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●安曇野ちひろ美術館での展覧会

ちひろは、季節や時間帯によって多彩
な表情を見せる光や空、濡れた色を映し
出す雨の情景などを、みずみずしい感性
で描きました。本展では、雨のなか傘を
さして遊ぶ姿や、明るい日差しをあびて
遊ぶ子どもを描いた作品などを、水彩の
技法にも着目しながら紹介します。
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。「黄
色い傘のふた
り」（図 １）
の背景には、
傘の黄色や長
ぐつの紫、雨

をイメージさせる水色などが、複雑にに
じみあっています。使われている絵の具
の色数は多くはありませんが、たっぷり
と水を含ませ、紙の上でほかの色とにじ
ませることで、透明感のある豊かな色の
バリエーションを生み出しました。
光や風を描く
ちひろは、淡い色彩や紙の白を生かし

て、移ろう光を描きました。「夏草のパ
ーティー」（図 ２）では、草のかすれたタッ
チや余白によって、また左側の少女の服

を描かず紙の白地に消失させることで、
まぶしい光の反射を表現しています。
ちひろが文も手がけた至光社の絵本で

は、主人公の心境と空模様を重ねたよう
な表現がよく見られます。『ぽちのきた
うみ』では、夏休みの旅先で愛犬の到着
を待ちわびていた少女が、小犬とともに
海辺を走るシーン（図 3）が印象的で
す。少女のよろこびと呼応するように、
夏の海と夕暮れの空が色鮮やかに描かれ
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。� （山田実穂）

地球上に生きるさまざまな動物たち。
森のなかひっそりと暮らすアナグマや
イノシシ、アフリカのサバンナを闊歩す
るライオンやヌーの大きな群れ、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——。変化に富んだ複
雑な生息環境や、人との関わりによって
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。本
展では、ちひろ美術館コレクションのな
かから、世界の絵本画家が描いた動物た
ちを「森へ」「ジャングルの暮らし」「サ
バンナのなかま」「ちいさいがいっぱい」
「人の一番近くで」「人の暮らしとともに」
の ６つのテーマに分けて紹介します。
森へ
ユーラシア大陸北部に広がる針葉樹林
や温帯林には、キツネやシカ、ヒグマな
ど、広い地域で共通した動物が多く見ら
れます。陸続きだった時代があるため、
日本にもこうした共通種が存在します。

図 １　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

エフゲーニー・ラチョフが描いたウク
ライナ民話の絵本『てぶくろ』には、わ
たしたちにも馴染み深い動物が、洋服を

着て登場します（図 １）。ラチョフは民
話に登場する動物を、人間の性格や社会
的地位などを暗示し強調した存在である
ととらえ、それを表現するために動物た
ちに民族衣裳を着せています。広大な針
葉樹林とツンドラ（永久凍土に覆われた
極寒の草原）が出会うロシアの美しい自
然のなかで少年時代を過ごし、ウクライ
ナの自然公園で野生動物の観察を続けた
ラチョフは、姿態の特徴をよくとらえた
リアルな動物たちに人間の心を巧みに重
ね合わせています。本展では、当館が収
蔵する『てぶくろ』の原画全 7点を、習
作も含め展示します。
サバンナのなかま
アフリカ大陸中部に位置する、まばら

に木の生えた熱帯の草原・サバンナで
は、ヌーなどの大型草食動物が何千頭に
もおよぶ大きな群れを成し、草を求めて
移動しながら暮らしています。そして、
こうした群れの存在が、ライオンを始め
とする肉食動物のいのちを支えています。

図 ２　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

「生命はぐるぐるまわっている」——
旭山動物園の飼育員という経歴を持つ画
家・あべ弘士は、何度も訪れたアフリカ

の大地で壮大な生命の循環を感じたとい
います。どこまでも続く青い空とサバン
ナ、そのなかで圧倒的な存在感を放つ動
物を大胆な筆致と鮮やかな色彩で描いた
あべの絵本『ライオンのながいいちにち』
の原画を、一堂に展示します（図 ２）。
動物を見分けてみよう！

動物は、それぞ
れが持つ体の特徴
から、「種」とい
うグループに分け
られます。同じサ
イでも、 １本角の
サイはアジアに、
大きな ２本角を持
つサイはアフリカ
に生息し、 ５種が

現存しています。それぞれ口元や皮膚に
違いがあり、外見で見分けることができ
ます。ユゼフ・ヴィルコンは、フランス
の映画俳優ジャン・ギャバンをサイに見
立てて描きました（図 3）。洋服を着て、
俳優の面差しを残したサイにも、ヴィル
コンは動物本来の特徴を細かく描き込ん
でいます。動物写真と見比べながら、作
品を観察するコーナーも設けます。
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。魅力あふれる
動物たちをご覧ください。�（宗像仁美）

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）

ちひろ　雨の日　晴れの日
●２０２２年6月４日（土）～９月４日（日）

主催：ちひろ美術館

主催：ちひろ美術館

図 １　黄色い傘のふたり　１９７１年

図 ２　夏草のパーティー　１９７２年

図 ３　海辺を走る少女と小犬　『ぽちのきたうみ』
（至光社）より　１９７３年

図 ３　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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●ちひろ美術館・東京での展覧会

花と子どもの画家といわれるちひろの
絵には、たくさんの花々が登場します。
自宅の庭で草花を育て、アトリエに鉢植
えを飾るなど、四季折々の花に囲まれた
暮らしを楽しむなかで、花と語らい、花を
慈しむ時間は、創作の源泉となりました。
１９５０年代から６０年代半ばまでのちひろ
の絵には、前景に花を配した作品が多く
あります。「ままごと」（図 １）では、水
彩の濃淡でカーネーションの幾重にも重

なり合う花
弁を表現し
ています。
１９６０年代

半ばころか
ら、より自
由な発想で

花を配した構図が登場します。「あやめ
と少女」（図 ２）では、少女のまわり
に、装飾的にあやめの花の部分だけを描

いています。み
ずみずしくしっ
とりとした質感
のあやめは、少
女の繊細な心情
を想像させま
す。
ベトナム戦争

が激化していた１９7０年代、ちひろは自ら
の戦争体験を重ね、反戦の思いを込め
て、『戦火のなかの子どもたち』を制作
しました。戦火にさらされるベトナムの
子どもたちの姿を描き出したこの絵本の
冒頭には、「そのすきとおった花びらの

なかから　しん
でいったその子
たちの　ひとみ
がささやく」と
いう詩ととも
に、子どもたち
の顔が浮かぶシ
クラメンの花を
描いています

（図 3）。シクラメンはちひろの冬のア
トリエを飾る花でした。その花を見つめ
ながら、いのちを落としていったベトナ
ムの子どもたちを悼み、思いを寄せてい
たことがわかります。
本展では、花の表現の変遷を追いなが

ら、花に映るちひろの感性を探ります。
� （宍倉惠美子）

江戸の草双紙
日本で広く絵本（絵入り本）が読まれ
るようになったのは、江戸時代のこと。
限られた人しか手にできない手描きの写
本が長く続いていましたが、江戸時代に
は木版の技術が進歩して版本が流通する
ようになり、浮世絵師たちの手がける
「草双紙」が盛んに出版されました。

草双紙の先駆けとなっ
たのは江戸時代中期に子
どもへのお年玉として出
版された「赤本」で、古
くから語り継がれてきた
昔話などが題材になりま
した。草双紙は時代が下

るにつれて「黒本」や「青本」、戯作文学の
舞台となった「黄表紙」へと、次第に大人
向きのものに広がり、江戸後期には長編
の「合巻」も出版されるようになりまし
た。活字を用いずに、一枚の版木に絵と
文字を彫る整版で印刷された草双紙は、
絵と文字が一体となって物語を語り、大
人も子どもも夢中にさせたといいます。
西欧文化と童画
長い鎖国から開国した日本では、２６０
年あまり続いた江戸幕府が滅び、１８６８
年、明治へと元号を改めます。新しい国
家体制のもと、欧米を模範とした産業や
教育、文化などの近代化が推し進められ
たこの時代には、西欧美術とともに、当
時イギリスを中心に花開いた絵本の文化
ももたらされました。また雑誌が新メデ
ィアとして普及するなか、子ども向けの
雑誌も出版されるようになりました。な
かでも１９２２年に創刊された絵雑誌「コド

モノクニ」では岡本
帰一や清水良雄、武
井武雄、初山滋ら個
性豊かな画家たちが
活躍しました。純粋
な童心の世界を描い
た彼らの「童画」は、
当時の子どもたちの
憧れでした。

図 ３　初山滋　『コドモエホンブンコ　一寸法師』
（誠文堂）より　１９２８年

しかし１９37年に日中戦争が開戦して戦
時統制が強まると、子どもの本も次第に
戦時色を帯び、戦意高揚に利用されてい
きました。太平洋戦争に突入してからは、
物資も欠乏し、多くのいのちが奪われて、
子どもの本の文化も潰えていきました。
戦後から現代の絵本
敗戦によってＧＨＱの占領下におかれ

た日本では、アメリカの高い水準の絵本

が紹介されるようになりました。そうし
た絵本に影響を受けて、「岩波の子どもの
本」や月刊絵本「こどものとも」など、ひと
つの物語をひとりの画家が描くスタイル
の絵本づくりへの模索が始まりました。
１９６０年代になると絵本を手がける出版

社が増え、『いないいないばあ』や『ス
ーホの白い馬』など、半世紀余りを経た
今も読み継がれるロングセラーが誕生し
ます。絵本は画家たちの新たな表現形式
として注目され、絵も文も手がける絵本
作家も登場するようになりました。今
や、絵本の対象はあかちゃんから大人に
まで広がり、その題材はあらゆるジャン
ルにわたっています。
江戸時代からのおよそ４００年の間に、

印刷や本の形、絵画や文学、子どものと
らえ方などさまざまな要素が絡み合いな
がら絵本は変化してきました。繰り返し
絵本の題材となってきた昔話をみても、
時代によって物語の解釈は変わり、新し
い絵本が生まれています。ちひろ美術館
のコレクションで紹介する江戸時代から
現代までの絵本の歩みと広がりをご覧く
ださい。� （上島史子）

ちひろ美術館コレクション　江戸からいまへ　日本の絵本展
●２０２２年6月２５日（土）～１０月２日（日）

ちひろ・花に映るもの

図 １　赤本『さる
かに合戦』　江戸
時代中期（復刻版）

図 ２　清水良雄　おふね　
児童雑誌「赤い鳥」創刊
号（赤い鳥社）　１９１８年

図 ４　西村繁男『がたごとがたごと』（童心社）より　１９９９年

主催：ちひろ美術館

主催：ちひろ美術館

図 １　「ままごと」　１９６３年

図 ２　あやめと少女　１９６７年

図 ３　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

●２０２２年6月２５日（土）～１０月２日（日）
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●館外展紹介

三重県立美術館（三重県津市）で、い
わさきちひろと、中

なか

谷
たに

泰
たい

をテーマにした
展覧会が開催されます。洋画家の中谷泰
（１９０９―１９９3）は三重県松阪市出身で東京
を拠点に活動しました。洋画団体「春陽
会」へ出品するほか、１９3８年に文展に初
入選し、１９3９年と１９４２年には特選を受賞
して、新進画家として注目されます。こ
のころ、ちひろは中谷の作品に感化され、
自ら志願して弟子入りし、 １年以上にわ
たり油絵の指導を受けました。当時、中
谷がちひろをモデルにして描いたとされ
る油彩も残されています（図）。その後、
戦争が激しくなり、東京の空襲で家を焼
かれたちひろは、長野県松本市に疎開
し、そこで終戦を迎えます。終戦から約
２ヵ月後、ちひろは松本から、東京にい

る中谷に宛てた手紙に
次のように記していま
す。「都会も良いのです
が、たまに上京し展覧
会や映画等見て描いた
絵を直して頂く位にし
ておいてあとは信州に
暮したいような気がします。」しかし、自
身の生き方を見つめ直したちひろは１９４６
年の春、２7歳のときに単身で上京し、新
聞記者の仕事をしながら画家になる道を
模索します。画家の丸木位里・赤松俊子
（後の丸木俊）夫妻が主宰するデッサン会
に参加するなど、貪欲に絵の研鑽に励み
ます。中谷とも東京で再会を果たし、同
じ美術団体にも所属し、展覧会に出す作
品の助言も受けていたようです。戦中か

ら戦後にかけて、ちひろが画家になる過
程を見守った唯一の画家が中谷でした。
１９５０年代の半ばから、ちひろは、子ど

もの本の仕事を増やし、やがて童画家と
呼ばれ、１９６０年代の半ばからは絵本画家
として活躍しました。一方、中谷は炭鉱
や陶土採掘場などの風景作品を描き、そ
こで働き、そこに生きる人々を見つめ、
独自の詩情をたたえた具象画を残してい
ます。ちひろと中谷は、活躍した舞台は
異なりますが、対象に向けられたあたた
かいまなざしに共通するところがありま
す。互いの活動を尊重していたふたりの
交流は、ちひろが亡くなるまで続きまし
た。本展では、ふたりの交流を軸に、今
まで知られてこなかった側面にも光を当
てます。� （原島恵）

いわさきちひろは、長野県北部の黒姫
高原に、赤羽末吉やいぬいとみこなど、
児童文化関係者らとともに、１９６５年に土
地を購入し、翌年に女性建築家の奥村ま
ことの設計により、自宅のほかでは初め
てのアトリエとなる黒姫山荘を建てまし
た。ちひろとまことは、ともに働く自立
した女性であり、一児の母でもあり、そ
れぞれ強い個性をもちながらも、意気投
合します。協議を重ねて完成したアトリ
エをちひろは愛し、東京の喧噪を離れた
自然豊かなこの場で『花の童話集』や
『あかまんまとうげ』などの作品を描き
ました。童心社の編集者だった佐伯靖子
は、ちひろが「この家を設計してくださ

ったのは女の方なの。だから、台所もと
っても使いやすくできているのよ」と語
ったと記しています。
ちひろより１２歳年下のまことは、現在

の東京都練馬区に生まれ、自由学園で学
んだ後、女性としては初めて東京藝術大
学の建築科に入学します。その後、恩師
の吉村順三の設計事務所に入社すると、
持ち前の積極的な性格を発揮して、所員
の給料の値上げや、残業代の支払いを交
渉しました。大学の ２年先輩の奥村昭雄
と結婚したときには、夫婦間の取り決め
を記した「憲法ノート」を作成し、支え
合いながら住宅を中心に多くの設計を手
がけます。仕事で多忙を極めるなかでも

料理の実験をしたり、身の回りのことを
記録したりしていました。まことは、
２０１６年に８５歳で亡くなるまでその人柄で
多くの人を魅了しました。
本展では、女性が自分の意志で仕事を

もち、活躍することが困難だった時代、
草分け的存在ともいえる絵本画家のちひ
ろと、建築家のまこと、ふたりの女性に
注目します。ふたりの接点である黒姫山
荘のアトリエを中心として、それぞれの
人生や暮らしを、
作品、資料、写真
やことばで紹介し
ます。
� （松方路子）

いわさきちひろ展　中谷泰を師として
●２０２２年7月１6日（土）～８月２８日（日）　三重県立美術館（三重県津市）

主催：�三重県立美術館、ちひろ美術館、
中日新聞社

助成：�公益財団法人岡田文化財団、公益
財団法人三重県立美術館協力会

主催：�公益財団法人　ギャラリーエークワッド、
ちひろ美術館

協力：�村上藍（奥村まこと研究者／『奥村まこ
との生涯とその設計』著者）、黒姫童話館

中谷泰 婦人像 １９４２年

奥村まことが設計したちひろ
の黒姫山荘外観

窓
「自分に都合の良い思考、内部の異論

を排除し外部の批判を受け付けない態
度、過度のナショナリズム、敵の動機や
能力を過小評価する上層部の傲慢」に
「文化的・人種的偏見がつきまとう」と
いう点が共通する「戦争の文化」。そう
語るのは、日本近代史、日米関係史学者
のジョン・Ｗ・ダワー。真珠湾攻撃、広
島・長崎への原爆投下、９．１１、イラク戦
争に関する記録や文献を調べ、「戦争」と
いうものの本質を分析しています＊１。
２０２２年 ２ 月２４日、ロシアは（突然）ウ

クライナに軍事侵攻しました。ロシア
は、この侵攻をウクライナ東部のロシア
系住民を守るための「自衛」という名目
ではじめ、日々、ウクライナ各地で民間
人を含む数多くの悲惨な犠牲者を出し続

け、多くの難民を生んでいます。
一方のウクライナは、「母国を守る」ため
に応戦。大統領自らＳＮＳなどで世界に
その惨状を伝え、ウクライナへの支援、と
りわけ武器支援を繰り返し訴え続けてい
ます。世界中からのさまざまな人道的支援
とともに、アメリカなどＮＡＴＯ（北大西
洋条約機構）の国々からは、多くの攻撃的
軍事兵器がウクライナに送られています。
核兵器の使用を含め、いつ、最悪の事態
が起こっても不思議ではないように思わ
れるこの戦争は、必ずしも突然起きたも
のではありませんでした。冷戦終結後、世
界のパワーバランスが微妙に変化するな
かで、２００８年にアメリカがウクライナと
ジョージアのＮＡＴＯ加盟を主張し、以
来、ＮＡＴＯの東方拡大の懸念は、ロシア

を追い込み、ジョージアへの武力行使、
クリミア半島併合へと向かわせました。
この間、私たちにできることはなかっ

たのか？と自問する日々に、高畑勲さん
が紹介した＊２ジャック・プレヴェール＊３

の「君が戦争を欲しないならば、繕え、
平和を」ということばを思い起します。
戦争を繰り返さないために、私たちには
不断の努力が必要だということを……。
今、戦争への危機感が高まるなかで、「全

世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免
かれ、平和のうちに生存する権利を有す
る」と謳う日本国憲法を改悪し、軍備を拡
大、非現実的な「核共有」まで口にされてい
ます。戦争は一

ひと

度
たび

始めれば、最後まで行く
しかない。だから、私たちは戦争を回避す
る努力を怠るわけにはいきません。

私たちは、「平和」を繕いつづける
竹迫祐子（公財）いわさきちひろ記念事業団

＊１『戦争の文化　パールハーバー・ヒロシマ・９．１１・イラク』（ジョン・Ｗ・ダワー：著　岩波書店）　＊ ２『君が戦争を欲しないならば』（高畑勲：著　岩波ブックレットＮｏ９４２）　
＊ ３フランスの民衆詩人、ジャンソンの「枯葉」の作詞、映画「天井桟敷の人々」の脚本を行った。

いわさきちひろ と 奥村まこと・生活と仕事
●２０２２年6月３日（金）～９月８日（木）　ギャラリーエークワッド（東京都江東区）
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東京
美術館
日記

３月１２日（土）
２ カ月の冬期休館を経て、「幼い
日に見た夢　いわさきちひろ展」
「エリック・カールとアメリカの
絵本画家たち」初日。ちひろ自身
の幼少期を思い起こさせる作品が
並ぶ １階。 ２階ではカールのあざ
やかな色彩が出迎えてくれる。乳
幼児など小さな子ども連れのご家
族の姿が多く、ほほえましい。
４月１日（金）
ちひろ美術館公式サイト内「願い
を伝える活動」ページでは、平和
を願うステッカーをダウンロード
できるよう、常時公開している。
ちひろの絵に平和への思いを託
し、未来に生きる子どもたちの幸
せを考えるきっかけとなることを
願う。ロシアのウクライナへの軍

事侵攻開始から １カ月余り。東京
館でも、本日より「キエフ　老人
たち」 １点を図書室に展示する
（安曇野館「日記」欄参照）。
４月２３日（土）
講演会「ちひろ美術館とエリック
・カール」（講師：松本猛）を開
催。カールのアトリエや制作のよ
うすなど、親交を深めた松本なら
ではの写真や資料が紹介され、
「美術館を始めたきっかけやカー
ル氏の人柄などを知ることができ
て大変有意義でした」「エピソー
ドをたくさんうかがえ、感動しま
した。人生が変わるくらいの素敵
な日になりました」などの感想が
寄せられた。
４月３０日（土）
昨年、一昨年もこの時期に臨時休

館していた東京館では、ゴールデ
ンウィークの開館は三年ぶり。新
緑に囲まれて遊ぶ子どもたちの姿
に、スタッフも明るい気持ちにな
る。 １か月前には、区内在住の方
が、遠方から上京するご家族のた
めに事前の道順確認にいらしたこ
とも。感染症対策を継続しながら
も以前のように来館される方が増
えてきたことがうれしい。
５月６日（金）
園芸スタッフが丹精している庭は
「花の色合いもよく、素敵です
ね」とお褒めのことばをいただく
こともあるが、夏にかけて繁茂す
る植物の勢いに手入れが追いつか
ないのが悩みの種。そこで、園芸
に興味がある支援会員の方に呼び
かけ、ボランティア活動を開始。

安曇野
美術館
日記

２月２１日（月）
３ 月 １ 日からの開館に向けて、春
の展覧会の飾りつけ作業を行う。
休館中の静寂な空間に作品が並び
始めると、いのちが吹きこまれ、
展示室がぱっと明るくなった。
３月２７日（日） のち
春の訪れを告げる「まつかわ花咲
きまつり」が安曇野ちひろ公園で
開催される。パンジーやビオラで
ちひろの作品「ひまわりとあかち
ゃん」を表現した地上絵が登場
し、トットちゃん広場が花々の甘
い香りに包まれた。パンジーの即
売会には、地元のみなさんが長い
列をつくりにぎわった。
３月２９日（火）
ロシアのウクライナへの軍事侵攻
が始まって １ヵ月余り。子どもを

含む多くの市民が戦火にさらされ
ている。急遽、展示室 ２に、１９６３
年にちひろが旧ソビエトを旅した
際に描いたスケッチから ２点を選
び、展示することに。ちひろがキ
ーウの街並みとそこに暮らす人々
の姿をとらえた作品を前に、熱心
に語り合うお客さまの姿が見られ
る。「世界中のこどもみんなに平
和としあわせを」というちひろの
願いを展示や活動を通して伝え、
発信を続けていくことは当館の使
命のひとつだと強く感じる。
４月２日（土）
「あかちゃんとおでかけしよう！
ファーストミュージアムデー」を
開催。 ９組２４人の親子が展示室で
の作品鑑賞や絵本の読み聞かせを
楽しんだ。目を輝かせながら作品

を指さすあかちゃんとそんな我が
子にやさしく微笑みかけるお母さ
んの姿はまるでちひろの絵のよう。

４月２９日（金・祝）
まん延防止等重点措置が解除され
てから初めてむかえる大型連休の
今日。あいにくの雨模様にもかか
わらず、全国から多くのお客様が
来館された。親子三世代で仲良く
楽しそうに過ごされている家族連
れの姿が目立つ。館内には、子ど
もたちの元気な声が響き、久しぶ
りに活気が戻った。

ひとこと
ふたこと
みこと

 東京館　１月１４日（金）
ベトナム戦争で亡くなった子ども
の顔が、シクラメンの花びらに浮
かぶ絵を見て心を打たれました。
こんなに静かに強く戦争反対を訴
えかけてくる絵は初めてです。
３月２４日（木）
１１ヵ月の娘のファーストミュージ
アム。毎日胸が締めつけられるほ

ど悲しい戦争のニュースが続くけ
れど、世の中にはこんなにもやさ
しい色とやさしい絵があるんだ
よ、と伝えてあげたいです。�Ｈ.L
３月２７日（日）
アトリエが大好きです。ちひろさ
んの心に触れられる気持ちになり
ます。写真を見て、そっと心で話
しかけて帰ります。� けいこ

５月７日（土）
ちひろの生家のある福井県から来
ました。反抗期だった娘と数年前
に生家へ行き、ちひろの作品を見
ながらいろいろな話をしました。
その娘もかわいい女の子のママ
に。いつか三人で生家、東京、安
曇野にも訪れてみたいです。

初美

 東京館　１月１４日（金）

 安曇野館　３月６日（日） 安曇野館　３月６日（日）
せっかくのお休みなのに、美じゅ
つ館に行くって言われて嫌だっ
た。お家でゲームしたり、遊園ち
に連れてってほしかった。でも、
きてみたらたくさんの絵があっ
た。つまらないはずなのに、あっ
という間に時間になっちゃった。

りょうすけ

３月２２日（火）
最初「やまのディスコ」のイメー
ジを見た時、驚きました。絵がと
びでているように見え、とても自
分では発想ができない作品でし
た。たくさんのジャンル、種類の
絵があり、どれも目に留まる作品
で感動しました。全作品すばらし
かったです！� りほ　１５歳

４月４日（月）
この絵本の部屋が大好きです。絵
本は芸術品だと強く感じます。子
どもたち、孫たち、感性の豊かな世
代の人々はもちろん、世間の荒波
にもまれて日々生き抜く大人にと
っても、これからもずっとずっと
絵本はともにある存在だと思いま
す。� Ａｋｉｋｏ.Ｓ

いわさきちひろ「キエフ　老人たち」
１９６３年

平和を願うステッカー
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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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下記のイベントおよび展覧会の会期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、
お電話にてお問い合わせください。　chihiro.jp

ちひろ美術館（東京・安曇野）　イベント予定

宇 ちひろ通信_東京_表面東京 CMYK

INFORMATION

〒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

〈ちひろ美術館・東京　次回展示予定〉 〈安曇野ちひろ美術館　次回展示予定〉
●�10月8日（土）～202３年1月15日（日）

　��くらし、えがく。�
ちひろのアトリエ

●９月10日（土）～11月2９日（火）

　��ちひろからの定期便�
「子どものしあわせ」と「こどものせかい」

　��谷内こうた展　風のゆくえ
　��ちひろ美術館コレクション�
絵本画家の絵の具箱

いわさきちひろ　アトリエの自画像
『わたしのえほん』（新日本出版社）より１９６８年 谷内こうた『なつのあさ』（至光社）より１９６９年

●西村繁男講演会（オンライン）
「日本の歴史を絵本に描く」
〇日時： ７月２４日（日）１４：００～１５：３０
〇講師：西村繁男（絵本画家）
〇参加費：７００円　〇定員：７０名（先着順）
〇申し込み：�要事前予約
　�（Peatix にて ６月２４日（金）１０時より受付開始）
※詳細は美術館公式サイトをご覧ください。
江戸をはじめ、古代から現代にいたるまでのさまざまな人々を、絵本
に描いている西村繫男さん。写真もなかった時代の人の姿や風景を、
どのように絵にしているのでしょうか。ご自身の絵本づくりについて
お聞きします。

〈ちひろ美術館コレクション　江戸からいまへ　日本の絵本　関連イベント〉

●松本猛　ギャラリートーク
〇日時： ７月３１日（日）１４：００～１４：３０
〇講師：松本猛（ちひろ美術館常任顧問）
〇参加費：無料（入館料別）　〇定員：１５名　〇申し込み：当日受付
いわさきちひろのひとり息子・松本猛によるギャラリートーク。展示
作品を見ながら、母・ちひろとの思い出や展示のみどころなどをお話
します。

〈ちひろ・花に映るもの　関連イベント〉

【ちひろ美術館・東京で開催のイベント】

第 １・第 ３土曜日１４：００～１４：３０
〇定員：１５名　
〇申し込み：当日受付

●ギャラリートーク
第 ２・第 ４土曜日１１：００～
〇定員：１５名　
〇申し込み：当日受付

●絵本のじかん

●わらべうたあそび（オンライン）
〇日時： ９月 ３日（土）
〇講師：服部雅子（西東京市もぐらの会代表・はとさん文庫主宰）
〇対象：１０：３０～１１：００　 ０ ～ １ 歳 ６ ヵ月児と保護者
　　　　１１：３０～１２：００　 １ 歳 ７ ヵ月～ ２歳１１ヵ月児と保護者
〇参加費：無料　〇定員：各回 ５組
〇申し込み：�要事前予約（美術館公式サイト、TEL.０３―３９９５―０６１２に

て ８月 ３日（水）より受付開始）
リズムにあわせて体を動かしたり、声を出して歌ったり。物語への入
口となる「わらべうた」を親子で楽しみましょう。

〇日時： ７月 ３日（日）１４：００～１５：００
〇会場：安曇野ちひろ美術館　多目的ギャラリー
〇参加費：３００円（入館料別）　〇定員：１６名
〇申し込み：要事前予約（美術館公式サイト、TEL.０２６１―６２―０７７２にて）
いわさきちひろが得意とした水彩絵の具の“にじみ”や“白抜き”“渇
筆”の技法を体験しながら、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。

〈ちひろ　雨の日　晴れの日　関連イベント〉
【安曇野ちひろ美術館で開催のイベント】

第 ４土曜日 １４：００～ちひろ展
１４：３０～コレクション展
〇定員：２０名
〇申し込み：不要（参加自由）

●�学芸員によるスライドトーク
第 ２・第 ４土曜日 １１：３０～１２：００
〇定員：２０名
〇申し込み：不要（参加自由）

●絵本のじかん

●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
〇日時： ６月１９日（日）１４：００～１５：００
〇会場：安曇野ちひろ美術館 多目的ギャラリー
〇講師：高田孝慈（長野市城山動物園）
〇参加費：無料（入館料別）　〇定員：３０名
〇申し込み：�要事前予約（美術館公式サイト、

TEL.０２６１―６２―０７７２にて）
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。

〈ちひろ美術館コレクション　絵本から飛び出せ！動物たち　関連イベント〉

●夏のイベント
〇 ７月２３日（土）トットちゃんの夏祭り
〇 ８月２０日（土）トットちゃんの肝だめし
※最新情報は、安曇野ちひろ公園公式サイト（chihiro-parｋ.orｇ）を
ご覧ください。

●おでかけホリデー
５月～１０月の毎月第 ４土曜日に開催。
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です。

【安曇野ちひろ公園でのイベント】

〒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　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。
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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

●ちひろの水彩技法体験「空を描こう」


