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活動報告

２００８年

安曇野ちひろ美術館の教育普及活動
ました。８月１日には、サントリー株式

中学生が参加。 夏休み体験コーナー で

クやワークショップ、絵本画家による対

会社主催の

の来館者のサポートのほか、図書委員会

談など、作品と鑑賞者をつなぐ活動を行

教室ｉ
ｎお台場

ってきました。また、安曇野の文化の拠

には、ＮＰＯ法人ＣＡＮＶＡＳ主催の ワーク

中学校の文化祭では、生徒会、図書委員

点として、コンサートや映画上映会、寄

ショップコレクション２００８ に参加しま

会の生徒が、夏の活動報告とともに、最

席を開催するなど、地元の方々が気軽に

した。当館の

多参加の生徒を表彰し、彼らの頑張りを

当美術館では、今年もギャラリートー

「水育」親子わくわく体験
に参加。１
０月１２日、１３日

ちひろの水彩技法体験

による おはなしの会 を開催しました。

足を運び、幅広いジャンルの芸術に親し

コーナーは、連日３
００人を超える子ども

称えました。中学生自らが活動を振り返

める活動を続けてきました。今年の活動

たちで賑わいました。子どもたちが創造

り、達成感を分かち合い、評価できるま

を振り返ると

新たな試み に挑戦する

する喜びを感じ、作品への関心を高め、

でに至ったことは、大きな成果でした。

地域との連携 の強化に取り

鑑賞の手助けとなるこうした活動を今後

今年は準備の段階から、中学校の顧問の

組んだ１年であったと言えます。

も続けていきたいと考えています。

先生方と打ち合わせを重ね、活動の意義

■館外へ広がる活動

■深まる学校との連携

や目標、課題など、認識の共有に努める

とともに

今年で７年目を迎えた松川中学生によ

今年は、安曇野、東京の両館合同で、
大規模なワークショップを館外で開催し

る

展覧会ボランティア には、１２４人の

ことで、学校との連携をより一層、深め
ることができました。

（船本裕子）

ベトナムにおける
『戦火のなかの子どもたち』
『母さんはおるす』
チャリティ出版
「母いわさきちひろが生きていたら、何

を実現できた背景には、岩崎書店と新日

元ホーチミン市内の小中学生も含め、総

よりもこの２冊の絵本がベトナムで出版

本出版社の全面的な協力がありました。

勢３００名がともに出版を祝いました。

されることを喜んだと思います。『戦火

■ハノイでの出版記念会

「どうして、一度も会っていないのに、
この絵描きさんは私たちのことを描けた

のなかの子どもたち』は、私も関わって

１０月２０日、ベトナム女性同盟本部で、

一緒につくった絵本ですが、ここベトナ

出版記念会が開催されました。ベトナム

のでしょう？

ムに来て、この２冊の絵本が、ベトナムの

女性同盟は、人口の半分以上を占める女

ちそのままです」と、２００５年に初めて『母

方々にとって、どれほどリアリティのあ

性たちで組織され、全国に支部があり、

さんはおるす』を見たときに語った次女

るものなのかを知り、感動しています」。

子どもと女性のためのさまざまな活動を

のタンさん。この日は、ベトナム語版の

安曇野ちひろ美術館館長・松本猛は、出

行っています。折しも、この日は、同盟

絵本を手にして感慨無量といった様子で

版記念会の席上で、こう語りました。

の創立記念日である「ベトナム女性の

した。また、元お母さん兵士だった方々

この絵は、あの頃の私た

ベトナムの作家グェン・ティが書いた

日」。在ベトナム日本国大使館・松永大介

も、スピーチや絵本の朗読を聞きながら

物語『戦場のお母さん』の一部を翻訳し、

公使をはじめ、入院先の病院からベトナ

ずっと涙をぬぐい続けていました。

ちひろが絵を描いた『母さんはおるす』

ム子ども平和基金代表のグェン・ティ・

参加した２０代の女性は、「『母さんはお

（１９７２年・新日本出版社）。同時進行のよ

ビン元国家副主席も会場に駆けつけてく

るす』という物語は、教科書にも出てく

うに制作された『戦火のなかの子どもた

ださいました。グェン・ティ・ビンさん

る有名なものなので、もちろん読んでは

ち』
（１９７３年・岩崎書店）。２冊の絵本に

は、
「私たちは、枯葉剤の被害に今も苦し

いましたが、今日、いわさきちひろさん

は、「ベトナムの子ども

み続けています。一方で、広島の被爆者

の絵とともにこの物語を読み直したとき

わたしたち日
みんなに

との交流を通じて、日本の被爆者の苦し

に、まったく違う感慨をいだきました」

平和としあわせを」という、いわさきち

みもよく知っています。いずれの被害も

と、また、若いジャーナリストも、
「ベト

ひろの願いが込められています。

二度と繰り返されることのないよう、と

ナム戦争の当時、日本でこうした絵本が

■「この絵本をベトナム語で読みたい」

もに力をあわせて、平和へのとりくみを

出版されていたこと自体が大きな驚きで

進めていきましょう」と語られました。

したが、今回、それをチャリティとして

■ホーチミンでの出版記念会

出版し、ベトナムの子どもたちが読める

本のこども

世界中のこども

２００５年から始まったベトナムでのいわ
さきちひろピエゾグラフ作品展の会場を
訪れた人々、とりわけ、戦争を知らない

一方、１０月２３日、ホーチミン市の南部

ようにしてくれたことに、とても感動し

若い人たちから寄せられた「ちひろの絵

女性博物館での出版記念会には、『母さ

ました」と語りました。

本をベトナム語で読みたい」という声が、

んはおるす』の舞台となったタム・ガイ

■ベトナムに広がる絵本文化

この出版のきっかけとなりました。

村（現在のカオケイ県）のあるチャビン

ベトナムでは初の本格的な日本の絵本

ちひろ美術館の母体である財団法人い

省から、主人公グェン・ティ・ウッドさ

の翻訳出版となった今回のチャリティ出

わさきちひろ記念事業団が翻訳と絵本の

んの３人のお子さんと、ウッドさんとと

版。まだまだ、絵本文化の土壌がないベ

印刷・製本等の費用を負担し、ベトナム

もに闘ったという元お母さん兵士のおば

トナムですが、２冊の絵本は国内全土の

女性出版社が製作・頒布を担った共同出

あさんたちが参加。在ベトナム日本国領

小・中・養護学校６００校に無料配布され、次

版で、絵本の収益金は枯葉剤の被害を受

事館から水城幾雄総領事や、今年分離手

の世代を担う子どもたちに、絵本の楽し

けた子どもたちへの義援金として活用さ

術２０周年を迎えたグェン・ドクさん（ベ

みと、平和を願う心、そして、ベトナム

れます。ベトナムでは初めての本格的な

トちゃん・ドクちゃんのドクさん）がツ

と日本の豊かな交流を伝えてくれます。

日本の絵本の翻訳出版でもあるこの事業

ーヅー病院の平和村を代表して参加、地

（竹迫祐子）
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２００８年

安曇野ちひろ美術館の教育普及活動

夏休み体験コーナー
ちひろの水彩技法体験

松川中学校図書委員会による
おはなしの会

７月２６日（土）〜８月１８日（月）

８月２日（土）

武田美穂ワークショップ
みんなでつくろう！ぼくたち・わた
１０月４日（土）
したちの町
（主催：松川村公民館・安曇野ちひろ美術館）

中学生のサポートのもと、ちひろの水彩技法を
体験する子どもたち。２４日間で、７２００人の参加
がありました。

安曇野アートラインサマースクール
みんなで見上げよう、今日だけの空

中庭で絵本の読み聞かせを行う、図書委員会の
生徒。おはなしの会は、８月に計４回開催しま
した。

８月９日（土）・８月１０日（日）

制作中の子どもと武田美穂さん（右）

安曇野スタイル２００８
安曇野の野の花とともに
李朝家具・土の器・竹の籠

（主催：松川村公民館・武蔵野美術大学芸術文化学科・安曇野ちひろ美術館
共催：アートライン推進協議会）

１０月３１日（金）〜１１月３日（月）

ワークショップコレクション２００８
ちひろの水彩技法体験

木祖中学校でのスクールミュージアム
いわさきちひろ複製画展

１０月１２日（日）・１０月１
３日（月）
（主催：NPO法人CANVAS）

１０月３日（金）・１０月４日（土）

会場となった慶應義塾大学には、２日間で約１
万人の親子が来場しました。

美術館スタッフが学校に出向き授業を行ったり、
また３年生が来館するなど、中学校との交流を
深めました。

安曇野の魅力を全国に発信したいという思いで
始まった「安曇野スタイル」のイベントに当館
が参加して、今年で３年目。今回は、安曇野在
住の作家、平林昇さん（土の器）
、吉田佳道さ
ん（竹の籠）
、ギャラリー羅山（李朝家具）の
作品を中庭や館内に展示しました。花人の唐木
さちさんが生けた野の花が彩を添え、来館者の
目を楽しませていました。

ベトナムにおける『戦火のなかの子どもたち』『母さんはおるす』チャリティ出版

ハノイでの出版記念会。寄付金が贈呈されました。

ホーチミンでの出版記念会

ホーチミンのベトナム女性出版社の書店

完成した２冊の絵本は、印刷・装丁の美しい絵本に仕上がっ
ており、そのクオリティは、現在のベトナムでは最高水準と
言われます。『戦火のなかの子どもたち』３４，
０００ＶＮＤ、『母
さんはおるす』３５，
０００ＶＮＤ（ともに日本円で２５０円前後）
というベトナムの人たちにも購入しやすい価格設定には、財
団とベトナム女性出版社の思いが込められています。
ベトナム語版の『母さんはおるす』（左）と『戦火のなかの子どもたち』
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活動報告

西村繁男 ギャラリートーク＆対談

８月２４日（日）

身近な人々の日常の暮らしや歴史的な

客、遊ぶ子どもたち。実在する人物を含

取材を重ね、一貫して客観的な立場から

事実を丹念に取材し、精緻に表現する絵

め、市井の人々の服装やしぐさ、個性豊

描いていくという、現在の絵本づくりの

本画家の西村繁男。開催中の展覧会に合

かな表情が、一人ひとり丁寧に描き分け

スタイルへもつながっています。

わせて、本人によるギャラリートークと、

られています。画面からは、夏の暑い日

人 も 物 も、
「多様なものを共存さ

松本猛館長との対談が行われました。

差しと、土佐弁の元気なかけ声が飛び交

せたいし、同じものを描きたくない」と

う市の活気が伝ってきます。「いろんな

いう画家は、斜め上から見た俯瞰の構図

お店を描きたいし、年寄りから赤ちゃん

を用い、全体を細部まで克明に描くとい

まで、いろんな人を描いてみたい」と語

う手法で、
『にちよういち』を生み出して

の様子のままに描き出した初期の絵本

る西村さんは、「この人はこういう人生」

います。市の端から端までを見て歩くお

『にちよういち』。松本は、『にちようい

を送っていると、登場人物の生活にも思

ばあさんと少女の姿を追ううちに、読者

ち』で、
「（絵本の）絵の解釈の面白さを、

いをはせて描いているといいます。

の眼は、売られている物や周りの建物、看

故郷・高知で３００年の歴史を持つ名物の
街路市

日曜市

を入念に観察し、当時

板の様子をもたどって見ていきます。

ある部分では、西村さんに教えられた」
子どもの頃から、
「道草して工事現場

深い「人間への興味」と「観察」から

に座って見ていたりするのが好き」だっ

生まれる西村さんの絵本。今回のお話で

名産のトマトやスイカなどの物を売る

たという西村さん。物事をじっくり観察

その本質に触れられたように思います。

人と買う人、ガイドブックを持つ観光

するという幼い頃からの習慣は、綿密な

と言い、
「何日かけても読み足りないほ
どのしかけがある」と語ります。

１０月４日（土）

（屋代亜由）

武田美穂ワークショップ 「みんなでつくろう！

ぼくたち・わたしたちの町」

安曇野ちひろ美術館・松川村公民館で

した、白い大きな紙のドーナツ島。
「こ

れ物にビー玉を並べてつくったたこやき

は、絵本作家・画家の武田美穂さんを講

こに、自由に、つくりたいものをつくっ

屋さん……、皆の町が少しずつ姿を現し

師に迎え、ワークショップを開催しまし

ていいんだよ。
」と言われると、皆、好

ていきました。

た。小学１年生から中学１年生までの３０

きな場所を選んで制作を開始。素材集め

■エンディング

人が、マーカーやクレヨン、箱、ペット

に奔走したり、じっと考えたり……、初

できあがった町を前に、最後は制作者

ボトル等を使って、自分たちだけの町を

めは皆、町の作り方を探っている様子。

へのインタビュー。武田さんがマイクを

つくり出しました。

そんななか、積み重ねた箱に大胆に紙を

向けると、「恐竜屋さんと自分たちの家」

■絵本の読み聞かせ

被せて、武田さんが立体的な山をつくり

「ライオン、うさぎ、象が見られる動物園」

「たけだみほさ〜ん！」
。子どもたちの

始めました。武田さんに触発され、
「こ

「松本城のある松本市」など、さまざまな

元気な声に呼ばれ、登場した武田さん。

れもっと高くしたいんだけどどうしたら

答えが飛び出しました。終了後、
「楽しか

「ありんこぐんだんやってくる！」と、

いいかな？」
「ここに旗をつくろうと思う

った！」との感想を数多く寄せてくれた

武田さんが言うと、続いて皆で「わはは

の」と話しかけてくる子どもたち。共に

子どもたち。場所と素材があれば、自由

ははははは！」
。最初は、聞き手も参加

創ることで、どんどん湧き上がってくる

に想像の翼を広げ、遊びながら独自の世

しての読み聞かせから始まりました。

創作意欲に、会場が満たされていきま

界を創り上げていく、子どもたち自身が

■町の制作

す。紐の橋でつなげて、最後はひとつの

持っている 創ることを楽しむ力 が溢れ

作品になった２つのタワー、お菓子の入

出した活動となりました。（宍倉恵美子）

海に見立てたブルーシートの上に出現

１０月５日（日）

対談

武田美穂×松本猛 「絵本と映画と漫画と絵本」

作品のスライドを多数交えて行なわれ

描きこんでいくんです。しかし、その先

の感情表現や、性格や、状況などを語る

た、絵本作家・画家、武田美穂さんと安

では主人公の気持ちを表現するのが中心

ことができる。漫画と絵本の両方のよい

曇野ちひろ美術館館長・松本猛の対談の

になるので、ごちゃごちゃしたものは割

ところを自由自在に行き来しているのが

一部をご紹介します。

愛していきます。

武田さんの大変うまいところだなあと思

■子どもの心を描く

ムンクなど、影で心の暗さを表現して

うんです。それと、絵本には色も含め、

子どものころから私、すごくこわ

いる絵に影響されたことがあります。

さまざまなものが関わって、感情をもう

がりで。いまだに夜仕事しているときに

『となりのせきのますだくん』の最初の

少しそこに込めることが可能なんじゃな

どこかで「ギシッ」なんて音がすると、

ページの影は、みほちゃんの心の影なん

いかと。

びくついちゃったり。私のなかには、今

ですね。

武田

も子どもとの共通項があるので、読者に

松本

このページに、ワニや動物たちの

すね。あと、漫画では単行本１冊書き下

対して、
「きみと私は同じだね」というス

ぬいぐるみがいるじゃないですか。これ

ろしという贅沢なことはあまりないので

タンスで絵本を描いているんです。

は全部この子の趣味なんですね。みほち

すが、絵本は初めから目的をもって、１

■絵と絵本と漫画と

ゃんという子は、この最初のページをち

冊を総合的な世界につくりあげるという

松本

たくさんリアルに描きこんでいる

ゃんと見ていくとわかる。１枚の絵に描

ところがあるんです。漫画で表現すると

部分がある一方、感情を表現しはじめる

きこまれているものによって、情報がた

いう選択肢はあったけれど、絵本が多様

と、コマが大きくなっていくんですね。

くさんつかめるんですね。漫画は、物語

化した媒体だと発見し、これは私にとっ

武田

その世界のリアリティを共有して

の展開を追うには非常に適した表現スタ

てものすごく魅力的だったんですね。

もらうために、初めはいろいろな情報を

イル。一方絵は、１画面のなかでこの子

武田

色というのはやはりすばらしいで

（松方路子）
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ちひろを
２９
訪ねる旅

ヨーロッパ旅行３
スペイン・マドリード、
トレド

４月７日トレドへの道 花を摘む文江、ちひろ

いわさきちひろたち一行は、４

す。今日の町の様子は、当時、グ

屋も、あらゆる店が休みとなり、母

月６日早朝にパリを発ち、空路ス

レコが描いた景観とあまり違わな

娘は、いささかならぬ不便を囲う

ペインの首都マドリードに入りま

いと言われます。１９８６年に世界遺

ことになりました。加えて、文江

す。到着したホテルは、街の中心に

産に登録されましたが、そのずっ

は齢７６歳。さすがに海外旅行も２

位置し、清潔で、ちひろの母文江を

と以前から、この町では美観保護

週間目ともなると、何より洋食つ

喜ばせました。文江は、到着早々、

の政策が取られていました。ちひ

づきの毎日は負担になってきたの

パリでは我慢を余儀なくされた風

ろ母娘も、中世の町の散策を楽し

でしょう。４月８日、マドリード

呂を使い、洗髪まで済ませて、午

んでいます。ちひろは、ここで狭

のホテルにひとり残った文江は、

後の買い物に出かけています。

い石畳の路地を描きながら、その

翌７日、一行は日帰りバス旅行

道を来る、いかにもスペイン女性

  
 

で古都トレドに向かいました。こ

らしいグラマラスな若い婦人と、

と、珍しく弱音を歌い、また、

の日の道中、野の花を摘んでうれ

その向こうを歩いていく中年女性

しそうに微笑む文江やちひろ姿が、

のうしろ姿を、見事なコントラス

 


写真に残されています。

トで捉え、いきいきとこの町の空

と習慣の違いを嘆いてもいます。

マドリードの南７０に位置する

トレドにて
の娘と

母文江、カスタネット売り

みこと

都市で、１６世紀の画家エル・グレ

間は、折り悪しくイースターの時

親孝行のちひろは、気を揉んだこ

コが愛し住み着いた地でもありま

期と重なり、レストランも食料品

とでしょう。

9月23日（火）

感じます。どうしてなんでしょう

現なんだ、と原画を見て初めて思

ココは、おだやかな時間が流れて
いる。家族で昼寝をしていたり、
やさしい声で絵本を読んでいたり
……。とてもステキな場所でし
た。

（あやこ）

9月26日（金）

相田みつをといわさきちひろとい
う、私の尊敬する人生の先輩に、
今日偶然同時に出会えたことが、
本当にしあわせです。もう一度、
この展示の開催中に訪れることが
できますように……。
10月2日（木）

久々にちひろさんの絵をじっくり
見ました。子どもの頃は、美しさ
と可愛らしさしか感じなかったけ
れど、最近は、どの絵を見ても、
人に対する慈しみと同時に、何と
もいえない哀しみのようなものも

美術館
日記

母娘のヨーロッパ旅行も、よう

一方、このスペイン滞在の４日

か。悲惨な戦争をくぐりぬけてき
たちひろさんですが、今のこの日
本に生きておられたら、どんな絵
を描かれたのでしょう。６０代の、

７０代のちひろさんの描く世界を見
てみたかったです。
10月6日（月）

ちひろさんの絵だけでなく、さま
ざまな画家の作品とふれあえたの
が、うれしいのです。
10月12日（日）

絵本の流れのなかで読んでみるの
と、１枚の絵としてみるのでは全
然違っていた。じっと見るほど
「人がこうやって描いているん
だ」っていうのが伝わってきて、
見れば見るほど世界に引き込まれ
ていった気がしたっていうのは、
大げさなんかじゃない。これが表

やく半ば。こんな文江の様子には、



ふたこと



トレドは、タホ川に囲まれた中世



ひとこと

気を伝えています。



（竹迫祐子）

いました。
10月14日（火）

おばあちゃん、
お母さん、
娘と4人
旅で来ました。ちひろさんの絵は、
以前から好きでとても楽しみにし
ていました。優しさがあふれる一
枚一枚に感動しています。娘は、絵
本の部屋、こどもの部屋が気に入
った様子です。カフェでいただい
たコーヒー、とても美味しかった
です。ありがとうございまいした。
10月24日（金）

「絵本の歴史」、すばらしかった
です。他のどこでも見たことがあ
りません。世界がひろがって、す
てきな企画です。一度では頭に入
りきりません。後日、また訪れた
いと思っています。
（杉並区桃井

新村洋子）

8月22日（金）、23日
（土）

象とした医療費無料制度の早期成立

た。現在のニシキギは２００６年１１月に

安曇野アートライン主催の「夜のミ

を願う署名、憲法９条を守り世界の

移植、今年は例年以上に鮮やかに紅

ュージアム」と、松川村のイベント

平和に生かす署名、核兵器廃絶を求

葉した。受付やカフェでは、多くの

「クリスタルシンフォニー」に合わ

める署名がそれぞれ備え付けてあ

方から「あの木の名前は」と、尋ね

せて、２１時まで開館延長する「夕暮

る。これらの署名欄は、多くの方の

られる。中庭に出て、ニシキギと共

れミュージアム」を開催。当日は、

名前で、日々あっという間に埋め尽

に記念撮影を楽しまれる方も多い。

浴衣でご来館された方にお飲み物を

くされていく。平和と子どもの幸せ

10月27日（月）

サービス。ライトアップされた夜の

を望む人々の思いを切に感じ、スタ

秋の展示より、ちひろが練馬の自宅

美術館に、風流な下駄の音が響く

ッフ一同、この願いが届くように、

で愛用していたソファー（複製）が、

……安曇野の夏もあとわずか。

と胸を熱くする。

多目的ギャラリーに登場。自由に座

9月9日（火）

10月19日（日）

ることができ、お客様に大好評。こ

地元松川中学校から、３人の中学生

「秋の夜長の安曇野寄席」が開催さ

のソファーは、昨年東京館にて開催

が２日間の職場体験に。１時間のオ

れた。今年で７度目を迎えるこの大

された「ようこそ！ちひろの家へ」

リエンテーションを終え、ショップ

人気イベントは、事前予約も地元の

展に併せ、１９５５年前後の居間兼アト

やカフェでお客様に接し、受付では

方を中心にすぐに埋まり、常連のお

リエを再現した際に復元された。ち

美術館のご案内などを中心に接遇。

客様も多い。目に涙がにじむほど大

ひろは、家族との大切な時間をこの

初めは慣れない様子だった中学生

笑いをされたお客様に「来年も楽し

ソファーと共に過ごした。本日もソ

も、午後には凛とした姿でお客様に

みにしていますよ」というお言葉を

ファーに腰掛け、談笑する親子の姿

対応する姿が印象的だった。

いただく。

が見られる。深緑の革張りのソファ

10月14日
（火）

10月20日（月）

ーに身をゆだねれば、すでに雪山と

館内には、就学前までの子どもを対

中庭のニシキギの葉が深紅に染まっ

なった蓮華岳が望める。

5
●



 

●2009年春 展示予定 3月1日（日）〜5月12日（火）
〈展示室１〉
出版記念展 ちひろと一茶

〈展示室４〉
企画展 生誕１００年

夢と記憶の画家

茂田井武展

後援：絵本学会、（社）全国学校図書館協議会、（社）日本国際児童図書評議会、
日本児童出版美術家連盟

共催：信濃毎日新聞社

信州の俳人・小林一茶の句にあるユーモアと反骨精神、小さなものをみ
つめるやさしさをこよなく愛していたちひろ。本展では、ちひろの絵と
一茶の句を合わせた作品集（信濃毎日新聞社 ２００９年３月１日発売予定）
の出版を記念し、ふたりが共に描き出した子どもや小さなものへの愛情、
ふるさと・信州を感じさせる絵と句を展示します。

戦中から戦後の混乱期に子どもの本の世界で活躍した、茂田井武。本展
では、１０代のときの自画像から、最晩年に描かれた絵本『セロひきのゴー
シュ』まで、茂田井の貴重な原画約１６０点と数々の資料を展示し、画業
の全体像と人間像を紹介します。
※ちひろ美術館・東京での展覧会から一部作品を入れ替えます。

同時展示
フォト×俳句展
主催：信濃毎日新聞社

〈展示室２〉
初期素描・スケッチ
〈展示室３〉

〈展示室５〉
絵本の歴史

世界の絵本画家展

『月夜とめがね』装丁 １９５４年

草むらの小鳥と少女 １９７１年

●2009年度 展示予定
5／15〜7／7
出版記念展

7／10〜9／8

ちひろ・いのちの画集

9／11〜11／30

ちひろの四季

ちひろとちひろが愛した画家たち

〈企画展〉
ミュンヘン国際児童図書館
架空の絵本展

〈企画展〉
ポーランド
絵本原画展

世界の絵本画家７
１
人が描いた、本のな
い絵本

チューリップのなかのあかちゃん １９７１年

麦わら帽子に蟹をのせた少年 １９７１年

●２００９年度
いわさきちひろカレンダー

花を持つワンピースの少女 １９６９年頃

●新刊紹介

ちひろ美術館では、日本原水爆禁止協議会と協力し、
平和の願いを伝える「いわさきちひろカレンダー」
を、１９７６年以来、毎年制作しています。ただいま好
評発売中です。
表紙：本を抱える少女
１〜２月：猫と羽子板を持つ少女

●２００９年 館外展の予定

『いのちのバトン ９７歳のぼくから君たちへ』
日野原重明・いわさきちひろ著
ちひろの絵に、今年９７歳をむかえた現役医師・日野
原重明が詩と文を書き下ろした いのち について
のコラボレーション詩画
集。親子で一緒に楽しめ
る１冊です。

３〜４月：桜の下で遊ぶ子どもたち

発売日：２００８年１１月２９日
定価：１１５５円（税込）
発行：ダイヤモンド社

５〜６月：緑の風のなかの少女
７〜８月：海辺の小鳥
９〜１０月：「ロンドン橋がおちる」
１１〜１２月：雪のなかを走る子ども

CONTENTS

２００９年表紙カレンダー

〈わたしが選んだちひろ展〉
７／２０〜８／３１
平塚市美術館（神奈川）
９／１９〜１０／２５
刈谷市美術館（愛知）

●冬期休館のお知らせ
２００８年１２月１日（月）から２００９年
２月２８日（土）まで、安曇野ちひ
ろ美術館は冬期休館とさせてい
ただきます。２００９年の開館は、
３月１日（日）からとなります。

＜活動報告＞２００８年安曇野ちひろ美術館の教育普及活動／
ベトナムにおける『戦火のなかの子どもたち』『母さんはおるす』チャリティ出版…
＜活動報告＞西村繁男ギャラリートーク＆対談／武田美穂ワークショップ／対談 武田美穂×松本猛…
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