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ちひろ・花の肖像
●2012年5月11日
（金）～7月10日
（火）
ちひろは、四季を彩る花々と子どもた

ます。庭仕事をしながら地面にしゃがみ

濡れたようなあやめ（図

ちの姿を生涯にわたって描き続けました。

こみ、毎日のように花に触れていたちひ

びらの質感をリアルに描写することで、

）、ちひろは花

水仙、すみれ、チューリップ、バラ、ス

ろは、花の色や形だけでなく、その甘い

その花らしさを表現しています。なかで

イートピー、ききょう、シクラメン……

香りや花びらの感触、蜜を吸いにくる虫

も特に好んで描いたのがバラの花です。

その種類は、判別できるものだけでも

の羽音や風のそよぎなど、あらゆる感覚

水彩のにじみを駆使して、肉厚でビロー

種を超えます。自らも庭でたくさんの草

を通して花を感じ、愛でたのでしょう。

ドのような質感を描いた作品（図

）を

花や樹木を育て、花に囲まれて暮らした

手前に花を大きく描き、花陰や遠景か

はじめ、鉛筆のやわらかな線描や、イン

ちひろは、身近な花の一つひとつに生命

ら子どもがのぞく構図は、ちひろの作品

クとペンによる線のカットなど、表現に

に数多くみられるものです（表紙・図 ・

は豊かなバリエーションがみられます。

）。花と子どもの実際の大きさの関係

ちひろが描く花の絵は、植物学的な正

いだ

の輝きを見出し、花それぞれの個性や印
象を見事にとらえて表現しています。

にとらわれない、巨大な花や装飾的な配

確さを追究したボタニカルアートとも、

では、チューリップ、フリージア、ひな

置など、ちひろの自由で柔軟な発想がう

西洋における生のはかなさの寓意として

げし、スイートピー、しゃくなげなど、

かがえます。こうした花と子どもをモチ

の花の静物画とも異なります。花びらの

画面いっぱいに春の花があふれ、黄色い

ーフにした装飾的な構図は

年頃より

感触や香りまでも感じるようなちひろの

チューリップの間から男の子が顔をのぞ

顕著になり、花のコンポジションそのも

花は、みずみずしい生命感を宿していま

かせています。うららかな陽射しのもと、

のを追究したような作品（図

す。ときに花と子どものイメージを重ね、

いのちの息吹に満ちた春の庭の喜びが伝

れています。

「チューリップのなかの男の子」
（図

）

）も残さ

弱く美しいもの、いのちの象徴として、
子どものもつ繊細でやわらかな心や内面

わってくるようです。ちひろは未発表の

ありのままの花の姿を描くのではな

原稿のなかで「春の花にはしきりに蝶が

く、装飾的な構図や大胆に画面を構成し

きたり、蜂がきたりする。花のほのかな

たものも多いなかで、ちひろの花の絵に

花と子どもを描いた代表作、装飾的な

香りのなかにいると、にぶい蜂の羽音が

不自然さを感じないのは、そのリアルな

構図や花だけを描いた作品のほか、花の

きこえてくる。」とつづっています。大胆

花びらの表現によるものでしょう。艶や

妖精をテーマにした作品も展示します。

に花をクローズアップした絵からは、間

かで厚みのあるチューリップ、光に透け

花を愛し、慈しみ育てたちひろが描く

近に花を見つめるちひろの姿が想像でき

るように薄いひなげし、しっとりと雨に

「花の肖像」をご覧ください。（山田実穂）

を花に託して描いています（図

・

）
。

●展示室4

〈企画展〉国際アンデルセン賞受賞画家

アンソニー・ブラウン展 −ゴリラが好きだ−
●2012年5月11日
（金）～7月10日
（火）

後援：日本国際児童図書評議会、絵本学会

協力：

う。

年にイ

っています。毛や皺を一本一本丁寧に筆

ギリス人として初めて国際アンデルセン

で描きこむブラウンの技術は、絵本を手

『おんぶはこりごり』は、家で何もしな

賞画家賞を受賞した絵本画家です。

がける前、医学解剖の絵を描いていた時

い父親と二人の息子に愛想をつかした母

年にはイギリスで子どもの本の優れた作

代に身につけたものです。

親が、ある日、ブタの世話はこりごり、

アンソニー・ブラウンは、

ゴリラを描くもう一つの理由は「父親

という手紙を残して消える話です。これ

年にその記

に似ているから」です。ブラウンの父は

から起こるであろうことをまだ何も知ら

念に初めて同国内で展示が行われまし

体格がよく、いかつい顔をした人でし

ない晴れがましい男たちの姿が、どこか

た。今年ロンドンで開催されるI
BBY
（国

た。ラグビーやボクシングを得意とし、

アイロニックに描かれています（図

際児童図書評議会）世界大会のポスター

息子たちにとってはヒーローのような存

『どうぶつえん』に現れる父親も理想と

も、ブラウンの作品です。本展では作品

在である一方、一緒に絵を描いたり、お

は遠く、腹を立てたり、だじゃれを言っ

約

家・画家に隔年で与えられるChi
l
dr
e
ns
La
ur
e
a
t
e
の称号を受け、

）。

話をしてくれたり、というやさしい面も

たり、どちらが動物なのか、わかりませ

彼の絵本の魅力を紹介します。

持っていました。大学生のときに最愛の

ん（図

ゴリラ、猿、チンパンジー

父を失ったブラウンにとって、力強く、

親像を描くと批判されたブラウンは、今

点と資料を

つのテーマに分け、

）。これらの絵本で否定的な父

アンソニー・ブラウンの絵本は世界中

かつ家族想いで穏やかな性格をも持つゴ

度は自分の父親をテーマとして、肯定的

で翻訳され、読まれていますが、国を超

リラは、父を連想させ、特別な想い入れ

な父親が登場する絵本『うちのパパって

えて愛されている理由の一つに、主人公

があるものなのです。

かっこいい』をつくります。太陽を意識

が猿であることが挙げられるでしょう。

家族

した明るい色を背景に、実際にブラウン
の父親が着ていたのと同じ柄のガウンを

人間のように人種の違いがなく、かつ

絵のみならず文章も手がけるブラウン

動物のなかでより人間に近い猿を、読者

は、自分にとっても、また、読者の子ど

は身近に感じます。このような猿、ゴリ

もにとっても身近な存在である家族を繰

現実と非現実が共存する不思議な世界

ラを描きつづけている理由の一つに、ゴ

り返し絵本のテーマに取り上げていま

を通して、明暗、短所、さまざまな側面

リラは「見て飽きることのない生き物」

す。自らも二人の子どもの親であり、父

をあたたかいまなざしで描きだすアンソ

で、
「その複雑な皺やこぶ、毛や筋肉を描

親であることの難しさを知っているから

ニー・ブラウンの世界をお楽しみくださ

くことは喜び」であるからだと画家は語

こそ、冷静な目で家族を描けるのでしょ

い。

着た主人公が、大活躍します（図

）。

（松方路子）
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図

チューリップのなかの男の子

年

図

図

図

スイートピーと草

年頃

図

水の上で踊るふたり『ふたりのぶとうかい』（学習研究社）より

「薔薇」

年

年

こぶしと少女

年

図

ひなげしと少女

年
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図

『すきですゴリラ』（あかね書房）より

年

図
図

『おんぶはこりごり』（平凡社）より

図

『ボールのまじゅつしウィリー』（評論社）より

『どうぶつえん』（平凡社）より

年

図

年

『うちのパパってかっこいい』（評論社）より

年

年

3

活動報告

4
月1
日（日）安曇野ちひろ美術館
安曇野ちひろ美術館は、

日で開館

のある美しいハーモニーで披露するととも

周年を迎えます。開館記念日を間近に控

に、宮城県民謡の「斎太郎節」を東北への

えた

月

月

開館1
5周年記念・感謝デー報告

日、地元の方々やお客様への

思いを込めて力強く歌い上げ、参加者の心

年間の感謝の気持ちを込めて、入館料無料

をとらえました。

の感謝デーを開催しました。
感謝デーは、開館
年に

周年の

午後に開催した“信濃国松川響岳太鼓”
年以降、

の青空ライブには、約

度開催しており、地域密着型のイベ

ントとして、地元の方々に親しまれていま
す。

回目となる今年は、ワークショップ

午前には、地元のコーラスグループによ
は、総勢

に

加者の熱気に包まれました。

で賑わいました。

音が、安曇野の空高く響き渡りました。

るライブを開催。会場の多目的ギャラリー

や青空ライブも行われました。近隣を中心
人が来館し、館内は終日、家族連れ

人が参加。松川

村の子どもたちの生命力みなぎる和太鼓の

人の出演者と

（船本裕子）

人を超える参

松川村の“すずむし合唱団”は「青い山

ちひろの水彩技法体験“にじみのカード

脈」などの昭和歌謡で、白馬村の女性グル

づくり”には、子どもからお年寄りまで幅

ープ“アンサンブルこーろこーろ”は「早

広い年齢層の

人が参加。ちひろの得意と

春賦」で、会場を盛り上げました。また“信

した“にじみ”技法を体験しながら、オリ

州大学グリークラブ”は、
「フライエクンス

ジナルカードをつくりました。

ト」などの名曲を、男声合唱団特有の厚み

ピエゾグラフによる
「わたしのちひろ」展ランキング発表＆展示報告
年

月から、ちひろ美術館・東京の

来館者の姿が多く見られました。
また、会期中に置いたメッセージ応募ボ

位
位

母の日
赤い毛糸帽の女の子

周年を記念し、両館でピエゾグラフ作品に

ックス（東京）やメッセージツリー（安曇

位

十五夜の月

よる「わたしのちひろ」展を開催しました。

野）にも、多くのことばが寄せられました。

位

おつむてんてん

その一部をご紹介します。

位

見つめあうライオンと女の子

開館

周年、安曇野ちひろ美術館の開館

皆さんからのリクエストによって展示作
品が決まる本展。館内やホームページで作

「絵心のない父が、ここ（安曇野ちひろ美

位

お姉さんとあかちゃん

品のリクエストを募集したところ、友の会

術館）にはじめて来たとき、母へのおみや

位

わらびを持つ少女

会員や近隣の方、地元の小中学生を中心

げに選んだマグカップの絵です。

人の娘

位

ぶどうを持つ少女

に、韓国やロシアからも、計

を育てた母は、今もそのマグカップを大切

位

りんごと天使

に使っています」（「母の日」に寄せて）。

位

マッチをともす少女

がありました。
館と全国

通の応募

年以来、両ちひろ美術

の美術館を会場として行われた

「小さかったころから、何度となく目にし

通とあ

てきたちひろの絵。いつもあたたかい気持

わせて集計した結果、多くの投票をいただ

ちになりますが、子どもができて初めて訪

いた作品は、右のとおりとなりました。

れた安曇野ちひろ美術館で、いつの間にか、

展覧会へのリクエスト、約

万

会場では、ちひろの絵とともに、いた
だいたメッセージを展示。

つ

つのメッ

セージを読みながら、ゆっくりと観賞する

日中国交正常化

周年記念

中国各地にある国際交流基金・日中交流

小さな子どもの絵を母親の目で見ている自
分に気がつきました」（「チューリップとあ
かちゃん」に寄せて）。

（水谷

展示風景（東京）

麻意子）

中国での
「ちひろとトットちゃん」巡回展
もに両親とそれぞれの祖父母、計

メッセージ募集
（安曇野）

主催：国際交流基金・
ちひろ美術館

人が取

センター“ふれあいの場”は、中国の人た

り巻く環境。子どもへの期待は高く、少し

ちが中心となって運営する交流拠点。

でも良い学校や会社をめざす競争がエスカ

日から、中国浙江省の杭州ふれあ

レートするなかで、子どもも、親も教師も

いの場が新設された杭州図書館の児童図書

大きなストレスを抱えています。そんな中

センターで、ピエゾグラフ展「ちひろとト

国では、好奇心旺盛で自由闊達、

ットちゃん」が開幕。開幕式とともに記念

小学校を退学になったトットちゃんや、そ

講演、ちひろの水彩技法のワークショップ

の個性を認め、「君は本当はいい子なんだ

験をする我が子に、手を出さずにはいられ

が開催されました。

よ」と語りかけるトモエ学園の小林宗作校

ないお父さんやお母さんの姿も見られます。

月

年に出版された『窓ぎわのトットち
ゃん』は、現在、日本で

万部を超すミ

リオンセラーですが、中国では
版され、これまでに

年に出

万部を刊行。なぜ、

年生で

長の教育思想に、大きな共感が寄せられて

美しい色彩で、子どもをどこまでも可愛
く描いたいわさきちひろ。戦時下の日本

いるといいます。
実際、講演会に参加した小学生の女の子
は、トットちゃんの魅力を「

世紀を生き

世紀の子どもであ

で、個性を尊重し伸ばす稀有な教育を受け
た黒柳徹子。ふたりの女性に通じる、戦争
体験を踏まえた「子どものしあわせと平和」

中国でトットちゃんがそんなに愛されてい

る私たちにとっては、

るのでしょうか。

年から「一人っ子政

るトットちゃんは、純真で無邪気で羨まし

への願いは、今、中国で強く求められてい

策」を行ってきた中国では、ひとりの子ど

い」と。また、ワークショップでは、にじみ体

ると実感します。

（竹迫祐子）

＊本展はこの後、広州、南京、連雲等へ巡回します。
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ちひろを
訪ねる旅○
小倉

陸軍連隊場

ひとこと
ふたこと
みこと

穏やかでいつも控えめだったと

教大学のセカンド、前川選手が出

と出かけられる時代ではありませ

いういわさきちひろですが、その

征すると聞いて、急遽、ちひろは

ん。けれど、ちひろは後で悔やむ

一方で、時に人をびっくりさせる

悲しむ妹を引っ張るようにして、

なら、きちんとお別れを言ったほ

ような大胆さも持っていました。

前川がいる連隊のあった小倉まで

うがよいと説得したといいます。

たとえば、

年

月、松本市

東京六大学野球は、早稲田、慶

年に、小倉城跡に西海道鎮台が設

会で、ちひろは市民の部に飛び入

應、明治、法政、立教、東京大学

置され、その後、兵器工場、砲兵

り参加。次々に他の泳者を抜い

で

年の神宮球場

工場を持つ軍都として栄えまし

て、一位に躍り出たといいます。

落成後は、同球場で多くの試合が

た。第二次世界大戦では、近くの

また、妹世史子とともに、
戦前の

行われ、観客を熱狂させました。

門司港などから、アジアの各戦場

東京六大学野球の大ファンで、ス

戦局の悪化に伴い、

年に文部

に出征する兵士たちを集め、訓練

コアブック片手に神宮球場に通っ

省によるリーグ解散令が発令さ

をする連隊が置かれていました。

ていましたが、どうしてもチケッ

れ、選手たちの多くにも召集令状

トが手に入らないときには、得意

が届くなかで、

日には出陣

弱の道のり。姉妹はどんな気持ち

の藤原行成流で野球選手にファン

学徒壮行早慶戦が決行されたこと

で車中の人となったのでしょう。

レターを送り、観戦チケットをプ

でも知られています。

若く大胆な、そして、恵まれた境

月

新橋から特急に乗っても

時間

遇の姉妹の姿は、まるで映画の一

今と違って、若い女性が思い立

ある年、世史子が憧れていた立

って東京から小倉まで、おいそれ

シーンのようです。 （竹迫祐子）

3月12日（月）

ひろさんの絵が大好きでした。

3月25日（日）

美術館のイメージが少し変わりま

児の母となり、それまではひとり

瀬川康男さん。こまかいところと

した。心地良い空間・時間をあり

か友だちと通ったちひろ美術館

ころまで描いているから、目をこ

がとうございました。

に、子どもたちと通いました。母

らして見た！集中してしまう……。

3月19日（月）

になって見るちひろさんの絵は、

3月26日（月）

どれもやさしい絵で、大好きで

また一味違って見えたものです。

ちひろさん、やさしい心を取り戻

す。今、妻が妊娠中で、また特別

今も、ちひろ美術館の近くに住ん

させていただいた気がします。あ

な気持ちで子どもの絵を見まし

でおり、下の子とよくおじゃまし

りがとうございます。母は数えで

た。ちひろさんの絵を見ている

ています。下の子は知的障害をも

歳。ちょうどちひろさんと同

と、お腹のなかでよく動くようで

っていますが、ちひろ美術館が大

じ世代かと思い、重ね合わせて見

好きです。ピエゾグラフによる

させていただきました。今、母を

「わたしのちひろ」リクエストにメ

引き取って一緒に暮らせる幸せ

来たくて来たくてしかたなかった

ッセージを書いたところ、安曇野

と、子ども、孫のやさしさがちひ

安曇野ちひろ美術館にやっと家族

で掲示されるといううれしいお知

ろさんの絵とほんのり重なり、と

で来られました。私があかちゃん
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3月1日（木）
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冬期休館を終え、
本日からOPEN。

東日本大震災発生から今日で

も！）。これからも地元の学校と、

開館

年。売上の収益を全額義援金とし

さまざまな連携を続けていきたい。

周年記念バッ

て被災地へ寄付する、安曇野ちひ
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を用意した。
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「ちひろの水彩技法体験」の参加

絵が入ったものにリニューアル。

デーでも同じバッジを販売する予

費を、長野県北部地震で被害を受

新たな気持ちでの周年スタートと

定。できるだけ多く協力いただけ

けた栄村へ義援金としてお届けす

なった。

ればありがたい。

る。ボランティア活動に参加した

3月10日（土）

3月14日（水）

松川中学校の生徒とともに、車で

「松川村の魅力を知るシンポジウ

昨年より、絵本づくりや韓国の絵

約

ム」にスタッフが参加。昨年

本画家との交流など、一緒に活動

だ ｍ近い雪が残る栄村へ到着。

エコツーリズム推進協議会が発足

してきた松川小学校

年ろ組が、

ワークショップでつくったオーナ
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月でクラス替えになる。こ
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年半。みんな背も伸び、顔つきも

ウィークあたりまでは復興作業も

（神奈川・ＴＭ）

3月25日（日）

日記

年に発足。

レゼントされたりもしています。

す。

美術館

小倉（現在の北九州市）は、

駆けつけました。

の市営プールで開催された競泳大

周年となる今年、スタッフ

エプロンを一新、

月、

れた。地元の自然や文化に誇りを

／

月

度目ですがこんなにゆっく
人増えます。お部屋に
（東京都

敬子

歳）

イン（なかには握手を求める生徒

年生のとき

時間北上すると、道路脇にま

世帯が仮設住宅

持ち、伝統を後世に伝えていくこ

しっかりしてきた。

とが地域活性化につながる、とい

につくった絵本に、松川村図書館

ほとんど進まないとのこと。春の
雪どけを待つとともに、

う講師のことばが胸に響いた。

館長と美術館スタッフが記念にサ

い復興を祈る。
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●次回展示予定

2012年7月13日
（金）～9月18日
（火）
〈展示室3・4〉 ちひろ美術館コレクション

〈展示室1〉 子どものしあわせと平和

ちひろ美術館が出会った世界と日本の絵本画家たち

－ちひろ＋黒柳徹子－
“子どものしあわせと平和”を願っ
て活躍したいわさきちひろと黒柳徹
子。本 展 で は、
『窓 ぎ わ の ト ッ ト
ちゃん』に掲載された作品や絵本『あ
かちゃんのくるひ』
『戦火のなかの子
どもたち』の原画などを展示し、ふ
たりの思いを紹介します。
いわさきちひろ

安曇野ちひろ美術館開館 周年を記念し、本
展では、美術館との縁の深いエリック・カー
ル（アメリカ）、クヴィエタ・パツォウスカー
（チェコ）をはじめ、ちひろ美術館コレク
ションを代表する日本や世界各国の画家の作
品、約
点を紹介します。

チューリップとあかちゃん

〈多目的ギャラリー他〉 高橋和真

年

エリック・カール（アメリカ）

おんどり

年

パッケージクラフト展

菓子や食品などの空き箱を使い、そのパッケージデザインを生かしながら新たな作品を創り出す、
パッケージクラフト。その生みの親である高橋和真は、十数年前から現在に至るまで、昆虫やロ
ボット等、さまざまな作品をつくり、普及にも努めてきました。身の回りの見慣れた空き箱たち
の華麗なる変身をお楽しみください。
〈展示室5〉絵本の歴史

高橋和真

紅茶飛行機

年

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。
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． － －
FAX
－ －
●工芸の五月2012 子どものための工芸展 vol
.
2

●第1回安曇野まつかわ「五月の風」音楽祭 街角コンサート

子どもに伝えたいもの。ずっと大切にしたいもの。銀細工、陶器、染、
織、木工など、現在活躍する工芸作家が子どものためにつくった作品
を展示・販売します。
○会 期：
年 月 日（金）～
月 日（火）
※第 ・ 水曜日休館
○会 場：安曇野ちひろ美術館
○料 金：大人
円／高校生以下無料
○出展作家：上野みどり、片岡清英・紀子、KI
NTA、日高英夫、松原
智仁、松崎麗、翠川祥子、森友見子、山本葵、吉田慎司ほか

松川村すずの音ホールに隣接するリンリンパーク（雨天時：松川小学校
体育館）で開催される音楽祭の一環として、参加グループによるコン
サートが開かれます。
○日 時： 月 日（日） ： ～
○会 場：安曇野ちひろ公園（美術館入口付近）
※詳細のお問い合わせは、安曇野まつかわ「五月の風」音楽祭実行委員会
（TEL. － －
すずの音ホール）まで。

毎年 月、長野県松本市を中心に、美術館・博物館・クラフ
トフェアなど の会場で工芸の企画展が開かれています。
ht
t
p:
/
/
mat
sumot
ocr
af
t
smont
h.
com/

●関連イベント 親子のためのワークショップ
ちいさな箒づくり
ほうき

○日

月 日（日）
： ～ ： ／ ： ～ ：
○講 師：吉田慎司
○定 員：各 組 名 ※大人だけの参加も可
○参加費：
円（入館料別）
○申し込み：受付中、安曇野ちひろ美術館
（TEL． － －
）まで。

●原語で楽しむおはなしの会
アンソニー・ブラウンの絵本の原語による読み聞かせを行います。英語
の美しい響きをお楽しみください。
○日 時： 月 日（土）
： ～ ： （予定）
○会 場：安曇野ちひろ美術館 展示室
○参加費：無料（入館料別、高校生以下は入館料無料）※参加自由

時：

●4月14日
（土）より、あづみ野周遊バス運行開始
安曇野の原風景を眺めながら、観光地や文化施設をめぐるあづみ野周遊
バスが、今年も安曇野ちひろ美術館を通ります。 日 便運行。
○運行期間： ～ 月（指定日のみ）
○全区間フリー乗降（大人
円・小人
円で乗り降りが自由）。
※詳細のお問い合わせは、安曇野市観光協会（TEL. － －
）まで。

●ドキュメンタリー映画「いわさきちひろ ～27歳の旅
立ち～」長野県での上映決定！
月から劇場公開される、いわさきちひろの初のドキュメンタリー映
画。長野県内では、長野ロキシー、松本CI
NEMAセレクトで上映され
ることが決まりました。最新情報は、各HP等でご確認ください。
○長野ロキシー
月下旬予定
○松本CI
NEMAセレクト
月 日（金）～ 日（月）予定
場所：松本市中央公民館 Ｍウイング 階ホール

CONTENTS

●おはなしの会

●ギャラリートーク

絵本の読み聞かせや素話を、
親子でお楽しみいただけま
す。参加自由、入館料のみ。
毎月第 ・ 土曜日 ： ～

展示室にて、作品の解説や展示の見どこ
ろ、絵の楽しみ方などをお話しします。
参加自由、入館料のみ。
毎月第 ・ 土曜日
： ～ちひろ展
： ～世界の絵本画家展または企画展

〈展示紹介〉ちひろ・花の肖像／〈企画展〉国際アンデルセン賞受賞画家 アンソニー・ブラウン展－ゴリラが好きだ－…許距
〈活動報告〉安曇野ちひろ美術館 開館 周年記念・感謝デー報告／ピエゾグラフによる「わたしのちひろ」展ランキ
ング発表＆展示報告／日中国交正常化 周年記念 中国での「ちひろとトットちゃん」巡回展…鋸
ちひろを訪ねる旅○／ひとことふたことみこと／美術館日記…漁
美術館だより No.
70 発行2012年5月11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

