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ちひろ没後４
０周年

ちひろの絵本づくり

−表現の可能性を求めて−

●2014年9月19日
（金）～11月30日
（日）
「童画は、けしてただの文の説明であ

に、長野県北安曇郡の小谷温泉に逗留し、

れました。
「窓ガラスに絵をかく少女」

ってはならないと思う。その絵は、文で

画面にそこでのスケッチを生かしました。

（図３）では、紫色の水彩の潤んだ画面

表現されたのと、まったくちがった面か

丁寧な自然描写からは、物語の舞台を生

が、少女の不安な心情を醸し出していま

らの、独立したひとつのたいせつな芸術

きたものにしようとするちひろの気概が

す。武市は、ちひろとこの制作を通して

だと思うからです」と語ったちひろは、

うかがえます。

「感じ感じさせることに集中」すること

絵本表現の新たな可能性を追求し続け、

晩年に近い１
９
７
２年の『ひさの星』では

を確認し合ったといいます。少女の微妙

生涯に４０冊もの絵本を残しました。本展

表現方法が大きく変化しています。川で

な心の揺れを主題に、ちひろは至光社か

では初期から晩年までの絵本作品の原画、

溺れた子どもを助け、自らは濁流にのま

ら計６冊を出版し、独自の絵本づくりを

制作過程での習作や資料などを展示し、

れてしまう少女ひさの物語のなかで、ち

追求した同シリーズは、絵本の新たな可

ちひろの絵本づくりの変遷をたどります。

ひろは村人の悲しみや絶望を、闇を見つ

能性を示す画期的な作品となりました。

絵本画家としての出発点

める男の後ろ姿（図４）で象徴的に表現

１
９
７
３年、激化するベトナム戦争への抗

最初の絵本の仕事は、１９５
７年に福音館

しています。説明的な描写を極力抑え、

議の気持ちを込めて、岩崎書店から『戦

書店の月刊絵本「こどものとも」として

心情を暗示することに重きをおいた表現

火のなかの子どもたち』
（図５）を発表

出版された『ひとりでできるよ』（図１）

は、この間の絵本制作の模索のなかで培

します。病をおして１年半を費やし、戦

でした。幼児の日常生活をテーマにした

われたものでした。

火を生きるベトナムの子どもの姿と、自

絵本で、ちひろは主人公の男の子に当時

絵で展開する絵本

らの空襲体験も重ねながら、５
０点もの絵

５歳だった息子の姿を重ねながら、子ど

１９
６８年、ちひろは至光社の編集者・武

を描き上げました。最初に１点１点を独

もの仕草をいきいきと描いています。こ

市八十雄と組んで、『あめのひのおるす

立した作品として仕上げ、絵が完成した

の絵本は評判を呼び、子どもが描ける絵

ばん』の制作に着手します。ちひろが文

後に並びと絵につけることばを検討して

本画家としての評価が高まります。

も手掛けた初の自作絵本で、先に物語が

いきました。１
９点の絵と子どもに寄り添

物語絵本

あって絵をつけていく従来の方法とは異

う短いことばを編んだ詩画集のような絵

１９６５年の
『りゅうのめのなみだ』
（図２）

なり、
“雨の日”
と
“お留守番”から浮かび

本は、ちひろ独自の絵本表現の集大成と

で、ちひろは初めて本格的な物語絵本に

上がるイメージをもとに絵を描き、後か

もいえる仕事で、生前に完成させた最後

取り組みます。龍が住む山奥を描くため

ら短いことばをつけるという手法がとら

の絵本となりました。

（山田実穂）

●展示室4・多目的ギャラリー

〈企画展〉 聖コージズキンの誘惑展
●2014年9月19日
（金）～11月30日
（日）
奇想天外な発想とダイナミックな描写、

協力：姫路市立美術館・Bl
uej
ay・未知谷

て、映画のように展開する魔法の世界だ

てな具合。生徒はノリで伝わる」と語っ

独特の極彩色で作品を描き続ける画家・

なと感じた」と記しています。

ています。言葉が持つ「音の響き」と、

スズキコージ。本展では、絵本画家とし

『ゆきむすめ』

絵が持つ「語る力」を最大限に活かした

ての足跡を中心に、独創的で濃密な世界

１９
７１年、スズキは、ロシア民話を描い

観に満ちあふれた作品群を紹介します。

た絵本『ゆきむすめ』
（図１）
で、絵本画家

絵本ならではの魅力にあふれています。

絵本との出会い

としての第一歩を踏み出します。老夫婦

ライブペインティング

幼少期に絵を描く楽しさに目覚めたス

が雪で作った少女の儚くも美しい物語を、

この作品は、絵と言葉の調和が織り成す、

１
９
９
５年以降、スズキは即興で描く“ラ

ズキは、
「絵を描くことに真剣だった」と

伸びやかな筆遣いと豊かな色彩を用いて

イブペインティング”を路上で行い、巨

語る高校時代、
「人工衛星」と称した押入

描きました。厚塗りの絵の具による重厚

大な作品（約２×４ｍ）を制作し続けて

れで、日夜絵を描いていたといいます。

感のある北国の雪景色と、繊細な点描で

います。音楽が流れるなか、白いキャン

そこは、布団やポータブル電蓄、ゴム紐

表現した雪の結晶との対比が印象的です。

バスにバケツの水をかけた後、手や筆、

で吊るした鉛筆……、必要なものを全て

この大胆なタッチと細密描画の融合は、

筆の柄などを使い、ときに大胆に、とき

手の届く所に置いた自分流の空間でした。

現在の画風へとつながっていきます。

に緻密に、幻想的な世界を描き出してい

卒業後、上京したスズキは、雑誌の編集

『サルビルサ』

きます。人魚や骸骨などが歌い踊る「死

者をしていた伯父を通じて、アートディ

狩で仕留めた獲物をめぐり、国同士の

者の日」
（図５）
は、メキシコ旅行で見た

レクター・堀内誠一に出会いました。描

争いへと発展していく物語が、合わせ鏡

祝祭のようすを元に創作されました。旅

き溜めていた絵を見たときのことを、後

のような構図で展開する絵本『サルビル

先で触れた各国の文化や風景は、画家の

に、「コージの絵は創世期を呈していた」

サ』
（図２）は、絵と文の両方を画家自

感性を通して昇華され、独自の世界感を

と語った堀内は、画家と絵本創作とを結

身が手がけました。
「ビレモジ」
「ジモレ

持って作品のなかに再構築されています。

びつけた存在でした。彼の書庫で国内外

ビ」など、登場人物が話す独自の言語の

このほか、今年出版された『氷の巨人

の絵本を目にしたスズキは「こんなに素

原型は、高校時代にクラスで流行った

コーリン』
の原画や立体作品
（図３・４）
な

敵な世界があるのかと、喜びとショック

「サルビルサ語」
。
「
『ノート貸して』は

ども展示します。圧倒的な生命力を放つ

であった。絵とストーリーが一体となっ

『ジモレビ

作品の数々をご覧ください。
（宍倉恵美子）

ビルサ

カス

ノート』っ
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●展示室1・2

図１

顔を洗う男の子 『ひとりでできるよ』
（福音館書店）より １
９
５６年

図４

図３

図２

山道を行く男の子『りゅうのめのなみだ』
（偕成社）より １
９６５年

闇を見つめる村人
『ひさの星』
（岩崎書店）より １
９
７２年

窓ガラスに絵をかく少女
『あめのひのおるすばん』
（至光社）より １
９
６
８年

図６

人魚の少女
『赤い蝋燭と人魚』
（童心社）より １９７３年

図５

少年と鉄条網『戦火のなかの子ど
もたち』
（岩崎書店）より １
９７３年

●展示室4・多目的ギャラリー

図１ 『ゆきむすめ』
（ビリケン出版）
より １
９
７
１年

図２ 『サルビルサ』
（架空社）より １
９９
１年
図４ 「獣BENZA」
２
０
１２年
図３ 「HEARTBENZA」
２
０
１
２年

『ヤッホー

ホイホー』（講談社）より ２
０
１
０年

図５ 「死者の日」 ２
００
０年
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〈展示紹介〉9
月1
9
日（金）～1
1
月3
0
日（日） ちひろ美術館コレクション 絵本に耳をかたむけて
目には見えず、留めておけない“音”を、

色」と語る画家は、背景を金色に彩り、命

画家たちは豊かな表現で絵本に響かせてい

を落とした象の仲間への哀悼の音楽を響か

ます。本展では、“音”に焦点を当て、「音

せています。

楽」、「声」、
「自然のなかの音」の３つのテ

声

自然のなかの音

ーマから作品を紹介します。
音楽
私たちは「音楽」を

ユリー・シュルヴィッツ（アメリカ）
『あめのひ』より
１
９
６
９年頃

通して、喜びや悲しみ、
西村繁男（日本）
『にちよういち』より １
９
７
９年

愛情などさまざまな感
情を表してきました。
ユゼフ・ヴィルコンは、

雨の音、鳥のさえずり、風のざわめきな

西村繁男の『にちよういち』は、画家の

ど、私たちが何気なく耳にしている、自然

故郷・高知で３
０
０年の歴史を持つ日曜市が舞

の音を感じさせる絵本もあります。ユリ

ユゼフ・ヴィルコン（ポ
ーランド）
「ブルースを演
奏する象」１９９
４年

台の物語。制作のために取材を重ねた画家

ー・シュルヴィッツの『あめのひ』は、一

は、登場人物の服装や仕草、個性豊かな表

人で屋根裏部屋にいる少女が、雨の音を聞

ブルースを、彼らの起源であるアフリカに

情を描き分け、そこで生活する人々のよう

きながら、戸外に思いをはせる物語です。

生息する象に演奏させました。低音で深い

すをリアルに描き出しました。さまざまな

少女の想像のなかで、窓を打つ雨が、寄り

響きが特徴の管楽器・チューバからは、ポ

店が並び、たくさんの人が行き交うようす

集まって小川に、最後には海の大波へと変

ーランド語で「象牙のために殺すことのブ

を描いた画面と、画家自身が手がけた土佐

化していきます。画家は、自然の一瞬の表

ルース」という言葉が奏でられています。

弁の文が結びつき、日曜市のざわめきが伝

情を繊細に描き出し、さまざまな雨の音を

「金色は、教会や寺院に使われる神秘的な

わってきます。

絵本のなかに奏でています。 （長井瑶子）

黒人の抑圧された生活
の苦悩や絶望を歌った

〈活動報告〉8
月8
日（金）
ちひろ没後４０年記念講演

ちひろが今生きていたら

いわさきちひろの４０年目の命日にあたる
８月８日に、一人息子の松本猛による記念

～長男・松本猛が語る母の素顔～

ることで、平和への思いを私に伝えたかっ

び戦争に巻き込まれる可能性がないとはい

たのではないかと感じます。
」

いきれません。そして、人間が普通に生活

講演を行いました。ここではその一部を紹

する権利を奪われた福島の原発事故。福島

介します。

に出向いてその現状を目にしたとき、母な

ちひろの思いが込められた絵本

らどうしただろうと考えました。そのとき

「『戦火のなかの子どもたち』は２２歳だっ

思い浮かんだのが『戦火のなかの子どもた

た私も制作に関わった絵本。ベトナム戦争

ち』です。もし母が今生きていたら、きっ

で犠牲になる子どもたちに胸を痛めていた

と絵本で自分の意志を表現することを選ん

母が、亡くなる１年前に病をおして完成さ

でいただろうと思います。ちひろと同じ絵

せました。何度も描いては消すということ

本作家という道を選んだ娘とふたりで『ふ
くしまからきたこ』という絵本をつくった

を繰り返して生み出した作品は、ただ描く
というだけでなく、戦争の犠牲になる子ど

今を生きる自分にできること

のはそんな思いからでした。
」
「ちひろの絵

もたちの悲しみや苦しみを画用紙に埋め込

「特定秘密保護法が制定され、集団的自

の根底にある子どもたちへの愛情や平和へ

むという作業だったのかもしれません。母

衛権の行使が容認される現在の日本。今す

の思いに共感する人たちに支えられ、没後

が自分の戦争体験を詳しく話すことはあり

ぐ私たちの生活に影響があるわけではない

４
０年経った今もちひろの絵は愛されている

ませんでしたが、この絵本を一緒に制作す

かもしれませんが、未来の子どもたちが再

のだと、今強く思います。
」（入口あゆみ）

〈活動報告〉7
月1
2
日（土）、1
3
日（日） ～宮沢賢治の世界～
「ちひろの愛した

アンデルセンと宮沢

お話の会
夕暮れコンサート

酒井館長の声に、
会場は静まり、
物語の世界

とで、
「ここへ畑起こしてもいいかあ」
「い

賢治」展に関連し、宮沢賢治の研究家でも

へと引き込まれていきます。最後は、
「雨ニ

いぞお」という掛け合いも行われました。

ある絵本美術館・森のおうちの酒井倫子館

モマケズ」
の詩を皆で朗読。
参加者も一体と

長と森のおうちお話の会の方々をお招きし、

なって楽しむお話の会となりました。

作品。その世界観に、
“音”通して触れるこ

宮沢賢治の「お話しの会」
「夕暮れコンサ

夕暮れコンサート～宮沢賢治の世界～

とで、言葉の持つ魅力を再発見した２日間

ート」を開催しました。
お話の会～宮沢賢治の世界～

７月１３日（日）は、大人の方々を対象に、

書籍で親しまれることも多い宮沢賢治の

となりました。

（宍倉恵美子）

歌や語り、朗読のコンサートを開催。今泉

７月１２日（土）は、毎月２回行っている「お

ヤス子さんの大らかで美しく響く歌声によ

話の会」の特別版として、
宮沢賢治の世界を

る
「牧歌」
「星めぐりの歌」
で幕が開くと、続

紹介しました。この日は、
子どもたちも楽し

いて、ちひろも黒姫高原で口ずさんだとい

めるようにと、山に住む熊と猟師・小十郎の

う賢治の詩
「原体剣舞連」が、ギターの調べ

宿命と敬愛を描いた童話「なめとこ山の熊」

にのせて、
「ダ・ダ・ダ・ダ・ダ・スコ・ダ・ダ」
と、

の紙芝居や、岩手に伝わる座敷童子伝説を

地に轟くような迫力で朗読されました。農

ぼっ こ

もとにした童話「ざしき童子のはなし」
の語

民と森の住人・狼たちとの共存の精神を描

りなどが披露されました。
深い響きを持つ

いた童話
「狼森」
の語りでは、出演者と客席

おいのもり

出演：朗読・語り 酒井倫子／うた
ギター 浅川靖典

今泉ヤス子／
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ちひろを
５５
訪ねる旅○
日本青年館

大日本青少年団発行の前線将兵
慰問用「女子青年だより」の原画

ひとこと
ふたこと
みこと

美術館
日記

戦前のいわさきちひろが描いた

青年団の主事になったのは１９４０年

に反対する父母を戒める、厳しい

絵かもしれない。そう思わせる作

４月。その後、組織が統合され、

姿勢が紹介されています。

品が、日本青年館の研究官、掛谷

事務所も芝から今日、日本青年館

この原画には署名がなく、断定

昇治氏によって発掘されました。

がある神宮に移されていました。

することできませんが、ちひろが

それは、１９４３年１１月に大日本青

同団には、文江の奈良女子高等師

好きな落ち着いたピンクの地色の

少年団女子部によってつくられ、

範学校の後輩で、ちひろの書道の

上に、柔らかなリボンの曲線に少

全国の団員のもとに届けられた慰

師でもあった小田周洋が、すでに

女たちの姿が配されたデザインや、

問のための封筒便箋。
「前線将兵

主事として勤めていました。同年

牛を曳きながら野辺を行くもんぺ

に感謝感激の熱情」を綴り、
「士気

９月、文江は周洋の後任として、

姿の女性たちのおおらかで闊達な

を鼓舞激励する」と共に「前線銃

開拓士結婚相談所長に就任し、中

描写が、確かに後のちひろの作品

後を固く結」んで「聖戦の完遂に

国大陸東北部（旧、満州）に渡っ

を思わせます。

邁進する」ことを目的に、皇国の乙

た開拓士のもとへ娘たちを花嫁と

花嫁渡満を訴える文江の檄とは

女たちに呼びかけられたものです。

して送る仕事に邁進します。１９４１

裏腹な穏やかで牧歌的な慰問の封

当時、ちひろの母、岩崎文江は

年の「女子青年」３月号には、
「相

書便箋。戦争の時代の重い空気と、

大日本青少年団の実践局国防訓練

談所より見た国策結婚」として、

その中でも若い女性らしい溌剌と

部副部長という要職についていま

「五千人の花嫁渡満」の記事が掲

した感性。両者が重なって、戦争

した。文江が、府立第六高等女学

載され、文江の活躍ぶりとともに、

が日常という時代のリアリティを

校の教師を辞め、大日本聯合女子

娘の渡満の気持ちに反して、それ

浮かびあがらせます。（竹迫祐子）

6月30日（月）

晴らしいこの松川村からちひろさ

8月8日（金）

東京の図書館で子どもたちと本を

んの永遠なるメッセージを伝え続

ちひろさんの絵は、いろんな季節

繋げる仕事をしています。いわさ

けていってくださいね。水を使っ

の絵がたくさんあってどれもとて

きさんの絵は、いつまでたっても

たにじみの美しい世界を紹介して

もかわいくてじょうずだなぁと思

色あせず、私たちに“物語”を届

いただき、とても楽しく夢中にな

いました。私の小学校の道徳の教

けてくれる。その透徹した瞳、尊

って体験できる機会は、ここなら

科書の表紙の絵もちひろさんの絵

敬しております。私も子どもたち

ではの魅力です。

ですてきだなぁと思いました。ふ

の心に寄り添っていけるような仕

8月6日（水）

んわりした絵ですごくすてきだと

事がしたい、自分に正直でいなが

初めて“いわさきちひろ”の存在

ら良い仕事がしたい。そういう気

を知ったのは、
「窓ぎわのトット

［愛知県江南市立図書館「平和パネル展」より］

持ちになりました。（M.
Ai
z
awa）

ちゃん」を読んだ小学校１年生の

モノトーンで書かれたパネルを初

8月4日（月）

時でした。あれから３３年。私もい

めて見たときには衝撃を感じまし

今日はとても嬉しくて朝一番に入

い大人になり、可愛い子どもを授

た。私がすきなちひろさんの絵と

館させていただきました。ちひろ

かりました。子どもを愛しいと思

は随分違っていたからです。絵本

さんの平和への願い、子どもたち

える幸せがずっと続く世の中であ

を手に取って見て、更にパネルの

へのあふれる愛、人を愛すること、

りますようにと再び心を新たにし

絵に一枚一枚に向き合って見ると

大人になることの言葉など、今生

た美術館でした。

強いメッセージを感じます。幼い

かされている喜びと幸せをかみし

8月6日（水）

子どもの表情・まなざし…、私た

める大切な時をいただきました。

自分の名前のゆらいがこんな人だ

ちが守らなければならないものが

中学生ボランティアの皆さま、素

ったなんてとってもうれしい！

分かります。

思いました。

（須賀七海）

7月20日（日）

関係の方々をご招待する特別内見

今日は朝８時から開館、爽やかな

週間を開催。先生方に美術館をゆ

安曇野の朝を満喫していただく

っくり見学していただき、鑑賞教

「朝のミュージアム」を開催。カ

育の参考としていただこうと、昨

フェでは特別限定メニューを用意

年から取り組み始めたもの。今年

し、お客さまをお迎えする。中庭

は、県内外から４４名の先生が来館。

で開かれた「おはなしの会」も、

アンケートには「ちひろの人とな

元気な子どもたちで賑わった。

りに感銘を受けた」
「絵本を読み聞

今年は、夜２１時まで開館する「夜

7月27日（日）

かせして、ちひろの思いを伝えた

のミュージアム」も開催予定。ラ

「びっくり！絵本動物園」展にち

い」などの言葉が残された。

イトアップされ、いつもと少し違

なみ、須坂市動物園の小林正和さ

8月2日（土）

う美術館を、どうぞお楽しみに。

んをお招きし「－須坂市動物園か

松川村の友好都市、台湾・鹿港か

らやってきた！－教えて！飼育員

ら、町長はじめ、中学生を含む総

さん」を開催。動物の生態や飼育

勢６０名が来館。中学生は早速「ち

員の仕事について、熱く語ってく

ひろの水彩技法体験」に参加、松

ださった。動物園×美術館という、

川村の中学生ボランティアと交流

初のコラボレーションに、お客さ

を深める。出来上がったにじみ作

まもスタッフも大いに楽しい時を

品を手に「とても良い思い出にな

過ごした。

った」と、当館での短い滞在を楽

8月1日（金）～10日（月）

しみ、帰路に。両国の若い世代の

幼稚園、小・中・高校など、学校

友情が育まれることに胸が膨らむ。

ルーカン
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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。
詳細・最新情報はホームページからもご覧いただけます。 ht
t
p:
/
/
www.
chi
hi
r
o.
j
p/ TEL.
０２６
１−
６２−
０
７７
２ FAX０２６
１−
６２−
０
７７
４
●展示関連イベント
ズキン DE パレード

●安曇野スタイル2014
アート・自然・暮らしを通して、安曇野の魅力を発信する安曇野スタ
イル。今年９回目を迎えました。当館では、平和としあわせを願い、
女性や子どもたちへの支援にもつながる活動をしている、アジアの織
や刺繍などの手仕事を紹介。子どもたちが楽し
めるイベントも予定しています。
○日 時：１０月３１日（金）～１１月３日（月・祝）
９：００～１７：００
○会 場：安曇野ちひろ美術館

～イカス服とイカス王冠をつくろうぜぃ～
主催：松川村図書館、安曇野ちひろ美術館

スズキコージ（愛称：コージズキン）
と一緒に、古着やダンボールを使って、
世界にひとつしかないオリジナルの衣
装（服・王冠）をつくります。最後は、
音楽に合わせて、みんなで大パレー
ド！
○日

時：９月２０日（土）
１３：００～１６：００
○会 場：多目的交流センター「すず
の音ホール」
（松川村）
○対 象：小学生以上
○料 金：無料
○申し込み：要事前予約（松川村図書館TEL.
０２６１−
６２−
０４５０、
安曇野ち
ひろ美術館HP、TEL.
０２６１−
６２−
０７７２にて受付）

●コージズキントーク＆ライブペインティング
画家自身によるギャラリートークとライブペ
インティングをゲリラ的に開催。コージズキ
ンに会えるかも！？
○日 時：９月１９日（金）時間未定
○会 場：安曇野ちひろ美術館
展示室４・多目的ギャラリー
○料 金：無料（入館料のみ）

安曇野スタイル2013
「ちひろの暮らし」展
枯れ葉と赤い服の少女 １９７１年

●夜のミュージアムを楽しむ
この日は特別に２１：００まで開館延長。
造形作家・川村忠晴による植物の灯りの作品も展示します。
○日 時：９月２７日（土）２１：００まで開館延長

●ちひろの水彩技法ワークショップ
ちひろ作品の特徴である”にじみ”の水彩技
法を体験します。子どもから大人まで楽しめ
るワークショップです。
○日 時：１１月１６日（日）、１
１月３０日（日）
○会 場：安曇野ちひろ美術館
○対 象：どなたでも参加できます
○申し込み：当日予約受付（各回先着順）

スズキコージ

●2014年いわさきちひろ没後40年記念

新刊紹介

絵本『窓ぎわのトットちゃん』
１・２巻セット

『ちひろさんと過ごした時間 いわさ
きちひろをよく知る２５人の証言集』

『まるごとちひろ美術館』

文・黒柳徹子／絵・いわさきちひろ／講談社

監修・ちひろ美術館／新日本出版社

監修・高橋明也（三菱一号館美術館館長）
／編集・ちひろ美術館／東京美術

黒柳徹子の自伝的作品
『窓 ぎ わ の ト ッ ト ち ゃ
ん』。１９８１年 に 刊 行 以 来
累計８００万部を記録する
大ベストセラーです。新
しい描き下ろし原稿も
入って、愛蔵版の絵本に
なりました。

若き日の様子、編集者か
らみた画家としての姿、
家族から見たちひろ…２３
名の証言者に加え、黒柳
徹子やアニメーション監
督・高 畑 勲 へ の イ ン タ
ビューも収録。

いわさきちひろ、赤羽末吉、エリッ
ク・カール……。ちひろ美術館コレ
クションから、選りすぐりの作品を
紹介。さまざまな角度から、絵本の
楽しさ、そしてちひろ美術館の魅力
に迫る一冊。

定価１,
６００円（税別）

定価：本体１,
８００円（税別・予価）
１０月刊行（予定）

セット定価：本体３,
０００円
（税別）分売不可

●おはなしの会

●ギャラリートーク

●冬期休館のお知らせ

毎月第２・４土曜日
１１：００～
参加自由、入館料のみ

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

安曇野ちひろ美術館は、２０１４年１２月１日～２０１５年２月２８日まで冬期休
館となります。２０１５年は３月１日より開館します。

CONTENTS 〈展示紹介〉ちひろ没後４０年 ちひろの絵本づくり－表現の可能性を求めて－／〈企画展〉聖コージズキンの誘惑展／ち
ひろ美術館コレクション 絵本に耳をかたむけて…許距鋸
〈活動報告〉８月８日（金）ちひろ没後４０年記念講演 ちひろが今生きていたら ～長男・松本猛が語る母の素顔～／７月１２日（土）、
１３日
（日） ～宮沢賢治の世界～お話の会・夕暮れコンサート…鋸
ちひろを訪ねる旅５５／ひとことふたことみこと／美術館日記…漁
美術館だより No.
80 発行2014年9月5日

〒3998501 長野県北安曇郡松川村西原335824 テレホンガイド0261620777 TEL.
0261620772 Fax0261620774
ht
t
p:
//www.
chi
hi
r
o.
j
p/ Emai
l
:
chi
hi
r
oa@seagr
een.
ocn.
ne.
j
p

