PRESS RELEASE

ちひろ

雨の日

2022年6月4日（土）〜 9月4日（日）
会場：安曇野ちひろ美術館

晴れの日

展示室 1

主催：ちひろ美術館
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緑の風のなかの少女

1972年

雨、光、風 ＿＿
ちひろが描く空模様

1-2

会期

遊ぶ姿や、明るい陽射しをあびて遊ぶ子どもを描いた作

みください。

2022年6月4日（土）〜 9月4日（日）
※会期は予告なく変更になる場合があります。

○休館日＝水曜日（祝休日開館、翌平日休館）

女の不安な気持ちを雨にうるむ情景に重ねた『あめのひ

のさまざまな表情を繊細にとらえた作品の数々をお楽し

晴れの日

○開館時間＝10：00 〜 17：00

品を、水彩の技法解説もあわせて紹介します。また、少

の表現にも注目します。もっとも身近な自然である天気

雨の日

絵本から飛び出せ！動物たち

光や空、濡れた色を映し出す雨の情景などを、みずみず

わびる少女の心情を描いた『ぽちのきたうみ』などの絵本

ちひろ

ちひろ美術館コレクション

ちひろは、季節や時間帯によって多彩な表情を見せる

のおるすばん』
、光輝く夏の空と海を背景に、愛犬を待ち

1969年

展覧会基本情報

展覧会名

しい感性で描きました。本展では、雨のなか傘をさして

傘と子どもたち

料金

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、学生の方
は700円／障害者手帳ご提示の方、介添えの
方1名まで無料／年間パスポート3000円

PRESS RELEASE
展覧会の見どころ

雨ににじむ色

雨が降ると、見慣れた風景がいつもとは違った表情を見せます。街並み
は雨の向こうに透け、地面は水鏡となって周囲の色を映し出します。ち
ひろは好んで、色とりどりの傘をさした子どもたちの姿を、水にうるん
だ情景のなかに描いています。年代を追いながら雨の表現の変遷をたど
ります。

光や風を描く

ちひろは、雨上がりの雲間から差し込む光や、真夏の強い日射しなど、
さまざまに移ろう光を、淡い色彩や紙の白を生かして表現しています。
ちひろの絵からは、光や風、肌で感じる空気までもが伝わってくるよう

です。『ぽちのきたうみ』では、愛犬を待ちわびる少女の心情や、小犬と
海辺を走るよろこびと呼応するように、光輝く夏の空や海が色鮮やかに
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夏草のパーティー

1972年
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海の夕焼けと手紙をかく少女
『ぽちのきたうみ』
（至光社）より

表現されています。
水彩技法にも注目

ちひろは透明水彩絵の具の特性を生かして、さまざまな天気の表情をと
らえています。雨の風景を描くのに、絵の具をたっぷりの水で淡くにじ
ませて、透明感のある色を生み出しました。一方、筆勢を駆使したかす

れたタッチで、夕焼けに染まる空を表現したりもしています。水彩技法
に注目し、ちひろの絵のひみつに迫ります。

出展作品数
主な出展作品

約70点
「あまやどり」 1958年／傘と子どもたち 1969年／緑の風のなかの少女

1973年

1972年／十五夜の月 1965年／『あめのひのおるすばん』
（至光社）より

1968年／『ぽちのきたうみ』
（至光社）
より 1973年／『花の童話集』
（童心社）
より 1969年 ほか

いわさきちひろ
（1918 〜 1974）

福井県武生
（現・越前市）
に生まれ、

東京に育つ。東京府立第六高等女

学校卒。藤原行成流の書を学び、
絵は岡田三郎助、中谷泰、丸木俊

に師事。40冊あまりの絵本のほか、
教科書やカレンダー、広告など主

に印刷物での仕事を中心に活躍。
子どもを生涯の

テーマとして描

き、約9600点の
作品を残す。

1- 5 「あまやどり」 1958年

図版について
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十五夜の月

1965年

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「広報用作品画像データ貸出依頼書 兼 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。
※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。
※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。
※掲載紙／誌をご送付ください。

お問い合わせ

c hihir o . j p

安曇野ちひろ美術館
広報担当 畔栁・宗像・田

・松本

〒399-8501 長野県北安曇郡松川村西原3358-24
TEL.0261-62-0773（業務用） FAX 0261-62-0774
E-mail：apublicity@chihiro.or.jp
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ちひろ美術館コレクション

絵本から飛び出せ！ 動物たち
2022年6月4日（土）〜 9月4日（日）
会場：安曇野ちひろ美術館

展示室 3・4

主催：ちひろ美術館
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あべ弘士（日本）『ライオンのながいいちにち』
（佼成出版社）より

2003年頃

地球をぐるり！
「絵本動物園」へようこそ！
地球上に生きる動物たち。アフリカのサバンナに生き
るライオンやヌーの大きな群れ、ユーラシア大陸・針葉
樹林のキツネやヒグマ、ツンドラのトナカイ、一年中雪
と氷に覆われた極地でたくましく生きるホッキョクグマ
どによって、多様な種に分かれた動物たちは、それぞれ
がユニークな特徴を持っています。
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エフゲーニー・ラチョフ
（ロシア）『てぶくろ』
（福音館書店）より

1950年

動物たちの姿やその生態は、多くの絵本画家をも魅了
しました。ときには写実的に、ときにはユーモラスに、
さらにはイメージをふくらませて、画家が趣向を凝らし
て描いた動物からは、画面から飛び出してくるような、
いきいきとしたいのちの輝きが感じられます。
本展では、ちひろ美術館のコレクションのなかから世界
各国の絵本画家が描いた動物たちを、
「森林」
「サバンナ」
「ジャングル」など、6つのテーマにわけて紹介します。絵
本に登場する魅力あふれる動物たちをご覧ください。
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シビル・ウェッタンシンハ
『かさどろぼう』
（福武書店）より
1986年

PRESS RELEASE
展覧会の見どころ

いろどりさまざま40種

35の国と地域211人の画家による27,400点におよぶちひろ美術
館のコレクション。そのなかには、動物を描いた作品も数多
く含まれています。本展では、わたしたち人間と同じ哺乳類

を中心に、
「ヒグマ」「ライオン」「シマウマ」
「イエネコ」など、
およそ40種の動物たちが登場します。

『ライオンのながいいちにち』の原画を一挙公開

あべ弘士による絵本『ライオンのながいいちにち』
（佼成出版社

／ 2004年）は、ライオンの父子が気ままにサバンナを散歩する

物語。旭山動物園の飼育係という経歴をもつ画家がアフリカで

体験した雄大な大地と、そこに暮らす野生動物を描いた絵本の
原画を多数出品します。
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ミルコ・ハナ―ク（チェコ） 鹿

1969年頃
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ユゼフ・ヴィルコン
（ポーランド）
ジャン・ギャバン 1991年
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クラウス・エンヅィカート
（ドイツ）
『4人の子ども、世界をまわる』
より 1990-1992年

動物を見分けてみよう！

動物たちは、それぞれが持つ体の特徴から「種」というグループ

に分けられています。同じサイでも、
角が1本のサイはアジアに、

大きな2本角のサイはアフリカに生息し、別の種に分けられま

す。絵をじっくり見ながら、描かれた動物の名前と特徴を考え
る参加型のコーナーも設けます。

出展作品数
主な出展作品

約80点
あべ弘士（日本）
『ライオンのながいいちにち』（佼成出版社）より

2003年頃

エフゲーニー・ラチョフ（ロシア）
『てぶくろ』（福音館書店）より 1950年
シビル・ウェッタシンハ（スリランカ）
『かさどろぼう』（福武書店）より 1986年
ミルコ・ハナ―ク（チェコ）
鹿 1969年頃
ユゼフ・ヴィルコン（ポーランド）
ジャン・ギャバン 1991年
クラウス・エンヅィカート（ドイツ）
『4人の子ども、世界をまわる』より 1990-1992年
ボロルマー・バーサンスレン（モンゴル）
『ぼくのうちはゲル』（石風社）より 2004年
安泰（日本）
『スイッチョねこ』（フレーベル館）より

図版について

1975年

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「広報用作品画像データ貸出依頼書 兼 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。
※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。
※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。
※掲載紙／誌をご送付ください。

お問い合わせ

c hihir o . j p

安曇野ちひろ美術館
広報担当 畔栁・宗像・田

・松本

〒399-8501 長野県北安曇郡松川村西原3358-24
TEL.0261-62-0773（業務用） FAX 0261-62-0774
E-mail：apublicity@chihiro.or.jp
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I N F O R M AT I O N
「ちひろ

雨の日

晴れの日」 展示関連イベント

ちひろの水彩技法体験「空を描こう」
日時：7月3日（日）14：00 〜 15：00

会場：安曇野ちひろ美術館 多目的ギャラリー／参加費：300円
（入館料別）／定員：16名
申し込み：要事前予約（公式サイト、TEL.にて）
開催中の展覧会「ちひろ

雨の日

晴れの日」に関連し、ワークショップを行います。

思い思いに、空を描きましょう！

展示担当学芸員による作品解説もお楽しみください。
いわさきちひろ

「ちひろ美術館コレクション

入道雲

1973年

絵本から飛び出せ！動物たち」 関連イベント

動物園の飼育員さんに聞いてみよう！絵本の動物たちのリアル
日時：6月19日（日）14：00 〜 15：00

会場：安曇野ちひろ美術館 多目的ギャラリー／参加費：無料（入館料別）／定員：30名

申し込み：要事前予約（公式サイト、TEL.にて）／講師：長野市城山動物園・髙田孝慈さん
開催中の展覧会「ちひろ美術館コレクション

絵本から飛び出せ！動物たち」に関連し、長野市城山動物園の

飼育員・髙田孝慈さんをお招きして、トークイベントを行います。動物と一番身近に接している飼育員さん
から、動物園の仕事についてのお話や、作品に登場する動物たちのリアルな素顔を教えてもらいます。

絵本のじかん

日時：毎月第2・4土曜日

11：00 〜 11：30

会場：安曇野ちひろ美術館／参加費：無料（入館料別）／定員20名／申し込み不要(参加自由）
季節や展示にあわせた絵本の読み聞かせや素話を、親子でお楽しみください。

学芸員によるスライドトーク

日時：毎月第4土曜日 14：00 〜 15：00（14：00 〜 ちひろ展／ 14：30 〜 コレクション展）

会場：安曇野ちひろ美術館／参加費：無料（入館料別）／定員：20名／申し込み：不要（参加自由）
学芸員が開催中の展覧会の見どころを、スライドを用いてわかりやすく解説します。

安曇野ちひろ公園

おでかけホリデー

いわさきちひろ

みつめる子どもたち

1969年

イベント

安曇野ちひろ公園にて、5月〜10月の毎月第4土曜日に開催します。
調理体験や火おこし体験、野菜の収穫におさんぽ会やマルシェなど
楽しいイベントが盛りだくさん！

夏のイベント

・7/23（土）トットちゃんの夏祭り

・8/20（土）トットちゃんの肝だめし
新型コロナウイルスの感染拡大の状況や雨天・天候不良の場合は
中止させていただくこともあります。

イベントの最新情報は、安曇野ちひろ公園までお問合わせください。TEL.0261-85-8822

いわさきちひろ

ねぎぼうずと麦と子どもたち

1960年代半ば

最新情報は、安曇野ちひろ公園の公式サイトをご覧ください。chihiro-park.org

※上記のイベントおよび開館情報、会期、展示名は予告なく変更になる可能性がございます。最新情報につきましては、公式サイトをご覧いただくか、
お電話でお問い合わせください。みなさまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お問い合わせ

c hihir o . j p

安曇野ちひろ美術館
広報担当 畔栁・宗像・田

・松本

〒399-8501 長野県北安曇郡松川村西原3358-24
TEL.0261-62-0773（業務用） FAX 0261-62-0774
E-mail：apublicity@chihiro.or.jp

