレクション　絵本の世界を飛び出して
主催：ちひろ美術館
協賛：株式会社ジャクエツ

図 2　のぼり棒　１９７１年

図 １　ゆびきりをする子ども　１９66年

図 ４　シクラメンの花のなかの子どもたち
　　　『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）より　１９７３年

図 １　エフゲーニー・ラチョフ（ロシア）　走る鳥　１９6５年

図 2　�ビンバ・ランドマン（イタリア）　三連祭壇画『ジョットと
いう名の少年　羊がかなえてくれた夢』　2002―200３年
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●活動報告

新収蔵
作品紹介
③

いわさき�ちひろ
草むらの少年　１９７１年

Book�Illustrators�Gallery�２０２０�/�The�Best�in�Heritage�２０２０

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―１2年の軌跡」の開催を機に
2つの作品が寄贈されました。前
号に続くもう １点が「子どものし
あわせ」１９７１年 ５ 月号の表紙とし
て描かれた「草むらの少年」で
す。ちひろはこの作品を気に入
り、額装してアトリエに飾ってい
ましたが、ある日訪ねてきた青年
に贈りました。青年は学生時代か
ら少し年上の素敵な人生の先輩と
して憧れの気持ちでいわさきちひ
ろとその夫・松本善明を見つめて
いたといいます。そして青年が結
婚してからも親交は深まり、子ど
もの誕生を祝ってちひろからこの
作品を譲り受けたそうです。

草むらの向こうからふいに姿を
あらわした少年が、今にも動き出
しそうです。同年に描いた絵本
『ことりのくるひ』に登場する少

年のイメージとも重なります。素
早く大胆な筆勢は、ちひろが20代
につちかった書道の筆運びを思い
起こさせます。� （徳永美幸）

●安曇野ちひろ美術館での展覧会

国外への移動や外国の人たちとの交流
が制限された今年の春以降ですが、当館
は世界に向けて、いろいろな方法で、絵
本やちひろ美術館について発信する機会
を得ることができました。
AFCC BIG 2020
AFCCとは、シンガポールで毎年開
催される、アジア子どものコンテンツフェ
スティバル（Asian�Festival�of�Children’s�
Content）の略。当館は、２０１４年以来、
研究発表や、展示などさまざまな形で関
わってきました。昨年末、本フェスティ
バルの組織委員であるシンガポールブッ
クカウンシルより、今年のフェスティバ
ルのために、今までカントリーオブフォ
ーカスとなった国々からキュレーターを
募り、その国で過去 １年に出版された絵
本で最も良いと思うものを、１０冊まで選
び、そこから １場面ずつ選んでほしい、
と依頼を受けました。当館の学芸員 ４名
で共同キュレーターを引き受けることと
なり、討議を重ね、１０冊を選定しまし

た。当初はシンガポール国立図書館に
て、選ばれた場面が複製画で展示される
予定でしたが、春にコロナの影響が全世
界 に 広 が り、BIG（Book�Illustrators�
Gallery：本のイラストレーターのギャ
ラリー）は、初めてデジタル版で展示・
公開されることになりました。アジアの
6ヵ国から、選ばれたキュレーターたち
が推薦する絵本、画家の紹介などが下記
でご覧いただけます。
https://afcc.com.sg/２０２０/big-gallery/
category/country-of-focus

また、展示の立ち上げを記念して、オ
ンラインの討論会（ラウンドテーブル）
が開催され、 ７ヵ国を同時につないで、
「よい絵本のイラストレーションと
は？」など深い議論がライブで配信され
ました。
The Best in Heritage 
The�Best�in�Heritage�とはクロアチア
で１8年前から、世界中のさまざまな賞を
受けた博物館・美術館や、遺産保存のプ
ロジェクト関係者たちが自分たちの取り
組みを発表するために行われる会議で
す。国際博物館会議（ICOM）も共催者
となっています。本来であれば、現地で
行われるはずの会議が、今年は全てデジ
タルに変更。今年日本博物館協会賞を受
賞した当館は、副賞として、本会議への
参加に推薦され、当館の理念や歴史、活
動を発表しました。今年のサイトは秋ま
でには完成される予定です。
https://www.thebestinheritage.com/
� （松方路子）

本展では、ちひろ美術館のコレクショ
ンのなかから、画家が趣向を凝らして描
いたふしぎな生き物たちを紹介します。
キューバの画家マルティネスは、実在
の動物のさまざまな体の部位を組み合わ
せて、この世には存在しない動物を創作
しました。この作品には ２匹の動物が描
かれています。犬と猫と思いきや、犬の
頭には水牛の角、鼻にも輪っかがついて
います。足もよくみると蹄がある動物の

もののようです。猫の顔には鳥のような
足が。どんな動物の部位が隠れているか
を探すのも楽しい作品です。
ほかにも、アルビーン・ブルノウスキ

ー（スロヴァキア）やマウリツィオ・オ
リヴォット（イタリア）が描いたドラゴ
ンをはじめ、巨人や人魚、河童など、各
地の伝説に登場する生き物を、画家が想
像力をふくらませて描いた作品も展示し
ます。� （矢野ゆう子）

エンリケ・マルティネス・ブランコ（キューバ）
動物シリーズ　No/28　１９９0年

●２０２０年９月４日（金）～１１月３０日（月）

ちひろ美術館コレクション　ふしぎな生き物
主催：ちひろ美術館、信濃毎日新聞社
協賛：株式会社ジャクエツ

雑誌「子どものしあわせ」
１９７１年 ５ 月号（草土文化）

BIGのサイトより
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安曇野
美術館
日記

6月24日（水）
開館再開に向け、夏の展覧会の展
示替えを行う。ショーン・タン展
の作品が展示室に並ぶと、その繊
細な表現と独創的な世界にスタッ
フからも感嘆の声が。展示室内の
ソーシャルディスタンスを確保
し、安全に鑑賞していただけるよ
う、絵と絵の間隔を広く取るな
ど、新型コロナウイルス感染予防
策を展示室や館内各所に施した。
6月27日（土）
４ 月１8日から臨時休館していた
が、７0日ぶりに今日から再開。開
館時間の前からお客さまがエント
ランスで待っていてくださり「開
館を楽しみにしていました！」と
うれしいことばをかけていただ
く。また「再開のお祝いに！」と
花束を抱えてご来館くださる方

も。お客さまをお迎えできる喜び
をかみしめる一日となった。
7月5日（日）
休業中の絵本カフェでは、松川村
のご厚意により、「松川村の天然
水」のペットボトルを １日20本配
布している。喉を潤しながらくつ
ろぐお客さまの姿が見られる。
7月13日（月）
安曇野ちひろ公園・体験交流館か
ら、かごいっぱいのきゅうりが届
く。公園内の農園では ９月１５日ま
で予約制で夏野菜の収穫体験がで
きる。きゅうり、とうもろこし、
ミニトマトなど、採りたて野菜の
みずみずしさを多くの方に味わっ
てもらいたいと今年は特に思う。
7月19日（日）
５ 月末に田植えをしてから、約 １
ヵ月半。安曇野ちひろ公園内にあ

る田んぼの稲が青々としてきた。
無農薬栽培のため、雑草も良く育
つ。公園スタッフは、夏の陽射し
のなか、草取りに精を出す日々。
秋には、収穫した新米を子どもた
ちと共にはんごうすいさんで味わ
うイベントを予定している。

7月25（土）
４ 連休は、家族連れでにぎわい、
子どもたちの元気な声が館内に響
いた。休日を親しい人と共に美術
館で過ごせる平穏な日常が続くよ
うに。子どもたちの笑顔が絶える
ことのないようにと切に願う。

窓
３月26日、日本赤十字社が出したメッ

セージ「新型コロナウイルスの ３つの顔
を知ろう！～負のスパイラルを断ち切る
ために～」。 ３ つの顔とは、 １ つめが
「病気」そのもの。 2つめは「不安と恐
れ」、 ３つめは「嫌悪・偏見・差別」。
新たなウイルスが発見されて間もない

今、実態がわからず効果的なワクチンも
未開発ですから不安は増します。その気
持ちを増幅させるのが、日々飛び交う大
量の情報。何とかウイルスの正体を知ろ
うと懸命に情報収集した挙句、真偽が定
かでないニュースに恐怖を募らせる。
その恐怖心を落ち着かせるために、人

はだれかに、なにかに理由を求め、攻撃
することで心の安定を図ろうとする。実
際に、感染者やその家族、医療従事者、
さらには、生活習慣や感染防止の取り組
み方が違う人、在日外国人や感染予防対
策が行き届かない環境に置かれた人たち
が攻撃のターゲットになっています。
一方、裏返しのように、「感染するのも
怖いけど、感染したことを謝らなければ
いけないのが怖い」という書き込みがＳ
ＮＳにありました。自分が「嫌悪・偏見・差
別」の対象となる恐怖がそこにあります。
いわさきちひろが生まれたのは、世界
的にスペイン風邪が大流行した１９１8年の

１2月。それから ３年間に、日本だけでも
2３80万人が罹患し３8万 8 千人が亡くなり
ました。当時の写真にもマスク姿の人々
が見られます。多くの専門家が語る通
り、効果的な予防法や治療薬がみつから
ない段階では、感染症の防御策の基本は
１00年前とあまり変わらない。つまり、「マ
スク」「手洗い」「密の回避」。そして、パ
ンデミックの不安と恐怖が生む分断と差
別も時代時代で繰り返されてきました。
自分だけは安全、ということはあり得

ないのがパンデミック。理性を持って、
分断ではなく互いに手をつないで終息に
向かっていきたいと思います。

「新型コロナウイルスの ３つの顔」
竹迫祐子（公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長

東京
美術館
日記

6月16日（火）
20日からの開館再開に向け、新型
コロナウイルス感染症の対策とし
て、消毒液やアクリル板の設置、
入館受付レジや館内の椅子の配置
の見直しなどの準備を、連日行っ
ている。今日は、スタッフミーテ
ィングを開催。新設した受付レジ
の使い方や誘導の導線を確認し、
ロールプレイ形式の練習を行う。
6月20日（土）
３ 月28日からの8４日間の臨時休館
を経て、今日から開館。初日は、
6３名のお客さまをお迎えした。
「今日から再開なので来ました。
コロナが収束したら家族で来館し
たいです。」「やっとちひろの絵に
出会えて、感無量です。」との声
に、よろこびもひとしお。
7月16日（木）
Twitter や Facebook などの公

式アカウントで、当財団の支援会
員制度を紹介したところ、ご寄付
が届く。「子どものしあわせを願
い、微力ながら活動を応援しま
す。」「幼い子どもたちに絵本を届
けてあげてください。早く出会え
るほど、人生が豊かになりますか
ら……。」と、書き添えられたあたた
かいメッセージを読み、多くの方の
支えに深く感謝するとともに、ちひ
ろの願いである世界中の子どもの
しあわせと平和の実現のため、さら
に充実した活動をと励まされる。
7月21日（火）
202１年度ちひろカレンダーの販売
開始。来年の表紙は、大判カレンダ
ー（壁掛け型）が「バラと少女」、ポ
ストカードカレンダー（卓上型）が
「緑の幻想」。並べると、ミュー
ジアムショップが華やいだよう。
8月1日（土）

長かった梅雨が明け、朝から快
晴。大きく枝葉を広げた、庭のけ
やきの葉が、陽光に輝いている。
8月4日（火）
いつもは多くの子どもたちが遊ぶ
こどものへや。おもちゃがお休み
のなか、少しでも居心地のよい空間
にと、20１8年の生誕１00年記念Life
展でコラボレーションした、トラ
フ建築設計事務所の空気の器を天
井から吊るしている。この日、ち
ひろのにじみを表現したというク
ッション、ポリモックスツールを
置いたことで、さらにカラフルな
空間に。図書室の絵本を読んでい
ただくのにも、おすすめの場所。
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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
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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）

〒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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〈安曇野ちひろ美術館での展覧会〉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―…❷／〈ちひろ美術館・東京での展覧会〉子どもの心を見つめて　いわさきちひろ展／ちひろ美術館
コレクション　絵本の世界を飛び出して…❸／〈安曇野ちひろ美術館での展覧会〉ちひろ美術館コレクション　ふし
ぎな生き物／〈活動報告〉Book Illustrators Gallery 2020 / The Best in Heritage 2020 ／新収蔵作品「草むら
の少年」…❹／東京美術館日記／安曇野美術館日記／窓「新型コロナウイルスの ３ つの顔」…❺

新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み、例年、館内で開催して
おりました活動報告会は、10月 1 日より、会員様限定でオンライン配
信を予定しています。スマートフォン、パソコン、タブレットなどイ
ンターネット接続が可能な機器であればご視聴いただけます。 
公式サイト等をご確認の上、ぜひご視聴ください。

●支援会員制度2019年度活動報告会
ちひろ美術館（公益財団法人いわさきちひろ記念事業団）では、活動
をご支援いただく「支援会員制度」を設けています。お寄せいただい
た寄付金は、絵本文化の発展のために、散逸しやすい絵本原画の収集
・保存・研究・展示公開、地域の学校との連携活動や出前授業、出張
美術館などの教育活動や、国内外での絵本文化の支援活動等に使わせ
ていただきます。

●支援会員制度のご案内

〈館外での展覧会〉

会場：静岡市美術館（静岡県）
　　　TEL.054―27３―1515
会期：2020年10月 ３ 日（土）～11月29日（日）
主催：静岡市、静岡市美術館、指定管理者（公財）静岡市文化振
興財団、ちひろ美術館、Daiichi-TV
日本の絵本の可能性を大きく切り開いた絵本画家・赤
羽末吉（1910―1990）。本展ではちひろ美術館所蔵の絵
本原画とともに、取材時のスケッチや写真、制作過程
の貴重な資料など約３00点を通して、赤羽末吉の画業
の全体像を紹介します。

●生誕110年・没後３0年
　絵本画家・赤羽末吉展
　『スーホの白い馬』はこうして生まれた

会場：「ちひろの生まれた家」記念館（福井県）
　　　TEL.077８―６６―7112
会期：2020年 9 月1８日（金）～11月３0日（月）
主催：越前市観光協会・ちひろ美術館
ちひろは絵本画家として活躍するなかでも、くらしのなかで自
分らしく装い、住まいを心地よくしつらえ、折に触れて自然と
親しむことを楽しんでいました。本展では、ちひろが慈しんだ
くらしが映し出されている作品を、ピエゾグラフでご紹介します。

●ピエゾグラフ展　ちひろ　くらしのなかで

会場：酒田市美術館（山形県）TEL.02３4―３1―0095
会期：2021年 1 月３0日（土）～ ３ 月14日（日）予定

●いわさきちひろ　ピエゾグラフ展

枯れ葉と赤い服の少女　１９７１年

●2021年開催予定の展覧会
2020年の臨時休館に伴い延期した展覧会を2021年に開催する予定です。展覧会情報は、決まり次第公式サイトにてお知らせします。

型絵染作品を制作し、活動・活
躍していた田島征彦が ３ 年もの
取材をかけてつくり上げた初め
ての絵本が『祇園祭』（197６）
でした。この作品は同年当時の
チェコスロヴァキアで開催され
ていたブラティスラヴァ世界絵
本原画展にて金牌を受賞しま
す。以後、絵本や染色、版画と

制作を続ける田島は、祇園祭をさまざまな形で現在まで表現
してきました。本展では、田島の絵本の原点ともいえる、『祇
園祭』に焦点をあて、田島征彦の作品の魅力に迫ります。

田島征彦『祇園祭』展

田島征彦　『祇園祭』（童心社）より
20１6年

50歳のときに発表した『かさ
じぞう』に始まり、今も読み
継がれる数多くの絵本を描
き、日本で最初に国際アンデ
ルセン賞画家賞を受賞した赤
羽末吉。物語の確かな解釈と
類まれな演出力、日本や中国
の風土や伝統的な文化への深
い造詣、格調高く、かつ童心

に届く詩情に富んだ絵画表現などを備えた赤羽は、まさに天性の
絵本画家といえる人でした。本展では、赤羽がたどった絵本画家
への道を、絵本の原画やスケッチ、数々の資料からひも解きます。
※掲載内容は、予告なく変更することがございます。

赤羽末吉展　絵本への一本道

赤羽末吉　『かさじぞう』（福音館書店）より
１９60年

日時：2020年 9 月1３日（日）・11月 ８ 日（日）14：00～1６：00
場所：安曇野ちひろ美術館　多目的ギャラリー
参加費：無料（入館料のみ）　定員：20名
申し込み：要事前予約（公式サイト、TEL にて受付）
※聴覚障害者対応・日本語字幕つき

〈田島征三展　関連イベント〉
●映画『絵の中のぼくの村』上映会

このほか、ちひろ美術館（東京・安曇野）では、今後、オンラインで
楽しめるイベントを予定しています。決まり次第、詳細は公式サイト
でご案内します。

共催：松川村図書館　10月開催予定

●田島征三＆ふき親子
　『ふきまんぶく』トークライブ（オンライン）

●おうちで楽しむちひろ美術館
ちひろ美術館公式サイト内
に、世界中のご自宅からちひ
ろ美術館をお楽しみいただけ
る「おうちで楽しむちひろ美
術館」がオープンしました。
いわさきちひろの作品や、ち
ひろ美術館について紹介して
います。どうぞごゆっくりお
楽しみください。

https://chihiro.jp/enjoyathome/jp/ 絵をかく女の子　１９７0年


