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●展示室１ ・ ２

トットちゃん広場オープン記念展「みんな、
いっしょだよ。」

松川村・安曇野ちひろ公園

●２０１６年７月１５日
（金）～９月２７日
（火）
トットちゃんとちひろ

もって勇敢に行動する、心やさしいトッ

界の子どもたちといっしょに」と思いな

黒柳徹子が自分の通った小学校につい

トちゃん、そして、彼女が実際に通った

がら、ユニセフ親善大使の仕事を続けて

て最初に書いたのは、
１９６１年雑誌
「中央公

小学校トモエ学園の、子どもを尊重した

きたといいます。近年、インクルーシブ

論」に掲載された「私の学校」という短

ユニークな教育や個性的な仲間たちにあ

な社会や教育が提唱されていますが、小

いエッセーでした。それを読んだ講談社

ります。トットちゃんは １ 年生のとき、

林先生は７０年以上も前から「みんないっ

の編集者がぜひ本に、
と勧めたものの、
そ

授業中に机のふたを何度も開け閉めした

しょだよ」を実践していたのでした。

のときは実現しませんでした。
十数年後、

り、窓のそばに立ってチンドン屋さんを

それぞれの「トットちゃん」

１９７４年の夏、黒柳はいわさきちひろの訃

呼んだりつばめに話しかけたりして、最

「トットちゃん」の映画化、テレビ

報を新聞で知り、一度も会ったことがな

初の学校を退学になります（図 ２ ）
。し

化、アニメ化、ミュージカル化、など全

いのに、「子どもの味方がいなくなって

かし、トモエ学園という新しい学校に通

ての申し出を黒柳が断ったのは、読者の

しまったような」気持で涙します。そし

い、いつも「君は、本当は、いい子なん

想像を大切にしたい、ちひろの絵以上の

て、遺族に手紙を書き、交流がはじまり

だよ！」といい続けてくれる小林宗作校

映像をつくるのは不可能だという想いか

ました。そのなかで、
ちひろの遺した子ど

長先生と出会い、日々仲間とともに電車

らでした。ちひろの絵は「トットちゃ

もを描いた作品の数々を目にして、再度

の教室で勉強したり遊んだりして、成長

ん」のための描き下ろしではありません

書く決意をします。テレビ等の仕事の

していきます。

が、ひとつひとつの作品に、
「子どもそ

後、毎月ちひろ美術館に通い、
ちひろのひ

みんないっしょだよ

のもの」が描かれており、それが、本の

とり息子と共に絵を選びながら、月刊誌

小林先生は、
いつも生徒に「みんな、
い

なかの子どもたちとも呼応しています

「若い女性」に１９７９年から ２ 年間連載さ

っしょだよ。いっしょに、やるんだよ。
」

（図 ３ 、 ４ ）
。今回の展示では、そのよ

れたのが「窓ぎわのトットちゃん」でし

と語っていました。
（図 ５ ）トモエ学園

うなちひろの絵のなかから、みなさん

た。
（図 １ ）その後１９８１年に単行本として

には障害のある子どもも、そうでない子

に、
「わたしのトットちゃん」を選んで

出版されると幅広い読者の支持を得、今

もいましたが、
「助けてあげなさい」とは

いただく投票も行います。その結果やエ

日まで多くの人に読み継がれています。

一度も言わなかったといいます。どの子

ピソードは、今秋の当館での展示「わた

トットちゃんの新しい学校

も等しく、大切な存在だと伝えたかった

しのトットちゃん

のでしょう。黒柳はこの教えを胸に、
「世

反映する予定です。

この本の魅力は、なにごとにも興味を

ピエゾグラフ展」に
（松方路子）

●展示室3・4

BIB５０周年ちひろ美術館コレクション 絵本の歴史をつくった画家たち
●２０１６年７月１５日
（金）～９月２７日
（火）
ちひろ美術館は、いわさきちひろの作

なる独自の文化と伝統を持つ東洋の画家

やエリック・バトゥー（フランス２００１年

品以外にも世界３３カ国２０３人の画家によ

のグランプリ受賞は、東西をつなぐかけ

グランプリ）など BIB 受賞画家の作品

る絵本原画など１７，４００点
（２０１６年 ６ 月現

橋としての BIB を象徴するものであり、

を紹介します。

在）を有し、なかには国際アンデルセン賞

また日本の絵本界にとっても大いに意義

小さなノーベル賞ともいわれる「国際

画家賞やブラティスラヴァ世界絵本原画

のあることでした。当時の日本は第二次

アンデルセン賞」は１９５６年から作家賞、

展（BIB）など、国際的な絵本賞の受賞者

ベビーブームを機に、戦後の絵本文化が

１９６６年からは画家賞が IBBY によって授

も多数含まれます。本展では BIB 創設

開花していく時期で、田島征三（１９６９年

与されてきました。全画業が評価され、

５０周年を記念して、
当コレクションより、

金のりんご賞）
、谷内こうた（１９７９・８０

モーリス・センダック（アメリカ１９７０

BIB をはじめ国際的に活躍する各賞受賞

年金のりんご賞）と受賞が続きました。

年）やタチヤーナ・マーヴリナ（ロシア

画家たち５０人余の作品約１００点を紹介す

アジアや中南米からの参加も増え、ヌー

１９７６年）
、１９８０年には赤羽末吉が受賞を

るとともに、各賞を通じて見えてくる、

レディン・ザリンケルク（イラン１９７１年

果たします。授与式で「日本の古い伝統

この５０年の絵本の歩みにも注目します。

金のりんご賞）や武建華（中国１９８９年佳

的な美術の美しさに現代的な解釈を加え

１９６０年代、東西冷戦の緊張が高まるな

作）など受賞画家の多彩な顔ぶれは、絵

た」と述べた赤羽は、
『そら、にげろ』

かで、絵本を通じた国際交流や相互理解

本の発展と国際交流に貢献する BIB の

（図 ３ ）で日本の四季を、豪華な歌舞伎

を図ろうと、国際児童図書評議会
（IBBY）

成果を表しています。２００３年には、出久

舞台のように表現しました。ドゥシャン

を中心にした絵本賞の創設が相次ぎます。

根育がグランプリを受賞、物語から紡ぎ

・カーライ（図 ５ ）
（スロヴァキア１９８８

１９６７年よりスロヴァキアの首都で開催

出される視覚的イメージを濃密な筆致で

年）
、クヴィエタ・パツォウスカー（図

されてきた「ブラティスラヴァ世界絵本

表現した、独特の画風が評価されます。

４）
（チェコ１９９２年）など同賞受賞１２名

原画展（BIB）」は、IBBY の各国支部の

受賞作を描いた後プラハに移り、西洋の

の作品も展示します。

推薦を受けた絵本を対象に、グランプリ

古典技法を学んだ出久根は、
『マーシャ

「野間国際絵本原画コンクール」はア

のほか、金のりんご賞など各賞が授与さ

と白い鳥』
（図 ２ ）ではテンペラと油彩

ジア、中南米、アフリカを対象にした賞

れるものです。欧米に限らず広く参加を

を併用し、重厚なマチエールと透明感あ

で、日本では紹介の機会が少ない同賞受

呼びかけた結果、第一回 BIB でグラン

る色彩で幻想的な画面をつくり上げまし

賞１３名の作品（図 ６ ）も展示します。絵

プリを受賞したのが、瀬川康男の『ふし

た。本展ではほかにも、クラウス・エン

本に新たな歴史を刻んだ画家たちの、魅

ぎなたけのこ』です。ヨーロッパとは異

ヅィカート（ドイツ１９７９年グランプリ）

力ある作品をご覧ください。
（山田実穂）
２
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図 ₁ 「若い女性」（講談社）₁₉₇₉年 ₂ 月号より

図₄

猫とランドセルをしょった子ども

BIB₅₀周年

図₂

₁₉₆₉年

図₅

ちひろ美術館コレクション

図₁

瀬川康男（日本）『ぼうし』（福音館書店）より

図₃

赤羽末吉（日本）『そら、にげろ』（偕成社）より

図₆

クラウディア・レニャッツィ（アルゼンチン）
『わたしの家』より ₂₀₀₁年

₁₉₈₇年

₁₉₇₈年

窓辺の小鳥と少女

₁₉₇₁年

ランドセルをしょって並んで歩く ₁ 年生

図₃

₁₉₆₆年

絵本の歴史をつくった画家たち

図₂

なべをかかえる少年と少女
₁₉₇₁年

●展示室3 ・ 4

出久根育（日本）
『マーシャと白い鳥』
（偕成社）より

₂₀₀₅年

図 ₄ クヴィエタ・パ
ツォウスカー
（チェコ）
『ふすぎなかず』より
₁₉₉₀年

図₅

ドゥシャン・カーライ（スロヴァキア）
鍛冶屋と子ども ₂₀₀₄年
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●活動報告

２０１６年 ７ 月２３日

松川村・安曇野ちひろ公園

安曇野ちひろ公園・トットちゃん広場

トットちゃん広場オープン

トットちゃんでオリエンテーリング

（長野県・松川村営）が、いよいよ、こ

新たな公園では、トットちゃん広場を

の ７ 月２３日にオープンします。ここで

中心に、美術館内まで含めて、
『窓ぎわ

は、大詰めを迎えた開園準備のようすを

のトットちゃん』に描かれたエピソード

紹介します。

を体験しながら楽しく散策できます。物

池工生による机や椅子の製作

語の一部が抜き書きされた看板が各所に

かねてより長野県池田工業高校の生徒

設置され、トットちゃんが大好きだった

たちに依頼していた、電車の教室で使用

泰ちゃんをお相撲で投げとばした土俵

するための机や椅子の製作。放課後、学

や、お気に入りのお財布を落として探し

校に作業を見に行くと、そこにはひとつ

た汲み取り口、流れ星が見える井戸など

『窓ぎわのトットちゃん』の単行本刊

ひとつの工程に丁寧に取り組む生徒たち

が再現され、トットちゃんのトモエ学園

行から３５年。個性を大切にしたトモエ学

の姿がありました。固いナラ材の加工は

での経験を、来園者も追体験できるよう

園で、子どもたちがいきいきと過ごす姿

難しく、安全ゴーグルをして切断した木

工夫されます。トットちゃんに関するク

が描かれたその物語は、今も世界中で愛

材を組み立てるのは二人一組で。はみ出

イズに挑戦しながら園内をオリエンテー

され、読みつがれています。トモエ学園

た接着剤はふき取り、わずかでもズレが

リングできるマップも準備され、トット

の小林宗作校長先生がトットちゃんたち

あれば、やり直しながら作業を進めま

ちゃんのお話を知っている人も知らない

へくり返し語られた「みんな、いっしょ

す。椅子にかけた子どもたちが角でけが

人も、楽しめるよう考えられています。

だよ。
」ということばと、
すべての子ども

ちひろ美術館の願い

をしてしまわないよう、体に接する面は

たちを尊重する教育精神。それはまた、

丁寧にやすりがけを施し、トットちゃん

「世界中のこども みんなに 平和としあ

たちが通っていた１９４０年頃の教室の雰囲

わせを」と願いながら、子どもを描き続

気を出すために、布にしみこませた塗料

けたいわさきちひろの思いとも重なりま

を ２ 回塗り重ねました。昨年の ９ 月から

す。私たちは、トットちゃん広場が、世

作業が始まり、たくさんの生徒たちの思

界中から訪れるどんな子どもも、豊かな

いが重なってできあがった机と椅子。完

自然と触れ合いながら、のびのびと笑顔

成したものは、生徒たちの手で電車の教

で過ごすことができる場所となることを

室へ運びこまれました。小さな机と椅子
が並んだ車内は、いよいよ教室のイメー
ジが膨らんできました。

畑や田んぼ

農業体験の準備

願っています。新たな安曇野ちひろ公園

トットちゃん広場の北側には、松川村

のシンボルとなるトットちゃん広場に、

の畑の先生といっしょに、農作物の植え

どうぞご期待ください。（入口あゆみ）

付けや収穫などを体験できるエリアが広
がります（予約制）
。 ７ 月の開園後に早
速収穫体験ができるよう、畑にトマトや
ナス、トウモロコシなどの苗が植えられ
ました。公園最北端にある田んぼエリア
の田植えも無事に完了。収穫した野菜や
お米を使って調理し、松川村の豊かな実
りを堪能できる日が楽しみです。

安曇野ちひろ美術館
雑木林ゾーン
農業体験ゾーン
体験交流館

トットちゃん広場
モハとデハニ
トモエの講堂

新たな安曇野ちひろ公園全体図 左側枠内がこの夏拡充オープンされるエリア
₇ 月₂₃日（土）は₁₃時から開園、 ₇ 月₂₄日（日）は ₉ 時から₁₆時までオープニングイベントが予定されている
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ちひろを
訪ねる旅�

紀伊国屋書店本店が開業した

と、研究の末、将来性を確信してパ

に創作せず不器用に生きて、絶作

₁₉₂₇年（昭和 ₂ ）に、はす向かいの

ン屋を開くことに決めました。本

に「女」という最高傑作を残した碌

新宿中村屋は喫茶部（レストラン）

郷の東京大学前のパン屋中村屋を

山を通して、中村屋の屋号を書い

新宿中村屋

を開きます。中村屋の名物、印度

買い、職人や従業員をそのまま引

た画家で書家の中村不折、画家の

カリーもこの年に加わりました。

き受けて開業します。その後も、

中村彝、柳敬助、彫刻家の戸張弧

いわさきちひろも、画家仲間と

愛蔵は、養蚕業の繁忙期には ₃ 、₄

雁、書家の會津八一、女優の松井

会うときなど、新宿中村屋を好ん

か月を穂高で過ごす生活でした。

須磨子など多彩な人たちが集い中

努力が実って中村屋は順調に発

村屋サロンを形成しました。彼ら

新宿中村屋の創設者は、安曇野

展 し、ʼ₀₇年（ 明 治₄₀） に は 新 宿

の作品は、戦前から店舗や奥のア

穂高出身の相馬愛蔵と良（＝黒

角筈に支店を出し、ʼ₀₉年（明治

トリエに飾られていましたから、

光）夫妻。愛蔵は、養蚕の近代的

₄₂）に現在の場所に移転します。

若きちひろも足を運んだことでし

技術研究で知られた人、良は傾い

中村屋と言えば、優れた近代美

ょう。そこはサロンと言うより、芸

た仙台藩旧士族の娘で、愛蔵のも

術の作品が身近に置かれた店内で

術家たちの緊急避難所のような場

とにわずかな着物とオルガンを嫁

知られますが、それらのコレクシ

で、一つ釜の飯を食っては豊かな

入り道具に嫁いだ好学の人でした。

ョンの背景には、相馬夫妻が弟の

芸術論や文化論を飛び交わす、相

₄ 年間の穂高での生活の後、

ように愛し大切にした夭折の彫刻

馬夫妻の理想とする場でした。そ

ʼ₀₁年（明治₃₄）に二人は上京、暮

家、同じ穂高生まれの荻原守衛（＝

の理想は、ちひろたちにも引き継

らしのためにも商売をはじめよう

碌山）の存在があります。売るため

がれたと言えます。（竹迫祐子）

ひとこと

5月19日（木）

幸せな気持ちになりました。すわ

と来るとまたよいです。

ふたこと

友人といっしょに訪れました。い

ろうとしたいすにぞうの「ぐるん

みこと

わさきちひろさんの作品の数々の

ぱ」のぬいぐるみが置いてありま

絵もよいけれど、解説もまぜて見

センスあふれる色合いは見ていて

した。せっかくなのでぐるんぱを

ると皮肉や心情、落語のようなお

とても楽しいです。また、ちひろ

ひざにのせて詩集『しかえししな

もしろさが感じられて良かった。

さんの人柄も感じさせる画のタッ

いよ』を読みました。うまく理解

チに描いた当時のことが思い浮か

できないところもありましたが、

［
『あべ弘士の動物王国展』感想ノートより］

ぶような気がしました。あらため

なんだかすごく落ち着いた気分に

5月31日（火）

て、素晴らしい画家だったんだと

なりました。

あべ弘士さんの動物に対する愛

思いました。

5月30日（月）

が、絵を通して伝わってきます。

5月27日（金）

幼い頃、家に自然と飾られていた

昨年愛犬を亡くしました。ねぶた

おもしろく、そして切なく楽しい

ちひろさんの絵。母の集めていた

の迫力、鳥や動物たち。北海道の

美術館だと思いました。修学旅行

ものですが、今日歩きながら、離

旭山動物園に絶対行かなくちゃ

のいい思い出になりました。自分

れて暮らす母親の存在をあらため

…。

が大人になったら新婚旅行で来た

て想う日でした。トットちゃんの

6月5日（日）

いと思いました。

で使っていたといいます。

（₁₁才

小夏）

つね

＊

＊

＊

（ケント）

（₇₀才のバーバ）

電車ができたころ、母娘で来てみ

さいしょに見たら、
すごく大きくて

5月28日（土）

ようかしら。

まどみたいなところに大きいゴリ

私は本の虫で本が大好きです。こ

6月5日（日）

ラがいました。そのとなりには、フ

んなに本がたくさんあって、気持

₃ 歳の娘と来ました。独身のとき

ラミンゴがいました。とてもかわ

ちのいいいすがあって。とっても

ひとりでよく来たけれど、子ども

いかったです。
（小学 ₂ 年

美術館

5月3日（火）

新設。この日は植栽工事が入り、

5月21日（土）

日記

ゴールデンウィークの「トットち

受付ブース周辺にイロハモミジと

絵本カフェの新メニュー「安曇野

ゃんの部屋」は子どもたちで大に

ドウダンツツジが植えられた。秋

産のアスパラと新たまねぎのピ

ぎわい。「みんなでつなげる電車

には紅葉が楽しめそう。

ザ」が始まる。美味しく新鮮な地

の教室」ワークショップでは、切

5月14日（土）

元野菜を使ったメニューを考案で

り紙で電車をつくり、ひもでつな

あべ弘士展スタート。この日はあ

きるのも、ここ安曇野だからこ

げて記念撮影。古い机と椅子を置

べさんによるワークショップ「キ

そ。外のテラスで北アルプスをの

いた昔の教室の復元スペースでは

リンをつくろう！」が松川村図書

んびり眺めながら、ビールと一緒

「これ使ってたわ！」と懐かしむ

館との共催で行われた。段ボール

にいただきたい一品。

シニアの方々も。幅広い世代がそ

₂ 枚を切って組み合わせ、キリン

5月26日（木）

れぞれに楽しんでいた。

の形にしたら、自由に色ぬり。そ

トットちゃん広場の北側に広がる

こに小枝や毛糸、セロハンなどを

「農業体験ゾーン」の田畑の植え

貼り付けたら、オリジナルのキリ

付けが始まっている。畑には、既

ンが完成！カラフルで楽しいキリ

にネギやじゃがいもが植わり、ナ

ンがたくさん並んだ。

スやきゅうりなど夏野菜も植えら

（大阪より）

（飯田市

文子）

さな）

れる予定。田植えをしたのは、修
学旅行で松川村に滞在した千葉の
中学生たち。ちひろ公園サポート
5月11日（水）

隊の皆さんによる草取りや畔草刈

この冬に、トットちゃん広場から

りなどの農作業も入り、「みんな

美術館に入館できる受付ブースを

でつくる田畑」となりそう。
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チョウンヨン

〈展示室1・2〉ちひろを語るこの一点
〈展示室4
〉〈企画展〉『はしれ、トト！』
조은영の絵本づくり展
〈展示室1〉愛書総覧
〈展示室4〉
企画展
「ぶどうを持つ少女」の魅力
●次回展示予定
2015年9月26日
（土）～11月30日
（月）

ちひろの本棚

ちひろの代表作「ぶどうを持つ少
〈展示室1
・2〉ちひろを語るこの一点
愛読書には、その人の生き
女」。本展では、
「ちひろの紫」
「横
方や 思 想 が 映「ぶどうを持つ少女」の魅力
し 出 されま
顔のシルエット」「帽子のおしゃ
す。幼いころは、雑誌「コ
れ」など、５つのテーマからこの
ちひろの代表作「ぶどうを持つ少
ドモノクニ」に心躍らせ、
作品の魅力とちひろの表現を紹介
女」
。本展では、
「ちひろの紫」
「横
します。
娘時代には、宮沢賢治や樋
顔のシルエット」
「帽子のおしゃ

没後10年「長新太の脳内地図」展
チョウンヨン

韓国の絵本画家チョ・ウンヨンは、デ
〈展示室4
〉〈企画展〉『はしれ、トト！』
조은영の絵本づくり展
独自のユーモアとナンセ
ビュー作『はしれ、トト！』で、馬が好
ンスで漫画や絵本に新境 きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
地を切り拓いた長新太。 ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
韓国の絵本画家チョ・ウンヨンは、デ
「イマジネーション」と ビュー作『はしれ、トト！』で、馬が好
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
「センスとナンセンス」 きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
大胆な絵本づくりを紹介します。
の
₂
部構成で₁₀のテーマ
口一葉の世界に深く共感し
れ」など、５つのテーマからこの
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
から、絵本原画、漫画、 に輝きました。本展では、絵本原画とと
たちひろ。アトリエにも、
いわさきちひろ
チョ・ウンヨン（韓国）
『はしれ、トト』（文化出
作品の魅力とちひろの表現を紹介
ぶどうを持つ少女 １
９
７３年
版局）より ２
０
１０年（個人蔵）
イラストレーションなど もに、制作過程の資料を展示し、画家の
文芸書や美術書、図鑑など、
します。
いわさきちひろ
を展示し、迷宮のように 大胆な絵本づくりを紹介します。
ちひろの興味や制作の足跡を物語る書籍が
笛を吹く少年と本を読
長新太『キャベツくんのにちようび』
〈展示室3〉ちひろ美術館コレクション １０人の絵本画家
１
０の絵本づくり
広がる長新太の脳内にご チョ・ウンヨン（韓国）
残っています。愛読書をもとに、ちひろの
む少女 ₁₉₆₀年代後半
いわさきちひろ
『はしれ、トト』
（文研出版）より
₁₉₉₂年 （文化出
〈展示室2〉ちひろの人生
〈展示室5
〉絵本の歴史
ぶどうを持つ少女 １
９
７３年
版局）より ２
０
１０年（個人蔵）
案内します。
人生と創作の源泉を掘り下げます。

〈展示室3〉
ちひろ美術館コレクション
〈多目的ギャラリー〉わたしのトットちゃん ピエゾグラフ展
無限の夢幻１０
ちひろ美術館コレクション
〈展示室3
〉
１０人の絵本画家
の絵本づくり
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2
〉ちひろの人生
〈展示室5
〉絵本の歴史
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.
０
２６
１－
６
２－
０７７
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６
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４
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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。
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２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ

安曇野ちひろ美術館

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
展示関連イベント
●
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
●夏休み体験コーナー
ちひろの水彩技法体験
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。
いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ
夏休み恒例の体験コーナー。地元・松川中学生ボラ
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
ンティアによるサポートのもと、子どもから大人ま
○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
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
で楽しめる水彩技法のワークショップです。
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。
日 程： ₇ 月₃₀日（土）～ ₈ 月₁₆日（火）
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
会 場：安曇野ちひろ美術館 多目的ギャラリー
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
参加費：₂₀₀円（入館料別）
日 時：７月２９日（水）～８月１６日（日）
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
参加費：５００円（入館料別）
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と
「何か」を ドツアー
●中学生ボランティアによる
美術館ガイ
定 員：１日３回 各回１０名（先着順）
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
ワークショップ作品のイメージ
松川中学生ボランティアが、美術館やちひろ公園の見どころ、作品の
日
時：７月２９日（水）～８月１６日（日）
魅力などを紹介します。
○ちひろの線とコラボレーション
参加費：５００円（入館料別）
日
時： ₇ 月₃₀日（土）～
₈ 月₁₆日（火）
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！
定
員：１日３回
各回１０名（先着順）
₁₃：₀₀～₁₃：₃₀
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。
ワークショップ作品のイメージ
会
日 場：安曇野ちひろ美術館
時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
○ちひろの線とコラボレーション
参加費：無料（入館料別）
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！
定 員：₁₅名
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。
申し込み：要予約（当日館内にて受付）
日
時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）

●松川中学校 図書委員による絵本の読み聞かせ

参加費：無料（入館料別）
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。
●松川中学校図書委員による
絵本の読み聞かせ
日 時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
松川中学校の図書委員が、絵本の読み聞かせを行います。
各日①１２図書委員による絵本の読み聞かせ
：３０～ ②１３：３０～
●松川中学校
日 時： ₈ 月 ₃ 日（水）、 ₄ 日（木）、 ₆ 日（土）、 ₉ 日（火）
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。
会 場：安曇野ちひろ美術館 絵本の部屋
日
時：８月１日（土）、４日（火）
、６日（木）、９日（日）
参加費：無料（入館料別）
申し込み：不要（参加自由）
●近隣市町村入館無料デー
各日①１２：３０～ ②１３：３０～
９月１３日（日）白馬村・小谷村 村民入館無料デー

●朝のミュージアム
●近隣市町村入館無料デー
●おはなしの会
●ギャラリートーク

₈ 月１３
₇ 日（日）白馬村・小谷村
日（日）は、朝 ₈ 時から特別に開館。安曇野のさわやかな朝の
９月
村民入館無料デー
毎月第２・４土曜日
毎月第２・４土曜日
ひとときに、ゆったりと展示をご覧ください。絵本カフェも
₈ 時から
１
１：００～
参加自由、入館料のみ
オープンします。
₉ 時からの「朝のおはなしの会」では、中庭やカフ
参加自由、入館料のみ
１
４：００～ちひろ展
●おはなしの会
●ギャラリートーク
ェの外のテラスで、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。
１
４：３０～世界の絵本画家展または企画展
毎月第２・４土曜日
毎月第２・４土曜日

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。
●2
016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
●夜のミュージアム

２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
₈ 月₂₇日（土）は、開館時間を₂₁時ま
○全国のトットちゃん大集合
ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
で延長。浴衣でご来館の方には、カフ
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
定のスタンプラリーも行っています。
ェにてドリンクをサービス！夕暮れ時
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
からライトアップされた、いつもとは
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
○全国のトットちゃん大集合
違った夜の美術館を、ぜひお楽しみく
日
時：８月９日（日）
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
ださい。
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
○トットちゃんの肝だめし
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
〇すずむしの音色を楽しもう 主催：松川村観光協会
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
日
時：８月９日（日）
「すずむしの里松川村クリスタルシンフォニー」の一環として、
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
安曇野ちひろ公園で「すずむし捕り」
（無料）が行われます。（雨天
め、
２１：００までの開館です。
○トットちゃんの肝だめし
中止）
日
時
：
８月
２
９
日（土）
１
９
：
３
０
までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合
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
時間：₁₉：₀₀～（参加自由） 場所：安曇野ちひろ公園
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
持ち物：懐中電灯、虫かご
○鉄道ファンあつまれ！
電車特別見学会Ⅱ
め、２１：００までの開館です。
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
日 時：８月２
９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合
〇夜の電車の教室をたんけんしよう
す。
普段は入れない夜の〝電車の教室＂と〝トットちゃん広場＂を探検
日
時：９月２２日（火・祝）
１３：００～１５：００
○鉄道ファンあつまれ！
電車特別見学会Ⅱ
しよう！ちょっと怖い〝夏の夜のおはなしの会＂も行います。
会
場：安曇野ちひろ美術館
正面入口に集合
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
時間：₁₉：₃₀ 安曇野ちひろ美術館エントランスに集合（参加自由）
す。
持ち物：懐中電灯
日
時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
●朝のミュージアム
会 場：安曇野ちひろ美術館 正面入口に集合
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
●敬老の日
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
₉ 月₁₉日（月・祝）は、₆₅歳以上の方は入館料無料となります。
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。
●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」
●ギャラリートーク
●おはなしの会（９：００
●夜のミュージアム
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。
毎月第
₂・₄
土曜日₁₄
：
₀₀～ちひろ展、
毎月第 ₂・₄ 土曜日₁₁：₀₀～
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
₁₄：₃₀～世界の絵本画家展
展示や季節にあわせて、絵本
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
展示室で作品を見ながら、担当学芸員 の読み聞かせや素話などをお
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
●夜のミュージアム
が展覧会の見どころなどをお話します。
こないます。
行われます。
（１９：０
０
～雨天延期）
８月
２９日（土）は、
２
１
：００まで開館。浴衣でご来館の方には、カフェ
（参加自由、入館料のみ）
（参加自由、入館料のみ）
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
１１：００～
参加自由、入館料のみ
●敬老の日
行われます。
１９：００～雨天延期）
参加自由、入館料のみ
１４
：
００８
～ちひろ展
₂₀₁₆年 ₇ 月₁₅日～
₉/
月₂₇日は休まず開館します。お盆期間（
₈２
／
₆ ～ ₈（
／₁₆）は₁₈：₀₀まで開館延長します。
●開館情報
（８
/
８
土～
１
６日は、１
８：
００まで開館延長）
８月は休まず開館します。
９月
１日（月・祝）は、
６５歳以上の方は入館料無料となります。
１４：３０～世界の絵本画家展または企画展

●敬老の日
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