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●展示室1・3

出版記念展

ちひろ・秋のいろどり

●2010年9月15日
（水）～11月14日
（日）
ちひろはカレンダーや月刊誌の表紙な

（図２）では、葉のなかに子どもの姿を描

景、光や風、心象までを託す表現は、季

どに、季節をテーマとした絵を数多く描

いてファンタジーの世界へと誘います。

語を詠み込む俳句の世界にも通じます。

きました。目に見える風景をそのまま写

きれいな木の葉を集めて眺めるのは、ち

すのではなく、春なら花、夏なら貝や魚、

ひろの秋の楽しみのひとつだったようで、

集の第一弾『ちひろ・秋の画集』の刊行

冬なら雪などの季節を象徴するモチーフ

木の葉を貼ったスケッチブック（下図参

を記念し、秋を描いた作品を紹介しま

と、子どもの姿とを自由に構成している

照）も残っています。秋の深まりととも

す。木の葉の他にも、ススキや桔梗、コ

のが特徴です。

に刻々と変化し、最後は散っていく木の

スモス、女郎花などの秋草や、柿やぶど

葉。その一枚の木の葉に、秋の野山の風

う、りんごなどの果実が、秋の情景を彩

本展では、春夏秋冬をテーマにした画

おみえなし

秋は、ちひろの四季の絵のなかでも、
春にも負けないほどの豊かな彩りがみら

ります。１９６９年１１月に新潟県の湯沢や長

れる季節です。秋の絵の主要なモチーフ

野県の浅間温泉、上高地などを旅したと

は、木の葉でした。
「木の葉のなかの少

きのスケッチや、『花の童話集』（宮沢賢

女」
（表紙参照）では、紅葉や銀杏、野葡萄

治・文）に収録された秋の童話「めくら

など色も形もさまざまな葉そのものの美

ぶどうと虹」
「いちょうの実」などの絵も

しさをみせています。
「枯れ葉のなかの少

展示します。自然の移ろいをみつめ続け
たちひろが描き出す、さまざまな秋をご

年」
（図１）では舞い散る木の葉によって
目には見えない風を表し、「木の葉の精」

ちひろのスケッチブックより １９６９年頃

覧ください。

（上島史子）

●展示室2・4

２０００年代の日本の絵本展 ２０００Ʃ２００９
●2010年9月15日
（水）～11月14日
（日） 後援：絵本学会・こどもの本WAVE・（社）全国学校図書館協議会・（社）日本国際児童図書評議会・
日本児童図書出版協会・（社）日本図書館協会・長野県教育委員会・練馬区教育委員会・松川村

新たな世代の登場

本展では、２０００年代

を描いた作品。２年かけて取材した工房

ォルメされた動物の形や、色紙やセロフ

の日本の絵本を概観し、時代を象徴する

の様子や、街並みが、的確な線と、
余白を

ァンを用いた色彩構成が、ダジャレのこ

２１人の代表的な画家の作品約１
００点を展

生かした水彩で描かれています（図４）。

とば遊びと響き合っています（図９）。
スズキコージの『ブラッキンダー』は、

示します。“８０年代”、
“９０年代”に続いて

武田美穂は、
『おかあさん、げんきです

開催する今回の展示の特徴は、世代が異

か。』で、小学男児の率直な気持ちがつづ

インクつぼから抜け出したブラッキンと

なる画家たちの作品が並んでいることで

られた作文型の文章を絵にしています。

サボテンのキンダーちゃんが、冒険に出

す。長新太、瀬川康男ら１９６０年代後半か

お母さんの姿を、子どもが描いた似顔絵

る絵本。コラージュ部分に絵の具を薄く

ら７０年代にかけて絵本の興隆期を支えて

風のコラージュで表しています（図５）。

塗り、絵の具の上からペンで描き込んだ

きた世代、そして、それに続く世代とと

２００７年 『ぼくがうまれた音』は、洋画

複雑な画面構成や、蛍光色を効かせた色

もに、００年代には、興隆期の絵本で育っ

家・智内兄助が初めて描いた絵本。文章

彩で、夢の旅が表現されています（図１０）。

た画家たちが登場し始めました。

は画家の同級生である世界的トランペッ

２００９年 『オオカミのおうさま』は、一匹

２０００年代の日本の絵本（後篇）

ト奏者が書きました。二人が共有する幼

オオカミが、王様に祭り上げられる物

い日の音のある原風景は、緻密な筆致で、

語。素早い筆致で描かれたオオカミの群

鮮やかに視覚化されています（図６）。

は圧巻です（図１１）。独自の生命感あふれ

ゼロ

「安曇野ちひろ美術館だより」№６１に続
き、２００９年までの絵本を紹介します。
２００５年

長谷川義史の『ぼくがラーメンたべて

る力強い表現で、６０年代から活躍を続け

で、現実と夢の境を超えて展開する子ど

るとき』では、
“ぼくがラーメンたべてる

る田島征三は、００年代も、木の実を使っ

ものパレードを描きました。そこには、

とき、となりの子は何してる？”、“とな

た絵本や、ナンセンス絵本『しらないま

子どもたちだけの想像力に満ちた親密な

りの国の子は？”……と場面が展開しま

ち』などで絵本の可能性を探りました。

世界がとらえられています（図１）。

す。同じ地球のうえで、いま、何が起こ

時代が絵本に求めるもの

西村繁男は『チータカ・スーイ』

『ねこのセーター』は、どこか憎めない

っているのかを、子どもの視点から感

不毛な戦争や紛争で幕を開けた２１世

ねこの一日を描いた作品。作者の１
００％

じ、考えさせる絵本です（図７）。

紀。００年代後半には、世界的な金融危機

ＯＲＡＮＧＥは、本展出品中、最も若い作家

２００８年 『はしれ、きかんしゃちからあ

の発生とそれに伴う不況など世界的に不

です。ＣＧによる鮮やかな色彩構成には、

し』は、戦中から戦後に活躍した蒸気機

安な社会情勢が続きました。この１０年の

新しい感覚があります（図２）
。

関車を主人公にした物語。機関車の操車

日本の絵本を振り返ると、平和やいのち、

片山健が、迷い犬を預かった自身の経

場をテーマに木版画制作を続けてきた藍

人間の絆や心をテーマにした作品が少な

験を基に描いたのは、
『７日だけのローリ

澤ミミ子が、木版技法のほかに、コラージ

くありません。これらのテーマは、これ

ー』。ドアの前に少年と犬がいる構図が繰

ュやカラーコピー、ペンによる彩色など

までも繰り返し取り上げられてきた、絵

り返されます。水彩の柔らかな色とタッ

を組み合わせて絵を描きました（図８）。

本にとって普遍的なテーマでもありま

チで描かれたこれらの場面には、少年と

ダジャレでできたユーモラスな動物た

す。不安を抱える厳しい時代にあって、

犬の愛情が映し出されています（図３）。

ちが次々に登場する『したのどうぶつえ

改めて絵本のなかに求められるのは、希

いせひでこの『ルリユールおじさん』

ん』は、日本画家・村上潔があきびんご

望を見出して生きていくための力なので

は、パリを舞台に製本職人と少女の交流

の名で出版した初めての絵本です。デフ

はないでしょうか。

（原島 恵）
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●展示室1・3

図３

図２

図１

十五夜の子どもたち １９６５年

木の葉の精 １９７３年

枯れ葉のなかの少年
１９６９年

図４

りんごとふたりの天使
１９６４年

●展示室2・4
出品作家

藍澤ミミ子、あきびんご、あべ弘士、荒井良二、いせひでこ、伊藤秀男、井上洋介、及川賢治・竹内繭子、片山健、酒井駒子、スズキコー
ジ、瀬川康男、武田美穂、田島征三、田中清代、智内兄助、長新太、出久根育、西村繁男、長谷川義史、村上康成（５０音順）

図２
図１

西村繁男『チータカ・スーイ』（福音館書店）より ２００５年（２００６年出版）

図３

片山健『７日だけのローリー』（学習研究社）より ２００６年

図４

及川賢治・竹内繭子『ねこのセーター』
（学習研究社）より ２００５年（２００６年出版）

いせひでこ『ルリユールおじさん』（理論社）より ２００６年

図６

智内兄助 瀬戸内・時空海『ぼくがうまれた音』
（近藤等則文 福音館書店）より ２００７年

図９

あきびんご『したのどうぶつえん』
（くもん出版）より ２００８年

図７

長谷川義史
『ぼくがラーメンたべてるとき』
（教育画劇）より ２００７年

図１０ スズキコージ『ブラッキンダー』
（イースト・プレス）より ２００８年

図５

図８

武田美穂『おかあさん、げんきですか。』
（後藤竜二作 ポプラ社）より ２００６年

藍澤ミミ子『はしれ、きかんしゃちからあし』
（小風さち文 福音館書店）より ２００８年

図１１ 田島征三『オオカミのおうさま』
（きむらゆういち文 偕成社）より ２００９年
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活動報告

６月５日（土）
・１９日（土）
・７月３日（土）
「生誕１００年

赤羽末吉展」開催にあわ

連続講座「赤羽末吉・絵本づくりの舞台裏」

をまとめた見本帳なども紹介しました。

のきば』の制作過程の資料の紹介だけで

せ、展示では紹介しきれない赤羽の絵本

６月１９日は「『スーホの白い馬』―赤

なく、市村久子氏の絵本『おおきなおお

づくりの舞台裏をご覧いただこうと企画

羽 の 見 た 中 国 の 大 地 ―」。こ の 回 は、

きなおいも』誕生にまつわるお話もうか

したのが、この３回の連続講座です。

１９３２年以後１５年間を旧満州（中国東北部）

がうことができました。この絵本は、新

６月５日は、
「『かさじぞう』
『つるにょ

で過ごした赤羽が、日本への引き揚げの

宿の鶴巻幼稚園の先生だった市村氏の実

うぼう』―雪国を訪ねて―」。赤羽は最初

ときに持ち帰った資料を紹介しました。

践報告を、赤羽が聞いたことがきっかけ

の絵本『かさじぞう』を描く前から、繰

新聞や雑誌に掲載された絵入りの記事の

となって誕生しました。市村氏がお持ち

り返し東北の雪国への旅にでかけていま

切り抜きや、郷土玩具を描き写した絵巻

くださった、模造紙８枚にもなる子ども

した。このときの写真やスケッチには、

などは、中国の伝統的な文化に魅せられ

たちの特大のおいもの絵は、絵本のとお

市や子どもたちの遊びが克明に記録さ

ていた若き日の姿を彷彿とさせます。モ

りの大迫力でした。

れ、雪国の自然の美しさと同時に、民俗

ンゴル国境に近い内蒙古を旅したときの

学的な興味にも駆られていたことがうか

写真は、２０年以上のときを経て、
『スーホ

がえます。他にも職場か通勤電車のなか

の白い馬』の絵本制作にいかされました。

で『かさじぞう』の構想を練ったと思われ

７月３日の「『ほしになったりゅうのき

る小さな手帳や、束見本に描かれた『つ

ば』―赤羽流！絵本づくりの奥義―」で

るにょうぼう』のダミー、和紙の使い方

は、予定していた『ほしになったりゅう

７月１６日（金）

（上島史子）

対談 上野千鶴子×松本由理子「いわさきちひろ・５０代の挑戦」

ちひろとの出会い

んないね」っていうところがありますよ

かせて、心のバランスをとるかのように

上野：私、昔からちひろさんの絵が大好

ね。晩年の作品は、技巧的には完成の域

かわいい子、かわいすぎる子を描き続け

きだったの。とりわけアンデルセンの

に達していると思いますが、たぶんこの

たんじゃないかと思います。

『絵のない絵本』は大好きで。アンデル

人はそれを崩して変えていくだろうな、

上野：千分の一秒の無垢なら、由理子さ

センっていうと、ちひろさんの挿絵付き

別のところに自分を発展させていく、力

んにも、私にもあるわよ（笑）。だからこ

じゃないと思い浮かばないくらい、私の

も意志も持った人だろうなと、どこか思

そ、ちひろさんの絵を見ると、自分のな

なかでくっきり結びついている。ずーっ

わせるところがあります。それを思えば

かの大事に守ってきた無垢の部分が触発

とちひろさんのファンだったんです。

思うほど、やっぱりちひろさんの５５歳の

されるんでしょうね。

５０代という時期

死というのは、本当に惜しいというか、

闘い続けてきた人

上野：クリエイティブな仕事をしている

無念な気がしますね。

上野：彼女が初めに描いたのは、共産党

人の５０代って、転機だと思うんですよ。

松本：病室で、
「今度こそは無欲な絵を

のパンフレットかなんかの挿絵ですよ

いい意味でも悪い意味でも。５０代って、

描きたい」と言っていたと聞きました。

ね。普通、絵描きが政治的な絵を描くと、

いろんな意味で自分の限界がきて、技術

上野：ちひろさんはずーっと、作品を商

まずプロパガンダに利用される。そうす

は円熟していても、クリエイティビティ

品として売ってきた人ですよね。描いた

るとやっぱりそれっぽい絵を描いてしま

が下がっていく。にもかかわらず、社会

ものは全部、お金になっていく。きっと、

いがちなんだけれど、彼女はそうならな

的地位はピークに達する。そこでその転

商品にしなくてもいいものを描きたい、

かった。それはどうしてなんでしょうね。

機を安全パイのほうにギアチェンジする

注文がこない作品をつくりたいと思う気

松本：彼女にとって思想とは、二度と戦

と、自己模倣が始まる。自分のクリエイ

持ちは強かっただろうなと思います。

争をしない、子どもたちみんなが幸せに

ティビティを失いながら、過去の業績に

ちひろが守りたかったもの

暮らせる社会にしたいということ。その

だけあぐらをかいて生きることのつらさ

上野：彼女は無垢な世界、美しい世界を

思いの純粋さのままに描き続けてきた。

は、当人が一番よく知っている。

描き続けたわけだけれど、それは彼女の

だから、いわゆる政治的なプロパガンダ

「この人からもう新しいものは何も出

周囲の現実がそのまんまあらわれたとい

に合わせたような絵は描かなかった。自

てこない」と思われるときって、本当に

うよりも、彼女のなかに、外の世界から

分が描きたいものしか描けない人だっ

きつい。人の書いたものをずーっと読ん

ひしとして守る世界、自分に倫理的な負

た。ちひろは、
「わたしは、この絵でいろ

でいて、あるときふっと「あ、この人の

荷をかけて自身が守り抜いてつくりあげ

いろなたたかいをやっていこうとせつに

ものは、この後もう読まなくていいわ」

てきた、無垢な世界があったんだと思う

思います」という言葉を記しています。

と思う一瞬があるんです。そう思うとい

んです。

上野：ちひろさんって、闘い続けてきた

うことは、私自身が読者からそう思われ

松本：ちひろは、小さいものやかわいい

人ですね。そもそもこの美術館に９４００枚

るときがいつか必ず来るということ。だ

ものが大好きでした。絵本づくりのパー

の原画が残っていること自体が彼女の闘

から、自分の過去の業績を繰り返すのは

トナーだった武市八十雄さんが、「ちひ

いの結果です。それまで挿絵や童画、商

やめよう、と思った。私が５０歳になった

ろさんは、子どもが千分の一秒、百万分

業美術というのは二流三流のアートだと

ときに介護保険ができました。それで、

の一秒に見せる、どの子のなかにもある

思われていた。でもちひろさんは、そう

私は自分の分野を社会福祉といわれる分

かわいらしさを、瞬時に描きとめられる

いうジャンルのアートの価値や評価を高

野にシフトしたんです。自分にとって未

人だった」と言っています。どうしても、

めたいという熱い思いを持っておられ

知の分野に、まったくの素人として。

そこに目がいく。人間の醜い部分もいっ

た。彼女は一生を通して、その闘いをや

ちひろさんには、
「この人、もうちょっ

ぱい見てきたからこそ、
「子どもは、本当

ってきたんだと思います。

と生きたらどうなったんだろうな。わか

はこんなにかわいいの」と自分に言い聞

（構成＝川口恵子）
※この対談の全内容は、YouTubeで視聴できます。
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ひとこと

７月１１日（日）

せりますが、まだまだ挑戦できる

した。図書室の絵も、たくさん見

ふたこと

絵本は子どものための本ではなく、

年齢なんだと思うと勇気がわいて

ました。またぜひ見たいです。

子どもも楽しめる本なんですよね。

きました。（友の会NO０９−０２８１）

みこと

もっともっといろんな年代の人にも

８月１日（日）

広まってほしいです。ちひろさん

約２０年ぶりに来館。その間に結婚し

７月３１日（土）

も赤羽さんも原画がとても魅力的

子どもも大きくなり、気がつくとち

エリック・カールさんの絵が薄紙を

美術館
日記

窓

（小学６年生

坂本那奈子）

〈素材であそぶ展〉

で驚きました。画家としてこんな

ひろさんの晩年の年齢に近づいて

コラージュしたものだと初めて知り

にすごい絵が描けるのに、お２人

いる自分がいた。昔は、
かわいらし

ました。
他にもいろいろな手法を見

は絵本の世界を選ばれた。絵本は

い絵に純粋に心温めて帰ったが、
今

ることができよかったです。私は小

やっぱりすごいですね。詩でもあ

日は、ちひろさんの生き方、家族、

学校の教師をしているのですが、
こ

り、小説でもあり、絵画でもあり、

そしていろいろな悩みなどが絵の

こに子どもたちを連れてきて、
見せ

マンガでもある、本の総合芸術で

間から伝わってきて、深い部分で

たあと創作をさせたらとてもいい

す！

心に染みるものがあった。（Y.
A）

授業ができそうだと思いました。

こと」という文章、
あの文章に出会

８月１日（日）

８月３日（火）

えただけで今日は感動でした。あ

塾が休みで家族４人で来ました。

絵本の原画のあざやかさ、素材の

りがとうございました。
（花島隆行）

いつも美術館に行くと、つまらな

質感を楽しませていただきまし

７月１８日（日）

くなったり、あきてしまって最後

た。独身時代にも来館したことが

ちひろさんが５１歳で新しい画風に

までじっくり見ないことが多いで

あるのですが、今回は娘と２人で

挑戦！ 私も今年１２月に５１歳にな

す。でも、ちひろ美術館は全然あ

来館し、子どもの視線の素直さに

ります。アンチエイジング！ とあ

きなくて、何度でも見たくなりま

改めて気づかされました。

７月４日（日）

で、充実した展示がスタート。会

できるようになりたい（１０歳）」
「保

赤羽末吉展も残すところ１週間。
先

場で書かれたメッセージには「（ち

育士になるため挑戦しています

月２３日に日経新聞に掲載された赤

ひろさんが）残してくださった全

（１９歳）」「母の介護中。ハッピー

羽茂乃さんの
「絵本で伝える人の

ての美しさを受け取っています」

を見つけて笑顔で接するよう頑張

心」
の記事の影響もあり、
連日多く

との言葉も。

りたい（４８歳）」「４０年ぶりにピア

の方が来館されている。
記事でも紹

８月１日（日）

ノのレッスンを始めます（５０歳）」

ちひろさんの「大人になる

介された
『かさじぞう』
で赤羽作品に

「宿題・課題応援します！」受付では、

出会った方も少なくないようだ。

夏休みの美術の課題をかかえてや

づられている。

７月１
１日（日）

ってくる子どもたちへ、メモを取る

８月１０日（火）

中国・北京の中央美術学院の先生

ためのクリップボードや鉛筆を貸し

７月１６日に開催された「上野千鶴

とデザインを学ぶ学生８名が来

出すことに。宿題をきっかけに、お

子×松本由理子対談」がウィメン

館。展示室では、作品の一つ一つ

気に入りの作品や絵の不思議を発

ズアクションネットワーク
（WAN）

に、
熱心に見入っている。同大学併

見してもらえたらうれしい。

のご協力により本日からYouTube

設の美術館では、９月にちひろの

８月６日（金）

で視聴できることに。WANのサ

ピエゾグラフ展の開催を企画中。

連日の猛暑のなか、館内に子ども

イトでは上野さんをはじめ、さま

７月３
１日（土）

たちの声が響く。図書室の「わた

ざまな方がちひろの作品や絵本、

台湾で初めてのちひろのピエゾグ

しの○歳の挑戦」コーナーでは、

人生を紹介してくださり、さらに

ラフ展が、台北にある国立台湾図

思案顔でカードに書き込む姿も。

「ちひろと私」のテーマで、エッ

書館で初日をむかえた。
図書館の

「まいにちじぶんですきなえほん

セイ募集も企画してくださった。

スタッフ、台東大学の先生や学

をよむ

どんなエッセイが寄せられるのか

生、ボランティアの皆さんの協力

であげる（５歳）」「さかあがりが

たまにおかあさんによん

など、さまざまな年代の挑戦がつ

楽しみだ。

インターネットの力
松本由理子 （ちひろ美術館・東京 副館長）

突然バンクーバーから届いたメールに、
ネット配信の威力を思い知らされた。

安曇野ちひろ美術館が誕生して１３年。
「ち

近年、韓国や台湾、中国からの来館者も

ひろの絵に出会える場所を」との声から出

増 え た。当 館HPに グ ロ ー バ ル 版 を つ く

１０年前に退職し、いまは夫の赴任地バン

発した当館は、赤羽末吉さんの全作品・資

り、英語のほか、上記三ヵ国の言語で発信

クーバーで暮らしている元スタッフから

料の寄贈をきっかけに安曇野館を建て、世

し出したことも大きい。ネットで調べて来

だ。ちひろの命日と自分たちの結婚記念日

界中の絵本画家の作品を収集・研究・公開

館される方がほとんどだ。そんな来訪がき

が同じ８月８日で、その日、ネット上で上

する絵本の専門美術館としての道を歩み出

っかけとなって今夏は、国立台湾図書館で

野千鶴子さんと私の対談を見たという。

し、いまではちひろの作品数をはるかに越

ピエゾグラフによるちひろ展も開かれた。

える他の絵本画家の作品を持つに至った。

同様の展覧会は昨年来、韓国では８回に及

安曇野館誕生前後から、リニューアルの

ぶ。９月には、中国の北京でも開催される。

ために旧東京館を取り壊す時期まで、とも

空間の広がりとともに、
「見る」だけの美

に働いた人だ。
「美術館は、柱になる精神

術館から、
「やってみる」体験・参加型の

訪れられない方々にも美術館を楽しんで

は変わらないですが、いつも前へ前へと前

活動にも取り組めるようになり、地域や関

いただきたい―そんな思いを一部可能にし

進し続けていますね。いつも心から応援し

連機関とのネットワークは、国内のみなら

てくれるインターネット。今秋、当館HP

ております」との言葉に、胸が熱くなる。

ず、海外まで、大きく広がってきている。

の全面リニューアルを行う。乞うご期待。
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●次回展示予定

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
ちひろの代表作や油彩、素描とあわせて、ちひろが愛し
た画家や、師事した画家たち――初山滋、マリー・ロー
ランサン、岡田三郎助、中谷泰、丸木位里、丸木俊、ケー
テ・コルヴィッツなど――の作品を展示し、ちひろが独
自の画風を確立するまでの影響や変遷をたどります。
初山滋 『にんぎょひめ』より １９６７年

ちひろ美術館・東京イベント予定

いわさきちひろ
チューリップのある少女像
１９７３年
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各イベントの予約・お問い合わせは、ちひろ美術館・東京イベント係へ。 TEL．
０３－３９９５－０６１２ Emai
lchi
hi
r
o@gol
.
com

●「２０００年代の日本の絵本展」展示関連イベント
長谷川義史講演会「ぼくが描いた絵本たち」

●「２０００年代の日本の絵本展」展示関連イベント
シンポジウム「２０００年代の日本の絵本を語る」

２０００年代、ユーモアにあふれるあたたかな絵本を次々に描いた長谷川義
史が、自作について語ります。

日本の絵本に深く関わる３人が、それぞれの立場から２０００年代を振り
返り、絵本のこれからを展望します。

○日 時：９月２０日（月・祝） １７：３０～１９：００
○講 師：長谷川義史（絵本作家）
○定 員：８０名
○参加費：１０００円（※展示をご覧になる場合は入館料別）
○要申し込み ８月２０日（金）より受付開始
※終了後、サイン会を予定しています。

○日 時：１０月１６日（土） １７：３０～１９：００
○パネリスト：土井章史（トムズボックス代表）、広松健児（偕成社
編集者）、竹迫祐子（安曇野ちひろ美術館副館長）
○定 員：８０名
○参加費：７００円（※展示をご覧になる場合は入館料別）
○要申し込み ９月１６日（木）より受付開始

長谷川義史プロフィール：１９６１年大阪生まれ。グラフィック・デザイナーからイラストレーター
へ。現在は絵本作家として活躍。２００３年『おたまさんのおかいさん』で講談社出版文化賞絵本
賞、『かあちゃんかいじゅう』で第１
４回けんぶち絵本の里大賞、２
００８年『ぼくがラーメンたべ
てるとき』で日本絵本賞、小学館児童出版文化賞、『いいからいいから３』で第１９回けんぶち絵
本の里大賞受賞。

●ワークショップ 「ねんどであそぼう」
たくさんのねんどで、体をいっぱいに使って遊びましょう。小学生の部
では、みんなでねんどの町もつくります。
○講師：オガサワラマサコ（造形作家）
○日時：１２月１８日（土）
１３：００～１４：００
（対象：３歳以上の幼児）
１５：００～１７：００
（対象：小学生）
○定員：各回２０名
○参加費：５００円（※子どもは入館無料）
○要申し込み １１月１８日（水）より受付開始

●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）より受付開始

●新刊紹介『ちひろ

秋の画集』

ちひろの残した約９４００余の作品を季
節ごとにまとめた新シリーズ画集の
第１弾。情趣あふれる秋の作品を、
初掲載作品も含み満載しています。
９月１５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

●２０１１年ちひろカレンダー発売中
○大判カレンダー
平和と核兵器廃絶を願って制作されるカレン
ダーです。 販売価格：１４７０円（税込）
○ポストカードカレンダー
使用後は、切り取ってポストカードとして使
用できる卓上型カレンダーです。
販売価格：スタンド付き １８９０円（税込）／
スタンドなし １２６０円（税込）

●ギャラリートーク
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。

●えほんのじかん
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。

今秋、ちひろ美術館のホームページが全面的にリニューアルします。
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●１１月２１日（日）友の会

交流会のお知らせ

恒例の、友の会交流会を開催します。展示のみどころ紹介や、若き日
のちひろを知る特別ゲストのトーク、今後の美術館についてみなさま
と語る時間などを予定しています。詳細は別紙「２０１０年友の会交流会
のご案内」をご覧ください。会員以外で参加ご希望の方は、ちひろ美
術館・東京「友の会」担当までお問い合わせください。
○日時：２０１０年１１月２１日（日） １６：００～１９：３０（予定）
○会場：ちひろ美術館・東京

〈出版記念展〉ちひろ・秋のいろどり／〈企画展〉２０００年代の日本の絵本展……許距
〈活動報告〉連続講座「赤羽末吉・絵本づくりの舞台裏」／対談 上野千鶴子×松本由理子「いわさきちひろ・５０代の挑戦」…鋸
ひとことふたことみこと／美術館日記／窓・インターネットの力…漁
美術館だより No.
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