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　第二次世界大戦後の日本の児童文学の

復興は、まず戦前、戦中に発表された作

品を出版することから始まりました。戦

後本格的に絵の勉強を始めたいわさきち

ひろは、１９４９年、アンデルセンの「お母

さんの話」を紙芝居にする仕事を契機に

画家として自立することを決意します。

以後、スピリの「アルプスの少女」、バー

ネットの「小公女」「小公子」などの外国

の名作や、浜田広介、坪田譲治、小川未

明等日本の作家のものなど、さまざまな

童話に絵を描きました。なかでも、圧倒

的に多いのはアンデルセンの童話です。

　アンデルセン（１８０５～１８７５）はグリム

兄弟とともに１９世紀の近代児童文学のは

じまりに位置する童話作家といわれてい

ます。グリム兄弟が伝承物語の再話に力

を注いだのに対し、アンデルセンは創作

童話も手がけ、生涯に１６０篇あまりの童

話を残しています。喜びや悲しみ、恋

心、悩み、空想、生と死、信仰など、自

分が体験したことや見聞きしたこと、心

のなかにあるものを鮮やかに語った童話

は、世界中に広まり愛されました。日本

でも明治期から紹介され始め、大正期に

児童文化が普及するなかで広まり、昭和

期には盛んに童話集が出版されるように

なりました。初山滋や武井武雄等さまざ

まな画家が絵を描いており、ちひろも

１９５０年代以後童話集や紙芝居、絵雑誌、

絵本などに毎年のようにアンデルセンを

描くようになりました。その絵の数は現

存するものだけでも８００点を超えていま

す。「人魚姫」「マッチ売りの少女」「おや

ゆび姫」「赤い靴」などの童話を、何度も

繰り返し描きながら、「まだもっとうま

く同じものが描きたくてしようがなかっ

た」と語っています。国境を超え、時を

経ても色あせず、大人にも子どもにも親

しまれるアンデルセンの童話から、ちひ

ろは多くを学んだのでしょう。「およば

ずながら、わたしも長い生命をもった、

童画家でありたいと思う。さざなみのよ

うな画風の流行に左右されず、何年も読

みつづけられる絵本を、せつにかきたい

と思う。もっとも個性的であることが、

もっとも本当のものであるといわれるよ

うに、わたしは、すべて自分で考えたよ

うな絵本をつくりたいと思う（１９６４年）」

と、ちひろは語っています。

　ちひろが特に好きだったアンデルセン

童話のひとつに「絵のない絵本」があり

ます。月が３３夜にわたって、貧しい屋根

裏住まいの絵描きの青年に、さまざまな

国で見たことを語って聞かせるというお

話です。この物語を絵本に描くため、ち

ひろは１９６６年の春、１ヵ月間にわたって

ヨーロッパ各地を旅し、アンデルセンの

生地であるデンマークのオーデンセも訪

れました。「いまから何百年も前にかか

れたものですが、人の世の悲しみや真実

がかかれていて、それは今の世も全く同

じです」と、ちひろはこの物語の魅力に

ついて語っています。月がみた情景に

は、愛らしい子どもの姿もあれば、愛す

る人を思う娘の姿、病気の娼婦や囚人の

姿もありました。ちひろは鉛筆と薄墨を

用いて光と闇が織り成す人の世の物語を

描き出し、若い人を対象にした新しい形

の絵本を生み出しました。

　１９６０年代半ばから、ちひろの仕事の中

心は、絵雑誌や童話集から、絵本へと移

っていきました。アンデルセン童話の一

話を絵本化した『おやゆび姫』（１９６６年）

『にんぎょひめ』（１９６７年）『あかいくつ』

（１９６８年）をはじめ、グリムの『しらゆき

ひめ』（１９６７年）など数々の童話の絵本を

発表します。しかし、１９６０年代の終わり

頃から、絵本でしかできないことは何か、

自分にしか描けないものは何かを追求し

ていくなかで、日本の風土を舞台にした

絵本や、自分で文章も考える絵本へと、ち

ひろの絵本は大きく変わっていきました。

　本展では、アンデルセン童話を中心

に、懐かしい名作童話を描いた絵本や童

話集の挿絵、口絵なども展示します。想

像力をふくらませ、登場人物や情景に工

夫を凝らして描き出した童話の世界は、

子どもをテーマに描いた絵とはまた異な

る、ちひろの画業の一端を形作っていま

す。ちひろの画風の変遷や、ファンタジ

ーを表現するためのさまざまな工夫もご

覧ください。　　　　　　　（上島史子）

●2011年6月1日（水）～7月31日（日）

ちひろが描いた世界の童話−アンデルセンを中心に−

●展示室1・2・3

＊東日本大震災の影響により、会期が変更になりました。

●2011年6月1日（水）～7月31日（日）

こどもの椅子展

　“用の美”ということばもあるように、

椅子は暮らしに密着した最も身近な美術

品といえるかもしれません。木という素

材に魅力を感じながら、長野や飛騨など

で制作を続ける木工作家１０人の作品を、

子どもの椅子を中心に展示します。

　積み木の形に見立てた「ミニスツール

丸・三角・四角」（図１須藤崇文）、ドラえ

もんから着想したという丸い「チャイル

ドチェア」（図２コバヤシユウジ）、子ど

もを包み込むイメージの「子供いす」（図

３松山ちえみ）、桜、胡桃、栗など一脚ご

とに異なる種類の木を用いた「ドワーフ

のいす」（図４宇田川隆）、座面にイグサ

を編み込んだ「アンダルシアキッズチェ

ア」（図６山形英三）、犬や兎など背面に

動物を模った「どうぶつイス」（図７岡田

泰）、ふっくらした丸みのある「そら豆椅

子ｂａｂｙ」（図８村西隆一）、小さな三角形

の座面の「おにぎりスツール」（図９片岡

清英・紀子）、有機的なフォルムを思わせ

る「ぞろぞろあるく、向かっている先に

あるもの」（図１０田島燃）などを展示しま

す。独自の個性を放つ椅子には、それぞ

れの作家の世界観が映し出されています。

　安曇野ちひろ美術館の子どもの部屋用

に中村好文がデザインした「ななつなな

いす」（図５）は、著名な建築家らの意

匠による名作椅子のミニチュアです。一

枚板を７分割した座面は、木目をつない

でパズルのように楽しむこともできま

す。「遊んでいるうちに木と椅子の両方

を好きになってもらいたい」との作家の

願いが込められています。ユニークな子

ども椅子の数々、見て触れて座って、親

子でお楽しみください。　　（山田実穂）

●展示室4

出展作家：中村好文、宇田川隆、岡田泰、片岡清英・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

後援：絵本学会、こどもの本ＷＡＶＥ、（社）全国学校図書館協議会、日本児童図書出版協会、（社）日本図書館協会、
杉並区教育委員会、中野区教育委員会、西東京市教育委員会、練馬区教育委員会、武蔵野市教育委員会

＊東日本大震災の影響により、会期が変更になりました。　　　　　　　　　　　後援：信州木工会

図１　須藤崇文　「ミニスツール丸・三角・四角」

図２　コバヤシユウジ
　　　「チャイルドチェア」

図３　松山ちえみ
　　　「子供いす」
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●展示室1・2・3

●展示室4

図１　紙芝居　「おかあさんの話」習作　１９４９年

図３　花のなかのおやゆび姫　『おはなしアンデルセン』
（童心社）より　１９６５年

図８　急いで家に帰るこびとたち　『しらゆきひめ』（講談社）より

図４　宇田川隆　「ドワーフのいす」

図７　岡田泰　「どうぶつイス」 図８　村西隆一　「そら豆椅子ｂａｂｙ」 図１０　田島燃　「ぞろぞろあるく、
　　　向かっている先にあるもの」

図５　中村好文　「ななつなないす」 図６　山形英三　「アンダルシア
　　　キッズチェア」

図９　片岡清英・紀子
　　　「おにぎりスツール」

図２　マッチ売りの少女　１９５０年代前半

図４　つばめとおやゆび姫
　　　『世界童話文学全集４　アンデル

セン童話集』より　１９５９年

図６　サンドリヨン　『世界児童
文学全集８　フランス童話
集』より　１９６０年

図７　牧場にきたハイジたち　『児童世界文学全集３７
アルプスの少女』より　１９６１年

図５　踊るカーレン　『あかいくつ』（偕成社）より　１９６８年

撮影：橋本裕貴
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活動報告

２月２７日（日）―おめでとう３０周年！―ちひろと黒柳徹子『窓ぎわのトットちゃん』展内覧会

　　　　　　　黒柳徹子講演会「―いつも子どもの味方―ちひろと『窓ぎわのトットちゃん』」

　３月に新たな展覧会がオープンして１０

日後、東日本大震災が発生しました。ち

ひろ美術館と収蔵作品は無事でしたが、

被災地の被害の甚大さに、スタッフ一

同、心を痛めています。以下にちひろ美

術館・東京館長、安曇野ちひろ美術館名

誉館長・黒柳徹子からのメッセージをお

伝えします。

＊　　＊　　＊

　『窓ぎわのトットちゃん』が刊行されて

３０年がたちました。あんまり私の文章と

ちひろさんの絵が合っているために、

「亡くなる前に少し描いていらしたので

すか？」というお問い合わせがたくさん

あったぐらいでした。本当に、どの子

も、私の学校にいた私の友達、そのまま

です。そして、その子どもたちは、あな

たのお子さんや、お孫さん、そして子ど

もの頃のあなた自身や、お友達にそっく

り、とお思いになりません？　つまり、

そのくらい、ちひろさんは、「子どもその

もの」を、お描きになったのです。

　この３月１１日、東日本大震災がおきま

した。地震や津波により被災された皆さ

まは、今、どんなにか大変なご苦労をさ

れているかと思います。大人でさえ耐え

がたい状況の下で、被害を体験したり見

聞きしたりした子どもたちは、非常に大

きなストレスを抱えています。たとえ平

気であるかのように振る舞っていても、

混乱し、苦しんでいるのです。

　どうか、大人のみなさん、子どもたち

を抱きしめて、優しく声をかけてあげて

ください。できるだけ子どもたちの話し

相手、遊び相手になり、子どもたちが、

早く日常の感覚を取り戻せるように、手

助けをしてあげてください。

　「子どもって、こんなに可愛いのよ」

「この子たちを泣かせないで」と語りかけ

てくるちひろさんの絵が、たくさんの人

の心に届き、優しく強い力になることを

願っています。愛をこめて。　黒柳徹子

＊　　＊　　＊

　ちひろと黒柳徹子『窓ぎわのトットち

ゃん』展のオープンに先駆け、黒柳徹子

によるマスコミ向け内覧会と一般の方を

対象にした講演会を開催しました。内覧

会では、ギャラリートークの後、参加し

た記者の方から質問を受ける時間を設け

ました。新聞社や雑誌社の記者たちに混

じって地元の小・中学校で校内新聞を発

行している児童と生徒や、小・中学生新

聞の子ども記者も参加しました。その一

部をご紹介します。

【内覧会・取材インタビュー】

中学生記者：今、私たち中学生に伝えた

いことは何ですか？

黒柳：私にとっての小林校長先生みたい

に、「君は本当はいい子なんだよ。」って

言ってくださるような大人に出会えた

ら、それは本当にラッキーなこと。一人

でもいいから、自分を理解してくれる大

人、先生やご両親でももちろん良いので

すが、その方を尊敬して大事にしてくだ

さい。そして、そういう人に出会おうと

することも必要だと思います。それか

ら、今、世界中がいろいろな問題を抱え

ているなかで、他の国の子どもたちはど

うしているのだろうって関心を持って世

界を見てください。世界のことを考えた

ら、いじめなんかやっている場合じゃな

いって、みんな思うんじゃないかしら。

【講演会】　

ちひろと『窓ぎわのトットちゃん』

　１９７４年８月９日、その日は私の誕生日

でした。ふと広げた新聞にちひろさんが

亡くなったことを伝える記事を見つけま

した。子どもの味方がいなくなったよう

な感じがして、涙がこぼれました。それ

で、「私はずっと長いことちひろさんの

ファンでした。こんなに急にお亡くなり

になって本当に悲しいです。」と書いた手

紙と一緒にお花をご遺族に送りました。

それがきっかけで、交流が始まったので

す。『窓ぎわのトットちゃん』を書くと

き、絵は絶対にちひろさんって思ってい

たから、息子の猛さんに相談して使わせ

ていただくことにしました。雑誌「若い

女性」に連載していたのは、この美術館

ができてまだ２年目のことです。１カ月

に一遍、先に原稿をＦＡＸでお送りして、

その文章に合う絵を探していただきまし

た。そして、ここに来て、そのなかから

絵を選んだのですが、「もっとこういう

絵はないの？」って尋ねると、不思議な

くらい、必ずぴったりの絵があるので

す。だって、授業中に女の子が後ろを向

いたりしている絵があるのよ。それが男

の子だったら使えないんですけど、本当

にぴったりな絵があるの。ちひろさん

は、本当にあらゆる子どもの姿をお描き

になっていらしたんだなと、つくづく思

いました。

ユニセフ親善大使

　私、４月にユニセフの仕事でハイチへ

行きます。ハイチでは昨年、大地震があ

って、約１千万人の人口のうち、３０万人

が亡くなり、大統領府の建物まで壊れま

した。１６年前に私が行ったとき、ハイチ

では教育を受けられる人、つまり、字が

読める人はたったの１５％でした。そし

て、仕事が本当になくて、当時、大人の

８０％が失業している状態でした。あのす

さまじい貧しさを知っているから、大地

震で子どもたちは一体どうしているのだ

ろうと思って、行くことにしました。

　小林校長先生は、いつも「みんな一緒

にやるんだよ。」っておっしゃっていまし

た。一度も「助けてあげなさい。」とは

おっしゃらなかったの。“トットちゃん”

にも書きましたが、私の大親友の泰明ち

ゃんは体が不自由だったのだけど、一緒

に木登りもしました。泰明ちゃんからは

女優として大切なこと、観察することや

本を読むことを教えてもらいました。私

が今、ユニセフの仕事をしたり、耳の聞

こえない俳優さんたちの劇団をつくった

り、障害を持つ方たちといろいろなこと

をしているのは、「やってあげよう」と思

っているのではなくて、「一緒にやりま

しょう」という気持ちからなのです。子

どものときに、「一緒にやる」ということ

が、どんなに大事なことなのかを教わり

ました。そして、それは今も私の根底に

あります。

　今、みんなが一緒にやるんだよって思

えば、世界はこんなにぐちゃぐちゃには

ならなかっただろうなって思います。ど

うか関心を持って世界を見てください。

たとえば、バングラディッシュでは、私

が訪問したすぐ後に、サイクロンが襲い、

２０万人もの子どもや大人が亡くなりまし

たが、日本の新聞には本当に小さな記事

しか掲載されませんでした。バングラデ

ィッシュは日本と同じくらいの人口の国

です。２００４年に私が行ったコンゴ民主共

和国では、３００万もの人が虐殺されまし

た。これも日本の新聞にはほとんど出ま

せんでした。その一人一人に希望があ

り、家族があることを思えば、本当に気

の毒なことです。世界のことを考えれば、

結局自分のすぐそばにいる人のことも考

えられると私は思うのです。　（原島恵）
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窓 知ることの大切さ
松本由理子（ちひろ美術館　顧問）

　３月１１日の地震と大津波に追い討ちをか

けるように起こった原発事故。今なお続く

余震、また、次々と明らかにされる放射能

汚染の広がりのなかで、大切な家族や日々

の暮らしを根こそぎ奪われながらも懸命に

生きる被災者の方々、困難ななかで支援・

救援を続ける方々の姿に胸が熱くなる。

　一方で、原発がなければ、あるいは老朽

化した施設でなければ、少なくとも原発事

故は防げたのではないかとの思いもある。

オイルショックの頃、テレビの深夜放送は

なかった。みんなで節電に努めた。いつの

間にか、東京は２４時間稼働都市になり、ＩＴ

の普及も進み、２４時間、電気を使って快適

で便利な生活を送っていた。それを可能に

したのが、電力の３分の１を供給する原発

だと、どれほど自覚していたか。

　次々と起こる爆発。水蒸気を上げる原子

炉を見て、初めて、原発は大量の水を循環

させて冷やし続けない限り、高熱を発して

核分裂し続ける危険なものなのだと知った。

使用済み核燃料も高濃度の放射性物質が詰

まっている危険なもので、同様に冷却シス

テムが壊れれば何万トンという水を注ぎ入

れて冷やすしかなく、その結果、放射性物

質で汚染された大量の水を生み出してしま

うことも、今回の事故で初めて認識した。

　放射能の影響は、細胞分裂の活発な胎児、

妊婦、子どもにより大きく出るという。こ

れから子どもを生む世代への影響も大きい。

　世界で初めて原爆の実相を公開した初代

館長・飯沢匡の口癖は、「まず知ること」。

「人は真相を知れば正しい判断をするもの

です」との言葉に励まされる。世界がこの

実態を知った今、未来に生きる子どもたち

のために、電気を多量に使う生産様式、生

活様式そのものを、私たちひとりひとりが

見直していくと信じたい。ちひろの根底に

流れるのも、人間への深い信頼と愛だから。

美術館

日記

ひとこと

ふたこと

みこと

3月10日（木）

『窓ぎわのトットちゃん』は、私

が母のお腹にいる頃に母が読み、

私が小学１年生になったときにく

れました。今、私も母になり、も

うすぐ年中さんになるトットちゃ

んみたいな女の子がいます。母に

なってからも何度も読み、娘に

「本当はいい子なんだよ」と話せ

る気持ちをいただいています。娘

が１年生になったら、トットちゃ

んの本、徹子さんの他の本を渡そ

うと思います。３月１０日、東京大

空襲があった日に来ました。涙が

止まりません。いつまでも、ちひ

ろの絵やトットちゃんのように子

どもが生き生きとしている世界で

ありますように。 （２９歳　女性）

3月10日（木）

たまたまサイクリングの途中に見

つけ、初めて入館しました。１年

ほど前に、「徹子の部屋」で黒柳徹

子さんが館長をされているちひろ

美術館というところがあるのを知

って、そのときからいつか行けた

らいいなと思っていました。以前

から、『窓ぎわのトットちゃん』の

挿し絵は、子どもたちの生き生き

とした様子が伝わってくると感じ

ていました。子どもたちの抱く大

きな希望を、今回直接ちひろさん

の絵と向き合ったことで改めて感

じ、私自身、もっと明るい気持ち

で、夢を持って生きていきたいと

思うようになりました。『窓ぎわ

のトットちゃん』、読み返してみ

ようと思います。 （板橋区・男性）

＊　　　＊　　　＊

３月１１日の震災から３週間、ある

種のショック状態で過ごしていた

ので、今日ここに来られた幸せを

かみしめ、心休まる思いです。と

もに子どもの味方の、ちひろさん

の絵と徹子さんの親善大使として

の実績が、この大震災を見たすべ

ての人々の心をきっと癒してくだ

さると思います。お二人に比べた

ら微力ではありますが、母として

子どもたちに何を伝え、感じても

らいたいかを考え、一日一日を精

一杯生きていきたいと思います。

そして一日も早く、被災者の方々

に、日常が戻ってくることを祈っ

ています。　　　　　（佐藤初枝）

4月5日（火）

わたしは、おじいちゃんに『まど

ぎわのトットちゃん』をかりて６

回よみました。くろやなぎてつこ

さんの本をよんであきませんでし

た。楽しかったです。（中村あやか）

2月27日（日） 

「窓ぎわのトットちゃん展」のマ

スコミ内覧会と黒柳徹子館長講演

会開催。朝日・毎日小学生新聞、

近隣の石神井南中学校生徒会新聞

の小・中学生の記者も参加、黒柳

館長へ取材する姿が頼もしい。近

隣市区教育委員会など、展示を後

援してくださった９団体もご招

待。杉並区の大藏雄之助教育委員

長は、図書室の「トットちゃんに

手紙を書こう！」コーナーにメッ

セージを寄せてくださっていた。

3月11日（金） 

巨大地震発生。東京館開館以来、

初めての震度５強の揺れだった

が、お客様もスタッフも落ち着い

て、全員無事に屋外避難。幸いに

も、作品は無傷、建物や備品にも

大きな被害はなかった。２月に避

難訓練をしたばかり、日頃の備え

の重要性を痛感した。テレビに映

し出される津波の被害のあまりの

大きさに、言葉を失う。

3月25日（金） 

２年連続で、全国カレンダー展に

てダブル受賞したちひろカレンダ

ー。今日は、２０１２年版の絵柄を決

める会議。未来に希望を持てるよ

うなカレンダーに、と明るい絵が

多く選ばれた。開館３５周年にあた

る２０１２年、見た人が元気になって

くださればうれしい。発売は７月

下旬の予定、どうぞお楽しみに。

3月26日（土） 

余震や計画停電の影響を考慮した

臨時休館を経て、ほぼ２週間ぶり

に開館。誰も来ないのでは、と不

安もあったが、「先日はお休みでし

たね」と開館を待っていらした声

も多かった。休館中、海外のコレ

クション作家や絵本等関係者の方

からのお見舞いメールも多数、た

くさんの方から支えられているあ

りがたさを実感する。開館時間の

短縮や照明の一部消灯を実施。ス

タッフ皆の知恵を出し合い、ちひ

ろ美術館らしく開館していきたい。

4月4日（月） 

常任顧問となった松本猛氏からス

タッフ向け講義が。開館当初を知

る職員はわずか。美術館の成り立

ちや設立時の基本理念をあらため

て聞き、３４年の歴史と今後の役割

に、身が引き締まる思い。

4月12日（火） 

パンジーやサクラソウが咲く花壇、

頭上にはシダレ桜……。花盛りの

この場所で、との要望を受け、開

館前のちひろの庭で、NHK教育テ

レビのインタビュー番組の撮影が。

放映の頃には、日本中に、希望あ

ふれる春が訪れていることを祈る。
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●次回展示予定　2011年8月3日（水）～10月23日（日）

水彩のにじみを駆使して、あかちゃ

んのやわらかな髪や肌の感触までも

表現したちひろ。代表作や絵本『お

ふろでちゃぷちゃぷ』の原画、育児

書のカット、幼いころの息子のス

ケッチなど、母親としての愛情を込

めて描かれたあかちゃんの絵の数々

を展示します。

ちひろのあかちゃん

アヒルとクマとあかちゃん　１９７１年

＜企画展＞瀬川康男遺作展　－輝くいのち－

●「ちひろが描いた世界の童話」展関連イベント

　希少本公開！ ちひろのアンデルセン

ちひろが描いたアンデルセンの童話集や絵本のなかから、現在

出版されておらず、見る機会の少ない本を公開します。

○日　時：６月１１日（土）　１７：１５～１８：１５

○定　員：２０名

○参加費：無料（入館料別、高校生以下は入館料無料）

○申し込み：  ５月１１日（水）より受付開始

タブローと絵本の領域を超え、美

しいものを熱心に探求し続けた瀬

川康男。本展では、ミリオンセ

ラーとなった『いないいないばあ』

や、『ふたり』『ぼうし』などの代

表的な絵本のほか、タブロー、資

料なども展示し、昨年惜しまれつ

つ77歳で亡くなった瀬川の画業

を紹介します。 瀬川康男　『だれかがよんだ』

（福音館書店）より　１９８９年

●「こどもの椅子」展関連イベント

　親子でつくろう！ 子ども椅子
オリジナルの木製子ども椅子をつくるワークショップです。

①６月２５日（土）　講師：山形英三

１０：３０～１２：３０／１３：３０～１５：３０

ブナ材でつく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

をつくります。

②６月２６日（日）　講師：須藤崇文

１０：３０～１２：００／１３：００～１４：３０

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つくります。

○定　員：各回１０組２０名（小学生の親子）

○参加費：各回８０００円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

○申し込み：５月２５日（水）より受付開始

〈人事〉２０１１年４月１日付で、松本由理子がちひろ美術館・東

京副館長を退任し、ちひろ美術館顧問に、上島史子がちひろ美

術館・東京の学芸部長に就任しました。

●松本猛ギャラリートーク

いわさきちひろの息子・松本猛が、母の思い出や作品にまつわ

るエピソード、展示のみどころなどをお話しします。

○日　時：２０１１年６月１２日（日）　１４：００～　

○会　場：展示室内　※参加自由

●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：６月４日（土）　１１：００～１１：４０

○会　場：図書室　○定　員：各日１５組３０名　○講　師：服部雅子

○参加費：無料（入館料のみ）　 ○申し込み：５月４日（水）より受付開始

●国際博物館の日記念行事　ちひろ美術館・東京たてもの探検ツアー

５月１８日の「国際博物館の日」にちなみ、当館では、たてもの探検ツアーを開

催します。実際に美術館スタッフと一緒に館内を回りながら、ちひろ美術館の

建物にまつわる記憶と物語、そして、建物に込められた想いをご紹介します。

○日　時：５月１８日（水）　１４：００～１４：４０

○参加費：無料（入館料別。高校生以下は入館料無料）

○定　員：２０名

○申し込み：受付中

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　

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。

●ギャラリートーク

●ちひろTシャツ・フォト＆メッセージ大募集！

１９８１年の発売以来、多くの方々に愛されてきたいわさきちひろの平和Ｔシャツ。

ぜひ、あなた流の着こなしを教えてください。応募作品はすべてちひろ美術

館・東京のショップに展示し、抽選で３名様にお好きな柄

のちひろＴシャツをプレゼントします。

○募集要項：ちひろＴシャツを着用した写真にメッセージ

を添えてお送りください（写真はＬサイズプリント、自薦・

他薦問わず／メッセージは写真の裏面か別紙に記載、着こ

なしの工夫、ちひろＴシャツにまつわる思い出など８０～

１００字程度でお書きください）。

○募集部門：１．大人部門、２．子ども部門のいずれかを明記

○応募方法：ちひろ美術館・東京イベント係宛てに郵送

○募集期間：６月１日（水）～７月１５日（金）必着

○展示期間：８月３日（水）～８月３１日（水）

※当選通知：８月３日（水）までに当館より通知。

※応募作品は、返却いたしませんのでご了承ください。


