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●展示室1・2

ちひろ・野の花のささやき
●2010年5月14日（金）～7月13日（火）
「私は、子どもも花も大好きです。こ

す。絵具の濃淡や筆触で微妙に変化する

草花を持ち帰って山荘を飾りました。

柔らかな光までを捉えた、淡く透明な緑

の主題をいままでにどれだけたくさん描

ちひろは、唐松や白樺の木立に囲まれ

いたことでしょう」＊。美しく、可愛いも

たこの山荘を、春夏秋は「野花亭」、冬は

のを心から愛したちひろ。いつも花に囲

「雪雫亭」と呼びました。季節の移り変

色の背景は、ちひろ自身が黒姫の自然か

まれて暮らし、数多くの花の絵を描きま

わりとともに過ごした山荘で、黒姫山や

ら受けた新鮮な感動をも伝えています。

した。大輪の花ばかりでなく、道端でひ

木々や花のスケッチを繰り返し、宮沢賢

野の花と子どもたち

っそりと咲く野の花とも心を通わせ、そ

治の『花の童話集』（図１）や『万葉の

ペンペン草やタンポポが前景に大きく

の素朴で可憐な様を、生命力に溢れる子

うた』などの絵本を生み出しています。

描かれた作品（図３）からは、勢いよく

どもたちの姿とともに描き出しています。

『あかまんまとうげ』は、東京でいった

伸びる草花の姿と重なって、明るい光を

んは完成させた絵の出来に満足しきれず、

浴びる子どもたちの喜びがいきいきとし

や

か

に、黄色い野の花を散らした清々しい配

せっか

黒姫山荘での暮らし
１９６６年、４７歳のちひろは、長野県黒姫

ちひろが翌年のすみれの季節を待って黒

た印象で迫ります。ちひろは、生活のな

高原にアトリエを兼ねた山荘を建てま

姫山荘を訪れ、描き直したものです。表

かで身近に親しんだ花々を描きこみ、絵

す。思いのままに絵を描ける黒姫での時

紙の作品（図２）には、母親が出産で入

のなかにみずみずしい生命の息吹を宿ら

間を、ちひろはとても大切にしていまし

院中の少女の寂しさを表すようなすみれ

せました。目立たない野の花に潜む美し

た。仕事の合間には花鋏を手に野山へ出

の紫と、春の芽吹きや生命の誕生を予感

さと子どもの生命の輝きを描いた、ちひ

かけ、ホタルブクロやキンポウゲなど、

させる萌黄色が、印象的に使われていま

ろの作品をご覧ください。 （屋代亜由）

＊いわさきちひろ 「『ふたりのぶとうかい』によせて」 １９６９年

●展示室3・4

＜企画展＞２
０００年代の日本の絵本展
●2010年5月14日（金）～7月13日（火）

絵本のゼロ年代
ちひろ美術館では、これまで１０年ごと

２０００‐２００９

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

１）。長新太は、晩年に至り、ますます自

長い一日を描いています。田中清代の『ト

由の境地に遊んだ画家でした。

マトさん』も夏が舞台ですが、こちらの

に日本の絵本を概観する展覧会を開催し

そして今年２月、私たちは、もう一人

主役はトマトです。画面いっぱいに銅版

てきました。８０年代には絵本ブームの後

の大きな存在を失いました。２００４年、瀬

技法で精緻に描かれたトマトの表情が、

に現れた多様化する表現を、
９０年代には、

川康男が８年ぶりに発表した絵本『ひな』

斬新なイメージを生んでいます（図６）。

バブル経済崩壊を背景に絵本という概念

と『ひなとてんぐ』の２冊は、この画家

２００３年

を再構築しようとする機運を見てとりま

の最後の絵本となりました。子犬のひな

で、小さな姉弟ときつねが織り成すファ

した。そして、続くゼロ年代、深刻化する

と少女の交流を描いた『ひな』では、装

ンタジーを描きました。幼い姉弟の洒脱

環境問題や児童虐待の問題、イラク戦争、

飾的な文様を巧みに配し、
「好き」という

な雰囲気と、緑と黒のコントラストが印

経済危機、電子メディアの加速度的な普

気持ちの高揚を表現しています（図２）。

象的な作品です（図８）。

及など、社会的変動が絵本と子どもに与

緩急自在な線の美しさは、瀬川康男の真

２００４年

えた影響は大きかったように思います。

骨頂と言えるでしょう。

族を描いたのは、あべ弘士の『ライオン

酒井駒子は『きつねのかみさま』

アフリカを舞台にライオンの家

共にストイックなまでに描くことを追

のながいいちにち』
。アフリカの大自然

本のなかから、２７作品、約１００点の原画を

求した長新太と瀬川康男。今、私たちは、

の色彩が場面ごとに鮮やかに展開しま

展示します。そこには、年代を超えて持

改めて彼らの仕事を見直して、絵本の未

す。ライオンのお父さんのとぼけた味わ

続する個々の作家の探究と、それに伴い

来へとつなげていきたいと思います。

いも魅力です（図７）。瀬川康男の『ひな』

本展では、この１０年間に発表された絵

と長新太の『ないた』も出版されました。

深化する表現や、一方で時代を映した新

以下、２００５年までに出版された絵本を

しい感覚が見られます。この展覧会が、

紹介します。社会の大きなできごととし

２００５年

絵本のこれからを考える機会となれば幸

ては、
２００１年米国同時多発テロの発生、

で、雪の日に少女が祈りと共に灯した１

いです。なお、本稿では２００５年までの作

２００３年イラク戦争の開戦がありました。

本の赤いローソクが、静かに世界中へ広

品を紹介します。後半は、東京館での展

２０００年 「こんなものがあったらいいな」

がっていくイメージを、コラージュ技法

示に合わせ、秋の東京館美術館だよりに

という子どもの夢に応える井上洋介の

を用いて捉えています（図９）。大雪に見

掲載します。

『でんしゃえほん』
。グレーを基調にし

舞われた家族の一日を描いたのは、酒井

長新太と瀬川康男

たおおらかな筆致が魅力的です（図３）。

駒子の『ゆきがやんだら』
。雪が止んだ

２００１年

夜、誰もいない戸外で、男の子は、お母

２００５年、戦後日本の絵本界を支えた画

伊藤秀男の『けんかのきもち』は

荒井良二は『きょうというひ』

家の一人、長新太が惜しくも他界しまし

けんかを通した心の交流を捉えています。

さんに見守られて遊びます。黒を背景に、

た。約半世紀に渡り、独特のユーモアと

取っ組み合い、地面に倒される場面が臨

非日常を楽しむささやかな光景が、温か

ナンセンスで新たな地平を切り拓いてき

場感のある構図で描かれています
（図４）
。

く浮かびあがっています（図１０）。出久根

た長新太が、２０００年に大きな病に直面し

２００２年

村上康成は『なつのいけ』で、

育の『マーシャと白い鳥』は、ロシアの

ながら描いたのが『くもの日記ちょう』

俯瞰でとらえた池の情景（図５）、池のな

昔話を描いた作品。テンペラ技法による

です。海へ、空へ、宇宙へと、画家の心

かの光景、夕暮れ時の室内と、変化に富

細密な描写は、物語の背景にある空気を

は雲になって解き放たれています（図

む場面展開と色彩で、夏休みの子どもの

色濃く伝えています（図１１）。（原島

以降は、№１７０ ちひろ美術館・東京

恵）

美術館だよりに続きます。
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●展示室1・2

ゆびきりをする子ども １９６６年

図２
図１

ひなげし『花の童話集』表紙 １９６９年 （童心社）

わらびを持つ少女『あかまんとうげ』より
１９７２年 （童心社）

図３

春の花と子どもたち １９７０年

●展示室3・4

図１

長新太 『くもの日記ちょう』より ２０００年 （ビリケン出版）

図３

井上洋介 『でんしゃえほん』より
２０００年 （ビリケン出版）

図６

田中清代 『トマトさん』より ２００２年 （福音館書店）

図８

酒井駒子 『きつねのかみさま』
（あまんきみこ文）より
２００３年 （ポプラ社）

図４

図９

図２

伊藤秀男 『けんかのきもち』（柴田愛子文）より
２００１年 （ポプラ社）

図７

瀬川康男 『ひな』より ２００４年 （童心社）

図５

村上康成 『なつのいけ』（塩野米松文）より
２００２年 （ひかりのくに）

あべ弘士 『ライオンのながいいちにち』より ２００３年 （佼正出版）

荒井良二 『きょうというひ』 図１０ 酒井駒子 『ゆきがやんだら』より ２００５年 （学習研究社）
表紙 ２００５年 （ＢＬ出版）

図１１ 出久根育 『マーシャと白い鳥』
より ２００５年 （偕成社）
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活動報告

２月２８日（日）

２００９年度

１０２名の参加者をお迎えし、東京館で、

友の会交流会報告
照れながら話す善明さん。
「善明がいな

ちひろさんを見て、本当にそうだと思っ

２００９年度友の会交流会が行われました。

いと絵が描けない」とちひろが日記に書

た」と語られました。

交流会開始までは、３月からの展示、

いた真意を尋ねると、
「さっぱりわから

「ちひろと金子みすゞ」展、
「企画展

ポ

終了後のアンケートには、
「対談は本

ない」と一言。田中さんは「（善明さんが）

当に楽しく、同時に、ちひろさんの死を

ーランドの絵本画家たち」の自由観覧と

絵のことをわからないのがきっと良かっ

悲しみ、残念に思う気持ちが募りまし

担当学芸員によるギャラリートーク。

たのよ。（ちひろが）描くのを、手品を見

た」
「心にしみる内容で、今をしっかり生

交流会第一部は、安曇野ちひろ美術館

るように驚き、感心して見ているから、

きなければと思いました」といった声が

館長・松本猛のお話でスタートしました。

ちひろさんにとって褒められているのと

寄せられました。

同じだったんじゃないですか。人間は、

対談後は、もう一人のゲスト、山田洋

欠点も長所もみんな役に立つのよね」と

次監督の映画「おとうと」のポスターを

評します。

手がけた、松本春野さんをお迎えし、
『絵
本

おとうと』について紹介いただきま

した。古くからの会員の方のなかには、
ちひろの孫である春野さんの子ども時代
をご存知の方も多く、会場は笑顔と暖か
い拍手に包まれました。
続いて、ちひろの友人で美術館創設時
の理事・田中美智子さんと、ちひろの夫・
松本善明さんの対談です。８８歳の田中さ
んと８３歳の善明さんの登場に、会場は大
きな拍手。

入院先が偶然一緒だった田中さんは、

「ちひろさん、私を見るなり『田中さん

ちひろの最期の病床での思い出を、「付

も年下なのね』って。“夫が年下”って

き添いだった妹さんが呼びに来るから、

ことだけど、私は６歳、ちひろさんは８

毎日病室に遊びに行ってお見舞いの品を

歳だったかな。それで一瞬のうちに仲よ

ごちそうになっていたの。ちひろさんは

しに」と田中さんがちひろとの出会いを

食べないのよ。癌だなんて知らなかっ

第二部は、カフェに会場を移しての茶

語ると、すかさず善明さんが「７歳半で

た。何も食べられなかったのね」
「強く感

話会です。春らしいスイーツやサンドイ

す」と訂正。「８歳年上というと（ちひ

じたことは、絵を描きたいという想い。

ッチをアフタヌーンティーのイメージで

ろが）怒るんだよ。正確に７歳半と言う

昔自分が描いた絵を見て、今だったらも

ご用意。ゲストの田中さんや春野さんも

ようにと」との言葉に会場は爆笑の渦。

っとちゃんと描けるのにと嘆いていた。

参加され、会場のあちらこちらで参加者

ちひろからのラブレターに話が及ぶと、

あんなに絵を描きたかった人が、描けな

の方同士、スタッフも交えての歓談の輪

「６０年近く前の手紙だから、すっかり忘

くなったということが、可哀想だし、も

ができました。最後に記念撮影を行い、

れていたけど、改めて読むと、こんなに

ったいないし、残念」。そして、「こんな

交流会は終了。開始前に降っていた雨も

愛されていたのかと。死ぬまでに、それ

に夫を好きだったのかと思った。愛され

あがり、参加者の方々は笑顔で帰路につ

に値する仕事をしないといけないな」と

るより愛するほうが幸せというけれど、

かれました。

（水谷麻意子）

５月１４日（金）～６月８日（火） 工芸の五月「こどもの椅子」展
出展：中村好文・宇田川隆・岡田泰・片岡紀子・コバヤシユウジ・須藤崇文・田島燃・松山ちえみ・村西隆一・山形英三
２００９年より、松本市を中心に行われて

子」
（宇田川隆氏）、犬や兎、羊など、背面

れていません。ひとつの少女像を元に想

かたど

いる「工芸の五月」は、“美と暮らしを

に動物を模った「どうぶつイス」
（岡田泰

像された椅子からは、各々の作家たちの

結ぶ”をテーマに、歴史ある日本の伝統

氏）、小さな三角形の座面の「おにぎりス

個性と感性を伺うことができます。

工芸と現代の暮らしを結びつけていくこ

ツール」
（片岡紀子氏）など、作家オリ

「ななつなないす」

とを目的として始まった活動です。今年

ジナルの子どもの椅子の数々を紹介しま

当館所蔵の椅子からは、著名な建築家

は、４月２９日から５月３１日の期間中、美

す。木の温もりを感じるシンプルな椅子

らがデザインした椅子をミニチュア版に

術館やギャラリー、ショップなどの各所

には、独自のスタイルで創作する、作家

した「ななつなないす」（中村 好 文 氏）

で展示が行われます。当館では、この工

一人一人の世界観が映しこまれています。

を展示します。１枚の板を７分割した座

芸の五月に関連し、５月１４日（金）～６月

トットちゃんの椅子

板は、順番通りに並べると木目がつなが

こう ぶん

展示室の中央では、１０人の作家がイメ

ります。この椅子には、
「子どもたちに

「こどもの椅子」展を開催します。

ージした「トットちゃんの椅子」を展示

木と椅子の両方を好きになってほしい」

こどもの椅子

します。『窓ぎわのトットちゃん』の表紙

という作家の願いが込められています。

８ 日（火）まで、１０人の木工作家による

この展示では、ゴッホの絵に描かれた

に使われているちひろの作品「こげ茶色

見て、触れて、座って……。無垢の木の

椅子を再現した「ゴッホの椅子」（山形

の帽子の少女」は、よそ行きの格好をし

素材感や温もりと共に、そこに込められ

英三氏）や、桜、胡桃、栗など、一脚ご

て、微笑みながら座る少女像が描かれて

た作家の遊び心と子どもたちへの思いに

とに異なる木材で作った「ドワーフの椅

いますが、何に腰掛けているのかは描か

触れて頂ければ幸いです。（宍倉恵美子）
4
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ちひろを
３６
訪ねる旅○
奈良・長谷寺界隈

「すぐ新幹線で行くから、夕方

ろの日常でした。一見、無謀とも

ひとときを、私はどれだけまえか

６時にホームにいて」と、電話で

思えるような突然の京都行きも、

ら夢見ていたことだろうかと思い

告げると、いわさきちひろは手早

そんな勢いでもなければ、なかな

ました。電車にのっても、道を歩

く支度を済ませ、慌しく家を出ま

か家を空けられない裏返しだった

いても、知っている人にあわない

した。１９７１年４月２日のこと。京

のかもしれません。

しあわせ、それは挨拶をしないで

都に滞在中の仲の良い画家仲間・

京都駅には、約束どおり、東本

東本つねからの電話に、即座に京

つねが出迎え、麩屋町通りの宿・

都行きを決め、ちひろは車中のひ

炭屋に誘いました。本能寺に近い

舞台造の長谷寺本堂。春色に染

ととなりました。

この宿は創業明治３３年（１９００）と

まった桜の木々と、その向こうに

いう老舗で、数奇屋造の趣ある建

見える本堂の甍をすばやく捉えた

待望の藝大入学を果たし、ちひろ

物と部屋から眺める坪庭が自慢の

スケッチは、後期の秀作です。柔

もひとつ肩の荷を下ろしました。

宿。気の置けない女同士の気まま

らかく、しなやかに伸びる線は、

とは言え、６９年に脳梗塞で倒れた

旅に、ぴったりの宿でした。

満ち足りた開放感に溢れています。

すむ安心感でした。」
３９９段の登り廊の上にそびえる

いざな

この年の春、ひとり息子の猛は、

母、文江を引き取り、国会議員の
夫と息子、夫の母、お手伝いさん

長谷寺 １９７１年４月３日

ひとこと
ふたこと
みこと

子どもの成長。安堵と一抹の寂
しさ、多忙で煩雑な日常。
「知って

「長谷寺の桜は四分咲き、あた

いる人にあわないしあわせ」とい

人近い人がいる一家の要として、

たかい春の日ざしの山あいの町や

う言葉からは、５２歳のちひろの正

気の休まる間もない生活が、ちひ

村を歩きながら、こういう自由な

直な思いが伺えます｡（竹迫祐子）

3月6日
（土）

3月20日（土）

絵が好きです。来月下旬、私達に

ずっといわさきちひろさんが好き

小学校生活を終えた娘と小3の息

初孫が誕生します。今まで見た感

だった母を、やっと連れてくるこ

子の母です。自分の子育てはどう

動と今日の感動は、違います。立

とができました。今日という日に

だったか。日々努力、すべての力

場が変わると、視線も変わるもの

感謝します。どこか懐かしい気が

のもとは、子どもの笑顔です。

なのですね。今度来るときは生ま

するのは、赤ちゃんのときからち

3月21日（日）

れていると思いますので、また報

ひろさんの絵にふれてきたからで

安曇野ちひろ美術館に来るのは２

告します。（じきジージとバーバ）

しょうか。あたたかい気持ちにな

度目です。１度目は、中学生の頃、

ります。ずっと私たち４人の子ど

家族で来ました。夏で、美術館前

私は８５歳になります。いつも一人

もたちのために頑張ってくれた母

の広場で水遊びをしました。今回

で家にいて、身体も弱ってきて歩

にとって、思い出の１日になると

は冬。天気は曇りだけど、広々と

くのも大変ですが、息子に「いい

うれしいです。
（東京都 ２０代女

して開放的な景色は昔と変わら

美術館があるから、絵を見に行か

性・栃木県 ５０代女性）

ず。外は寒いですが、ちひろさん

ないか」と誘われました。こうい

の絵や言葉に、心はポカポカ温ま

う美術館は初めてでびっくりしま

一枚一枚がいとおしく、一枚一枚

りました。次はいつ来られるかな。

したし、こんなに立派な絵を描い

に心を感じ、一枚一枚に子どもの

私の、大好きな場所です。

た人も実に偉い人だと思いまし

＊

＊

頃がよみがえる。教科書を新学期

日記

を延ばしています。

とその家族を加えると、いつも１０

＊

美術館

翌３日は、ふたりで奈良まで足

（東京都

保育士１年生）

＊

＊

＊

た。今日は、こんな良い絵をみる

にもらって開くのが楽しみだった

3月22日（月・祝）

ことができて、とても心が晴れ晴

のは、絵のせいだったのかもしれ

年に３、
４回は訪れるほど、
大好き

れとしました。生きていることの

ない。 （大阪府東大阪市

牧原）

な美術館です。特に、赤ちゃんの

素晴らしさを感じました。

1月28日（木）

3月1日
（月）

いわさきちひろ複製画展（１／３０

開館初日、マスコミ向けの内覧会

～２／２８）の飾りつけのため、国

を開催。今年の安曇野ちひろ美術

営アルプスあづみの公園（大町・松

館は、世界の絵本画家コレクショ

川地区）へ。設営が終わるころに

ンを積極的に紹介していくととも

は日も落ち、試験点灯したちひろ

に、美術館の活動を通して平和を

の絵「雪のなかで」のイルミネー

アピールしていくことが館長から

ションに一同感嘆の声をあげる。

話された。多くの記者から熱心な

さんがちひろのことばを朗読。全

2月18日（木）

質問が飛ぶ。松川村との共同開発

１８曲が披露された２時間はあっと

日本の絵本を代表する画家・瀬川

「ちひろが愛したおこひる弁当」

いう間だった。

康男さんが逝去された。絵巻物な

の試食や、館長のギャラリートー

3月28日（日）

ど日本の伝統的な絵画表現を取り

クなど、盛りだくさんの内覧会と

今年で４回目の感謝デー。日ごろ

入れた絵本は、世界的な評価を受

なった。

の感謝の気持ちを込めて、入館無

けてきた。信州に移住してからは

3月20日（土）

料、ワンドリンクサービスでお客

自然に寄り添い、草花や虫たちを

アン・サリーさんのコンサート開

様をお迎えし、１２６３名の方が来館

精緻な線描で捉えて、生命力に満

催。小さなお子様連れのお客様な

された。ちひろのいとこである清

ちた独自の世界観を表した。当館

ど９３名が集まり、会場は熱気に包

沢嘉延さんと館長との特別対談

では追悼の意を込めて、収蔵作品

まれた。アンさんのやさしく伸び

「ちひろと母・岩崎文江」等を開

から『いないいないばあ』など４

やかな歌声に、大人も子どももう

催。文江が長年会長を務めていた

点を選んで特設展示をする。心よ

っとり。コンサート中盤では即興

松本蟻ヶ崎高校同窓会の方々も大

りご冥福をお祈り申し上げます。

で演奏される音楽にのせて、アン

勢お越しくださる。

/

/
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●次回展示予定 7月16日（金）～9月28日（火）
〈展示室１〉ちひろ・色の世界
〈展示室４〉生誕100年 赤羽末吉展Ⅱ－絵本は舞台だ！－
【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

「赤いと思えば赤く塗るし、紫
だと思えば紫をつけた。」と語っ
たちひろ。固有の色にとらわれ
ることなく、心で感じた色を
使って、光や風、子どもたちの
心情をも描き出しました。本展
では、絵本『あめのひのおるす
ばん』等を展示し、ちひろの色
づかいの魅力を紹介します。
〈展示室２〉初期素描・スケッチ

５０歳から絵本を発表し、日本の絵本の可能性を大きく切り開いた赤羽末吉。
物語の世界を豊かに伝えるその絵本は、今も世代を超えて読み継がれていま
す。本展では、ちひろ美術館・東京
の「赤羽末吉展Ⅰ」とは作品を入れ
替え、『ももたろう』『王さまと九人
のきょうだい』
『ほうまんの池のカッ
パ』なども展示し、絵本の演出家・
赤羽末吉の幅広い表現を紹介します。
はなやさんのまど １９６９年

〈展示室５〉絵本の歴史

〈展示室３〉世界の絵本画家展

赤羽末吉『スーホの白い馬』表紙 １９６７年（福音館書店）

安曇野ちひろ美術館 イベント予定
各イベントの予約・お問合わせは、安曇野ちひろ美術館へ。
詳細・最新情報はＨＰからもご覧いただけます。 ht
t
p:
//
www.
chi
hi
r
o.
j
p/ TEL．
０２６
１－６２－０７７２ FAX０２６１－６２－０７７４

●対談「絵本と子育て」佐々木宏子×竹迫祐子
～子どもの成長にとって絵本とは？～

●工芸の五月「こどもの椅子」展
親子で作ろうこども椅子

主催：安曇野ちひろ美術館、松川村青少年育成村民会議
共催：松川村公民館、松川村図書館
絵本と乳幼児の発達心理学が専門の教育学者佐々木氏（鳴門教育大学
名誉教授）と、当館副館長の竹迫が、子どもの成長に絵本が果たす役
割について語ります。

工芸の五月「こどもの椅子」展出展作家とと
もに、親子で作るこども椅子のワークショッ
プを開催します。

○日 時：６月１２日（土） １４：００～１６：００
○会 場：多目的ギャラリー
○定 員：大人８０名
○参加費：無料（入館料のみ）
○要申込 ５月１４日（金）受付開始
○申込方法：受付・電話（０２６１－６２－０７７２）・
メール（chi
hi
r
oa@seagr
een.
ocn.
ne.
j
p）・ＨＰより
※メールの場合は「申込者氏名・申込人数・電話番号」を明記のうえ、
お申込ください。

関連ワークショップ

○日 時：５月２３日（日）
１０：００～１１：００ 講師：須藤崇文
木のパーツ（胡桃など）を組み立てて、オリ
ジナルプチスツールを作ります。
１３：００～１５：００ 講師：山形英三
ブナ材で作られたスツールの木枠に、ペー
パーコードを編みこんで座編み椅子を作りま
す。
○参加費：各回８０００円 （入館料別）
○募集人数：各１０組（小学生以上の親子）

山形英三

※会期中、ミュージアムショップでは、クラフトコーナー

須藤崇文

にて展示作家の小物類も販売します。

●スライドトーク
企画展「２０００年代の日本の絵本展 ２０００－２００９」の開催に合わせ、当
館学芸員がスライドを交えながら、２０００年から２００９年の日本の絵本や
出展画家、作品の魅力をわかりやすくお話します。
○日 時：６月１３日（日） １４：００～１５：００
○参加自由、入館料のみ

●他館での展示スケジュール
〈ちひろ展〉ひろしま美術館（広島） ７月２４日（土）～８月２９日（日）
〈コレクション展〉松本市美術館（長野） １０月９日（土）～１１月２８日（日）

●新刊紹介『アートを楽しむ生き方

「芸術を楽しむことは、人生を楽しむこと」 ―
９８歳の現役医師、日野原重明氏と、当館館長・松
本猛が、ちひろの絵や、さまざまなアートについて
触れながら、人生をより生き生きと輝かせる秘訣
について語り合った１冊です。巻頭口絵カラー付。
４月下旬発売
定価：１２００円（税別）
発行：新日本出版社

●おはなしの会

●絵本相談室

毎月第２・４土曜日 １１：００～
絵本の読み聞かせや素話を、親子でお楽しみ
いただけます。参加自由、入館料のみ。

毎月第２・４土曜日 １１：３０～
絵本に関する相談や絵本選びのアドバ
イス等、絵本に関するお問合わせを承
ります。参加自由、入館料のみ。

CONTENTS

ちひろさんの絵に恋をして』

●ギャラリートーク
５／２２
（土）・６／１２
（土）・６／２６
（土）・７／１０
（土）
１４：００～ ちひろ・野の花のささやき
１４：３０～ ２０００年代の日本の絵本展 ２０００－２００９
展示室にて、作品の解説や展示の見どころ、絵の楽しみ方
などをお話します。参加自由、入館料のみ。
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