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●展示室３・４

いわさきちひろは、第二次世界大戦後
の子どもの本の隆盛期に、絵雑誌や絵本
を舞台に活躍し、水彩のやわらかな筆致
で子どものいる情景や物語を数多く描き
ました。ちひろの絵のなかでは、まぶし
い陽の光、こもれび、ろうそくの灯や月
明り、さまざまな光が子どもたちや物語
を彩豊かに照らし出しています。それら
の光には、子どもたちの未来や希望も重
ねあわされているように感じられます。
本展では、ちひろが描いた光の表現に着
目して、その魅力をご紹介します。
物語のなかの光
ちひろは駆け出しの画家時代から、紙
芝居や、絵雑誌、子ども向けの文学全集
などで数々の物語の挿し絵を手がけてい
ます。１９６０年代半ばからは単行本の物語
絵本に取り組み、水彩表現の幅を広げて
いきます。色彩のにじみで、形をもたな
い水や大気に映る光を描き、見る人を物
語の舞台へと誘ってます。
例えば、『あおいとり』では、物語の
展開を導く光の精をはじめ、光は希望と
重ね合わせて描かれています。ちひろ
は、この絵本で、しあわせの象徴である
青い鳥の青を基調としながら、その補色
である黄で光を描き、そのあたたかさと
輝きを際立たせています（表紙・図 １）。

図 １　光のなかの女神と妖精たち『青い鳥』（世界文化社）
より　１９６９年

また、『にじのみずうみ』では、水彩
のにじみをいかして、湖面にきらめく
光、稲光、大空に輝く虹の光など、さま
ざまな光を描いています。イタリア北部
のカレッツァ湖を舞台に水の精と魔法つ
かいの軽妙なかけひきを描いた幻想的な
物語の世界を光が美しく彩っています。
ちひろ　光の表現
写実的な絵画では、往々にして対象に
陰影をつけることで光を際立たせて表現
しています。また、プリズムに光を通す
と、色が分かれて見えることからわかる
ように、青や赤などの色の違いは、光の
波長の違いから認識されており、色も光
からできています。ちひろの水彩画で
は、余白の白や、絵の具を吸い取った部
分が光として表現されているものが多く
あります。また、人物やものに光があた

らない陰の部分、地面にうつる影、反射
する光、透過する光などを、ちひろは、
たっぷりの水で溶いた淡い絵の具のにじ
みで渾然と描いています。ときには現実
とは異なる明るい色を使うことで、画面
全体にやわらかい光がまわっているよう
な印象を与えています（図 ２）。

図 ２　やぎと男の子　１９６９年

子どもを彩る光
ちひろは、カレンダーや月刊誌の表紙

絵など印刷物のための絵のなかで、四季
折々の子どもたちの姿をとらえていま
す。長い冬が終わり、草花の芽吹きとと
もに到来する春の浮き立つような光、長
い休みのなかで元気に遊ぶ子どもたちを
照らす真夏の光、秋から冬にかけてのや
わらかい光、そして、室内のあたたかな
光……。それぞれの光が子どもたちを慈
しむように彩っています。ちひろは、紙
地の余白を残して光を表現しています
が、水彩のにじみと合わせることで、季
節ごとに微細にうつり変る光の表情をと
らえています。例えば、 ７月のカレンダ
ーの絵として描かれた「かにを持つ少
年」では、にじみで陰影をつけず、大胆
に余白を多く取り、照りつける強い陽ざ
しを表現しています（図 ３）。

図 ３　かにを持つ少年１９６９年

感じる光『あかちゃんのくるひ』
ちひろは１９６８年から亡くなる前年の

１９７３年まで、毎年 １冊ずつ至光社の編集
者と組んで、新しい絵本づくりに挑戦し
ます。物語に挿し絵をつけるという従来
の考えを退け、説明的な要素をそぎ落と
し、子どもの心の動きをとらえたこのシ
リーズは「感じる絵本」とも称され、見
る人の感性に訴える表現を追求しまし
た。その ２冊目として描かれたのが『あ
かちゃんのくるひ』です。弟が生まれ
て、お母さんがいっしょに家に帰ってく
る日のようすが、姉となった少女の視点
から描かれています。家に到着したばか
りのあかちゃんを見に行くクライマック
スの場面では、少女と、あかちゃんがい
る部屋の扉が白抜きのシルエットで描か
れ、画面全体にグレーがかった薄い青の
にじみが広がっています。まるで露出オ
ーバーで白飛びした写真のように白っぽ
い光に包まれているようにも見えます。
ちひろは、期待と緊張が頂点に達した少
女の気持ちをまばゆい光で表現していま
す（図 ４）。ちひろが描いた光の彩をお
楽しみ下さい。� （原島恵）

ちひろ　光の彩
いろどり

●２０２３年３月18日（土）～6月18日（土）

主催：ちひろ美術館

＊展示室 ４では、ピエゾグラフ作品を展示します。

図 ４　扉のかげからのぞく少女『あかちゃんのくるひ』（至光社）より　１９６９年
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●展示室１・２

初山滋（１８９７―１９７３）が７5歳で亡くな
ってから、5０年が経ちました。
明治生まれの初山は、まだ江戸の香り
の色濃い東京の下町で育ちました。小学
校を卒業してすぐに丁

でっ

稚
ち

奉公へだされ、
模様画工房で着物の図案描きの修業をし
ますが、次第に絵を描きたい思いが募
り、１４歳のときに挿し絵画家・井川洗

せん

厓
がい

に弟子入りします。挿し絵の下絵描きを
しながら、日本の古画などの模写に励む
一方、印象派やアール・ヌーヴォー、キ
ュビスム等、当時日本に一挙に紹介され
たヨーロッパの新しい美術の潮流も感受
していきました。
初山は大正から昭和にかけての5０年余
りに渡り、“童画 ” の世界に欠かせない
画家として、児童雑誌や絵本、童話集、
教科書など、子どもの本に膨大な絵を描
きました。体に染みついた江戸の装飾美
に、モダンな感覚を巧みに融合させ、美
意識の赴くまま自由な表現を展開したそ
の絵は、今も新しさを失わず、みずみず
しい感覚にあふれています。
本展では、初山滋の人生を追いなが
ら、童画や絵本の原画、漫画などのほ
か、自刻自摺の木版画も展示します。

図 １　なんなん菜の花　１９３２年（個人蔵）

童画の誕生
大正時代は、大正デモクラシーと呼ば
れる自由主義的な機運のなか、子どもの
本の文化が花開いた時代でもありまし
た。児童文芸誌「おとぎの世界」の創刊
にあたり、２１歳だった初山滋がメインの
画家として登用されたのは、１９１９年のこ
とでした。そのモダンで幻想的な絵は世
間の注目を集め、以後、多くの雑誌や童
謡集、童話集などの仕事がくるようにな
ります。
１９２２年に創刊された「コドモノクニ」
は、大判フルカラー印刷の本格的な絵雑
誌でした。この絵雑誌には、児童雑誌の
主筆として活躍していた画家たちが集っ
て筆を振るうようになり、１９２４年には童
話や童謡に対して “童画 ” ということば
も生まれました。１９２７年 ８ 月号から「コ
ドモノクニ」に登場するようになった初
山は、同誌で活躍していた岡本帰一、清

水良雄らとともに、この年「日本童画家
協会」の結成に加わりました。新しい
“童画 ” というジャンルを切り開こう
と、純粋無垢な子どもの世界を求めて、
初山は持てる力を注ぎ込んでいきます。
「私は絵とともに生き、絵の中に戯れて生
きている。締切りの仕事に追われること
はつらいけれども、絵を描いている私の
心は、童心の世界を漫歩しているのだ」＊

と初山は語っています。子どもでいる時
間の短かった初山にとって、童心は甘美
な夢であり、憧れでもあったのかもしれ
ません。
自刻自摺の木版画
１９３０年代後半、日増しに戦時色が濃く

なっていくなかで、時局にあった絵を描
けずに子どもの本の仕事が減った初山
は、この時期から集中して自刻自摺の創
作木版画の制作に取り組みます。藍玉や
藍の着物からとった本藍を使ったり、彫
りすすみの技法を好んで用いたりと、手
間ひま惜しまない制作ぶりでした。木版
画の私家本の制作も行い、東京の空襲が
はじまっても疎開せず、没頭して版木を
彫り続けたといいます。

戦後は再び
子どもの本の
仕事が増えま
したが、版画
の制作は続け
られました。
子どもを対象
とした童画と
は異なり、自
分好みの画題
をより自由に

表現できる版画で、初山は妖しく奇抜な
発想や、モダンな造形を展開していま
す。
光と水と、虹と、鳥と
戦後、初山は童画を復興させようと

「日本童画会」の結成に参加し、１９４６年
に復刊した「キンダーブック」などの絵

雑誌や、アンデルセン童話などの絵本に
夢あふれる童画を描きました。
初山が得意としたのは、光や水、虹、

軽やかにさえずる小鳥たち……。じっと
留まるものではなく、きらめき揺らめく
もの、移ろうもの、跳ね踊るものをこ
そ、初山は描きたかったのでしょう。
１９5０年代以後は、印刷技術が描き版から
写真製版へと進歩していくなかで、初山
の表現がさらに繊細さを増しています。
水彩の透明感を生かした重ね塗りや、に
じみやぼかしを駆使したほか、絵の具が
乾く前に塩を散らして塩の華で模様をつ
くったり、クレパスと併用してはじかせ
たり、絵の具を散らすスパッタリング
や、霧状にして吹きつけるスプレーなど
もみられ、考えられるさまざまな技法を
駆使して、複雑で繊細なマチエールをつ
くり出しています。水や光を絵にするた
めに、初山は新たな表現を求めて妥協す
ることがありませんでした。
日本画の修行で培われた流麗な線を土

台にしながら、日本の伝統的な絵画や西
洋の美術を自分の美意識に従って吸収し
た初山の、きらめくような夢幻の世界を
ご覧ください。� （上島史子）

没後5０年　初山滋展　見果てぬ夢 主催：ちひろ美術館
協力：初山斗作、城田三茶、藤原浄峰、至光社、福音館書店、フレーベル館、平凡社
後援：�絵本学会、（公社）全国学校図書館協議会、（一社）日本国際児童図書評議

会、日本児童図書出版協会、（公社）日本図書館協会、杉並区教育委員会、
西東京市教育委員会、練馬区

●２０２３年３月18日（土）～6月18日（日）

図３　はるのはこび　１９６２年（ちひろ美術館寄託）

図 ２　こども　１９４８年（ちひろ美
術館寄託）

図 ４　かいのこどもたち　１９６６年（個人蔵）

＊初山滋「線」　「書窓」 ２巻 ４号（アオイ書房）１９３６年
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●活動報告

ちひろ美術館・東京は、２０１６年度から、
練馬区立美術館や地域の子育て支援団体
と協力して ０歳からの子どもたちと子育
て世代が美術に出会う環境づくりを進め
てきました。その歩みを引継ぎ、２０２１年
からは、新たに地域の区立図書館 ３館
と、若者就労支援団体が加わり「みる・
よむ・体験する」ねりまフォーラム事業
をスタート。各団体がそれぞれの強みを
生かしながら連携し、鑑賞会や講演会、
ワークショップの開催、ブックリストや
ワークシートの作成など、さまざまな形
で、子どもから大人まであらゆる世代
が、気軽に楽しく、文化芸術に触れられ
る場づくりに取り組んできました。また
今年は、障がいを持つ方たちや、日本に
暮らす外国語を母語とする家族など、文
化芸術の場を利用しづらい状況にある人
々にとって、より参加しやすい環境を整
えること（アクセシビリティの向上）を
新たな課題としてきました。活動の一部
を紹介します。� （川添さやか）
●鑑賞会・講演会・ワークショップ
松本猛講演会「江戸からいまへ
日本の絵本の歩み」
２０２２年 ９ 月１７日（土）石神井図書館
絵本の歴史をたどる講演会を、石神井
図書館で行いました。当日は貫井図書館
と南田中図書館をオンラインで繋ぎ講演
会を同時上映しました。参加者からは
「絵巻などから連なる絵本の成り立ち、
面白さが興味深い」「絵本が生きている
存在、メディアであることを認識でき
た」などの感想が寄せられました。
ワークショップ「美術館カードであそぼ
う！」１０月 １ 日（土）
練馬つながるフェスタ㏌石神井

ちひろ美術館と練馬区立美術館の所蔵
品カードでアートを楽しむ企画です。テ
ーブルいっぱいに所蔵品カードが並べら
れてスタート。配られた詩を読んで、詩に
合うと感じた作品を ３点、カードのなか
から選びだします。親子で相談したり、絞
り込むのに悩む参加者も。自分が選んだ
カードを発表する時間も楽しい学びの時
でした。「人それぞれの発想、イメージの
違いがすてきだった。」「五感を使う感じ
で楽しかった。」など感想が聞かれました。

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」
１０月２９日（土）ちひろ美術館・東京
親業訓練協会の田中満智子さんによ

る、親子のよりよいコミュニケーション
を学ぶ講演会を開催。講義とロールプレ
イ、グループディスカッションを組み合
わせた実践的な学びの場です。「シンプ
ルな気づきがあった。」「グループでの話
し合いが良かった。」「保育園の仕事に役
立てたい。」という声や「能動的な声か
けは、子どもだけでなく夫との関係にも
活かせると思った」との感想も。
ワークショップ「あなたの『好き』を描
こう、つくろう」
１２月１０日（土）ちひろ美術館・東京

外国語を母語とする家族に向けたワー
クショップを開催。韓国、中国、日本に
ルーツを持つ子どもたちが集まりまし
た。講師は赤ちゃんからのアートフレン
ドシップ協会の冨田めぐみさん。今回の
テーマのとおり、子どもたちは思い思い
のやりかたで制作を開始。保護者はその
ようすを見守りながら、冨田さんからア
ートと子どもの成長についてお話を聞き
ました。日本に来て間もない家族もい
て、英語の通訳を介してコミュニケーシ
ョンを図りました。最初は緊張していた
子どもも次第にリラックスしていき、最
後には自分の作品について語ってくれる
ように。どの作品にもそれぞれの世界が
豊かに表現されていました。名前の由来
を聞きあったり、異なる国の文化に触れ
る機会ともなりました。
あかちゃん・子どものための鑑賞会
１２月１１日（日）ちひろ美術館・東京

前日に続き冨田
めぐみさんを講師
に親子のための鑑
賞会を開催しまし
た。午前は ０歳か
ら ２歳のあかちゃ
ん、午後は ３歳か

ら ６歳の子どもと保護者が参加しまし
た。ガイダンスを受けてから、展示室に
出発。「赤ちゃんも必ず見る作品があり
ますよ。どんな作品にどんな反応をした
か、気づいたことを記録紙に書いていき
ましょう。」と冨田さん。午後の会で

は、好きな作品や気になった作品を見つ
けると、子どもたちが記録紙にシールを
貼っていきます。この絵が好き、気にな
ったね、など、展示室のあちらこちら
で、ちひろの作品を通して親子の対話が
交わされていきました。
鑑賞会　目の見えない白鳥さんと
いっしょにちひろの絵を楽しもう
２０２３年 １ 月 ８ 日（日）ちひろ美術館・東京

全盲の美術鑑賞者、白鳥建二さんとち
ひろの作品を楽しむ鑑賞会。「作品の前
に立って、何をいってもいいというのが
ルール。印象とか感想とか連想したこと
とか。」と白鳥さん。一つの作品の前で
約１5分、参加者は気づいたこと、感じた
ことを次つぎとことばにしていきます。
油彩作品の前では「この部分に描かれて
いるのは何だろう」と謎解きのような場
面も。また、見る位置を変えることで描
かれた子どもの表情が違って見えること
を発見したり、さまざまな気づきがあり
ました。「話しながら、考えながら絵を
深く感じるという不思議な経験」「一枚
の絵に二つ以上のストーリーがあること
に初めて気づいた。」「話せるっていい。
鑑賞会って楽しい」「いつもと違う自分
を発見した。そのことに感動した。」「ま
ずストレートに絵を感じようと思った」
参加者の声からも、充実した時間をすご
せたことが伝わってきます。
●ワークシート・ブックリストの作成
若者の就業支援を行っている、ねりま

若者サポートステーションに通う有志の
方々とともに、ワークシートを制作しま
した。打合せを繰り返し、来館者が作品
や展示を楽しめるような工夫やデザイン
がワークシートに盛り込まれました。
また、地域の区立図書館と連携して「い

わさきちひろがくらした石神井」という
テーマで本を選び、練馬区が所蔵する、
ちひろが暮らした当時の石神井の写真と
ともにブックリストに掲載しました。
●課題にむけた調査や研修
アクセシビリティの向上という課題に

向けて、先進的に活動している団体や、
聴覚障がい者の方々へのヒヤリング調査
などを行いました。また「やさしい日本
語」※の研修を受けるなど、これからの
活動に活かす取り組みを進めました。

「みる・よむ・体験する」ねりまフォーラム事業　
２０２２年度の活動報告

※「やさしい日本語」とは、外国人等にもわかるように配慮して、簡単にした日本語のこと。

実行委員会：ちひろ美術館・東京　練馬区立美術館　
練馬区立石神井図書館・貫井図書館・南田中図書館
特定非営利活動法人 手をつなご　ねりま若者サポートステーション

令和４年度　Innovate�MUSEAM事業
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２０２２年１０月２５日（火）
毎日、戦争がニュースで報じられ
るようになったころ、たまたま、
ちひろ美術館の（発信した）「世
界中のこどもみんなに平和としあ
わせを」ということばを目にしま
した。今日、ようやく来られてう
れしいです。どっぷりと世界観に
浸りたいと思います。� （みほ）
１１月２４日（水）
私が初めて訪れた美術館は、安曇
野ちひろ美術館でした。すてきな
自然に囲まれた美術館が忘れられ
ず、今日、授業の帰りにひとりで
来てみました。小学生のころは、
繊細な色使いが印象的だと思いま
した。少し大人になって観るちひ
ろさんの絵は、普段見ている画面
やビルからの光と比べものになら
ないほど、鮮やかな色でした。白

黒なのに、ことばでは表せない色
に見えました。またちひろさんの
絵に会いに来たいです。�（ゆめ）
１２月２７日（火）
下石神井に生まれ育ち、小学生の
ころは長期休みのたびに訪れてい
たなつかしの場所。数十年ぶりに
再訪しました。子どもを前に教壇
に立つ仕事に就き、子どもたちの
笑顔を守っていける人になりたい
との想いを強くしています。ちひ
ろさんの絵で育てられた心が今に
つながっているように感じます。
２０２３年１月３日（火）
新春にちひろさんのやさしい顔と
絵に出会えて、心がほっこりしま
した。私は建築設計の仕事をして
いるので、奥村まことさんの設計
図面や黒姫山荘の展示が見られて
ビックリ！　うれしいです。また

来ます。ずっとこの場所であり続
けますように。� （茉優）
１月９日（月・成人の日）
夫と子どもと来ました。ムチムチ
の ２歳の息子の姿と重なって、ど
の絵もかわいく楽しめました。い
っしょに過ごせる時間を大切にし
たいと思いました。� （O.K.）
１月１３日（金）
小学生のとき、ちひろ美術館建設
資金募集のことを聞いて、私は「募
金してくれる人はＡ公園に来てく
ださい」とクラスで呼びかけ、集
まったお金を母に送ってもらいま
した。後日招待状をいただき訪れ
た記憶があります。本日は８０歳の
母と来館し、ちょっと泣きそうに
なりました。安曇野にも母を連れ
ていきたいと思います。熱川や黒
姫も訪問してみたいです。�（直美）

「くらし、えがく。ちひろのアトリエ」
展示室 ２（黒姫山荘）のようす

８月２６日（金）
開催中の「ちひろ・花に映るも
の」展にちなみ、館内に週替わり
でフラワーアレンジメントを飾る
ことに。初回のアレンジメント
は、夏が終わり庭に咲き始めた秋
の花を、ちひろが摘んで籠に生け
たイメージで、地元の園芸店が制
作してくださったもの。キバナコ
スモスや秋色アジサイなどの草花
が、展覧会に彩りを添える。
１０月１６日（日）
「くらし、えがく。ちひろのアト
リエ」展の関連トークイベント、
「奥村まことが設計したちひろの
アトリエ」をオンラインで開催。
建築家・奥村まことの研究者であ
る村上藍さんが、黒姫山荘を中心
に、設計にあたっての奥村ならで
はの工夫や、ちひろのこだわり、

ふたりのやりとりを語る。写真や
図面、手紙を紹介しながらの興味
深いお話に、「奥村とちひろの感
性が共鳴し、つくられた山荘だと
感じた」「黒姫山荘だからこそ生
まれた作品があったのではと想像
します」と感想が寄せられた。
１１月２９日（日）
数日前から庭の欅が落葉期に入
り、落ち葉掃きが日課になってい
る。この日、校外学習で来館した
練馬区立関中学校の １年生から
「お手伝いしましょうか」と声が
かかる。展覧会の感想を聞きなが
ら、数名の生徒さんと一緒に作業
をすると、あっという間に数袋分
の落ち葉が集まった。
１月９日（月）
３ 年ぶりとなる、ちひろの水彩技
法体験。 ３回実施し、２５名がにじ

みの缶バッジづくりに挑戦した。
ねりま若者サポートステーション
のインターン ２名もサポート役と
して参加。缶バッジにする部分を
すぐに決めた男の子が、インター
ンからの「にじみスコープでも探
してみよう」との声かけで、より
気に入る部分を見つけられて笑顔
になる一幕も。参加者からの、
「色を動かすのが楽しい」「体験
すると、ちひろの作品の見方が変
わる」とのことばがうれしい。
１月１８日（水）
今年の冬期休館は、空調設備の更
新工事を行う。 ３日目の今日は、
大型クレーンを使い、既存機器を
搬出。館内では工事箇所の物の移
動も続く。 ３月から、より快適な
環境でお客様をお迎えできるよ
う、協力して作業を進める。

美術館
日記

旬なできごとをピック
アップしてお届けします

Vol.5

風 「子どものころ絵雑誌で見た、
ちひろさんのこんな作品は見られ
ますか？（または画集や商品が買
えますか）」ちひろ美術館に、よく
寄せられるお問い合わせです。現
在収蔵しているちひろ作品は ９千
点以上。代表作ならまだしも、お
問い合わせの作品がすぐに分から
ないこともあります。しばらく前
なら、まず事務室の本棚に駆け寄
り、記憶を頼りに掲載されていそ
うな画集のページを片端からめく
って確認したものですが、今はも
っと頼りになる相棒がいます。そ
の名は「画像データベース（Ｄ
Ｂ）」。お客さまが作品名をご存じ
なくても大丈夫。「子ども」「月夜」
「絵雑誌」など手がかりになるキー

ワードをいただければ、搭載され
た高度な検索システムを使って迅
速にお調べすることができます。
現在、このＤＢには、作品２７，５００

点、ちひろの遺品１，２００点、絵本
や絵本の研究書など蔵書 ４万点が
登録されています。東京と安曇野
のちひろ美術館から、複数の学芸
員が同時に違う作業で活用するこ
とができます。それぞれが展示し
たい作品について、インターネッ
トで繋いだパソコンの画面越しに
協議することも可能です。移動が
制限されたコロナ禍では、このＤ
Ｂが大活躍しました。
開館からまもなく半世紀が経

ち、東京と安曇野の両館で活動を
展開するちひろ美術館では、個々

の職員に蓄積された経験や情報
を、いかに全体で共有するととも
に、館内外で知的財産として未来
に残すかが常に課題です。今後
は、ちひろの写真やことば、日本と
世界の絵本に関する調査資料など
も、紙・音声・映像資料含め、デジタ
ル化を進め、登録する予定です。
学芸員がＤＢの活用を通して時間
や労力を削減し、その分さらなる
調査研究に充てられれば、より満
足度の高い展覧会や図録に反映で
きる可能性が広がります。ＤＢ自
体の一般公開時期は未定ですが、
ちひろの没後５０年となる２０２４年に
は、お客さまにお楽しみいただけ
る新しい成果をお届けできること
を目指しています。�（中平洋子）
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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）

●次回展示予定 ２０２３年６月２４日（土）～１０月１日（日）

ちひろは、あかちゃんの月齢
まで描き分ける画力と、母親
としての深い愛情で、あらゆ
る子どもの姿や心理を絵のな
かにとらえました。初期のス
ケッチから中期の絵雑誌、後
期の代表作まで展示し、ちひ
ろが描いた子どもの情景の変
遷をたどります。あわせて、
『私は赤ちゃん』など松田道
雄との育児書の仕事にも注目
します。

ちひろ 子ども百景 谷内こうた展 風のゆくえ
谷内こうた（１９４７―２０１９）は、
叔父・谷内六郎のすすめで描
いた初めての絵本で１９６９年に
絵本デビューをし、『なつの
あさ』で日本人としては初め
てボローニャ国際児童図書展
グラフィック賞を受賞しまし
た。本展では、谷内の絵本原
画を紹介すると同時に、彼が
終生手がけたタブロー、雑誌
の表紙絵のための作品を展示
し、その画業を紹介します。おつむてんてん　１９７１年 『のらいぬ』（至光社）より（個人蔵）　１９７３年

●「ちひろ　光の彩
いろどり

」展示関連イベント
松本猛ギャラリートーク
○日　時： ５ 月１４日（日）１４：００～１４：３０
○講　師：松本猛（ちひろ美術館常任顧問）
○参加費：無料（入館料別）
○定　員：１５名
○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。

講演会（オンライン）「初山滋の魅力」
○日　時： ３ 月２６日（日）１４：００～１５：３０
○講　師： 竹迫祐子（公益財団法人いわさきちひろ記念事業団理事、

『初山滋永遠のモダニスト』（河出書房新社）著者）
○参加費：無料
○定　員：８０名
○申し込み： 要事前予約（Peatix にて ２ ／２６（日）より受付）
初山滋について長年調査研究している講師が、その作品の変わらぬ魅
力について、画像などを見せながらお話しします。

●「没後５０年　初山滋展　見果てぬ夢」
　展示関連イベント

〈会期中のイベント〉

○日　時： ４ 月１５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）
○参加費：無料（入館料別）
○対　象： ０ ～ ２ 歳児と保護者
○定　員： ８ 組１６名
○申し込み： 要事前予約（公式サイト、℡．にて ３ ／１５（水）より受

付開始）
リズムに合わせて体を動かしたり、声を出して歌ったり。物語の入り
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※詳細は決まり次第、公式サイトにてお知らせします。

●国際博物館の日　たてもの探検ツアー

CONTENTS 〈展示紹介〉ちひろ　光の彩…❷
没後５０年　初山滋展　見果てぬ夢…❸
〈活動報告〉「みる・よむ・体験する」ねりまフォーラム事業　２０２２年度の活動報告…❹
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●開館情報
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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

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.０３―３９９５―０６１２　chihiro.jp/

ちひろ美術館・東京イベント予定
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　「－今日から実践できる－子どもに気持ちが伝わる話し方」
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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。

●いわさきちひろの世界　ピエゾグラフ展
　主催　仙台文学館、ちひろ美術館
○会　場：仙台文学館
○期　間： ４ 月２９日（土・祝）～ ６ 月１１日（日）
○お問い合わせ先　℡．０２２―２７１―３０２０

〈他館での展覧会〉

第 １ ・第 ３ 土曜日
１４：００～１４：３０
○参加費：無料（入館料別）
○定　員：１５名
○申し込み：当日受付
当館学芸員が開催中の展覧会の
見どころなどをお話しします。

●ギャラリートーク
第 ２ ・第 ４ 土曜日　１１：００～
○参加費：無料（入館料別）
○定　員：１５名
○申し込み：当日受付
○協　力： NCBN（ねりま子ど

もと本ネットワーク）

●絵本のじかん


