
〒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

韻 陰 宇 ちひろ通信_安曇野_表面安曇野 安曇野 安曇野

INFORMATION

3

CMYK

美術館だより　No.83   発行2015年7月1日

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）
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●展示室１ ・ ２

●２０２２年３月１日（水）～５月２８日（日）

ちひろの願い 世界中のこどもみんなに 平和としあわせを

ちひろは青春時代を戦時下で過ごし、
戦後は画家としてひとりの母親として、
平和への願いを絵筆に託して子どもを描
き続けました。空襲のなかを逃げまどっ
た体験を持つちひろにとって、戦争はけ
っして許されるものではありませんでし
た。愛情に包まれた子どもの絵も、戦火
にさらされた子どもの絵にも、彼女のこ
とば「世界中のこどもみんなに　平和と　
しあわせを」という願いが込められてい
ます。ウクライナでの戦争の終わりが見
えず、国際的にも軍拡の動きが進む今の
時代にあって、ちひろの絵はいっそう強
く、平和の尊さを訴えかけてきます。
いのちのかがやき―春の光のなかで
「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。」と語ったちひろ。ウクラ
イナの破壊された光景が連日報道される
なか、なにげない平和な日常のなかにこ
そ、なににも代えがたい豊かさや美しさ
があることに改めて気づかされます。
「春の花と子どもたち」（図 １）で
は、前景に大きく配したチューリップや
ガーベラの花や蝶と、楽しげに遊ぶ子ど
もたちとが呼応するようです。春の子ど
もの情景を描いた絵には、子どもと色と
りどりの花とを組み合わせたものも多
く、色彩豊かな画面は、いのちのかがや
きに満ちています（図 ２）。

図 2　はなぐるま　１９６７年

ベトナム戦争と反戦運動とちひろ
１９６０年代前半から７５年まで約１５年にわ
たるベトナム戦争では、アメリカ軍の無
差別攻撃や枯葉剤の散布によって、民間
人も含めて１５０万人もの犠牲者が出たと
いわれています。当時、米軍占領下にあ
った沖縄だけでなく日本にあるすべての
米軍基地は、兵器や物資を補給する重要
な後方基地の役割を果たし、日本経済は
「ベトナム特需」によって潤います。
一方、ベトナム戦争の激化にともな
い、国内でも反戦運動が高まるなか、

１９６７年、児童文学者のいぬいとみこや今
江祥智、古田足日、絵本作家の田島征三
らが、「ベトナムの子供を支援する会」
を発足します。同年１１月にはイラストレ
ーターや漫画家、絵本画家たちの協力を
得て、銀座の数寄屋橋で第 １回反戦野外
展を開催し、７０年からは毎月 １回行われ
ました。出展を依頼された画家やイラス
トレーターのもとにはＢ全判のパネルが
届けられ、ちひろも１９７０年に「ベトナム
のこどもわたしたちの日本のこども　世
界中のこども　みんなに　平和と　しあ
わせを」ということばを添えて、パステ
ルの作品に仕上げています（図 ３）。

図 ３　「世界中のこどもみんなに　平和と　しあわせを」　
１９７0年

反戦の思いを込めた ３冊の絵本
ちひろは１９６７年、広島で被爆した子ど

もたちの詩や手記に絵をつけた『わたし
がちいさかったときに』を制作します。
原爆の惨禍を風化させず、反戦運動に参
加する若い世代に戦争がもたらすものを
知ってもらいたいと考えたのでしょう。
取材旅行で広島を訪れたちひろでした
が、この地で亡くなった人びとを思い、

一睡もできませんでした。「どんなに可
愛い子どもたちがその場におかれていた
かを伝えること」に心を砕いたちひろ
は、負傷した体や惨状を具体的に描写す
るのではなく、原爆が落ちた日の、また
被爆後に広島に生きた子どもや家族の深
い悲しみを鉛筆と薄墨で描きました。
「防空ずきんにくるまるあかちゃん」
（図 ４）は、原爆から ８日後に生後 ７カ
月で亡くなった妹を偲ぶ少女の手記に添
えられたものです。つぶらな瞳が、失わ
れたいのちへの思いを伝えています。

その後、ちひろ
はベトナム戦争を
テーマに、１９７２年
に『母さんはおる
す』、翌１９７３年に
は『戦火のなかの
子どもたち』（図
５）と ２冊の絵本
を続けて発表しま
す。体調はすぐれ
ず、入退院を繰り
返しながらも、

「私のできる唯一のやり方だから」と １
年半をかけて『戦火のなかの子どもた
ち』の制作に取り組み、５０点におよぶ連
作を描き上げました。自らの空襲の体験
も重ね合わせながら、戦場で心を深く傷
つけられた子どもたちの姿を描いた作品
群は、最終的に１９点の絵と詩のような短
いことばで構成されました。『戦火のな
かの子どもたち』が完成したのは１９７３年
９ 月、刊行から １年にもみたない翌年 ８
月、ちひろはベトナム戦争の終結をみな
いまま５５歳の生涯を閉じます。
本展ではこれら３冊の絵本原画のほか、

子どもの遊びの情景やあかちゃんを描い
た作品などを展示し、ちひろの平和への
願いを見つめます。あわせて、自伝的絵
本『わたしのえほん』や息子をモデルに
したスケッチや作品なども紹介、ちひろ
の人生や時代背景にも焦点をあてます。
� （山田実穂）

主催：ちひろ美術館

図 １　春の花と子どもたち　１９７１年

図 ４　防空ずきんにくるま
るあかちゃん『わたしがち
いさかったときに』（童心社）
より　１９６７年

図 ５　少年『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）より　
１９７３年
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●展示室４

ちひろ美術館コレクション　なんて世界は素晴らしいのだろう
●２０２３年３月１日（水）～５月２８日（日）

現在、私たちは戦争、格差、貧困、環
境破壊、災害、など、多くの問題ととも
に生きています。しかし、世界には苦し
いことや恐ろしいことだけではなく、素
晴らしいこともたくさんあります。本展
では、１０カ国の画家たちの絵本のための
作品をことばとともに紹介し、いま一度
世界を見つめなおすきっかけとします。
自然のなかで
近年はキャンピングブームの再来とい
われています。村上康成の『ようこそ森
へ』は、キャンプにやってきた家族のよ
うすを、一羽のカケスの視点から語る絵
本です。森の住人であるカケスは、空か
ら、木の上からと移動しながらこの人間
の一家に、森の魅力を伝えようとします
（図 １）。

図 １　村上康成（日本）『ようこそ森へ』（徳間書店）
より　１９８８年

しかし、森にやってきてテントをはっ
た彼らに、その声は届いているのでしょ
うか……。一家は、森で水浴びをした
り、虫を取ったり、ご飯のために火をお
こしたりと、自分たちの活動に熱心で、
カケスの存在には、あまり気づいていな
いようです。ただ少年だけが、一瞬カケ
スと目を合わせます。
ページごとに変化する大胆な構図と、
そぎ落された画面を通して、私たちは鳥
のようにすこし離れた距離から、雄大な
自然を感じ取ることができます。
想像するちから　創造するよろこび
頭のなかでそこに無いものを描き、形
づくる想像力は、人間だけにそなわった
力といわれています。『紙の町のおはな
し』では、主人公の女の子が紙に色を塗
り、窓を描くと、家ができあがります

（図 ２）。
家のなかには不思議な猫や鳥が住んで

おり、現実にはあり得ない登場人物や建
物は、どこかユーモラス。平らになった
り立体になったり、紙のもつ広い可能性
を楽しんでいるクヴィエタ・パツォウス
カーは、「みんなをこの紙の町へ招待し
て、たくさんのゆかいな仲間たちに会っ
てほしい」と語っています。

図 ３　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』
（一翼）　2002―200３年

ビンバ・ランドマンによる『ジョット
という名の少年』では、中世後期のイタ
リアの画家でルネサンスの先駆者ともよ
ばれ、いくつもの宗教画の名作を残した
ジョット（１２６７年頃～１３３７年）が、画家に
なる前の少年時代を描いています。１０カ
国以上で翻訳出版されているこの絵本に
は、まだ ８歳の少年が画家になることを
夢みながら、きびしい生活のなかで、そ
の夢にむかって一歩ずつ近づいていくよ
うすが語られます。羊飼いのジョット
は、羊の番をしながらも時間を忘れて木
の枝で地面に羊や木や鳥の絵を描いてい
たのです。ランドマンは絵本を出版した
後、この少年の成長していくようすを、

聖人の生涯が描かれた教会の祭壇画のよ
うに描きました（図 ３は、三連の一翼）。
この作品のために、古代の技法であるテ
ンペラを用いたランドマンにとって、ジ
ョットの創造の喜びは自分の姿と重なっ
たことでしょう。
いっしょに　わかちあう
自然や芸術に心を動かされるとき、そ

れを分かち合うだれかがいることで、よ
ろこびが増します。絵本『いっしょにい
たらたのしいね』では、森で仲間のいな
かった鳥と魚が友だちになり、相手をと
おして、お互いの住む世界の魅力を新た
に知ります（図 ４）。

図 ４　ユゼフ・ヴィルコン（ポーランド）『いっしょ
にいたらたのしいね』（評論社）より　１９９５年

ユゼフ・ヴィルコンはこの作品のため
にアクリル絵の具とパステルによって、
鳥の住む世界を金色、魚の住む水のなか
の世界を青色で彩り、その色づかいは彼
が影響を受けた中世ビザンティンの絵画
を思わせます。
『舌ながばあさん』は、森の木をすべ

て切り倒してしまったために水が枯れ、
食べるものが無くて困っている村人たち
のために奮闘する舌ながばあさんと、鬼
の朱のばんのお話です。本来は人間を驚
かすはずのおばけたちが、人々を助けま
す。この絵本の最後の場面では、緑がも
どった山のなかで、子どもも大人も、お
ばけたちとなかよく遊んでおり、まさに
楽園のようです（図 ５）。日本の昔のお
ばけを題材にしながら、舞台を中国に移
したこの絵本は、国を超えた大らかさを
持っています。「わたしたちの祖先は、
自分たちの過ちをいく度となく修正しな
がら、文明を築き上げてきました。わた
したちもまた、常に自らの間違いを正し
つつ、未来を創造していくべきだと思い
ます。」と武は語っています。
� （松方路子）

主催：ちひろ美術館

図 2　クヴィエタ・バツォウスカー（チェコ）
『紙の町のおはなし』（小学館）より　１９９９年

図 ５　武建華（中国）『舌ながばあさん』（小学館）より　
200１年
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●活動報告

「谷内こうた展　風のゆくえ」関連イベント
２０２２年 ９ 月１０日（土）　谷内富代トークイベント「谷内こうたとの思い出を語る」
展覧会にあわせて帰国（来日）され
た、谷内こうたの妻であり、フランス在
住の谷内富代さんによるトークが行われ
ました。一部を紹介します。（松方路子）
谷内こうたに影響を与えた人々―　両親
谷内の父親は若いころ骨董屋に勤めて
おり、芸術や民芸が好きで、母ともそこ
で出会いました。ふたりはやさしく、好
きなことをしてほしい、と理解を持って
彼を育てました。また、戦争反対の共産
主義の思想をもち、その後、染色工房の
「らくだ工房」を主宰。らくだ、とは楽
だ、という意味で、労働者側にいて、と
考えておりました。そこではこうたの叔
父にあたる谷内六郎さんも、世にデビュ
ーする前にいっしょに働いていました。
谷内六郎
私は、六郎先生とは３回しか会わなか
ったのですが、亡くなる３週間前ご挨拶
に行ったとき、玄関先でこうたさんにウ
ィスキーを一本くださって、それが最後に
なりました。こうたさんと同じタイプのや
さしさをもった人でした。先生のご結婚
前までは隣に住んでいて、毎日会われて
いたとのこと。ちょっと寂しい風景や、
切ない感じに心を寄せるところはふたり

の作品に共通しています。ずっと横で見
ていたこうたさんは、イラストレーター
イコール六郎先生と思っていたようです。
武市八十雄（至光社編集者）
こうたさんを最も理解したのは武市さ

ん。こうたさんも、武市さんのことを理
解していて、『なつのあさ』を武市さん
は「歴史に残る」とおっしゃったとのこ

とです。武市さんに捧げる、褒めてもら
いたいという気持ちで、 １冊 １冊描いて
いました。
作品ついて―　絵本
こうたさんは絵を見せたい、絵で見せ

たい画家でした。ことばをそぎ取って、
読者自身にふくらませてほしいと思って
いました。今やフランスでも俳句が知ら
れるようになりましたが、日本のエスプ
リを５０年も前から絵本を通じて伝えてい
た、ということになります。こうたさん

は、日本的なものへの誇りがあり、美し
さを伝えたかった。自然、四季を大事に
してほしいと思っていました。
タブロー
六郎さんは、タブローを描かないとだ

めだ、といつもこうたさんにいっていま
した。しかし、絵描きは６０歳にならない
と食えないといわれており、私に会った
ときも、「僕は僕の道を行くからね」
と。そのときは、意味がわからなかった
のですが、こうたさんは　若いときから
覚悟があったのです。こうたさんにとっ
ては絵を描く日々が続くのが最高の幸せ
でした。でも、うまくいかないときが多
く、そういうときは料理をつくってくれ
るのです。「絵がうまく描けなかったと
きは一日を無駄にしたと思う。でも料理
は結果がすぐでるから、こんなに満足す
るものはないよ」といっていました。
彼は日本人の精神と自分の目でフラン

スをとらえて、まねごとではない、こう
たさんにとっての真実を描いていたと思
います。フランスがアトリエで、日本が
発表の場でした。いろいろな人たちに支
えられていて、ある意味では本当に恵ま
れていたと思います。

「ちひろ美術館コレクション　絵本画家の絵の具箱」関連イベント
２０２２年１０月 １ 日（土）　オンラインによる　出久根育アトリエトーク
コレクション画家でもあるチェコ・プ
ラハ在住の絵本画家・出久根育さんに、
絵本『マーシャと白い鳥』（偕成社）の
制作についてお話をうかがいました。使
用している画材の紹介やテンペラ技法も
実演いただく貴重な機会になりました。
（畔栁彩世）※『マーシャと白い鳥』：ロシア
民話。魔女のババヤガーに連れ去られた弟を助

けようと奮闘する姉マーシャが主人公

マーシャと自分自身が重なった
２００２年に日本から突然チェコに移り住
んで、右も左もわからず、ひとつひとつ
いろいろなことをクリアしていかなけれ
ばいけない毎日だったので、勇敢に立ち
向かっていくマーシャと自分が重なりま
した。これはまさに私だわ、と。今振り
返っても、マーシャの気持ちに入り込め
ていたので、世界観を内側から描けたの
では、と思う一冊です。
昔話を題材に描く魅力
昔話は、本当はもっと怖いはずなのに、
語り口調があっけらかんとしていますよ
ね。現代のものだと、目にしているもの
のイメージが定着しているから、なかな
かファンタジーを盛り込むのが難しいけ
れど、昔話って本当に自由だと感じます。

絵本の表現に行きつくまで
（りんごが実

り重たくなっ

た木をマーシ

ャが助ける場

面について）

絵本のなか
でも象徴的
な場面にな
ったと思いますが、とても悩みながら描
きました。プラハ城の近くにあるりんご
の木を見に行って、どうやって描こうか
な、なんてスケッチをして。でも、写実
的に描くのがしっくりこない。いろいろ
試しましたが、最終的に枝や葉っぱは全
部排除して、重たくなった実だけを描き
ました。マーシャに振りかかる困難だけ
ではなくて、日々、生きているといろい
ろな重たいものがありますよね。それら
がぼたぼたと落ちていく感じ。そういっ
たものまで表現できると、お話全体の温
度を感じられるのかなと、あとになって
思いました。描いてから時間が経ったこ
とで、私自身にも新しい発見があります。
チェコでの暮らしから気づくこと
絵を描くことに煮詰まることもありま

す。家でじっとしているのが得意ではな
いので、秋はくるみを拾いに行くとか、
キノコを採りに出かけて、違う空気で頭
のなかを入れ替えます。採ってきたキノ
コを乾かしたり、スライスしてみると、
「この茶色だけで絵を描きたいな。自然
界の微妙な色のなかにも、こんなにたく
さんの色があるんだ。」と思うのです。
制作する絵本の背景に、それらの色が登
場することもあります。

テンペラ技法につかう卵黄を紹介する出久根さん。
チェコの画材屋で手に入れためずらしい色の顔料や、
日頃から使用している筆なども見せてくださいました。

―最後に「まずは健康で、日々をたの
しく過ごせる工夫を」とメッセージをく
ださった出久根さん。参加者からは「表
現を模索するなかで今の作風に辿りつい
た過程が見えた」「アトリエの様子や庭
のりんごのお披露目など、リアル感のあ
る時間だった」と声が寄せられました。
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８月４日（木）
「中学生ボランティアと楽しむ　
安曇野ちひろ美術館わくわくたん
けんシート」の館内配布が始ま
る。地元・松川中学校のボランテ
ィアが美術館を取材して見つけた
おすすめスポットや展示の見どこ
ろをクイズなども交えて紹介する
ワークシートで、１0種類用意し
た。中学生ならではの視点もあ
り、新鮮な内容となった。お客さ
まからも鑑賞の助けになり楽しい
とのお声をいただき、 １ カ月限定
だが、大人気となった。

９月１０日（土）
秋の展示の始まりとともに、絵本
カフェにも新メニューが登場。
おとなりの池田町にある「chat 
noir（シャ・ノワール）」さん特製
の ４ 種の焼き菓子セットには、黒
猫の形のココアサブレやちひろの
絵から着想を得てつくられた「パ
イの帽子」も。味はもちろん、見た
目もかわいく、お客さまに好評だ。
１０月８日（土）
松川村との共催イベント「青空ト
モエ学園　田んぼの教室」の第 ３
回飯ごう炊さんがトットちゃん広
場で開催された。 ５ 月に田植え、
９ 月に稲刈りとはぜかけをした新
米を豚汁や公園で育てた野菜とと
もにいただく。今年は大豊作で
１４0㎏のお米を収穫できた。 １ 年
をとおして参加した子どもたちに
は「卒業証書」も配られた。ひと

つひとつの作業が大変で、お米が
とても愛おしく感じたと話す方も
おり、食といのちについて考え、
体験する貴重な機会となった。

１２月８日（木）
毎年恒例の蔵書点検が始まる。ち
ひろ美術館には、絵本の部屋のほ
か、スタッフが使う資料研究室な
どに絵本や貴重な資料、約 ４ 万冊
が収蔵されている。それらの一部
を １ 年に １ 度、数名で点検し、き
ちんと保管されているかを確認す
る。蔵書に附したバーコードを １
冊ずつ専用端末で読みこむ地道な
作業だが、冬期休館中の大切な業
務のひとつだ。

９月２２日（木）
信濃松川の駅から自転車で……も
慣れたもの？！やはりこの場所は
おちつきます。コロナ禍になって
３ 年。なかなか動けませんでした
が、単独で！思いきってよかった
です。 （Ｋ）
９月２５日（日）
すごくよい時間になりました。
みなさんの描いた絵本の世界にと
びこんでいったような気がしま
す。家族やいとこ、おばあちゃん
とおじいちゃん、ほとんどいなく
なってビックリしましたが、スマ
ートフォンをもっていたので、ま
ぁいいや！と思って、ついつい長
時間いてしまいました！ （Ｋ）
１１月４日（金）
初めて来館させていただきまし
た。私は、小さいころからいわさ

きちひろさんの絵本を読み、育ち
ました。私は、今私が勤める小学
校の図書館にいわさきちひろさん
の絵本を置き、子どもたちの心に
届けています。松本には、以前に
何度か訪ねたことがありますが、
こちらの松川へは、初めてうかが
いました。まるで、この美術館そ
のものが絵本の世界のひとつのよ
うに美しく、本当にうかがってよ
かったと感動しております。ちひ
ろの『あめのひのおるすばん』谷
内こうたさんの『のらいぬ』どち
らも “ 青 ” の世界が印象的な作品
です。おねがいを描く窓のしずく
も、のらいぬとともにかけていく
海も、私の心にずっとある大切な
大切な世界です。この世界を子ど
もたちの心にずっと届けていきた
いと思います。 （K.K）

１１月６日（日）
「反戦といのちの絵本」のコーナ
ーの本をよみました。どれも考え
させられる内容で、中学 2 年の私
も絵本をずーっとよんでいられま
した。『さがしています』などを
よんで戦争のおそろしさを知りま
した。改めて、絵本のよさを知り
ました。ありがとうございまし
た。群馬から来たので、また来ら
れる日を楽しみにしています。
１１月３０日（水）
今日は谷内こうたさんの展示にき
ました。インスタで、谷内さんの
奥さまからメッセージをいただ
き、絶対に来なくては！！と。
こうたさんのたくさんの本と、美
しい空間。本当に谷内こうたさん
の本はいいと、あらためて思いま
した。 （Ｈ）

司
つかさ

修
おさむ

『まちんと』（偕成社）
松谷みよ子・文
１９８３年

『まちんと』の原画は、３ ／ １ ～
５ ／2８まで、展示室 ３ にて展
示します。

この度、司修による、絵本『み
にくいあひるのこ』（アンデルセ
ン　浜田廣介・文、偕成社）、お
よび『まちんと』のための全原画
や資料が新たに収蔵されました。
司はタブロー画家、作家、装丁家
としても活躍しながら、多くの絵
本も手がけています。『まちん
と』は１９７８年に出版された後、司
が筆を加え、新版では 2 場面が描
き足されています（図 １ ）。

司は、松谷から絵の依頼を受け
た後、原爆というテーマをどう絵
本に描くか悩み、取材でいく度も
広島へ足を運びましたが、なかな
か絵が描けず、テキストが書かれ
た原稿用紙をいつもポケットに入
れて歩いていたといいます。松谷
は、絵の参考になればと、自分の
娘たちの写真と、「…この子はじ

つは ３ 歳なので、『まちんと』の
子より大きいのです。」と書いた
手紙を司に送っています。

表紙と裏表紙には、女の子と、
向日葵の花が大きく描かれてお
り、広島に原爆が落とされた暑い
夏の晴れた日であることが伝わっ
てきます（図 2 ）。

新収蔵
作品紹介④

美術館を取材する中学生ボランティアのようす

図 １

図 2
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●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　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
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No.83
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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
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●敬老の日
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日　時：８月９日（日）
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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）
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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）

●次回展示予定 ２０２３年６月３日（土）～９月３日（日）
〈展示室１・２〉
１９５０―１９７０年代の絵本 絵本画家いわさきちひろ

〈展示室３〉ちひろ美術館コレクション　東南アジアと中南米の絵本

〈展示室4〉
ちひろ美術館セレクション　２０１０→２０２１　日本の絵本展
ちひろ美術館では、１０年ごとに時代を映す絵本を紹介する展覧会を
継続してきました。 ２年の延期を経て開催する本展覧会は ４回目と
なります。東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の流行、スマー
トフォンの普及など、子どもを取りまく環境が大きく変化した２０１０
年代。この１０年ほどの間に生まれた多様な絵本表現を紹介します。

第二次世界大戦後に画家として
生きる決意をしたちひろは、絵
本や絵雑誌などの、子どものた
めの本の描き手となりました。
本展では、１９５０年代から７０年代
の子どもの本の隆盛期に活躍し
た、ちひろの絵本画家としての
仕事を、創作現場を見つめた編
集者のことばなどとともに紹介
します。

いわさきちひろ　くちもとに指をそ
えた少女『あめのひのおるすばん』
（至光社）より　１９６８年
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●松川村民感謝デー
〇日時： ３月 ５日（日）１０：００～１６：００
松川村にお住まいの方に、絵本カフェのドリンクを １杯プレゼントい
たします。

●長野県民感謝デー
〇日時： ３月２６日（日）１０：００～１６：００
長野県にお住まいの方は、入館が無料になります。
安曇野ちひろ公園では、まつかわ花咲きまつりを開催します。あわせ
てお楽しみください。
※いずれも受付でご住所のわかるものをご提示ください。

●ちいさなおはなしの会　at 絵本カフェ
〇日時： ３月２１日（火・祝）１１：００～
〇参加費：無料（入館料別）　〇定員：２０名　
〇申し込み：不要（参加自由）
絵本カフェにて、絵本の読み聞かせを楽しみましょう。コーヒーを片
手に、お気軽にご参加ください。

●学芸員によるスライドトーク
〇日時：�３ 月２６（日）／ ４月１６日（日）１４：００～１５：００
　　　　（１４：００～ちひろ展／１４：３０～コレクション展）
〇参加費：�無料（入館料別）　〇定員：３０名
〇申し込み：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。

●絵本のじかん
〇日時：毎月第 ２・ ４土曜日　１１：３０～１２：００
〇参加費：無料（入館料別）　〇定員：２０名　
〇申し込み：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手遊びを、親子で楽しみま
しょう。

●開館記念日
〇日時： ４月１８日（火）１０：００～１７：００
４ 月１９日は、ちひろの心のふるさと、信州・松川村に当館が開館して
２６年目の開館記念日です。当日は休館日のため、前日の ４月１８日にご
来館の方全員に、ポストカード（非売品）をプレゼントします。

ちひろの願い　世界中のこどもみんなに 平和と しあわせを
展示関連イベント

〇日時： ４月２３日（日）１３：３０～１５：３０
〇対象：�小・中学生
〇参加費：無料（入館料：高校生以下無料）
〇定員：�３０名
〇申し込み：要事前予約
　（公式サイト／℡．０２６１―６２―０７７２にて）

岐阜県ユニセフ協会による出前授業を行い
ます。世界の子どもたちのことを知り、わ
たしたちの暮らしを見つめなおし、できる
ことをいっしょに考えてみましょう。開催
中の展覧会のギャラリーツアーも行います。

●ユニセフ出前授業「ユニセフと世界のともだち」

いわさきちひろ　指人形であそぶ
子どもたち　１９６６年

●開館情報
〇開館時間：１０：００～１７：００（ ３ 月～１６：００）
※ＧＷ（ ４月２９日～ ５月 ７日）・ ８月は、 ９：００～１７：００
〇休館日：水曜日（祝休日は開館、翌平日休館）
※�３ 月 １ 日（水）は開館、冬期休館・展示替え臨時休館あり
　ＧＷ（ ４月２９日～ ５月 ７日）・ ８月は無休

●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
〇日時： ４月 ９日（日）１０：００～１１：００
〇対象： ０歳から ２歳の子どもとその保護者　
〇参加費：無料（入館料別）　〇定員：親子１０組
〇申し込み：要事前予約
　（公式サイト／℡．０２６１―６２―０７７２にて）

あかちゃん絵本の読み聞かせや展覧会のガイド
ツアーを親子で楽しみましょう。

〒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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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　テレホンガイド０２６１―６２―０７７７　TEL.０２６１―６２―０７７２　Fax０２６１―６２―０７７４

安曇野ちひろ美術館　イベント予定
下記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
電話にてお問合せ下さい。
TEL.０２６１―６２―０７７２　chihiro.jp　

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。
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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

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。

きくちちき『しろとくろ』（講談社）より　20１９年（個人蔵）


