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●展示室1・3

―平和で、豊かで、美しく、可愛いものが、
ほんとうに好きで―

いわさきちひろ展

●2013年5月22日
（水）～8月4日（日）

青春時代のあの若々しい希望を何もか

るちひろの絵には、あかちゃんや子ど

平和で、豊かで

もうち砕いてしまう戦争体験があったこ

も、花や小鳥といった、美しくかわいら

子どもや花を愛し、母親でもあるちひ

とが、私の生き方を大きく方向づけてい

しいものたちが数多く登場します。「け

ろにとって、平和な存在を脅かし生命を

るんだと思います。

しの花のなかのあかちゃん」
（図

奪う戦争は絶対に許せないものでした。

）では、

平和で、豊かで、美しく、可愛いもの

花びらの間から、小さなあかちゃんがの

がほんとうに好きで、そういうものをこ

ぞいています。未来を生きる子どもや、

囲からやさしい色彩が消え、暗く恐ろし

わしていこうとする力に限りない憤りを

可憐な花は、輝くいのちの象徴でした。

い世の中になったと回想しています。東

感じます。

いわさきちひろ

第二次世界大戦当時ちひろは

代、周

年

ちひろが描く子どもの原点に、息子・

京の空襲で家を焼かれ、生命の危機をも

このことばは、ベトナム戦争に抗して

猛の存在があります。成長していく我が

体験します。終戦後、絵本画家として活

ちひろが、立て続けに反戦の絵本制作に

子の姿をスケッチや作品に描きとめ、後

躍したちひろは、ベトナム戦争が激化し

臨んだ時期に語ったもので、ちひろとい

には子どものどのような格好も、モデル

た

う人の本質をよく表しています。本展で

なしで描けると自負するまでになりま

本『戦火のなかの子どもたち』
（図

は、作品とともに折々のことばを紹介し、

す。生命力に満ちた子どもの絵（図

に取り組み、病をおして翌年完成します。

絵の背後にあるちひろの願いに迫ります。
美しく、かわいいもの
「何しろかわいいものが好き」と公言す

・

年、空襲の記憶も重ねながら、絵
）

）からは、卓越したデッサン力に加え

鉛筆と薄墨による作品は、ちひろの戦争

て、かわいらしい仕草を見逃さない、母

への「限りない憤り」と平和への強い思い

親のあたたかな眼差しが感じられます。

を、今も訴えかけてきます。（山田実穂）

●展示室2・4

手から手へ展

―絵本作家から子どもたちへ

. 後のメッセージ―

●2013年5月22日
（水）～8月4日
（日）

主催 手から手へ実行委員会、ちひろ美術館
共催 （社）日本国際児童図書評議会（JBBY）、東京新聞
後援 絵本学会、こどもの本WAVE、
（公社）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、
スロバキア共和国大使館、スロバキア郵政

ヨーロッパ各国での「手から手へ展」

日本での「手から手へ展」

今、絵本作家にいったいなにができる

の本を通して、将来の思い出になるもの

年に「手から手へ展」が日本で開

を創り出す。それは大きな挑戦であり、

年

催されることが決まり、さらに多くの国

責任だ。ぼくは、日本の子どもたちに、

日の東日本大震災後、スロバキア

内の絵本作家たちに呼びかけがされまし

希望に満ちた明るい未来を提供したい。

在住の絵本作家・降矢奈々の仲間たちへ

た。日本展の副題は「絵本作家から子ど

みどりや太陽の光にあふれた、のんきで

の呼びかけから始まりました。「 . 後

もたちへ

. 後のメッセージ」。趣旨

豊かな未来を。ぼくの作る絵や物語が、

の世界から私たちの未来を考える」とい

に賛同する絵本作家は、ヨーロッパ展の

子どもたちそれぞれが人生の中で出合う

うテーマで作品を募り、翌年

倍近い

人にふくらみました。

最悪の瞬間を、克服する手助けになって

バキアやオランダなどヨーロッパ諸国

画家、作家、評論家、編集者、翻訳家、

ほしい。」クラース・フェルプランケ（オ

と、日本の絵本作家たち

ランダ）

のだろう？「手から手へ展」は、
月

月にスロ

カ国

人から、降矢

書店員、学芸員など絵本の仕事に携わる

のもとに絵やメッセージが届けられまし

有志たちが、日夜メールなどでやりとり

「 . 地震で多くの人たちが亡くなら

た。

月、作品はブラチスラバからイタ

し、月に一度は会合を開いて、展覧会や

れました。それぞれの人の夢や希望もあ

リア・ボローニャへ運ばれ、駆けつけた

図録、イベントについての話し合いが重

ったと思います。今、生きているあな

作家たちやボランティアスタッフらも加

ねられました。

た、自分の夢を叶えてください」藤本将

月

わって、最初の展覧会を組みあげたとい

日、最初の会場である安曇野ち

（図

）

か月をかけてヨーロ

ひろ美術館での展覧会がオープン。さま

「すってはいけない空気。あたってはい

カ国を巡回し、終了後には、作品

ざまな思いが込められた作品が会場を埋

けない雨。食べてはいけない木の実。の

の売上金が全額福島の子どもたちを支援

め尽くしました。作家たちが絵とともに

んではいけない水。さわってはいけない

する団体に寄付されました。

寄せたメッセージの一部を紹介します。

土。赤ちゃんにあげられないお乳。わた

「子ども達の未来のために

しはわすれない。今もかなしい。核はい

います。展覧会は
ッパ

ヨーロッパでの巡回先
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これ以上負

の遺産を増やしてはならない。誰かの犠
牲の上に成り立つ豊かさから決別した
い」降矢奈々（図

りません。」おーなり由子（図

）

本展は、当館での展覧会終了後も、島
根、横浜、京都など各地を巡回します。

）

日、地球はなんて大きな

会期中には都内のギャラリーや書店で関

力を持っているのか、われわれはなんて

連企画も多数開催される予定です。子ど

ちっぽけなのかを世界中が見た。同時

もに向き合いながら仕事をしている絵本

に、われわれの力強さも。悲劇に見舞わ

作家たちが、「絵本の力」を結集し、今

れたすべての人たちに、悲劇の爪痕を克

抱えている問題、そして未来について、

服する内なる力を。
」ミロスラウ・レギ

ともに考えていこうとする「手から手へ」

トコ（スロバキア

の取り組みをご覧ください。

「

年

月

図

）

「ぼくたち大人は、作っている子ども

（上島史子）
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●展示室1・3

図

けしの花のなか
のあかちゃん
年代後半

図

つば広帽子の
少女
年

図
図

日傘を持つ女の子と赤い帽子の男の子

年

図

アヒルとクマとあかちゃん

年

傷ついた子どもたち（部分）
『戦火のなかの子どもたち』
（岩崎書店）より
年

●展示室2・4

図

図

降矢奈々

内部被曝

図
藤本将

夢を叶える

年

年

図

図

ペテル・ウフナール（スロバキア）お伽噺Ⅰ

年

ノエーミ・ラーツォヴァー
（スロバキア）
お散歩天使
年

ミロスラウ・レギトコ（スロバキア）
光の花
年

図

図

出久根育

おーなり由子

物知り太陽

耳をすまして

年

年
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活動報告

「日中国交正常化

周年記念

中国の絵本画家展」関連イベント報告

昨年、日本政府によって沖縄県・尖閣諸

明全さん。中国語の柔らかな響きに耳を傾

島（中国名・釣魚島）が国有化されたこと

けると臨場感が増して、絵本の世界に引き

を機に、日本と中国、両国関係の悪化が懸

込まれていきます。

中国茶とのコラボレーション
今回の展覧会を機に、中国茶専門店、茶
語［Ｃｈａ−Ｙū］とコラボレーション企画に

念されています。こうしたときだからこ

読み聞かせの後、参加した方々と交流し

取り組みました。絵本とお茶、分野は異な

そ、日中友好の一助となることを願って、

ながら、劉さんに現地のようすを伺いまし

りますが、中国の文化的な伝統の豊かさや

チュンチエ

中国の絵本画家展を開催しました。絵本の

た。中国の旧正月、春節は、中国の方にと

魅力をより多くの方に伝えたいという想い

背景にある中国文化への理解をさらに深め

って、とても大切な行事だとか。お祝いの

を共有して実現した企画です。茶語の店舗

るべく、関連イベントを行いました。

お菓子やお料理などは地域によって異なる

では展覧会特別メニューを、当館の絵本カ

中国語で楽しむおはなしの会

そうですが、絵本に描かれている通り、遠

フェとショップでは茶語の中国茶を、それ

く離れて暮らす家族も、この時期には何が

ぞれ提供しました。

月

日（日）、中国語で楽しむおはなし

の会を開催し、

人近くの方が参加しまし

あっても集まるそうです。

月

日（日）には、中国の国家資格

た。展示作品の『十万本の矢』、『小さなこ

“茶藝師”を持つ中国

まいぬ』、『チュンチエ

中国のおしょうが

茶のインストラクター

冊を、一場面ごとに、中国語で読

瀨田裕士さんが、当館

み聞かせた後に、日本語で読み聞かせるス

で、香り高い中国茶の

タイルで、ゆっくりと味わいました。

楽しみ方を紹介するイ

つ』の

ベントも開催しまし

中国語の読み聞かせを担当したのは、現

た。

在、日本の大学の大学院に留学している劉

（原島恵）

茶葉が美しく開く工芸茶

「ちひろの庭」展関連イベント報告
ることもある。母にとって、庭は白い画用

まざまな色や八重咲き、変わり咲きなど多

春、「ちひろの庭」展にあわせ、ガーデン

紙と同じだったのかもしれない。」

種多様で、昔ながらのシンプルなものを手

トークや花柄の服のドレスコード特典な

『母ちひろのぬくもり』（講談社＋α文庫）より

に入れるのはかえって難しくなっていま

ど、さまざまな関連イベントが開催されま

ちひろの庭

す。このほか、当館敷地内で楽しめる四季

美術館の庭が最も彩り豊かに活気づく

した。

年頃のちひろの家の庭を見ると、玄

折々の植物を、写真入りで紹介した「ちひ

自宅の庭でたくさんの花や草木を育て、

関のそばにはチューリップやクロッカスが

ろ美術館の庭・花ごよみ」マップも作成。マ

「花と子どもの画家」ともいわれたちひろ

咲く花壇やフジ棚が、テラスにはツルバラ

ップを手に、熱心に庭を観察する来館者の

にとって、庭は心安らぐ場所であるととも

のからまる白いバラ棚がありました。植え

に、作品のイメージの源泉でもありまし

られた花も、バラ、チューリップ、アジサ

た。ちひろの絵のなかに描かれた草花は約

イ、スイセンなど、ちひろの絵にも繰り返

種、庭に植えられていた植物は

種にの

ぼります。

姿も見られました。
「ガーデントーク

今回新たな試みとして企画されたのが、

し登場する、親しみやすいものが多く見ら

会期中

れます。

ントーク

ちひろ美術館・東京には、「ちひろの庭」

ちひろの庭の花めぐり」

回にわたって実施された「ガーデ
ちひろの庭の花めぐり」
。ギャ

ラリートーク形式で行われたこのイベント

と名づけた小さな庭があります。四季を通

では、ちひろの庭に咲くさまざまな草花を

じて楽しめるように、植栽専門のスタッフ

実際に見ながら、庭にまつわるちひろのエ

が、週に

ピソードや当時の写真などを紹介した後

回、丹念に手入れをしています。

白いバラ棚、テラスのタイル、庭に置かれ

に、今度は展示室で、ちひろが描いた花の

た四角い飛び石なども、写真や家族の話を

代表作などをじっくりと鑑賞しました。

参考に、当時のイメージに近いものを選ん
でいます。

ボタニカルアートとは違い、けっして細
部にわたって正確に描き込んでいるわけで
はないのに、いかにもその花らしい特徴が
表現され、花びらの質感までもが感じられ
るちひろの絵。その秘密は、
「ただ花を見
ているだけでなく、日々手入れをするなか
で花びらに触れて、実感していたからこそ
描けたのだと思う」と、担当者は語ってい
ました。

（川口恵子）

年ごろのちひろの家の庭のようす

息子の松本猛は、著書のなかで次のよう
に語っています。

ちひろ美術館・東京の「ちひろの庭」

この庭に植える品種は、ちひろが育てて

「庭をつくるということは想像する楽し

いた当時と同じものか、できるだけ似た品

みだろう。種をまくことや球根を植えるこ

種をそろえるように配慮していますが、品

とは花が咲く日の庭を思い描くわけだし、

種改良の進んだ今日では、実は、昭和の時

毎年生長し、変化する植物を念頭に置い

代の素朴な花を集めるのは大変な作業。チ

て、何年も先の庭をイメージして木を植え

ューリップひとつをとっても、現代ではさ

4

ひとこと

1月29日（火）

いので案内します」と先に立って

しつけがなく、ただぼーっと眺め

ふたこと

学校の授業で“授業をサボリたく

歩くのです。何度ももういいか

ていられる不思議な絵だと思いま

なったら、こういう所へ行きなさ

ら、と言っているのに、
「私は教え

した。春夏秋冬とせっかく四季が

みこと

い”とすすめられたのがここでし

るより案内するほうが好きですか

あるのに、近頃はあまり季節感の

た（笑）。『窓ぎわのトットちゃん』

ら」とか、
「何度も知らない人を案

ない食べ物や服装が目立つように

の表紙を見てからずっといわさき

内したことがある」と言うのです。

思います。

ちひろさんのとりこです。名前が

結局美術館までついてきたので、

を運び、春夏秋冬を感じる生活が

“ちひろ”ということもあって、

無理に誘って、カフェでお茶とケ

したいなと思いました。（麻衣子）

いつも見るたびに誇らしい気持ち

ーキをご馳走しました。中学

【中国の絵本画家展】

になります。美術や絵にはあまり

生の女の子、はきはきとしてとて

3月2日（土）

くわしくなく、うといけれど、こ

も可愛らしく、よほどちひろ美術

個性が色とりどりで、軽いタッチ

こに来られてよかった。（ちひろ）

館が好きなのだろうと思いまし

のもの、精密でデリケートなも

1月31日（木）

た。不思議な感じでした。孫のよ

の、淡いもの、濃くて温かいもの、

上井草の駅で降りて、なんとなく

うな……。私は

歳の女性です。

現代風なちょっとシュールなも

方向の見当をつけながら夫と二人

昔からちひろさんのファンです。

の、実にさまざまで楽しかったで

で歩き、細い道で初めて行きあっ

3月13日（水）

す。色、構図、発想、どれもこれ

た少女に「ちひろ美術館へはこち

生まれてからずっと石神井に住ん

も見ごたえがあってすごいです

らでいいの？」と聞きました。そ

でいますが、今日初めて来まし

ね。熊亮さんの翻訳されていない

の子はくるりと振り返り、
「道が

た。「強くこれを表現している」と

作品、邦訳を読みたいと思いまし

いりくんでいて言葉では教えにく

か「これを訴えている」という押

た。

1月18日（金）

てご挨拶する。地域の方々の参加

野区の小学校から、男子児童が家

スロバキアから「手から手へ展」

も多く、

族

作品の第一便が到着。

熱気に満ちていた。

くれる。翌週には別の親子も。地

品とメッセージが木箱にぎっし

2月28日（木）

域に愛される美術館を目指してや

り。絵本作家の降矢奈々さんたち

「ちひろの庭」「中国の絵本画家

ってきた出前講座、目標の「地元

が丁寧に梱包してくだったもの

展」プレス内覧会を開催。マスコ

小学生の来館率

だ。日本巡回から新たに加わる作

ミ、中国大使館、
出版関係者等、
過

3月20日（水・祝）

品は

去最高の

美術館
日記

人分の作

日に到着する。手から手へ

人の会場がほぼ満席、

回、ここへ足

（仙台より

C.
S.
）

人で来館、受付で声を掛けて

％」も近い？

名の参加者を迎え、展

観測史上最速タイで出された今年

実行委員会の方々と担当学芸員で

覧会のみどころ解説、関連イベン

の開花宣言。ちひろの庭でも、例

作品を点検、いよいよ展示の最終

ト紹介、そして茶藝師の瀬田裕二

年は

準備に入る。

さんによる中国茶が振舞われた。

花。すでに見ごろを迎えたユスラ

2月1日（金）

／

月上旬の枝垂桜がもう開

この展示が、少しでも両国の文化

ウメ、レンギョウ、桜草、スミレ

ちひろドキュメンタリー映画の、

交流発展の一助になればと願う。

などとあわせ、まさに春真っ盛り。

記念すべき初の自主上映会が、都

3月1日（金）

3月22日（金）

教職員組合杉並支部主催で行なわ

「ちひろの庭」展会期中、花柄の

内閣府から、公益財団法人の認定

れる。教科書の表紙絵や絵本を通

服をお召しの方には次回展の招待

通知書が届く。

して、また教室にカレンダーを飾

券をプレゼントする特典を企画し

4月3日（水）

るなどして、子どもたちにちひろ

た。初日から複数名のご利用があ

ちひろの記念切手が発売。切手フ

の世界を広げてくださった先生方

り、館内に一層の華やぎが加わる。

ァンの反響大きく、切手や記念ス

に、どれほど支えられてきたこと

3月3日（日）

タンプと同じ図柄の葉書や、掲載

か。上映前、感謝の気持ちをこめ

窓

年

年に

「世界中のこども

月に出前水彩講座を行なった中

みんなに

書籍まですべてお求めになる方も。

平和としあわせを」

竹迫祐子 （公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長

若い女性の絵本作家から、メールが届き

発機構） カ国中でも

番目。先進諸国

き継がれていく様子を伺わせます。
憲法

条は、
「すべて国民は、健康で文化

ました。現在、議員立法として提案されて

カ国の中では、アメリカ、スペイン、イタ

いる「子どもの貧困対策法」をより中身あ

リアに次ぐ

番目です。さらに、ひとり親

的な最低限度の生活を営む権利を有する。

るものにしようという呼びかけです。

家庭での貧困率は、母子家庭ですと ％と

国は、すべての生活部面について、社会福

一気に高まり、OECD諸国の中で

祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進

月

日には、法案制定を求める集会が行われ

番目に

ましたが、参加した高校生や大学生の困難

なります。しかも、子どもの貧困率は、

に努めなければならない」と定めています。

な生活や学びの機会を求める切実な訴え

年段階ですでに .％でした。貧困に陥る

健康な生活も、学ぶことや美術を楽しむこ

は、胸に迫りました。

原因は、親の離婚や解雇、病気、育児放棄

とも、この権利のもとに保障されています。
“世界中のこども

みんなに

平和とし

日本の子どもの貧困率（子ども全体の中

等々さまざまですが、その結果、子どもた

で何％の子どもが貧困世帯に属しているか

ちの健康、安全が阻害され、学習や文化の

あわせを”。いわさきちひろが残したこの

という数値）は、

享受を困難なものにしていることは明らか

言葉は、まさに、子どもを取り巻くあらゆ

月のユニセフレポート）。これ

です。 年からの貧困率の推移は、貧困の

る問題に繋がります。ちひろ美術館の揺る

は、調査対象となったOECD（経済協力開

連鎖が、親から子へ、子から次の世代と引

がぬ思いです。

人（

年

.％でおよそ

人に
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●次回展示予定

2013年8月7日
（水）～10月27日
（日）
〈企画展〉ずっと長さんとともに－長新太が描いた子どもの本－

ちひろ・絵本づくりの現場
生涯にわたって絵本表現の可能性を追求し
たちひろ。『りゅうのめのなみだ』など
年代の物語絵本から、平和の願いを込めて
描いた最後の絵本『戦火のなかの子どもた
ち』までの絵本づくりを、当時の編集者の
証言も交えて紹介します。
少年 『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）より

惜しくも
年に世を去った絵本画家・長新太
は、第二次世界大戦後の日本の子どもの本の隆
盛期に大きな足跡を残しました。本展では、長
新太が
年代から晩年にいたるまでに描いた
児童文学作品や、長新太自身が絵と物語を手が
けた作品などを展示します。

年

長新太 『あわてんぼライオン』
（徳間書店）より

ちひろ美術館・東京イベント予定

ht
t
p:
/
/
www.
chi
hi
r
o.
j
p/

各イベントの予約・お問合わせは、ちひろ美術館・東京イベント係へ。 TEL． －

●「手から手へ展」関連イベント 手から手へフォーラム
「手から手へ展」の参加作家が、 . 後の被災地の声をきき、各々の
想いについて語り合います。
○日 時： 月 日（土）
： ～ ：
要申し込み、 月 日（水）受付開始
○パネリスト：降矢奈々・荒井良二・市居みか（絵本作家）、
遠藤ヒロ子（福島子どもの本研究会代表）
○定 員： 名
○参加費：
円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

● 「手から手へ展」関連イベント
ワークショップ「手と手でかこう」
「手から手へ展」にオランダから出品した絵本作家
のワウターさん。みんなの機械の絵を手から手へつ
ないで、長～い機械にします。
○日 時： 月 日（土）
： ～ ：
要申し込み、 月 日（水）受付開始
○講 師：ワウター・ヴァン・レーク（オランダの
絵本作家）、通訳：野坂悦子
○対 象：小学生 ○定 員： 名
○参加費：
円（高校生以下は入館料無料）

● 「手から手へ展」関連イベント
木坂涼＆アーサー・ビナード
○日

詩の朗読会

時：

月 日（水）
： ～ ：
要申し込み、 月 日（火）受付開始
○講 師：木坂涼（詩人）、アーサー・ビナード（詩人）
○定 員： 名
○参加費：
円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

● 「手から手へ展」関連イベント ててん茶話会
「手から手へ展」の参加作家が、絵本カフェでみなさんをお待ちして
います。詳細はＨＰでご確認ください。
○日 時： 月 日（日）・ 月 日（日）・ 月 日（日）・ 月
日（日）・ 月 日（日）・ 月 日（日）・ 月 日（日）・
月 日（月祝）・ 月 日（土） 各日 ： ～ ：
＊参加自由
〈人事〉
年 月 日より、公益財団法人いわさきちひろ記念事業
団の事務局長に竹迫祐子、ちひろ美術館（東京・安曇野）学芸部長に
上島史子、ちひろ美術館（東京・安曇野）普及部長に阿部恵、ちひろ
美術館（東京・安曇野）総務部長に中平洋子が就任しました。

CONTENTS
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●松本猛×松本春野 親子対談「絵本『戦火のなかの
子どもたち』から『ふくしまからきたこ』へ」
いわさきちひろの息子・松本猛と、ちひろの孫で絵本作家の松本春野が、
絵本づくりについて話します。
○日 時： 月 日（土）
： ～ ：
要申し込み、 月 日（木）受付開始
○講 師：松本猛（ちひろ美術館常任顧問、絵本学会会長）、
松本春野（絵本作家）
○定 員： 名
○参加費：
円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

●ちひろの水彩技法体験 朝顔をかこう
ちひろの水彩技法をわかりやすく解説し、透明水彩で、ちひろが用いた
技法を体験する人気ワークショップ。今回は朝顔の絵を描きます。
○日 時： 月 日（日）
： ～ ： （当日受付、先着 名）
○対 象： 歳～大人
○参加費：
円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

●夏休み 針金造形ワークショップ
「特大クワガタを針金でつくろう」
○日 時： 月 日（日）
： ～ ：
要申し込み、 月 日（金）受付開始
○講 師：橋寛憲（造形作家）
○対 象： 歳以上（小 以下保護者同伴要） ○定 員： 名
○参加費：
円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

●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、親子で楽しく参加がで
きます。
○日 時： 月 日（土）
： ～ ：
○講 師：服部雅子（西東京もぐらの会代表、はとさん文庫主宰）
○定 員： 組 名 要申し込み、 月 日（水）受付開始
○対 象： ～ 歳までの乳幼児と保護者
○参加費：無料（入館料別、高校生以下は入館料無料）

●松本猛ギャラリートーク
月

日（日）

：

～

＊参加自由

●ギャラリートーク
毎月第 ・ 土曜日

： ～

●えほんのじかん
毎月第 ・ 土曜日
： ～ ＊参加自由

＊参加自由

〈展示紹介〉－平和で、豊かで、美しく、可愛いものがほんとうに好きで－ いわさきちひろ展／
〈企画展〉手から手へ展 －絵本作家から子どもたちへ 3.
11後のメッセージ－…許距
〈活動報告〉「中国の絵本画家展」関連イベント報告／「ちひろの庭」展関連イベント報告…鋸
ひとことふたことみこと／美術館日記／窓「世界中のこども みんなに 平和としあわせを」…漁
美術館だより No.
181 発行2013年5月10日
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