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「雪のなかにはじめておりたった日／こ

どもはそのひとみをいっぱい見ひらいて

／好奇心と感動でまばたきもできない」

（「雪のなかで」より　いわさきちひろ　１９７１年）

　１２月の雪の日に福井県の武生（現・越

前市）に生まれたちひろは、両親の郷里

であった信州の雪山を愛し、女学生の頃

よりスキーに親しみます。黒姫高原に山

荘を建ててからは、窓の外の雪景色を眺

めながら仕事をすることもありました。

　ちひろは雪景色の感動を、絵本『ゆき

のひのたんじょうび』の一場面に描いて

います。「雪の家並み」（図１）は、誕生

日に雪が降ってほしいという女の子の願

いがかない、雪の朝の目に映った驚きと

感動をそのまま表現したシーンです。

家々のカラフルな色彩は、雪景色を見た

ときの少女の弾むような喜びを表してい

るようです。紙の白地を生かし、色とり

どりの家並みや椿の赤、葉の緑との対比

によって、積もった雪の白を際立たせて

います。椿の葉や木の枝には、白い絵の

具でうっすらと積もった雪が描き込ま

れ、ちひろの細やかな目が感じられます。

　ちひろが描く冬の子どもたちの絵の特

徴のひとつに、カラフルな服装や小物が

あげられます。「セーターを着る子ども

たち」（図２）のように、色とりどりの

マフラーや帽子、セーター、手袋などに

身を包み、冬の子どもたちはどの季節に

もましておしゃれです。雪におおわれ自

然界の彩りが少なくなる分、ちひろは雪

遊びやスキーに興じる子どもたちの装い

で、画面を華やかなものにしています。

　「暖炉のまえで猫を抱く少女」（図３）

には、ちひろ自身の姿を重ねることがで

きます。幼いときに黒猫を飼っていたこ

とがあり、腰の下まであるセーターはち

ひろのお気に入りのもので、椅子や蔓で

編んだ籠は山荘にあったものです。

　本展では絵雑誌や月刊誌、カレンダー

などに描かれた冬の子どもたちの作品、

スキー場でのスケッチや油彩、絵本『ゆき

のひのたんじょうび』の原画などを展示

します。クリスマス（図４）やお正月の

行事も含めて、寒くても楽しいことがい

っぱいの“冬”を、お楽しみください。

（山田実穂）

●2009年11月18日（水）～2010年1月31日（日）

ちひろ　冬の 詩 
うた

●展示室1・3

●展示室2・多目的展示ホール

子どもと同じ視点で

　イラストレーター志望だった武田美穂

が絵本の世界に入ったきっかけは、図書

館でのアルバイトでした。子どもの部屋

の主のような女の子の命令で絵本を読ま

され、「感情がこもっていない！」「へた

へたへた！」などと怒られながらも続け

ていくうちに、数々の名作に出逢い、絵

本のおもしろさに引き込まれていったと

いいます。

　デビューから５作目、１９９１年に出版さ

れた『となりのせきのますだくん』は、

課題図書にもなった絵本です。弱虫のみ

ほちゃんの視点からみると、なにかとか

まってきてはいじわるばかりする隣りの

席のますだくんは、まるで怪獣のよう

（図１）。いきなり怪獣の姿で登場して

読者を驚かせたますだくんですが、その

後出版された『ますだくんのランドセル』

など４冊の続編では、元気いっぱいで世

話好きな、愛らしい男の子の姿で描かれ

ています。同じ出来事をますだくんの視

点からみると、頼りないみほちゃんを、

なんとかしてあげようと親切心でしたこ

とが、裏目に出て怯えさせてしまう……

ということになります。“ますだくん”シ

リーズには、読者の子どもたちからたく

さんの手紙が寄せられ、主人公と同じ名

前の作者を混同し、みほちゃんが苦手な

給食の食べ方や計算の仕方を親身になっ

て教えてくれる子も多かったそうです。

子どもの事情や言い分を主張して、困っ

たり泣いたりする主人公は、読者にとっ

て、身近にいる友だちそのものなのでし

ょう。

絵本はコミュニケーションの手段

　武田にとって、絵本はコミュニケーシ

ョンの手段だといいます。子どもはおも

しろくないとすぐに絵本を閉じてしま

う。そんな子どもに挑戦し、登場人物の

キャラクターづくりから、ストーリー、

場面展開、ことばのリズム、細部の遊び

まで、さまざまな工夫を凝らしています。

　『ありんこぐんだんわはははははは』

（図４）では、お砂糖を求めてどこまで

もやってくるありが、ついには宇宙の果

てまで追いかけてきます。ありが黒い点

に見えるロングショットから、顔の違い

がわかるアップまでの変化に富んだアン

グルや、見開きごとの大胆な色の転換、

「おさとうこぼしちゃいけないよ／ひと

つぶだっていけないよ／なぜなら（なぜ

なら？）／どこからともなく・・・・／

わはははははははははは」と合いの手や

笑い声も折り混ぜた、自在な描き文字に

よることばなどで、ありんこ軍団の恐怖

をドラマチックに盛り上げていきます。

『きょうはすてきなおばけの日！』（図

２）、『こわいドン』なども、調子にのっ

た子どもが羽目を外していくように、と

んでもなくエスカレートするナンセンス

絵本です。子どもたちに絵本を読んだと

き、「ありえないよ！」といわせれば、

武田は「勝った！」と思うといいます。

絵本による自己表現

　武田は絵画表現においても自己流を貫

いています。初期の“ますだくん”では、

サインペンで描いた輪郭線を白黒コピー

し、そこにマーカーで彩色したものをカ

ラーコピーして、さらにその上から色鉛

筆でニュアンスを加えるという複雑な描

き方がなされています。まだコピーがあ

まり普及していなかった頃で、カラーコ

ピー独特の色のバランスやムラを絵に生

かそうと考えたのだといいます。続編か

らは一転して、映画の台割からヒントを

得たコマ割り（図３）が用いられていま

す。絵本では型破りなコマ割りですが、

紫と黄、赤と緑などの鮮やかな補色をぶ

つけて調和をとる独自の色感を駆使し

て、新鮮な画面をつくり出しています。

　アニメーションのセル画のようにセル

の裏面からアニメックスを塗った作品

（図２）や、部分的に印刷段階での色指

定を入れた作品（図４）などもあります。

これまで出版された約４０冊の絵本をみて

いくと、漫画調の表現を主としながら、

新たな画材や技法に挑み、表現の可能性

を模索してきた過程が読み取れます。

　本展では、代表的な絵本の原画約１００

点とともに、制作過程の資料や画材など

も展示し、アイデアのつまった絵本づく

りを紹介します。子どもたちに大人気の

武田美穂の絵本の魅力をご覧ください。

（上島史子）

●2009年11月18日（水）～2010年1月31日（日）

＜企画展＞　絵本はたのしい！　武田美穂の絵本づくり
後援：練馬区教育委員会

2



●展示室1・3

１９５９年、東京に生まれる。１９８６年『あし

たえんそく』でデビュー。１９９１年『ふしぎ

のおうちはドキドキなのだ』で絵本にっ

ぽん賞、１９９２年『となりのせきのますだ

くん』で絵本にっぽん賞、講談社出版文

化賞絵本賞、２００２年『すみっこのおばけ』

で日本絵本賞読者賞、けんぶち絵本賞グ

ランプリ、２００７年『おかあさん、げんき

ですか。』で日本絵本大賞。絵本のほかに

ＮＨＫ教育テレビ「ざわざわ森のがんこ

ちゃん」などの人形デザインや、アニ

メーション、イラストレーション、子ど

もとの造形ワークショップなどでも活躍。

図１　雪の家並み　『ゆきのひのたんじょうび』より　１９７２年　至光社

武田美穂　略歴

図２　セーターを着る子どもたち　１９６０年

図４　女の子とクリスマスツリーの飾り　１９６４年

図１　『となりのせきのますだくん』より　１９９１年　ポプラ社

図２　『きょうはすてきなおばけの日！』より　１９９２年　ポプラ社

図３　『ますだくんとまいごのみほちゃん』より　１９９７年　ポプラ社

図４　『ありんこぐんだんわはははははは』より　２００２年　理論社 図５　『すみっこのおばけ』より　２０００年　ポプラ社

●展示室2・多目的展示ホール

図３　暖炉のまえで猫をだく少女　１９７１年
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活動報告

　つくるよろこびや楽しさを体験しなが

ら、さまざまな美術の魅力に触れてもら

いたい害そんな思いから始まった夏の

こどもワークショップ。今年も小学生を

対象に、身近な素材を使った造形ワーク

ショップを開催しました。　（川口恵子）

●８月１５日（土）

「たのしいまちづくり」

講師：オガサワラマサコ（造形作家）

　初めに、３０センチ四方の板と、数種類

の木片、紙やすりなどが配られました。

この板の上に道を描き、木片や紙を組み

合わせていろいろな建物を建て、アクリ

ル絵の具で彩色して「自分の町」をつく

ります。最後に、それぞれの町をつなげ

て、大きな「みんなの町」に。子どもたち

一人ひとりの想像力によってつくられた

町は、どれ

もみな個性

的。色とり

どりの楽し

い町が完成

しました。

●８月２２日（土）

「再生紙でつくるモビール」

講師：森友見子（造形作家）

　親子で参加するこのワークショップで

は、まず、ちらし、新聞紙、段ボールな

どで８色の紙粘土をつくり、てんとう虫

と四つ葉のクローバー、ドーナツやアイ

スクリーム、色とりどりの惑星など、思

い思いのすてきな飾りをつくりました。

当日はあいにくのお天気で紙粘土が乾き

きらず、ひもに下げる仕上げの作業は各

自持ち帰ってやることに。きっと今頃は、

それぞれのお家で、モビールが楽しく揺

れているはず……。

●８月２９日（土）

「アルミのキューブづくり」

講師：森哲弥（彫刻家）

　まず、紙・蜜蝋・木・石膏など、異なる

素材のキューブをやすりや手で整え、そ

れぞれに合った加工法を体験します。そ

の後はいよいよアルミのキューブづくり。

家庭で使うアルミ箔をまるめて、かなづ

ちでトントンと叩いて形を整えると、次

第に四角い金属のキューブに！　彫刻の

魅力の入口を体感できたひとときでした。

８月１５日（土）・２２日（土）・２９日（土）２００９　夏！こどもワークショップ

　高畑勲さんをお迎えし、お話を伺いま

した。その一部を紹介します。（川口恵子）

『あめのひのおるすばん』の衝撃

　「ちひろさんの作品、以前から目には

していたのですが、１９６８年、子どもが保

育園から持ち帰った月刊絵雑誌「子ども

のせかい」で、絵本『あめのひのおるす

ばん』をみて、本当に驚きました。それ

までのちひろさんの絵というのは、基本

的には線を使って描かれていましたが、

この絵本は、ぱっとめくると風船一つし

か飛んでいない。次のページには「だあ

れもいないおへやなの」という言葉とと

もに、定かならぬ形が描いてあって、そ

れがいろんなものに見えてくる。その次

になると、猫と戯れているということは

わかるんだけれど、これを何と称するべ

きか。親はうまく説明できないけれど、

子どもは子どもなりに感じてしまう、そ

ういうことが起こる絵本ですね。心理的

なものと深い関わりのあるものが、こう

いう形で実現している絵本というのはそ

れまでになかった。このあたりから、そ

れまでのちひろさんが描いてきた、非常

に上手なイラストとは少し違う世界が開

けてきたように思います。」

「火垂るの墓」とちひろの絵

　「「火垂るの墓」の製作スタッフは、ほ

とんど全員、戦

後生まれ。僕だ

けが昭和１０年生

まれで、９歳の

ときに空襲を体

験しています。

本当に、あのと

き死んでいても

ちっともおかし

くなかった。僕

の人生における一番強烈な体験なんです。

　ちひろさんが描いたヴェトナムの子ど

もたちは、戦後、僕らのまわりに当たり

前にいました。戦災孤児や浮浪児。自分

たちだってこんな感じだった。でも懸命

に生きていた。それが見事に表現されて

いる。アニメは僕ひとりでつくるのでは

ないから、高度成長期育ちのスタッフを

巻き込んで、皆を同じところに立たせた

かった。戦争を経験していない人たちに

も、絵に込められた真実の“感じ”を追

体験してもらう。そのためにも、『戦火

のなかの子どもたち』という本は僕たち

にとって大事な本でした。」

　「絵には２種類あります。画面にある

ものが「これは本物ですよ」と主張する

絵と、「この絵をよすが
・・・

にして、その裏に

ある本物を感じてくださいよ」という一

種の想像力が前提になっている絵。直接

影響を受けたということではありません

が、僕たちは「火垂るの墓」をつくる上

で、ちひろさんの絵をよすが
・・・

にしてつく

ったと言えると思います。」

現実と地続きの作品をつくりたい

　「映画は時間と空間の両方を含むヴァ

ーチュアルな世界です。だから、その裏

側にあるものを想像力を働かせて見てい

くというより、その世界に放り込まれる

感覚が強いほど面白がられる。でも僕は、

見る人の思考力を全部奪うのではなく、

表現上もっと抜いたものができないかと

考えている。今度つくる作品もそれを念

頭に置いています。でも、これはとても

難しいこと。ちひろさんの絵は余白があ

って、これをよすが
・・・

にして想像力を大い

に働かせられる絵でありながら、なおか

つ非常にリアリティがある。そういう考

え方を作品にどれくらい取り入れられる

か、いつも考えています。アニメは共同

作業なので同じようにはいきませんが。

　今いちばん問題なのは、ゲームであれ

何であれ、現実の代わりになるものがた

くさんあって、そこで生きているほうが

楽しい、ヴァーチュアルな世界のほうに

没頭するというものが多いということ。

僕はそういうものに加担したくない。だ

って、僕たちは現実に生きているんだか

ら。そんな密室に飛びこまされて、密室

がいいな、現実に出ていきたくないなと

思うようなものはつくりたくない。もっ

と作品世界と現実が地続きになっている

ものがつくりたいし、やっぱりそうでな

くてはいけないんじゃないかと思ってい

ます。」

●トークを終えて　　　　　松本由理子

　ご自宅から時代物のちひろの絵本を一

抱えお持ちくださった高畑さん。リアル

タイムでちひろの画家としての成長を見

てきた高畑さんのお話に、ちひろの絵と

絵本の本質を教えられた気がしました。

１０月１８日（日）　 トークイベント「いのちと平和について考えようⅠ」
ゲスト：高畑勲さん（アニメーション作家）　 聞き手：松本由理子（ちひろ美術館・東京副館長）

『戦火のなかの子どもたち』より

『あめのひのおるすばん』より
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窓 ちひろカレンダー
松本由理子（ちひろ美術館・東京　副館長）

　「ちひろさんの絵との出会いは、カレン

ダーでした」とおっしゃる方がたくさんい

らっしゃいます。現在はＡ２版表紙＋６枚

の大判カレンダーと、卓上用の表紙＋１２枚

からなるポストカードカレンダーの２種類

ですが、３０数年に渡ってみなさまに愛用し

ていただいているのは、大判カレンダー。

その各ページ末尾に、「核兵器のない世界

を」「憲法９条は世界の宝」「軍事費より子

どもたちの命を」（２０１０年版）との呼びか

け文が入っているのをご存知ですか？

　その答えは、ちひろカレンダー誕生の歴

史にさかのぼります。原水爆禁止日本協議

会から、ちひろの絵を使ったカレンダーを

つくらせてもらえないかとのお話があった

のは、ちひろが世を去って１年目の１９７５

年、美術館誕生２年前のことでした。

　あの惨禍を生き延びた被爆者と手をたず

さえた反核・平和運動に役立つなら、ちひ

ろは喜んで協力しただろうと、遺族である

松本善明と猛は、すぐにこの申し出に賛同

します。営利的な流通に出すのではなく、

ボランティアの人たちが、手から手へ、平

和への願いとともに広げていく「ちひろカ

レンダー」（大判）は、翌１９７６年版として、

この年、産声をあげたのでした。

　あれから３５年、今年はじめて、オバマ米

大統領が「核兵器を使った唯一の国」の責

任として「核兵器のない世界を」とよびか

けました。５０年ぶりの政権交代で誕生した

鳩山首相も、「唯一の被爆国として非核三

原則を堅持し、核廃絶の先頭に立つ」と国

連で呼応し、「核兵器のない世界」が国際政

治の中心課題になっています。

　紆余曲折はあるとはいえ、大量殺戮の兵

器にではなく、地球を環境破壊から守り、

貧困をなくし、子どもが未来に希望をもっ

て生きていける社会を実現するために、お

金と資源を使ってほしいと、切に思います。

美術館

日記

9月9日（水） 

「ちひろ美術館コレクション　ね

こねこ大集合」展がはじまる。図

書室にねこの絵の投稿コーナーを

設置すると、早速、小さな子から

大人まで、思い思いの力作が多数

寄せられる。カフェでは、ねこの

形のビスケットとお茶を楽しむ人

たちも。

9月18日（金） 

東京女子医科大学の職員の方から

メールが届く。ちひろのピエゾグ

ラフ作品の展示替をした翌日、小

児科病棟の子どもたちのお祭りが

あったとのこと。病室を出て、お

もちゃの魚釣りやヨーヨーに目を

輝かせて喜ぶ子どもたちの姿が、

絵のなかの子どもたちと重なって

見えたという。患者さんや病院で

働く人たちが、ちひろの絵を見て

少しでも和んでくれたらと思う。

9月20日（日） 

ＮＨＫのＴＶ番組、日曜美術館で、

「ちひろも漱石も～コラボレーシ

ョン・絵画と俳句～」が放映され

る。ちひろの絵を小林一茶の俳句

と共に味わうという内容。番組を

見た方から、絵と俳句の余白の重

なりに、新鮮な魅力を感じたとの

感想が寄せられる。

9月21日（月） 

ベトナム戦争をテーマにしたちひ

ろの絵本原画を展示中の東京館

に、ホーチミンにある、ツーヅー

病院平和村の小児科医師ニイさん

と、助産士チャンさんが来館。ツ

ーヅー病院は、枯葉剤の影響で結

合双生児として生まれたベトさん

とドクさんが育った病院。ちひろ

美術館は平和絵葉書の売上の一部

を届けるなど、交流を重ねてきた。

昨年は『かあさんはおるす』、『戦

火のなかの子どもたち』のベトナ

ム語版も出版。アオザイ姿の二人

がじっくりと絵に見入り、共感を

示す姿に胸が熱くなる。時を経て、

ちひろの平和への願いは、ベトナ

ムの人たちにも届いている。

10月11日（日） 

美しい青空が広がる秋晴れの3連

休。美術館では、入口脇の金木犀

の香りが多くのお客様をお出迎え。

友の会のお客様から、コスモスの

鉢植えを頂く。温かな秋の陽射し

を受けて色鮮やかに咲く花に、優

しい心遣いが映り、うれしく思う。

ひとこと

ふたこと

みこと

9月13日（日）

やさしいやさしい美術館ですね。

建物、流れる空気、訪れている人々、

スタッフ、椅子の置き方、絵本が

各２冊ずつ置いてあるところ、動

線ｅｔｃ.……ちひろさんの遺志が現

れています。また来ます。（ｋｙｏｋｏ）

9月19日（土）

戦争を知らない僕だけど、なぜ心

が痛み苦しいんでしょうか？　な

ぜ怖いのでしょうか？　なぜ涙が

出るのでしょうか？　９ヵ月にな

る我が子を強く抱きしめたくなり

ました。“生”とはすばらしいもの

です。　　　　（２５歳介護士・男）

9月21日（月・祝）

敬老の日に８６歳の父と８２歳の母を

連れてきました。ちひろさんの絵

は大好きです。２Ｆの展示は、戦

争を経験した両親にとって、とり

わけ戦後間もなく広島に立ち寄っ

たことのある父にとっては、言葉

にできない何かを感じさせたよう

でした。かわいらしい、あどけな

い子どもの絵と戦火のなかの子ど

もたち……。決して決して忘れて

はいけないし、両親の願いを後世

に伝えなくてはと、改めて思いま

した。　　（友の会会員０９−０２８１）

10月2日（金）

米寿のお祝いにあべさんと来まし

た。ちひろさんも元気でいたら、

同じ年くらいだね、と話しまし

た。車椅子でも見られるすてきな

ところでよかったです。　（山本）

10月6日（火）

遠く青森から来ました。念願のち

ひろ美術館に来ることができ、幸

せです。今日は雨が降っています

が、それがまたいい雰囲気で好き

です。ここまで来るときに、町の

人が案内してくれて、町全体で支

えている美術館だと感じました。

（Ｍ.ＭＩＤＯＲＩ）

〈ねこねこ大集合展〉 

けっこう絵本は見ているほうだと

思っていたが、自分の知らない作

家の方が、世界にはいっぱいいる

のだなと改めて感じた。和田誠さ

んの絵本も初めてで新鮮だった。

個人的には、東欧の独特な色やタ

ッチが心に残った。　　　（匿名）

9月23日（水）

「るるのたん生日」、いろんな動

物がきてかわいかったです。とて

もいいたん生会をしてもらってい

る、るるがうらやましかったです。

はやくたん生日になればいいな

（笑）。ほかにもねこがたくさんい

てにぎやかでした。（小柳りょうか）
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お正月（２０１０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。

各イベントの予約・お問合わせは、ちひろ美術館・東京イベント係へ。http://www.chihiro.jp/東京館イベント予定

INFORMATION

〒177-0042　東京都練馬区下石神井4-7-2　テレホンガイド03-3995-0820 Tel.03-3995-0612  Fax 03-3995-0680

http://www.chihiro.jp/　E-mail:chihiro@gol.com

●12/13（日）無料感謝デー

●次回展示予定　3月2日（火）～5月9日（日）

生涯にわたり子どもを描き続けた

画家いわさきちひろ。詩人金子み

すゞもまた、みずみずしい感性で

子どもや自然を見つめ、心に響く

数々の詩をつづりました。本展で

は、「幼いこころ」、「花」、「夢」

などのテーマからふたりの作品を

紹介します。時を経て実現したコ

ラボレーションの世界をお楽しみ

ください。

ちひろと金子みすず

小鳥とあかちゃん　１９７１年

ちひろ美術館・東京は、２００９年１２月２８日（月）～２０１０年１月１日（金）

まで休館、新年は１月２日（土）より開館いたします。２０１０年２月１

日（月）～３月１日（月）までは、館内整備のため冬期休館とさせて

いただきます。

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

なお楽しみ企画やプレゼントをご用意して

います。企画展開催中の人気絵本作家、武

田美穂さんもゲストとして来館される予定

です。皆様お誘い合わせのうえ、ぜひご来

館ください。

CONTENTS

美術館だより　No.166   発行2009年11月18日

〈展示紹介〉ちひろ　冬の詩／絵本はたのしい！　武田美穂の絵本づくり……許距　

〈活動報告〉2009夏！こどもワークショップ／トークイベント「いのちと平和について考えようⅠ」ゲスト：高畑勲…鋸

ひとことふたことみこと／美術館日記／窓・ちひろカレンダー…漁

ボフダン・ブテンコ（ポーランド）

『しずくのぼうけん』より　１９６５年（画家蔵）

●恒例のお正月・年賀状プレゼント

東欧の国ポーランドに、多くの才

能ある絵本画家がいることは、ま

だあまり知られていません。本展

では、ポーランドの代表的な絵本

画家ユゼフ・ヴィルコンやボフダ

ン・ブテンコ、エルジュベータ・

ガウダシンスカの作品などを展示

し、個性あふれるポーランド絵本

の魅力を紹介します。

●年末年始・冬期休館のお知らせ

＜企画展＞　ポーランドの絵本画家たち

恒例の、友の会交流会を開催します。当日は、会員の皆様の貸切開館

で、展示のみどころ紹介や、特別企画を予定

しています。いつもと少し雰囲気の違う、

ゆったりとした美術館でのひとときをお楽し

みください。なお、会員の皆様には、別途、

詳細をご連絡いたします。

○日　時：２０１０年２月２８日（日）

○会　場：ちひろ美術館・東京

●2/28（日）友の会 交流会のお知らせ

東京館の館内案内（ブロッシャー）の改訂版が完成しま

した。表紙デザインも一新し、館内マップも見やすくな

りました。

※１１月中旬頃より、順次改訂版に切り替え予定

●東京館ブロッシャーが新しくなりました

後援：駐日ポーランド共和国大使館

協力：フィリア美術館、東京外国語大学付属図書館、東京都立多摩図書館

ちひろとちひろが愛した画家たちちひろの雨

〈企画展〉生誕100年　赤羽末吉展

●2010年　年間展示予定
５／１２～７／１１ ７／１４～９／１２

ちひろ・51歳の挑戦

９／１５～１１／１４ １１／１７～１／３０

赤羽末吉『ほしになったりゅうのきば』より

　１９７６年 つば広帽子の少女　１９７１年 井上洋介『でんしゃえほん』より　２０００年

ちひろ・秋のいろどり

〈企画展〉2000年代の絵本展

※展示タイトル、内容は変更になる場合があります。

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。１２月９日（水）は、松本猛（安曇野ちひろ

美術館館長）がお話しします（参加自由）。

●ギャラリートーク

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　

花を持つワン

ピースの少女

　１９６９年頃
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