ちひろ美術館・東京
美術館・友の会だより
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出版記念展

ちひろ 花の画集

●2009年3月1日（日）〜5月10日（日）






たモチーフです。１９６３年頃からは、画面

デルセン童話をちひろは愛し、繰り返し



の余白を多く取り、花を前方に、子ども

描いています。また、ちひろが女学生の



を後方に配した構図を探究しています。

ころに愛読した宮沢賢治の作品にも花や

四季折々の花と子どもたちの姿を生涯

時には、花と子どものスケールを変え

草木が人間のように語り合う物語があり

にわたり描きつづけたちひろ。『ちひろ

て、花を大きく、子どもを妖精のように

ます。念願だった賢治の童話を描いたの

花の画集』の出版を記念して開催する本

小さく描いていることもあります。こう

は、ちひろが５０歳の時でした。花をテー

展では、約５０点のちひろが描いた花を展

した構図は、現実にはない遠近感をもつ

マにした賢治の童話選集『花の童話集』

示します。ちひろが描いた花で、春の訪

空間をつくり出していますが、花と子ど

では、花や木の実を擬人化して表現し、

れを感じてください。

もの情感が響きあい、親和に満ちた雰囲

その性格を描き分けています。



気が生まれています。息子がまだ幼かっ






ちひろが描く子どもたちは、激しい感

た頃、ちひろはよく庭に出て、花越しに

ちひろは自宅の庭に、しゃがみこんで

情を表していることはありません。けれ

息子とその友だちをスケッチしていまし

花を見つめていることがよくありまし

ども、その奥には、豊かな感情が秘めら

た。手前に描かれた花には、子どもたち

た。アトリエでも、目の高さに合わせて

れていることが感じられます。ちひろは、

をそっと見守るちひろのあたたかなまな

花を飾っていたといいます。つぼみの状

花と子どものイメージを重ね、季節ごと

ざしが感じられます（図２）。

態から、枯れてしまうまで、近くから語

の花の色や形、質感の描写を通じて、子



らうように花を見つめていたちひろは、

どもたちの驚きや喜びなどをとらえまし

「花のダンス」（図３）は童謡のために

花の性質を熟知していました。画面に花

た。「子どもを描いていると、自分の小

描かれた作品です。子どもたちになぞら

だけが描かれた作品では、それぞれの花

さいときのことを自分で描いているとい

えた花の姿は、見る人をファンタジーの

が持つ特徴や存在感が際立って感じられ

う感じがします」と語ったちひろは、大

世界へといざないます。こうした表現に

ます。例えば「薔 薇」（図４）では、水

人になるにつれて忘れてしまいがちな子

影響を与えているものに、アンデルセン

彩のにじみやぼかしを生かして、肉厚で

どもの頃のやわらかな心を失わず、花に

と宮沢賢治の童話があります。花が夜中

しっとりしたバラの花びらの質感を描か

重ねて優しく語りかけています（図１）。

に舞踏会へ行くお話「イーダちゃんの花」

れています。細かな描写を省略して描い

や、花から生まれた小さなお姫様の物語

ていますが、花の持つ本質的な部分をと

バ


花と子どもは、ちひろが最も多く描い

「おやゆび姫」など、花を題材にしたアン

ラ

らえられています。

●展示室2

（原島

恵）

多目的展示ホール

＜企画展＞ミュンヘン国際児童図書館
架空の絵本展
後援：ドイツ連邦共和国大使館、ドイツ文化センター、
−世界の絵本画家７２人が描いた、本のない絵本− （社）
全国学校図書館協議会、財団法人日独協会、絵本学会
●2009年3月１日（日）〜5月10日（日）

協力：ミュンヘン国際児童図書館

ミュンヘン国際児童図書館は、１９４９年

に、
「自分たちが夢見ているが、まだ存在

「見て。そして、 絵と物語の間の場所

に設立された、世界各国の児童図書を扱

しない絵本の表紙を描いてほしい」と呼

を見つけてください。」１枚の絵から、い

う世界初の図書館です。「子どもの本は

びかけ、それに応えた３０カ国７２人の画家

ったいどのような展開があるのか、想像

世界の架け橋」という言葉を遺した創設

たちから寄せられた「架空の絵本の表紙」

がふくらみます（図２）。

者のイエラ・レップマンは、第二次世界

と「短い本の説明」で構成されています。

大戦後、崩壊したドイツ、とりわけ子ど

著名な人だけでなく、今後の活躍が期待

絵本として出版されたものもあります。

もたちの惨状を目の当たりにし、世界各

される若手イラストレーターたちを含む

そのひとつである韓国のシン・ドンジュ

国に、子どもたちのために本を、特に絵

１００人に幅広く声をかけ、７
２作品が集ま

ンの表紙は、雑誌などの切り抜きをコラ

本を贈るように呼びかけました。その手

りました。

ージュした魚です。ある日風に運ばれた

出展作品の中には、展覧会後に現実の

紙に応えて２０カ国から集まった絵本は、

寄せられた架空の本の表現は、多岐に

ピアノの音に魅せられ、飛ぼうとする魚

１９４７年、ミュンヘンをはじめ、ドイツ国

わたっています。イギリスのジョン・ロ

の話で、画家はそれを「感覚的な作品」

内で展示され、１
０
０万人が会場で熱心に

ウは、
「絵は言葉より強い」という考えか

と語っています（図３）。

絵本を読みました。それが、現在の図書

ら、表紙であっても、タイトルをあえて

実話をもとにした作品もあります。ア

館の原型となっています。

書かないという選択をしました。ダー

メリカのピーター・シスの作品は、ハンガ

現在、１３０カ国以上から集まった５
６万

ク・コメディの物語を、陰影のある画面

リーの作曲家である妻の祖父が書いた手

冊を超える本を所蔵する図書館は、活動

で、丁寧に描きこんでいます。迷路のよ

紙をもとに、つくられたものです。その手

の一環として、子どもの本に関わるさま

うな庭園には、不思議な登場人物が見ら

紙には、当時母国が共産圏にあったため、

ざまな展示も行ない、児童図書館を通し

れます（図１）。

会うことのできない、西側で生まれた孫

て、子どもたちが自国と他の国々の文化

一方ドイツのフェレーナ・バルハウス

への想いが綴られていました。シスは、そ

に出会い、相互理解を深める活動を展開

は、架空の出版社の名前もつくり、実在

の想いを勢いのある表現でスケッチブッ

しています。

する絵本の表紙のように画面を構成して

クの紙２枚の下絵に描いています
（図４）
。

今回ご紹介する「架空の絵本展」は、
国際児童図書館が、世界の絵本画家たち

います。タイトルは「リリーとカラス」。
彼女はこうメッセージを寄せています。

自由に描かれた夢の絵本の数々をお楽
しみください。

（松方路子）




●展示室1・3












●展示室2













多目的展示ホール










活動報告

１２月１４日（日） ちひろ生誕９０年記念

①



無料感謝デー

②

③





うございます！」。受付担当もお客様もニ

木村純さんのボサノヴァユニット・サパト

 



コニコ。画集、マグカップ、カレンダーか

ス。スタンダードなボサノヴァ以外に、ハ





らひとつプレゼント。

ッピーバースデーの曲も。背後に飾られた

③階段下にツリーを置いて、メッセージ

ヴィルコンの作品の象も、一緒に演奏して

カードを用意。あっという間にツリーはカ

いるかのよう。

ードでいっぱいに。メッセージカードより

⑤図書室も、今日は終日満員。

①開門前から傘をさして待つお客さまの

−「ここに来ると気持ちがやすらぎます。

⑥松本猛館長のギャラリートーク。
「 想像

列。先着５
００名に配られる非売品のポスト

母親に会っているような気持ちになれて。

して自由に楽しむ面白さ

カードを楽しみに並んでくださった方も。

私の母は元気で８７歳。そして姑９０歳、ちひ

通して感じてほしい」。

②「９０」にちなみ、９０番目、１９０番目…の

ろさんと同い年ですね。あなたが残してく

大好評のうちに終了した２００８年の無料感

来館者へはプレゼントを用意。予想よりだ

れた数々の絵、私の心のなかにいつまでも

謝デー。２００９年は、１２月１３日（日）
に開催予

いぶ早く、１０：３０には９０番目のお客様が。

生きています。」

定です。

「チリリ〜ン♪」とベルが鳴り、
「おめでと

④１時間のライブを行なった三四朗さん、

④

⑤







生誕１００年



夢と記憶の画家

茂田井武展

をちひろの絵を

（阿部惠）
文中写真：嶋本麻利沙

⑥

関連企画

茂田井武の＜こっそり＞画帳を囲む会（全４回）


茂田井武展では、貴重な画帳の数々を展

は、同じタイトルの３冊の未

示しましたが、作品保護用のケースに入れ

完の折本と１５枚の断簡が現存しますが、そ

は、探偵・怪奇

てしまうと、画帳の一部しか見ていただく

のなかから１歳７ヵ月のときに見たハレー

小説の雑誌「新青年」などでコンビを組ん

ことができません。そこで、閉館後の美術

彗星や、馴染みの駄菓子屋など５場面が描

だ小説家・小栗虫太郎の家に寄宿していた

館でテーマを変えて全４回、各回２冊ず

かれた１冊を紹介しました。どちらも戦後

茂田井が、中国に出征する際に、小栗に贈

つ、画帳の全頁をめくって公開する「〈こっ

に描かれた画帳ですが、子どもの視点や感

った和綴じの画帳です。２冊とも小栗家の

そり〉画帳を囲む会」を開催しました。定

覚までが凝縮され、茂田井の鮮やかな記憶

疎開の荷物に入れられたため、空襲を逃れ

員２０名は早くに埋まり、すべての回に参加

の再現力を伝えています。

たといいます。子どもの本に取り組む以前

される方もいるなど、関心の高さがうかが



の妖気漂う画風を伝えています。






えました。
手
袋
を
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は、２０代前半、パリで市





井の人々と共に過ごした日々の印象を７９点

最終回では、戦後のもののなかった時代

の絵（内５点は不明）とことばで絵日記の

に、幼い長女のために手作りした絵本を紹

ように綴った画帳です。３年にわたる青春

介しました。は、青春時代に

時代の旅の記憶は、その後も繰り返し画題

パリで見た子どもたちの姿を歳時記のよう

となりました。 は、帰国後

に綴った絵本。

１０年あまりを経て、旅先で目にした各地の

動物たちが朝ごはんにありつくまでのよう

印象を２４景にまとめた折本。博多からソウ

すを描いた絵本です。洗練された構図と色

ルへ渡り、ハルピンからシベリア鉄道でモ

彩、訥々としてあたたかな線、ユーモアに

スクワへ、さらにワルシャワ、ベルリンを

満ちた子どもや動物たちの表情−。今見

初回は、日本橋の大きな旅館の子として

経て到着したパリの光景で片面が終わりま

ても、その絵は新鮮さを失いません。

過ごした幼少時代の記憶を描いた画帳を囲

す。裏面には一時を過ごしたジュネーヴや

みました。

アントワープ、帰路のロンドン、ナポリ、



は活劇

映画のゴッコ遊びを描いた未完の折本。

スエズの風景も描かれています。

は、

（上島史子）
＊『古い旅の絵本』は１９９９年ＪＵＬＡ出版局より出版。
＊手作り絵本「巴里の子供」は、２００８年画集『茂田井武美術
館 記憶ノカケラ』の付録に小型絵本として収録。



ひとこと



いくらい、素敵な建築を設計した

われて美術館に来て、ベトナムの

ふたこと

妻は車椅子ですが、ここはバリア

いと思います。（関西大学

子たちを扱った原画展示を見て、

フリーなので安心して見られまし



ちひろさんのイメージが変わりま

みこと

た。また、健太２歳３ヵ月の成長

初めて訪れたのは２０年以上前。そ

した。今私は４０歳です。
４０歳になっ

と、ちひろの絵と重なるところも

の頃私は中学生でした。少女だっ

てやっともう一度ここに来ました。

あ り、感 動 し ま し た。時 を 超 え

たその時代に、二、三度友人と共

あわただしい日々のなか、ちひろ

て、またこのノートと会いたい。

に、そして大学生になったあの

さんの絵をじっくり見たいという

頃、夫となった男性と共に。今、

気持ちが強くなってきたからで



あと数日で５歳になる娘と共に。

す。子どもの頃苦手だったのは、水

今日は、建物見学が来館の一番の

いつも大切な人とここで過ごして

墨の技法を転用しているからだと

目的でした。この建物を見ている

います。心の奥深く、染み込ませ

わかり、改めて面白さを感じまし

間、すごく穏やかな気持ちでし

るように。今日は娘の心にちひろ

た。でも一番良かったのは、原画

た。自然・建築・ちひろさんの絵、

さんの色が染み込むように。やさ

に囲まれて時間をゆっくり過ごせ

１つ１つの関係性から生まれる時

しい色に包まれて、やさしい心に

たことです。また来ます。（Ｍ.Ｈ）

間を過ごせたからだと思います。

包まれて、やさしい少女になれる



絵や建築、いろいろなことで人が

よう……。

（RURIKO）

就職活動がうまくいかず落ち込ん

幸せな気持ちになれるものを創り





でいましたが、そんなこともちっ

出せることのすばらしさを、改め



ぽけに感じるくらいパワーがある

て実感しました。来年から設計の

子どもの頃はちひろさんの絵が苦

空間でした。また今日から頑張ろ

仕事をします。この建物に負けな

手でした。中２のとき、友達に誘

うと思いました！



にじみ・ぼかしの効果を自在に操

と、全紙大でちひろの「絵をかく女

学芸担当職員が安曇野館へ出張。

る、大胆な余白や省略を効かせて

の子」が目に飛び込む。ミサワホ

ちひろ美術館では、原画の退色や

構図をつくる、等）を自身の水彩

ームの広告だ。「住まいは巣まい」

紙の劣化を防ぐため、一度展示に

画に応用したことは知られている

というコンセプトが、ちひろ作品

出した作品は、原則としてその後

が、実際に展示室で対峙させるの

のイメージにぴったり、という強

一年間収蔵庫で休ませている。そ

は初の試み。ちひろという画家の

いリクエストがあり、実現した。

のため毎年この時期には、全展示

奥行きを再認識する。

その後、朝日、毎日、読売、中日の

担当者が一堂に集い、来年度に展




各紙面でも順次掲載されることに。

示を希望する、すべての作品につ

ちひろの９
０回目の誕生日にあわ




いて調整を行なう。どの作品を・

せ、福井県のアンテナショップ

紀伊國屋ホールで日野原重明『い

東京と安曇野のどちらの館で・い

「ふくい南青山２９１」にてピエゾグ

のちのバトン』出版記念トーク。

つ・どんなテーマで展示するのが

ラフ作品によるいわさきちひろ展

目に見えない「いのち」の大切さ

最も効果的か……侃々諤々、会議

がスタート。
「ちひろのやわらか

を、子どもたちにやさしく語り継

は丸二日間に渡って行なわれる。

な絵に、ふと老いた母を思い出し

いできた日野原先生。ちひろの絵



ました。今夜は武生に電話をしま

に感動し、移動中の新幹線で１
０歳

「ちひろと水墨」展へ展示替え。

す」
「同年代で他界した母の面影が

の少年の気持ちになって一気に詩

富山水墨美術館と原爆の図丸木美

ちひろさんと重なり……涙がでる

を書きあげたというエピソードや、

術館の協力で、横山大観、竹内栖

ほど至福のひとときでした」など、

人間同士や親子を結ぶ絆の重要性

鳳、小林古径、都路華香、丸木位

来場者からの感想がうれしい。

など、詩に託した思いを熱く語っ

里・俊夫妻の水墨画を借用。ちひ




た。５月２
８日には東京館にも講演

ろが水墨画の技法（墨の濃淡や、

元旦に日経新聞（第７部）を開く

に来てくださる予定。
乞うご期待。

（奈良県橿原市

美術館
日記

森村賢治）

かんかんがくがく

窓



沖野）



松本由理子 （ちひろ美術館・東京 副館長）

デスクに届けられた１枚の訃報に絶句す

事会の討議の大切な羅針盤だった。

ている日本グラフィックデザイナー協会の

ベルリンの壁が崩壊し、ビロード革命直

会長も務められていた。真剣な面持ちで話

イナー、福田繁雄氏急逝を告げる報だった。

後のチェコから１９９０年春に初来日されたパ

を聞かれ、
「たいへんだねぇ、文化ってもの

福田先生とちひろ美術館の出会いは１９８２

ツォウスカーさんが、「あの世界的に有名

がわかっていないんだから」とため息まじ

年、開館５周年記念特別展「世界中のこど

な反戦ポスター『ＶＩＣＴＯＲＹ』を作った福

りにお話されていたのが忘れられない。閉

もみんなに平和としあわせを」に作品出品

田氏にぜひ会いたい」と希望され、ご自宅

会後は、いつもどおり「韓国の美術大学の

をお願いしたときだ。１９８７年からは評議員

をお訪ねしたときのことが、昨日のことの

学長がわざわざ僕の家を訪ねてくれてね」

として、１９９７年からは理事として３０年以上

ように思い出される。桜が満開の時だった。

と、楽しげに話をされながら、
「じゃ、次は

も当財団の活動を支え続けてくださった。

最後にお会いしたのは昨年の１２月２１日、
新

３月に」と言ってお帰りになられた。その

多忙な中、「いわさきちひろ平和メッセー

公益法人制度がスタートし特例民法法人と

ジＴシャツ」や、安曇野アートラインのロ

なった当財団が進むべき方向を、山田洋次

ゴマークのデザインもお引き受けくださっ

理事長とともに話し合う勉強会の席だった。

た。一瞬で本質を見抜く先生の発言は、理

福田先生は、同じような改革を求められ

る。当財団理事でもあるグラフィックデザ

３週間後に、この世を去られていたなんて。
ご心労をおかけしたのではないかと悔や
まれる。これまでのご尽力に心より感謝し
つつ、ご冥福をお祈りいたします。
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