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　いわさきちひろがその独自のスタイル

を確立するまでには、多くの画家たちと

の出会いがあり、時代ごとにさまざまな

影響を受けました。本展ではちひろの代

表作（図１）や油彩、中期童画（図２）、

素描やスケッチとあわせて、生前ちひろ

が敬愛していた画家や師事した画家９人

の作品を展示し、創作の原点に迫ります。

ちひろが愛した画家たち

　１９１８年に生まれたちひろは、大正デモ

クラシーの香る、自由で創造力に満ちた

時代に幼少期を過ごします。童心主義が

謳われた大正時代、「赤い鳥」や「おと

ぎの世界」「金の船」（後の「金の星」）と

いった雑誌が次々と創刊され、１９２２年に

は絵雑誌「コドモノクニ」が登場します。

子どもの情操には最高の芸術が必要であ

るという編集方針のもと、特に絵の果た

す役割を重視し、大判の画面に５色オフ

セットのカラー印刷という画期的なもの

でした。「コドモノクニ」で岡本帰一、武

井武雄、初山滋の絵に出会ったちひろ

は、この美しい絵雑誌の印象をこう綴っ

ています。「その本は今まで私が家で見

ていた本とはまるで違っていた。美しい

月見草が夕やみのなかにゆれてにおって

いるようであった。また大きな三日月が

陰の部分をあかるくまるく残して、絵本

いっぱいにひろがっていた。（中略）岡本

帰一の絵が好きになり、武井武雄、初山

滋の絵の夢にあこがれた。」（１９６８年）

　岡本帰一は、はっきりとした輪郭と明

快な色彩で、あるいは黒のシルエットの

手法を用いて、洗練された都会的なくら

しやモダンなファッションに身を包んだ

子どもの姿（図７）を、また幻想的な妖

精や小人を描き、西欧文化への夢と憧れ

を届けました。

　武井武雄は、ユーモアとナンセンスの

感覚を生かして、デザイン性の高い作品

を描き出しました（図８）。また、子ども

のための絵のことを初めて「童画」と称

し、児童出版美術におけるパイオニア的

な役割を果たしました。武井や初山らが

設立した日本童画会に１９４７年よりちひろ

も参加、憧れの先輩画家たちと交流する

機会も生まれました。

　初山滋は、日本の伝統的な美意識とア

ールヌーボーなど西洋美術の潮流を融合

させて、流麗な線と繊細な色彩をもつ独

特の画風を確立しました（図９）。にじみ

やたらし込みの技法を駆使した初山の表

現は、ちひろに大きな影響を与えました。

　少女雑誌の口絵でマリー・ローランサ

ン（図１０）を知ったちひろは、「どうし

てこの人は私の好きな色ばかりでこんな

にやさしい絵を描くのだろう」と感嘆し、

桃色や水色、紫など、ローランサン特有

のやわらかな色彩に憧れを抱きます。終

戦直後の日記には、印象派の画家たちへ

の思いとともに、自室にあって空襲で焼

失した「ローランサンの朱い額」への追

憶が綴られていました。

ちひろが師事した画家たち

　ちひろは第六高等女学校に通う１４歳の

とき、母の知人を介して東京美術学校（現

東京藝術大学）教授の岡田三郎助に師事

し、本格的にデッサンと油絵を学んでい

ます。岡田は黒田清輝、ラファエル・コ

ランから外光派の表現を学び、繊細で優

美な婦人像（図１１）を日本情趣豊かに描

くことで知られた、近代の日本洋画界の

重鎮です。外光派は、陰の部分を青や紫

で描いたことから紫派とも呼ばれ、ちひ

ろは後年「岡田先生の紫の使い方に影響

を受けた」と語っています。岡田からア

カデミックなデッサンの手ほどきを受け

たことに加え、感受性の一番豊かな時期

に、師の典雅な画風に触れたことが、ち

ひろの美意識に少なからず影響を与えた

ことは想像に難くありません。１７歳でち

ひろは、岡田が顧問を務める朱葉会の洋

画展に入選を果たしています。

　１９４２年、２３歳のちひろは、第５回文展

で特選となった中谷泰の「水浴」を目に

しその絵に魅了されます。この時期の中

谷の作品（図１２）は、明るい色調と平坦

で素朴な表現にその特徴がありました。

ちひろは即座に入門を請い、中谷のアト

リエで再び油彩を学び始めます。４０年代

のちひろの油彩は戦災で焼失し、中谷の

もとに残されていた１点が現存するのみ

ですが、５０年代の油彩を見ると、やはり

平面性の強い色面で画面が構成されてい

ることがわかります。また働く人々を温

かく静かに見つめる姿勢や、中谷自身の

誠実で謙虚な人柄にもひかれたのでしょ

う。その交流は生涯にわたって続きます。

　ちひろは疎開先の長野県松本で敗戦を

迎えます。絵への思いは断ちがたく、翌

１９４６年５月、ちひろは画家としての自立

を決意し、単身上京します。「人民新聞」

の記者として働きながら、夜は日本共産

党宣伝部の芸術学校で理論や実践を学ぶ

一方、丸木位里・俊（赤松俊子）夫妻が主

宰する早朝デッサン会にも参加するよう

になります。丸木夫妻のアトリエは豊島

区長崎にあり、芸術家たちが集う西池袋

周辺は、パリのモンパルナスになぞらえ

て「池袋モンパルナス」と呼ばれていま

した。アトリエには画家を志す若者たち

が出入りし、交替でモデルになってデッ

サンに励み、ときに熱く芸術論を交わし

たといいます。“間違えたからといって

すぐに線を消してはいけない、自分が引

く一本の線にも責任を持つ”という考え

をちひろは俊から学びました。後年のや

わらかな線（図４）からは想像できない

ほど、この時期の線は強く（図３）、俊（図

１３）からの影響の大きさが感じられます。

　丸木夫妻は１９４８年より「原爆の図」の

準備に入り、ちひろもアトリエで制作風

景を目にしています。ちひろの独自な水

彩表現において、最も直接的な影響を与

えたと思われるのが丸木位里（図１５）で

す。位里は、日本画に抽象やシュールレ

アリスムの手法を取り入れた前衛的な作

品を発表し、にじみやたらし込み、墨流

しやドリッピングなど、墨を使ったあら

ゆる技法を大胆に用いて絵を描きました。

油彩や書を学んできたちひろの目には、

位里の自由闊達な墨の扱いは新鮮に映っ

たことでしょう。ちひろの画風の特徴と

なるにじみやたらし込みの技法には、位

里の水墨画からの影響もうかがえます。

　この時期、俊の蔵書を通じてちひろは、

ドイツの女流画家ケーテ・コルヴィッツ

を知ります。虐げられた人々への共感か

ら労働者や母子、戦争の悲惨をテーマに

作品（図１６）を描き続けたコルヴィッツ

の存在は、まだ戦争の記憶も生々しかっ

た当時にあって、大きな衝撃を与えたに

ちがいありません。「働いている人たち

に共感してもらえる絵を描きたい」と考

え、晩年は病をおして絵本『戦火のなか

の子どもたち』（図５）を描き、平和を

願ったちひろの生き方は、画風こそちが

えコルヴィッツの人生と重なりあいます。

個性の開花　独自の画風の確立

　ちひろは９４００点におよぶ作品を残し、

子どものあらゆる姿を描き出しました。

後年、どんな格好もモデルなしで描ける

と語り、下描きも輪郭線もなしに水彩の

濃淡だけで形を表現（図６）することも

ありました。流麗な筆使いで一気に仕上

げる描法は若い頃の習練なくしては成立

しません。鍛えられたデッサン力と水彩

の技、豊かな色彩感覚、子どもや花を愛

するやわらかな感性と平和を願う母とし

ての強い思い。さまざまな画家の影響を

受けながらもそれを見事に昇華し、ちひ

ろの個性が開花したのです。（山田実穂）

●2010年11月17日（水）～2011年1月30日（日）

ちひろとちひろが愛した画家たち

●展示室1・2・3・4

後援：杉並区教育委員会、中野区教育委員会、西東京市教育委員会、練馬区教育委員会
協力：原爆の図丸木美術館、財団法人野間文化財団、婦人之友社
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●展示室1・3・4いわさきちひろ

図３　ほおづえをつく男　１９４７年
図４　腰掛ける後ろ姿の女性　１９６６年

●展示室2・3ちひろが愛した画家たち

図７　岡本帰一（１８８８－１９３０）
　　　チイサイセンセイ　１９２６年
　　　「コドモノクニ」１９２６年３月号

図１　チューリップのある少女像　１９７３年

図２　チューリップのなかの男の子　１９６５年

図６　花を持つワンピースの少女　１９６９年頃
図５　焼けた木立と少女　
　　　『戦火のなかの子どもたち』連作　１９７３年

図１０　マリー･ローランサン（１８８３－１９５６）
　　　ブリジット・スールデルの肖像　１９２３年頃　違ＡＤＡＧＰ，Ｐａｒｉｓ＆ＳＰＤＡ，Ｔｏｋｙｏ，２０１０

丸木俊（１９１２－２０００）
図１３　原爆の図デッサン１６　１９４８年
図１４　『ひろしまのピカ』（小峰書店）より　１９８０年

図８　武井武雄（１８９４－１９８３）
　　　「もしもあめのかわりに」　１９２４年　
　　　「子供之友」１９２４年９月号

図１１　岡田三郎助（１８６９－１９３９）　 くもり　１９１０年

図９　初山滋（１８９７－１９７３）　 　　
　　　『にんぎょひめ』　（フレーベル館）より
　　　１９６７年

図１２　中谷泰（１９０９－１９９３）
　　　農家の人々　１９４３年

図１５　丸木位里（１９０１－１９９５）
　　　紅梅　１９４６年

図１６　ケーテ・コルヴィッツ（１８６７－１９４５）
　　　犠牲　１９２２－２３年
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活動報告

８月７日（土）・２１日（土）・２８日（土）　２０１０年　夏のワークショップ

　絵本画家の長谷川義史さんが２０００年代

の日本の絵本展に展示した自作を中心に

語りました。ゲスト参加の大友剛さんの

ピアニカ伴奏つきの読み聞かせあり、ラ

イブ・ペインティングあり、ウクレレの

弾き語りありと絵本制作だけにおさまら

ないエンターテ－ナーぶりが発揮された

講演会でした。その一部を紹介します。

■『ぼくがラーメンたべてるとき』

　僕はいつもおもしろい絵本ばかり描い

てるから、こんなん出したら、みんな、

びっくりするだろうなって思いました。

ラフを作った後、本当に出していいんだ

ろうかと、１年ぐらい描かずにいたんで

す。よく、どういう意図で作ったんです

かって聞かれるけれど、たいした意図な

んてないんです。この、倒れている子

も、戦争で倒れているとか、飢えて倒れ

ているとかって言う人もいれば、亡くな

っているって言う人もいる。だけど、そ

れは僕にもわからない。この絵本は賛否

両論ありました。嫌だという意見もいっ

ぱい聞きました。この水を汲んでる子と

か、赤ちゃんをおんぶしている子が悲し

い顔で描いてあるって言う人もいます。

でもそれは、先入観かなって思うんだけ

ど。僕はその辺こそ気をつけて、トイレ

で水洗ボタン押してる子も、水を汲んで

る子も、みんな同じような顔に描きまし

た。裏表紙に、倒れていた子が立ち上が

って歩いていく後ろ姿を、あのラーメン

食べてた子が見ているように描きまし

た。あの子は、死んだように見えたけれ

ど元気に歩き出したのか、亡くなったん

だけど魂だけが歩いているのか、それは

人それぞれに受け止めてほしいと思いま

す。この絵を、「よく描いてくれた」と言

う人もいます。あのまま終わっていたら

辛い、生きていてよかったって。逆にこ

れを描いたのはよくなかったと言う人も

います。そんな世界とちゃうやろと。こ

んな絵空事描かんといてと。いろんな反

応がありました。やっぱり出してよかっ

たなと思います。

■『てんごくのおとうちゃん』

　これ（裏表紙の絵）は、実家にあった

写真をもとに描きました。大阪ですか

ら、天王寺動物園に行ったときだと思い

ます。４０数年前の写真です。この当時の

日本人、動物園へ行くにも背広とか着て

いるんですね。おかあちゃんも一所懸命

ええのん着て。子どもも帽子かぶらせて

もろうて。当時の日本人の生真面目さっ

て、いいなあと思います。本当になんて

ことのない写真ですよね。このときは、

このままずっとこの日常が続くんやろと

思ってました。それが、おとうちゃんが

亡くなって、何気ないことができなくな

ったとき、ああ、あのときはとても幸せ

だったんだなって気づく。おとうちゃん

がいたときは、それに気がつかない。ラ

ーメン食べてることも、ありがたいって

なかなか思えへんのです。そうじゃなく

なって初めて気がつくんやろなと思うん

ですけど。

　この絵本に描いたことは、ほとんど全

部、本当にあったことです。小学校に行

く前のことですから、思い出なんてそん

なになくって。おとうちゃんとの思い出

を総動員して描いたんです。描いてみる

と、なんか自分の思い出が一個の物語に

なって、本当にこんなことがあったんや

ろかって、そんな感じになって、うれし

いような、辛いような。でも、おとうち

ゃんのことを描かなあかんなって。この

人のこと、ほかに誰も知らないですから。

それは自分しかでけへんし、それが、こ

の絵本を描いた一番大きな理由です。

　それから、僕、子どもの頃、よく人から

「かわいそうやな」って言われたんです。

そんなん、言わなくていいんです。生き

てる人はとりあえず大丈夫やねんから。

だけど、やっぱり死んでしもうたら、かわ

いそうやから、生きていかなあかんでと。

生きてることはラッキーやで、生きてて

よかったなと。僕が絵本で描いているこ

とは、全部一緒なんです。　（原島　恵）

■８月７日（土）

「再生紙でつくる器」

講師：森友見子（造形作家）

　再生紙からしっかりした器ができるの

をご存知ですか？　今回で３回目となる

再生紙のワークショップには　、３０人の

親子が参加しました。まずはいらなくな

った牛乳パックやダンボール、チラシ、

色画用紙の端材など、さまざまな紙を種

類別に細かくちぎって水を加え、ミキサ

ーにかけます。どろどろになった紙にの

りをまぜると、白、茶、ピンク、水色、

黄色など色とりどりの紙粘土の出来上が

り。このカラフルな紙粘土をプリンやカ

ップ麺などの型に、模様を工夫しながら

貼り込んでいき、そのまま乾かします。

お母さんたちも、子どもに負けないほど

自分の器づくりに没頭している姿が印象

的でした。

■８月２１日（土）

「ピカッと金属彫刻」

講師：森哲弥（彫刻家）

　「金属を鋳造して抽象彫刻をつくろう」

いう難題に、高学年の小学生たち２５人が

挑戦しました。炎や雲、稲妻、龍など思

い思いの形をゴム板に描き、それを切り

抜いて型をつくります。そこに２００℃ で

溶ける低融点金属を熱して液状にしたも

のを流し込み、冷やして取り出すと……

描いた形が硬い金属の塊に！　その後や

すりでピカピカになるまで磨きあげまし

た。初めてつくった小さな金属彫刻、み

んなの宝物になるに違いありません。

■８月２８日（土）

「ちひろの水彩技法体験！」

講師：ちひろ美術館職員

　水彩絵の具のにじみを生かしたちひろ

の技法を体験するワークショップは、当

館でも人気のプログラム。今回は子ども

の部に加え、大人の部も企画しました。

子どもの部では、にじみを用いて色を付

けた紙から、きれいな色の部分を切り抜

いて台紙に貼り、しおりにしました。大

人の部では、水彩技法体験に加え、目に

したものそのままではなく心のなかの印

象を描いたちひろの表現方法を体験する

ため、“雨”をイメージして絵にしまし

た。久しぶりに絵筆を手にしたという方

もいましたが、「楽しかった」という感想

が多く寄せられました。体験を通じて、

よりちひろの絵に親しみを感じていただ

けたなら、うれしいです。　（上島史子）

９月２０日（月）２０００年代の日本の絵本展関連イベント　長谷川義史講演会「ぼくが描いた絵本たち」
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窓 電子書籍元年とちひろの画集
松本由理子（ちひろ美術館・東京　副館長）

　先の見えないデフレ・スパイラル、人口

減少、円高・グローバル化による産業の空

洞化、働き口・賃金の減少等々、日本に生

きる私たちを取り囲む社会的状況は、厳し

さを増すばかり。出版は構造不況業種とま

で呼ばれ、美術書や画集は敬遠されがちだ。

　開館２０年・安曇野ちひろ美術館開館を記

念して１９９７年に刊行された画集『ちひろ美

術館』（講談社刊　全１２巻＋別巻）も、昨

今は手に入らない巻も多い。廉価でありな

がら、絵をゆったりと楽しめる画集がつく

れたらと願っていたとき、担当編集者か

ら、こんな申し出があった。

「最後のチャンスなんです。印刷業界もデ

ジタル化が進み、熟練製版技術者も少なく

なっています。今ならまだ、前回の原版を

利用し、価格を抑えられます。画集をつく

らせてください。」

　こうして誕生したのが『ちひろ　花の画

集』と『ちひろ　いのちの画集』だった。

ソフトカバーが手に馴染み、どのページを

開いてもちひろの絵が目に染み入る簡潔な

やさしさが喜ばれたのかもしれない。１年

半で各々１万１０００部と８５００部へと増刷を重

ねた。この実績を元に、今度は新しいデジ

タル技術を用いて、「春夏秋冬」をテーマに

４冊の画集が出版できることになった。

　厳しい現実に身をおきながらも、街角を

つつむ金木犀の香りに幸せを感じ、ベビー

カーに乗って来館するあかちゃんの笑顔に、

思わず頬がゆるむ。新刊の『ちひろ　秋の

画集』を開き、長かった酷暑を忘れ、秋の

実りに昔みた里山を思い、枯葉の舞う音を

聴く。生きていることの喜びをかみしめて。

　今年は電子書籍元年。デジタル配信ゆえ

の利点は多々あろう。電子版だから出会え

る読者もいるだろう。とはいえ、紙の本を

手にする喜びも捨てがたい。この世から消

え去らないことを願わずにはいられない。

美術館

日記

ひとこと

ふたこと

みこと

9月11日（土）

娘がまだあかちゃんだった１９８１年

に来てから、今日で８回目です。久

しぶりにじっくりと絵本を読んだ

り、展示の作品に見入っています。

５１歳になった夫に非売品のはがき

をプレゼント、よい記念になりまし

た。安曇野も一度訪ねましたが、ま

た行こうと思っています。ちひろ

さんの絵にとても心が和みました。

ありがとうございました。（M.M）

10月1日（金）

何年ぶりかの来館です。今日は「木

の葉の精」の少年に再会できてうれ

しかったです。驚いたのが、高校生

以下が無料になっていたこと。むか

ーしむかし高校生だったころ、暇と

お金を見つけては通っていたこと

を思い出しました。感受性豊かなそ

のころ、絵は生きるうえでとても力

を与えてくれたし、現在は息子も

小４と４歳。そろそろ大きくなって

きたので友の会会員にも復活でき

るかも。今日は仕事を切り上げ、自

分軸を取り戻すために来てみまし

た。いつも心に栄養をくれてありが

とう。感謝する気持ちが自然に湧い

てくる、ここの空間が大好きです。

〈2000年代の日本の絵本展〉

9月22日（水）

『ルリユールおじさん』は本屋で

見て一目ぼれでした。それが今

日、なんとなく立ち寄ったここで

原画に会うことができて、とても

うれしく思います。

9月22日（水）

甥っ子たちが冗談で言っていた上

野動物園の反対の「下の動物園」。

絵本を偶然本屋さんで見つけ、プ

レゼントしました。３人の甥っ子

たちはとても気に入ってくれまし

た。今日は思いがけず、あきびん

ごさんの『したのどうぶつえん』

の絵が見られて、まさかの貼り絵

でまたさらに感動しました。

9月24日（金）

初めて出久根育さんの原画を見て、

圧倒されました。原画を見られて

本当に幸せです。宮崎からこの展

示を見るために来ました。来て本

当によかったです！！　（かなこ）

9月25日（土）

世代的に、知らない作家の絵ばか

りでしたが、すべてに感銘を受け

ました。絵本の幅の広がりを感じ

ました。生まれてくる子どもには、

私の趣味にかたよらず、さまざま

な絵本に接する機会を与えたいと

思いました。特に智内さんの絵本

が個人的に好きです。　　（E.T）

9月12日（日） 

「ちひろ・５１歳の挑戦」展最終日。図

書室の「わたしの○歳の挑戦」メッ

セージ募集には、１歳（代筆）から

９１歳まで、２５０通を超える応募が寄

せられた。「学校のじゅ業で一日一

回手をあげて発表することをがん

ばるのに、ちょうせんしています

（９歳）」「私は今、自分と向き合う

こと、自分を好きになることに挑

戦しています（１９歳）」等。メッセー

ジは、美術館ＨＰにて紹介します。

9月18日（土） 

ＡＰＥＣ女性リーダーズネットワー

ク会議のために来日中の、ベトナム

女性同盟副会長グェン・テュエット

さんが来館。テュエットさんは、５

年前、ベトナム女性博物館で初めて

ちひろ展を開催した当時の館長さ

ん。２０年以上の博物館勤務の経験

から、具体的な展示方法や収蔵庫

にも興味津々。お客様が展示だけ

でなく、カフェやショップも楽し

めることに感心されていた。幅広

い世代が楽しんでいる館内の様子

も、ベトナムとは違うそう。

9月28日（火） 

ＮＨＫ総合テレビ「こんにちはいっ

と６けん」にて、「２０００年代の日本

の絵本展」が“イマドキな絵本の

楽しみ方”として紹介される。日

ごろ絵本に親しみのない方も来館

してくれたら、と期待がふくらむ。

10月3日（日） 

先日は、２０００年代展出品作家の藍

澤ミミ子さん、伊藤秀男さんが、

今日は、あきびんごさんが来館。

館内でゆっくり過ごされ、ゲスト

ブックにも、それぞれがすてきな

作品を残してくださった。

10月4日（月） 

甘い香りにふわりと包まれて振り

向くと、エントランス横の金木犀

が色づいていた。「ちひろの庭」の

ムラサキシキブの実も日を追うご

とに紫色に染まってきている。長

く厳しい残暑も、ひと段落。開催中

の「ちひろ・秋のいろどり」展に、

ようやく本物の秋が追いついた。

10月9日（土） 

練馬区が整備している貸自転車「タ

ウンサイクル」で石神井地区を巡る

キャンペーン開催（～１１／７）。地区

の見どころを紹介した「気ままな秋

のチャリまっぷ」には、雑貨店やカ

フェ、農家の直売所など地元情報が

満載。「まっぷ」持参者への入館料

割引、タウンサイクル利用アンケー

トのプレゼントにちひろ絵はがき

（非売品）の提供、と美術館もキャ

ンペーンに参加。散策中、美術館に

立ち寄ったり、お客様が周辺へ足を

伸ばすきっかけになればうれしい。
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●次回展示予定　2011年3月1日（火）～5月15日（日）

ちひろ美術館・東京の館長、黒柳徹子の自

伝的エッセイ『窓ぎわのトットちゃん』（講

談社）が刊行されて、２０１１年で３０年になり

ます。戦後最大のベストセラーとなったこ

の本で、いわさきちひろの絵を初めて知っ

たという方も少なくありません。現在では、

世界３５カ国で出版されており、トットちゃ

んを通じてちひろの絵は世界でも知られる

ようになりました。本展では、刊行３０周年

をお祝いして、『窓ぎわのトットちゃん』を

テーマに、ちひろが描いた子どもたちの作

品を展示します。資料展示と合わせて、

トットちゃんの魅力に迫ります。

おめでとう３０周年！

『窓ぎわのトットちゃん』展

こげ茶色の帽子の少女

　１９７０年代後半

世界３２カ国１９７名の画家による約１７１００点（２０１０年１０月現在）の世界

の絵本画家コレクションのなかから、個性あふれる作品の数々を展

示します。

＜同時開催＞ちひろ美術館コレクション展

●新刊紹介

　『ちひろ　冬の画集』

１１月１７日発売

体裁：２２０×２００ミリ、１０８ページ

定価：２０００円（税込）　

ちひろ美術館・編、講談社・発行

画集の出版を記念し、雪のなかで瞳を輝かせる子どもたちや、胸躍る

クリスマスやお正月の情景など、ちひろが描いた冬の世界をピエゾグ

ラフで紹介します。

●ピエゾグラフによる

　『ちひろ　冬の画集』

　出版記念展

会場：展示室４

●12月12日（日）　無料感謝デー

ちひろ美術館を支えてくださっている皆様へ、感謝の気持ちを込めて、

入館料無料の感謝デーを開催します。当日は、さまざまなお楽しみ企

画をご用意しています。皆様お誘い合わせの上、ぜひご来館ください。

●わらべうたあそび

声を出して歌ったり、体を動かしたりしながら、親子で楽しく参加で

きます。０～２歳までの乳幼児と保護者対象。

○日　時：１２月１８日（土）　１１：００～１１：４０

○会　場：図書室　○定　員：１５組３０名　○講　師：服部雅子

○参加費：無料（入館料のみ）　○要申し込み　１１月１８日（水）受付開始

●お正月・年賀状プレゼント

お正月（２０１１年１月２日～）にちひろ美術館・東京館にご来館された方

に、先着でちひろ美術館特製の年賀状（非売品）をプレゼントします。
※年賀状をご提示いただくと、次回来館時に２名様まで無料でご入館いただけます。
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

●年末年始・冬期休館のお知らせ

ちひろ美術館・東京は、２０１０年１２月２７日（月）～２０１１年１月１日（土）まで

休館、新年は１月２日（日）より開館します。１月３日（月）は開館し、１

月４日（火）は臨時休館となりますのでご注意ください。２０１１年１月３１

日（月）～２月２８日（月）までは、館内整備のため冬期休館いたします。

毎月第２・４土曜日１１：００より展示や季節にあわせて、絵本の読み聞かせな

どをおこないます。（参加自由）＊授乳室もご利用になれます。

●えほんのじかん　

毎月第１・３土曜日１４：００より展示室にて、作品の解説や展示のみどころな

どをお話しします。

●ギャラリートーク

●2011年　年間展示予定
※展示タイトル、内容は変更になる場合があります。

●８月３日（水）～１０月２３日（日）

　ちひろのあかちゃん展／〈企画展〉瀬川康男展

●５月１８日（水）～７月３１日（日）

　ちひろが描いた世界の童話／〈企画展〉子どもの椅子展

●１０月２６日（水）～２０１２年１月２９日（日）

　ちひろの白／〈企画展〉谷川俊太郎と絵本の仲間たち

●連続講座「ちひろとちひろが愛した画家たち」

展示作品を中心に、ちひろとちひろに影響を与えた画家たちについての

連続講座を開催します。

１１月２７日（土）「ちひろとちひろが愛した画家たち」

講師：山田実穂（展示担当学芸員）　１０月２７日（水）受付開始

１２月１１日（土）「絵雑誌『コドモノクニ』の画家たちとちひろ」

講師：竹迫祐子（安曇野ちひろ美術館副館長）　１１月１１日（木）受付開始

２０１１年１月１５日（土）「丸木位里、俊とちひろ」

講師：岡村幸宣（原爆の図丸木美術館学芸員）　１２月１５日（水）受付開始

○時　間：１７：１５～１８：１５

○定　員：各回３０名（要申し込み）　○参加費：各回５００円（入館料別）

●新春ワークショップ　「手作りぽち袋」

ちひろが得意とした、にじみの技法を体験しながら、オリジナルのぽち

袋を作りましょう。子どもから大人まで楽しめるワークショップです。

○日　時：２０１１年１月２日（日）、３日（月）

　　　　　１１：００～１６：００（受付終了１５：３０）

○参加自由（混雑時は整理券を配布）　 ○参加費：２００円（入館料別）


