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ちひろ・色の世界
●2010年7月16日（金）～9月28日（火）
「赤いと思えば赤く塗るし、紫だと思
えば紫をつけた。空を黄色くすることも

のさまざまな心の動きが想像されます。

すとともに、一人で留守番をする少女の

紫

繊細な心の揺れ動きを映し出しています。
オリーブグリーン

あれば、水を桃色に描いたりもする」と

１９６０年代以降、ちひろは絵本作品で

語っていたちひろ。本展では、色彩豊か

も、色におけるさまざまな挑戦や試みを

パステルで描いた絵本『となりにきた

な代表作や１９６０年代以降の絵本作品など

行いました。１９６８年に手がけた絵本『あ

こ』
（図５）では、主線にオリーブグリー

を展示し、ちひろの色彩感覚から生まれ

めのひのおるすばん』では、ホルベイン

ンを使っています。この色の選択は、ち

た表現とその魅力を探ります。

（日本）やブルジョワ（フランス）など、

ひろにとって冒険でした。
“セピアでは

心に映る色で描く

絵の具によって異なる発色の違い（図２）

つまらない、グリーンで思い切り描いた

「まきばのうし」
（図１）の背景は、微妙

や、ポスターカラーとカラーインクの混

らどうなるか”と何枚もの習作を描いて

な濃淡のある鮮やかな赤一色で描かれて

色（図３）といった実験的な試し塗りを

います。乾いた質感で擦れた線を生み出

います。ちひろはこの作品で、現実の色

行い、紫の表現を丹念に追求しています。

す画材・パステルと、新鮮で使いやすい

にとらわれず、心に映った色による描写

絵本のなかの一場面「窓ガラスに絵をか

色彩・オリーブグリーンは、やわらかで

を行っています。大胆な赤い色彩からは、

く少女」
（図４）では、赤紫や青紫、グ

落ち着いたなかにも斬新な印象を生み出

牧場に吹く風や日差しといった空気や光、

レーがかった紫などを重ねて、窓ガラス

し、ちひろの表現の新境地となりました。

温度とともに、驚きや好奇心、喜びや怯

をつたう雨だれを描いています。複雑な

いわさきちひろならではの“色”の世

えなど、初めて牛と出会った子どもたち

色味の紫は、雨の日の情景をリアルに表

界をお楽しみください。 （宍倉恵美子）

●展示室4

＜企画展＞生誕１
００年

赤羽末吉展Ⅱ

●2010年7月16日（金）～9月28日（火）

ふたつの風土―日本と中国大陸―
赤羽末吉が最初の絵本『かさじぞう』
を発表したのは１９６１年、５０歳のときでし

―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
協力：赤羽良子・赤羽研三・赤羽茂乃

ませて持ち帰ったこのときのスケッチや

ラカさず、与えられた主題をどう生かす

写真が、２０年余りの時を経て、絵本に生

か、その主題のねらいは何か、それに専

かされました。

念する。（中略）主題を生かそうと努力し

た。以来、赤羽は民話の描き手として注

赤羽はこの絵本の制作話をたびたび紹

ていると、一つの考えが生まれ、それに

目され、日本と中国の民話の絵本を数多

介しています。まず物語全体を前篇と後

ともなって適切な型がうまれる。そして

く発表しました。

篇に分け、前篇を“動”、後篇を“静”と

逆に自分が生かされる。だから、一冊一

して間に幕間となる画面をはさむ構成が

冊つねにひと味ちがった結果が生まれ、

した経験をもつ赤羽は、次のように語っ

考えられました。また「どこで」
「だれが」

マンネリにならず、いきづまることはな

ています。
「だれしも自国の美しさとい

「何をした」かを明確にするため、舞台

い。」と赤羽はいいます。『源平絵巻物語』

うものは、そのなかにいたのではわかり

となる蒙古の草原を横長の画面に地平線

全１０巻や『日本の神話』
（図５）全６巻な

旧・満州（中国東北部）で１５年を過ご

パオ

づらい。幸い私は中国大陸に長らくいた

を強調して描き出し、そこに小さな包を

どの歴史シリーズでは、舞台となる土地

ので、その大陸の乾燥地帯の風土の美し

たてて暮らす主人公の少年スーホを赤い

の取材に出かけ、納得のいくまで史実を

さを知ると同時に、対照的に、日本の湿

服で登場させました。場面ごとに色の強

調査して、密度の高い作品に仕上げてい

度のなかの美しさを切実に知った」。ふ

弱や構図の大小を転換させて、ドラマを

ます。『おおきなおおきなおいも』や『お

たつの対照的な風土や伝統文化を表現す

盛り上げる工夫もなされています。物語

へそがえるごん』
（図６）などの自作のナ

ることは、赤羽が生涯をかけたテーマで

を深く読み込み、設計図や絵コンテ、ダ

ンセンス絵本では、軽やかな漫画風の絵

した。それを子どもたちに伝えたいとい

ミーなどで場面割りや山場を繰り返し検

で粋なユーモアを見せています。『お月

う思いが、赤羽を絵本に向かわせました。

討し、視覚的な演出を考える――若いこ

さん舟でおでかけなされ』（図４）では、

絵本の演出家

ろから親しんできた映画や演劇の演出

さまざまな和紙を用いて抽象的な詩の世

が、赤羽の絵本づくりに影響を与えてい

界を表現しています。物語にふさわしい

（１９６１年）は、急遽１ヵ月で仕上げたも

ます。

演出を模索することが、必然的に表現の

ので、満足のいく出来にはならなかった

絵本表現の広がり

幅を広げる原動力となりました。

２作目の絵本『スーホのしろいうま』

といいます。この絵本を単行本化する話

１９７０年代に入ると、世間では“絵本ブ

１９８０年、赤羽はそれまでの全業績に対

がきたとき、赤羽は自らすべて描き直す

ーム”といわれるようになり、絵本の出

し、国際アンデルセン賞画家賞を日本人

ことを提案し、勤めのかたわら約２年を

版や研究が盛んになって、雑誌や講演会

として初めて受賞します。その後も精力

かけて取り組みました。ページ数を大幅

などで作家や画家、編集者、評論家たち

的に絵本を発表し、１９９０年に亡くなるま

に増やして、当時としては破格の大型絵

がそれぞれの絵本論を展開しました。

で新しい挑戦を続けました。自分の信じ

本に仕上げたものが、現在ミリオンセラ

１９６９年、アメリカ大使館を退職し、フリ

るものを追い続けて絵本にたどり着き、

ーとなっている『スーホの白い馬』
（図２）

ーの絵本画家となった赤羽は、絵本界の

歩みはじめて間もない日本の絵本界の先

です。赤羽は終戦の２年前に内蒙古を旅

オピニオンリーダーとして活躍しました。

頭に立って、その進むべき方向を示した

し、その広大な大地を目にしています。

「私にはカマエはない。自分のワザな

赤羽末吉の偉大な画業をご覧ください。

満州からの引き揚げのときに荷物にひそ

ど知れたものである。そんなものをヒケ

（上島史子）

2
●

●展示室1・2

図２
『あめのひのおるすばん』の
絵の具の試し塗り
図４

図３

窓ガラスに絵をかく少女
１９６８年
『あめのひのおるすばん』
より （至光社）

図１ 「まきばのうし」 １９６９年

図５

垣根ごしにのぞく子ども １９７０年 『となりにきたこ』より （至光社）

「はなやさんのまど」 １９６９年

●展示室4

図１ 『ももたろう』表紙 １９６５年 （福音館書店）
明治以後定着していた鎧姿の桃太郎のイメージを覆す
“庶民の民話”を意識して、凧絵のような表現で描かれた。

図２ 『スーホの白い馬』表紙 １９６７年 （福音館書店）
モンゴルの民族楽器“馬頭琴”にまつわる少年スーホと白馬の物語。中国大陸にいたころ、雄大な内蒙古
を旅した経験が生かされた。

図３ 『鬼のうで』 １９７６年 （偕成社）
渡辺綱が、羅生門の鬼を退治する物語「羅生門」をもとに、赤羽自身が文章も手がけ
た絵本。

図４ 『お月さん舟でおでかけなされ』より １９８０年 （童心社）
幻想的な詩の世界を、和紙をちぎったり重ねたりして表現した絵本。

赤羽末吉 （

図５ 『やまたのおろち』より １９８３年 （トモ企画／改訂版：あかね書房）
７年をかけて完成させた「日本の神話」シリーズ全６巻のうちの１冊。

図６
『おへそがえるごん』より １９８６年
（福音館書店／改訂版：小学館）
「鳥獣人物戯画」にも通じる軽やか
な画風で、かえるのごんの奮闘が
ユーモラスに描かれている。

ちひろ美術館・東京での「赤羽末吉展Ⅰ」とは展示内容が替わります。

～

）

１９１０年、東京に生まれる。１年ほ
ど日本画を学び、以後独学。１９３２
年旧満州に渡り、運送業や電信電
話会社などの仕事のかたわら、郷
土文化の研究、日本画の制作に励
む。１９４７年帰国。１９４８年から５２年
まで民間情報教育局（ＣＩＥ）に
勤務の後、６９年までアメリカ大使
館で働く。１９６１年処女作『かさじ
ぞう』を出版。国際アンデルセン
賞画家賞（１９８０年）をはじめ、国
内外の受賞多数。
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活動報告

対談「絵本と子育て」佐々木宏子×竹迫祐子

６月１２日（土） 子育て支援講演会

主催：松川村青少年育成村民会議・安曇野ちひろ美術館

｢
２０００年代の日本の絵本展｣に関連し

日本だけだと思います。この種の絵本が

て、乳幼児心理学が専門の鳴門教育大学

出てきたことで、あかちゃんの絵本年齢

名誉教授、佐々木宏子先生に当館副館長

が引き下がりました。

竹迫祐子がお話をうかがいました。

竹迫 幼い子どもにとって、絵本を読

竹迫

む、読んでもらうということは、たやす

今日は、絵本美術館の立場から教

共催：松川村公民館・松川村図書館

育心理学の立場の佐々木先生に、絵本が

いことですか？

子どもの成長にとってどんな意味をもっ

佐々木

ているのか、お話をうかがいたいと思い

らうというのは、手足を自由に使って遊

そのことが良い親子関係を形成すること

ます。まず、佐々木先生がどのような方

ぶのとは違って、心理機能から言えば、

にもつながります。

法で絵本と子どもの関係を調査し研究を

大変高度な認識活動です。

竹迫

されているのか、収集されているビデオ

竹迫

ていくということではありませんね。

を拝見しながら、ご紹介いただけますか。

絵を鑑賞するということは、絵本を読ん

佐々木

佐々木

いえ、子どもが絵本を読んでも

ということは、子どもが美術館で

大人が上から下へと、絵本を渡し
決してそうではありません。自

これは５ヵ月のあかちゃんが昔

でもらうより難しいことかもしれません

分が家族としてあかちゃんを受け入れる

噺「ももたろう」の話を聞いているとこ

ね。そういえば、子どもはよく親がどの

ということは、あかちゃんが発する信号

ろです。一緒に語っています。口から泡

ように絵を見ているかを確かめています。

に気づき、あかちゃんが要求している生

を吹いていますでしょ。これは共鳴動作

佐々木 絵本でも、
「お母さんが好きだ

理的なレベルのコミュニケーション方法

です。まったく意味はわかっていません

から」ということも影響を与えますね。

を自分のなかに復活させ、複合的なコミ

が、昔噺の語りのリズムに乗って、
「アタ

周りの大人が文化財にどういう反応を示

ュニケーションができる人間として自分

シもしゃべるわよ！」ですね。一方、同

すかは、子どもにとって大切な文化への

をつくり変えていくチャンス。あかちゃ

じ５ヵ月のあかちゃんが『もこ

入口になります。大人の役割は大事です。

んが要求していることに気づくと、あか

こ』を読んでもらっているところです。

竹迫 ｢うちの子に良い絵本を教えてく

ちゃんを育てることが楽しくなります。

絵本と読み手を交互に見ていますね。こ

ださい｣という質問をよく受けますが。

竹迫

れが三項関係です。絵本の絵と言葉を聴

佐々木

佐々木

きながら、その意味を読み手の表情を通

に分ける文化は日本に強いですね。一番

は、結局人生で何をしたいのかによって

して懸命に理解しようとしています。

重要なのは、絵本１冊１冊がその子にと

決まってきます。私はやはり絵本が培っ

もこも

本を概念的に「良い」と「悪い」

絵本は子どもにとって……。
絵本が不可欠な存在かどうか

これは、２歳７ヵ月のとき、一人で模

ってどうなのか、ということ。その子の

てきた想像性と言葉の力と、親子が向き

倣読みができるようになったときです。

個性にあった絵本を選ぶことだと思いま

合って言葉で大切なことを伝えていく行

擬態語の意味は、大体つかんでいます

す。そして、子どもが選ぶ力を持てるよ

為、これは２１世紀を生きていくうえで、

ね。「ぎらぎら」っていうところは、全身

うにすること。親は最初は、自分の好み

子どもには絶対に持っていて欲しいです

を使って表現しているという感じですね。

で選んでいいんです。ただ、子どもがそ

ね。暴力ではなく、言葉によって多様な

もこもこ』のような

うでない絵本を選んだときは、親は好奇

価値観を持つことのできる子どもに育っ

あかちゃんとの生理的コミュニケーショ

心をもって、「なぜだろう」と考え、こ

てほしい。人の心を深く理解するという

ンを可能にする絵本が誕生したことで、

の子の個性は将来どんな方向に向かうの

点で、今の子どもの文化財のなかでは、

あかちゃん絵本の概念が変わりました。

だろうかという期待をこめて、子どもを

やっぱり絵本や児童文学は優れていると

このようなタイプの絵本は、今のところ

深く知る努力をしてほしいと思います。

思います。

こういう『もこ

（柳川あずさ）

ひろしま美術館「わたしが選んだいわさきちひろ展～こどもたちへのまなざし～」
●2010年7月24日（土）～8月29日（日）

沖縄に続き、広島県では初めてとなる

大変意義深く、感慨深いものがありま

いわさきちひろ展「わたしが選んだいわ

す。ちひろは、生涯に３冊の戦争をテー

本展では、広島の方たちから寄せられ

さきちひろ展～こどもたちへのまなざし

マにした絵本を手がけましたが、その最

たメッセージを、ちひろの作品とともに

～」を、この夏開催します。

初となったのが、広島で被爆した子ども

展示します。
『わたしがちいさかったと

開催会場であるひろしま美術館は、今

たちが綴った詩や作文に絵を描いた『わ

きに』の「死んだ子どもを抱く目の見え

年開館３３年目を迎え、日本でも有数のフ

たしがちいさかったときに』でした。当

なくなった母親」の絵に、７０代の男性は、

ランス印象派を中心としたヨーロッパ近

初、躊躇していたちひろですが、
「戦争の

次のような一文を寄せています。

代美術のコレクションを常設展示してい

悲惨さというのは子どもたちの手記を読

「原爆投下時に自宅は東観音町にあっ

る美術館です。ちひろ展の開催中も常設

めば十分すぎるほどわかります。私の役

た。母と疎開先から、家族と家が心配で

展示のなかで、若き日のちひろが愛した

割は、どんな可愛い子どもたちがその場

苦労しながら見に行ったが、そのときの

画家たち、モネ、ボナール、ゴッホ、そ

におかれていたかを伝えることです」と

様子は、子どもながらに今でも瞼に焼き

してローランサンの作品が鑑賞できる貴

決意し筆を執りました。制作に先立ち、

付いている。この絵を眺めていると、涙

重な機会となります。

取材のためにちひろは広島を訪れます。

がこぼれそうになる。」

また敗戦６５年目の今年、広島で同展を

は回想しています。

爆心地近いホテルでも、感受性の強いち

世界中から平和を願って人々が集まる

開催できることは、
「世界中のこども

ひろはこの床の下に原爆で亡くなった方

平和記念公園や原爆ドームからも近い同

みんなに平和としあわせを」というちひ

たちのお骨があるという思いで一睡もで

館でのちひろ展が、今夏、さらなる平和へ

ろの願いを伝えるちひろ美術館にとり、

きないまま過ごしたと、同行した編集者

の架け橋となれば幸せです。（松方路子）
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ちひろを
３７
訪ねる旅○
神田～松川村～上井草

１９５１年４月１８日、いわさきちひ

河台の善明の叔父が営む書店の二

ろは渋谷区広尾の日本赤十字社産

階に転居。その後さらに、母文江

翌１９５２年４月、懸命の仕事の甲

院で、２７００ｇの長男猛を産みます。

の妹泰の嫁ぎ先で、戦後間もなく

斐あって、練馬区上井草に新居が

母子ともに迎えた無事の退院日で

ちひろも身を寄せた神田俎橋に近

完成します。猛と和子は、新居完

しょうか。出産から１週間後の４

い中村箔押所の３階の屋根裏部屋

成を前に上京、隣接する土地に先

月２５日、病院の庭を描いた絵から

へ、住まいを移しました。

に家を建てていた次の妹、世史子

まないたばし

は、穏やかに満ち足りたちひろの
心情がうかがえます。

長男猛を抱いて、夫善明と １９５１年６月
信州の両親にひとり息子を預けることを
決めて、家族３人で写した記念写真

ひとこと
ふたこと
みこと

日記

の家に身を寄せ、入居の日を待ち

た６畳１間は狭く、また、家計を

ました。その後、新居で親子３人

支えるちひろには仕事も山積みし

の暮らしがはじまってからもしば

ていたのでしょう。時間を見ては、

らくの間、和子は猛に付き添い、

川村から上京した母の岩崎文江が

ちひろが猛のもとを訪れ、時には

あわせて１年余、幼子の面倒を見

付き添いました。しかし、文江も

猛を連れて和子が移動して、授乳

続けました。

忙しく、慌しく帰郷。その後は、

をする日々が続いていました。

後年、ちひろは当時の心情を「切

ちひろの下の妹準子の女学校時代

生後１ヵ月半を迎えようとする

ない気持ちの連続だったこのおか

の友人、香取和子が、乳飲み子の

６月、神田での間借りと通いの育

あさんは、満１歳になってもどっ

面倒を見ることになります。

児もいよいよ困難となり、松川村

てきた子どもを、
ひとりで別室に寝

文江の帰郷後程なく、和子と猛

の父母からの申し出もあって、ち

かせることがどうしてもできなか

は、ベビーベッドを抱えて神田駿

ひろは、最愛の息子を両親に預け

った」と綴っています。
（竹迫祐子）

4月5日（月）

術館に寄ることができました。何

んできました。以前にも学校で、

練馬のほうには行ったことがあり

冊読んでも「もう少し見る」と次

戦争のことを学びましたが、この

ますが、松川村にはやっと今日来

から次へと絵本を探ってくる長

本でも改めて悲惨さを感じること

ることができました。ちょうど孫

女、まねをして絵本をみつけてく

ができました。

が１ヵ月と７日になり、手放して

る次女、館内の雰囲気に日常の慌

＊

育てる大変な苦労が痛いほどわか

しさから解放されている母と父、

「４大陸１００人の絵本画家たち」展

ります。人間的にもやさしく、そ

忙しい世の中において力となるの

を見て、世界の絵本がこんなに多

し て 平 和 を 愛 し、５
５歳 の 若 さ で

はやはり自然と、美しいものを感

種多様だったとは！ とびっくり

……と思うと残念でなりません。

じる心なのだと実感しています。

しました。絵本を楽しむ深さを知

（鈴木裕・淳子・透子・結子）

5月3日（月）

美術館

善明、ちひろ夫婦が下宿してい

に戻って１週間足らずを、信州松

退院後、神田のブリキ屋の下宿
日赤病院にて １９５１年４月２５日

ることになりました。

＊

＊

りました。

子どもを愛おしく想う母心がじー

5月9日（日）

〈いわさきちひろ展〉

んと伝わってきて、なぜだか涙が

私は『戦火のなかの子どもたち』

（沖縄県立博物館・美術館）

あふれだしました。母への思い、わ

という本を読みました。戦争で苦

4月3日（土）～5月9日（日）

が子への思い……実の母ではなく

しんでいる子どもたちの表情が表

「はないちもんめ」の絵を見ると、

とも子どもをかわいいと思う女性

現されていました。悲しみの表

昔の自分の世界が一瞬でよみがえ

の心はすてきです。子どもの笑顔

情、泣きつかれた表情、さまざま

り、目頭があつくなりました。娘

のために平和を願います。
（Ｍ.
Ｎ）

でした。絵だけではなく、文章も

もまわっている途中で、鉛筆とノ

5月4日（火）

すばらしいと思いました。文は詩

ートを鞄から取り出し、絵を描き

武石で２泊し、東京に帰ることに

のように、３～５字で終わってい

始めました。絵は言葉以上に訴え

していましたが、母子の希望で美

ますが、戦争のようすが頭に浮か

る力が大きいと思いました。

4月3日（土）～5月9日（日）

「きれいですね」とお客様から声

崇文さんと山形英三さんの指導

沖縄県立博物館・美術館で、いわ

がかかる。

で、「親子で作ろうこどもいすワ

さきちひろ展を開催。子どもや若

5月2日（日）

ークショップ」を開催。親子連れ

い来館者が多く、
「お母さんにお

３日からの国連核不拡散条約再検

を中心に、２８名の方が椅子づくり

願いして、連れて来てもらった」

討会議を前に、各国から平和を願

に挑戦した。額に汗を浮かべての

という小学生も。館内に置かれた

う人々がニューヨークに集まり、

こぎりをひいたり、もくもくと椅

感想ノートは１７冊にのぼり、なか

約２万人の集会とパレードが行わ

子の座面を編んだり。終了後、参

には、
「この地球から戦争という

れた。ちひろ美術館からも２名が

加者は、つくった椅子を大切に抱

言葉がいつか消えますように」

参加。ちひろの絵に、
「子どもた

えて帰っていかれた。

「『戦争は絶対にしてはいけない』

ちの未来のために核兵器のない世

6月5日（土）

と、絵を見ながら子どもたちと話

界を」という言葉が添えられた大

「２０００年代の絵本」展出展作家の

ができよかった」と平和を願う感

きな横断幕を持って行進。沿道か

あきびんごさんが来館。糸魚川の

想も多く寄せられた。

らは、
「かわいい！」と声があが

汐路保育園の子どもたちと交流し

4月17日（土）

り、写真を撮る方も。

た。アクリル絵の具でＴシャツに

開花してからも寒い日が続いた今

5月23日（日）

絵を描くワークショップでは、花

年は、例年より長く桜を楽しめ

「工芸の五月」にあわせて開催中

や動物、抽象的な模様まで、子ど

た。特に見事だったのが玄関ホー

の「こどもの椅子」展。９名の作

もたちの思い思いの絵に、あきさ

ルから展示室へ続く廊下の先。正

家が窓ぎわのトットちゃんをイメ

んが仕上げをして完成。青空の

面のガラス越しに見える公園の桜

ージしてつくった椅子はそれぞれ

下、夢中でとりくむ子どもたちの

が、廊下を進むにつれて近づき、

に個性豊かで、座り比べる来館者

笑顔と色鮮やかな作品が印象的だ

まるで桜が出迎えているよう。

も多い。この日、出展作家の須藤

った。

/
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●次回展示予定 10月1日（金）
～12月19日（日）
〈展示室１〉ちひろの昭和―なつかしの日々
〈展示室３・４〉世界の絵本大集合！
国際絵本コンクール受賞画家展
ちひろが生きた昭和の時代。どこかなつか
しくて、あたたかく、いまとは違った時間
が流れていました。本展では、子どもたち
の声が聞こえてきそうな「チャイルドブッ
ク」や「キンダーブック」など絵雑誌のた
めの作品、童話全集のために描かれた普段
なかなか見る機会のないちひろの初期作品
などを、資料とあわせて紹介します。また、
ちひろの１９５２～６２年の復元アトリエも展示
します。
〈展示室２〉松川村の文化財

おやつのじかん １９６２年

―銅造菩薩半跏像―（仮）

国際アンデルセン賞、ブ
ラティスラヴァ世界絵本
原画展、野間国際絵本原
画コンクールなどの受賞
画家４０人の作品を紹介し
ます。世界各国で活躍す
る画家たちの、魅力あふ
れる作品の数々をお楽し
みください。

クヴィエタ・パツォウスカー（チェコ）
『すずの兵隊』より １９８５年

〈展示室５〉絵本の歴史

安曇野ちひろ美術館 イベント予定
各イベントの予約・お問い合わせは、安曇野ちひろ美術館へ。
詳細・最新情報はホームページからもご覧いただけます。 ht
t
p:
//
www.
chi
hi
r
o.
j
p/ TEL．
０２６１－６２－０７７２ FAX０２６１－６２－０７７４

●スライドトーク

●夏休み体験コーナー「ちひろの水彩技法体験！」

企画展「生誕１０
０年 赤羽末吉展Ⅱ－絵本は舞台だ！－」の開催に
合わせ、当館学芸員がスライドを交えながら、創意工夫に満ちた赤
羽末吉の絵本の魅力を紹介します。
○日

時：８月２９日（日） １４：００～１４：３０
９月１９日（日） １４：００～１５：００
○参加自由、入館料のみ。

●対談「いわさきちひろ、平塚らいてう、母の想い」
太田治子×飯島ユキ
作家の太田治子さんと俳人の飯島ユキさんをお迎えしてのトークイベント。
○日 時：８月２９日（日） １５：００～１６：３０
○会 場：安曇野ちひろ美術館 多目的ギャラリー
○申し込み・問い合わせ：安曇野ちひろ美術館または
（株）一兎舎 （TEL．
０２６－２１９－２２３３）

●夕暮れミュージアム
夏の終わりに、ライトアップされた
夜の美術館をお楽しみください。
浴衣を着てご来館いただいたお客様
には、カフェでの１ドリンクサービ
スも。両日とも１９：３０から、ちょっとこわい絵本や素話など、夏の
夜ならではのおはなしの会も開催します。
○日 時：８月２１日（土）・２８日（土）～２１：００まで開館

●おはなしの会

●ギャラリートーク

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
１４：００～ ちひろ・色の世界
１４：３０～ 生誕１００年 赤羽末吉展Ⅱ
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。

安曇野ちひろ美術館館長
安曇野ちひろ美術館副館長

松本猛は５月２５日付で退職しました。
竹迫祐子が館長を代行します。

CONTENTS

後援：長野県教育委員会、松川村教育委員会

地元・松川中学校のボランティアサポートのも
と、子どもから大人まで楽しめるワークショッ
プを開催します。ちひろ作品の特徴でもある
水彩絵の具の“にじみ”技法を体験できます。
○開催期間：７月２１日（水）～８月１７日（火）
１０：００～１６：００※７月２８日を除く毎日開催
○会 場：安曇野ちひろ美術館 多目的ギャラリー
○申し込み：不要（混雑時は整理券を配布）
●松川中図書委員による絵本の読み聞かせ ８月４日（水）
・７日（土）
・９日（月）
・１１日（水）

●2010安曇野まつかわサマースクール
ギャオーン！ ぼくらのあずみのモンスター！！
主催：２０１０安曇野まつかわサマースクール実行委員会
共催：松川村、武蔵野美術大学芸術文化学科、安曇野ちひろ美術館、安曇野アートライン推進協議会

村、大学、美術館の三者で開催してきた恒例の
ワークショップも、今年で９年目を迎えます。
今年のテーマは「世代交流」。さまざまな年代の
方と交流を持ちながら、村内を回って集めた素
材で、モンスターをつくります。
○日 時：７月３１日（土）・８月１日（日）※２日間連続のプログラムです。
○会 場：松川村多目的交流センターすずの音ホール、松川村内各所
○対 象：どなたでも（小学生未満は保護者同伴）
○定 員：２５名
○参加費：１５００円（家族参加は１人１３００円）
○申し込み：ホームページ、電話、ファックス

●新刊紹介
『安曇野ちひろ美術館をつくったわけ』
とっておきの美術館の楽しみ方を紹介する、安曇野の魅
力がたっぷり詰まった１冊です。
松本猛／著

定価：１６８０円（税込） 発行：新日本出版社

※本書は講談社刊『ぼくが安曇野ちひろ美術館をつくったわけ』をもとに加筆整理したものです。

〈展示紹介〉ちひろ・色の世界／〈企画展〉生誕100年 赤羽末吉展Ⅱ－絵本は舞台だ！－……許距
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