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ちひろと初山滋 −永遠のコドモ−
●2013年10月30日
（水）～2014年1月31日
（金）

協力：初山斗作、城田三茶、藤原浄峰、至光社、光村図書出版
後援：絵本学会、こどもの本WAVE、
（公社）全国学校図書館協議会、
（一社）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、杉並区教育委員会、中
野区、西東京市教育委員会、練馬区、武蔵野市教育委員会

大正時代の日本の童画の萌芽期から活

再興に立ち上がります。その翌年、まだ

魚姫を描いた場面では、深い水中の世界

躍し、第二次世界大戦後の新たな子ども

画家として活動を始めたばかりのちひろ

を幻想的に表現した初山に対し（図7）、

の本の動きのなかでも、後続の画家たち

も童画会のメンバーとなりました。後に

ちひろは1
5
歳の人魚姫の恋する心の表現

に多大な影響を与えた画家・初山滋。子

ちひろはこのころのことを次のように語

により重きをおいています（図8
）。

ども時代から初山の絵に憧れたいわさき

っています。
「戦いがおわった日、心の

“子ども”はふたりの生涯のテーマでし

ちひろは、生涯にわたって初山を敬愛し

どこかがぬくぬく燃え、生きていく喜び

た。「私は絵と共に生き、絵の中に戯れ

続けました。初山滋の没後40
年を機に開

があふれだした。忘れていた幼い日の絵

て生きている。締切りの仕事に追われる

催する本展では、絵雑誌や絵本、アンデ

本の絵を思いだし、こどものころのよう

ことはつらいけれども、絵を描いている

ルセンの童話、教科書など、共通する仕

に好きに絵を描き出した。いつのまにか

私の心は、童心の世界を漫歩しているの

事も多かった初山とちひろの作品をとも

童画家といわれ、日本童画会に入った。

だ。」と、初山は自分の絵について語って

に展示します。

武井武雄先生、初山滋先生方とはじめて

います。幼くして丁稚奉公に出され、い

初山滋とちひろの出会い

お目にかかった日、あふれる感動で胸が

わゆる子どもだった時間の短かかった初

いわさきちひろが誕生した1
9
1
8
年（大

いっぱいになった。ああこの先生方の絵

山にとって、
“子ども”は甘美な夢であり、

正7
年）は、童話童謡雑誌「赤い鳥」が創

でわたしは大きくなったのだ。私の心の

憧れでもあったのでしょう。一方、恵ま

刊された年でした。それに刺激されて数

なかには、幼い日見た絵本の絵がまだ生

れた子ども時代を過ごしたちひろは、

多くの雑誌が生まれるなか、翌1
9
1
9
年に

き続けている」。

「子どもを描いていると、自分の小さい

創刊された「おとぎの世界」の装丁や挿

ふたりの仕事

ときのことを自分で描いているという感
じがします。」と語っていました。

し絵を手がけて一躍注目を集めたのが、

初山滋とちひろには共通する仕事が多

当時2
2
歳の初山滋でした。19
2
7
年（昭和

く見られます。ひとつは教科書。初山は

洗練されたデザイン感覚を駆使し、自

2
年）、初山は武井武雄、岡本帰一ら７名

1
9
5
7
年（昭和3
2
年）から小学校の国語の

分のなかの子どもを夢幻の世界で遊ばせ

と日本童画家協会を結成、この年から絵

教科書の表紙絵（図３）を手がけ、その

た初山滋。子どものころのリアルな感覚

雑誌「コドモノクニ」にも毎月のように

絵は2
2
年間にわたって各学年の表紙を彩

を失わず、また母親としての実感を込め

作品を発表するようになります。（図1
）

りました。鳥や花、蛙、かかし、自転車

て子どもをやさしさで包み込むように表

絵を描くことが大好きな小学生だったち

などさまざまなモチーフを構成したモダ

現したちひろ。ふたりの画家の際立つ個

ひろは、この美しいカラー印刷で刷られ

ンな教科書は、どれほど多くの子どもた

性にご注目ください。

た大判の絵雑誌で、はじめて初山の絵を

ちの目をよろこばせたことでしょう。そ

目にし、その絵の夢に憧れたといいま

のなかにはちひろが扉（図５）や目次、

す。

挿し絵を描いたものも多く、特に「白い

1
9
3
0
年代に入って日本が1
5
年に及ぶ戦
争へと突き進んでいくなか、子どもの本

ぼうし」
（図４）の挿し絵は1
9
7
1
年から2
0
年間掲載が続きました。

も次第に戦時色に塗り込められていきま

アンデルセンの童話を描いた作品が多

した。戦争の絵を描かなかった初山は童

いのもふたりの画家の特色といえるでし

画家としての仕事を失い、ちひろは娘時

ょう。「マッチ売りの少女」
「赤い靴」
（図

代をずっと戦争のなかで過ごしました。

6
）など、同じ童話を題材にした絵も多

終戦後の1
9
4
6
年（昭和2
1
年）、初山は日

く、なかでも『にんぎょひめ』は同じ年

本童画会の創立に参加し、日本の童画の

に絵本を出版しています。海のなかの人

〈同時展示〉 初山滋の木版画

（上島史子）

初山滋（1897～1973）
東京・浅草に生まれる。小学校卒業後、模
様画工房に奉公に入り、後に日本画家の井
川洗厓に学ぶ。1
9
1
9
年に童話雑誌「おとぎ
の世界」の表紙を描いて注目を集め、以後
絵雑誌「コドモノクニ」などの絵で、童画
家として広く知られるようになる。1
9
2
7
年、武井武雄、岡本帰一らと日本童画家協
会を結成。第二次世界大戦中、子どもの本
の仕事が激減するが、この時期に木版画の
制作に集中した。1
9
4
6
年日本童画会結成。
戦後も絵本や教科書の表紙などを数多く手
がけた。

前期（１０月３０日～１
２月２３日）、後期（１
２月２５日～２
０１４年１月３１日）で
一部作品の入れ替えを行います。

日本で創作版画が盛んになったのは

を制作しました。空襲の最中にも、版木

な本藍の美しさなどがあげられます。大

１９２０年代からで、江戸時代の浮世絵のよ

を彫る手を休めず没頭したといいます。

変に手間のかかる「彫りすすみ」の手法も

うな分業による木版画とは違う、自画自

戦後も版画の制作は続けられました。

刻自摺の木版画が新鮮に受け入れられて

子どもを対象とした童画に対し、自分好

の手法について版画家・関野潤一郎は次

いました。そうしたなか、１９３０、３１年（昭

みの素材をより自由に表現できる版画

のように解説しています。
「まず紙の地の

和５、６年）ころから、初山滋も木版画を

で、初山は妖しく奇抜な発想や、モダン

白で残す、降る雪を彫る。天の黄と地の

はじめます。１９３４年（昭和９年）には恩地

な造形を展開していきます。版画家とし

うす墨色をぬりわけて摺る、次にバック

孝四郎の推薦で初山も日本版画協会の会

て専門的に活躍したら世界的な名声が得

を彫りとって、藍色のマントを彫る――

員になり、童画に取り組むかたわら、版

られるのにという周囲の声もあったよう

摺る――。顔の色などは筆彩的に版に画

画展への出品もするようになりました。

ですが、気分がのったときにだけ制作

いて、摺る。マントの模様を摺る。これ

好んで用いていました。大作「雪」
（図１３）

初山が本格的に木版画と向き合うの

し、摺った版画も気前よく訪ねてきた女

をくり返して、版木がほとんど彫られて

は、日増しに戦時色が濃くなり子どもの

性にあげてしまったといい、現存する作

しまった頃、版画が完成する」
。このた

本の仕事が減っていった時期でした。も

品は多くはありません。

め、
「彫りすすみ」のひとつの版木から摺

てあます時間を版画制作にあて、
「くらべ

初山の版画の特徴として、紙に摺り跡

十二姿」
（図９）
の６枚の組物版画や、私

がかすれて残るゴマ摺りやぼかしなどを

家版画本「月の世」
「かすりのズボン」など

用いた独特な摺りの手法、日本の伝統的

り出せる作品は１０枚前後だといいます。
初山滋のもうひとつの注目すべき画業
である木版画の仕事をご覧ください。
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童心の世界

図１

初山滋 「蝶さん

うつしますよ」１９３３年頃

絵雑誌「コドモノクニ」（東京社）より

図２

懐かしい教科書

図４
図３

初山滋 教科書「小学新国語４年上」
（光村図書出版）表紙 １９６０年代後半

いわさきちひろ 十五夜の子どもたち １９６５年
絵雑誌「こどものせかい」（至光社）より

いわさきちひろ 「白いぼうし」教科書「小学新国語５年上」
（光村図書出版）より １９６９年 ＊後に同社の国語４年上に収録
図５

いわさきちひろ 野の草と本を持つ少女
教科書「小学新国語３年上」（光村図書出版）扉 １９６５年

アンデルセンの童話

図６

初山滋 「赤い靴」
『アンデルセン童話１』（トッパン）より １９５４年

図９

べろんこべろんこくらべ
「くらべ十二姿」より １９４３年

図１
１ 子ども １９４８年

図７

初山滋 『にんぎょひめ』
（フレーベル館）より １９６７年

図８

いわさきちひろ 王子を想う人魚姫
『にんぎょひめ』（偕成社）より １９６７年

図１０ いろり １
９４０年代

図１２ 「よるのあそび」『もず』（至光社）より １９６５年

図１３ 雪 １９６０年代
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活動報告

８月１０日（土）大塚敦子講演会 ともに生きるということ −寛容な社会をめざして−
フォト・ジャーナリストの大塚敦子さん

知人のように思えてきて。ハイライトは、

私は、パレスチナやクルドなど難民を多

に、３.
１１後のご自身の体験や、自作に込め

洗浄した写真の展示会でした。津波で家を

く取材してきましたが、まさか自分の国

た想いについて、沢山の写真を交えながら

流され全てを失ったという女性が、なんと

で、人の絆や大地から切り離され、ふるさ

ご講演いただきました。一部を紹介しま

ご自分の誕生したときの写真を発見された

とを失う人たちが出るとは思ってもみませ

す。

んですよ。

んでした。事故によって福島の人や動物に

（中平洋子）

「ともに生きるということ」

８千人以上が犠牲となったボスニア・ヘ

なにが起きたか、その理不尽な状況を伝

言い換えると「誰も置き去りにしない」

ルツェゴビナのスレブレニツァの虐殺事件

え、風化に抗わなければ、と猫の視点から

ということ。人生は不確実なものです。人

（１９９５年）を取材したときのことを思い出

写真絵本にまとめたのが『いつか帰りたい

は、ある日突然の災害、事故、病気によっ

しました。今にも敵が攻めて来るというと

ぼくのふるさと』です。ぜひ子どもたちに

てメインストリームから転がり落ち、周縁

き、人は何を持って逃げると思いますか？

読んでもらい、さらに次の世代に引き継い

に追いやられるかもしれません。でも多様

それは、家族の写真なんですね。それで身

でほしいと思います。

性を認め、異質なものを排除しない社会、

元が分かるんです。写真の最も重要な役割

人と動物との絆

人と人、動物、自然が調和しながら生きら

は「いい思い出」を残すことなのだ、と今

れる社会の方が、誰にとっても生きやすい

回、改めて思いました。

ること、人と動物の絆について伝えるこ

はず。人間は連帯していくべきだと思うん

福島からきた福ちゃん（本名：キティ）

と、このふたつが私の仕事の柱となってい

死に向き合う人の最後の生き方を記録す

です、本当に。それを実現するためにさま

原発事故後に警戒区域から緊急避難を余

ます。非行、虐待、犯罪や病気で傷ついた

ざまな努力をしている、世界中の人たちの

儀なくされた人たちや残された動物たちを

人が、動物を愛し、動物から愛されること

取り組みを伝えるのが自分の役割だと思っ

思うと、とにかく何かしなければ、と動物

でセルフ・エスティーム（≒自己肯定感、

て活動しています。

愛護団体がレスキューしたある猫を我が家

自尊感情）を育み、動物を介して人との信

3.
11後の写真洗浄ボランティア

で引き取りました。福島から来たので「福

頼関係を築いている例がたくさんありま

地震発生時、私は地雷探知犬の取材でカ

ちゃん」と呼んで。幸い避難中の元の家族

す。今後は受刑者が盲導犬候補の子犬を育

ンボジアにいました。仕事に区切りをつ

とも再会を果たし、それをご縁に一時帰宅

てるプログラム、セルフ・エスティームを

け、南三陸町の歌津に入れたのは５月。写

にも同行させてもらいました。原発から４

テーマにした写真絵本、十代の裁判のルポ

真洗浄ボランティアに加わりました。海水

kmの大熊町で、放射能で汚染された自宅

を執筆する予定です。

で濡れたアルバムの写真洗浄は、大変に神

に防護服と靴カバーをして土足で入ったと

経を使う難しいものでしたが、作業するう

き、父親はもう二度と住めない、と覚悟を

ちに、アルバムに写された人たちが長年の

決めたそうです。

大塚敦子さんの公式サイト
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「ずっと長さんとともに−長新太が描いた子どもの本−」関連イベント

９月１４日（土） 対談

谷川俊太郎×松本猛

長新太の子どもの本

「ずっと長さんとともに−長新太が描い

なリアリティだと。そのリアリティの上に

ろう？”と、並べているようなところがあ

た子どもの本−」の関連イベントとして、

言語はかぶさっている。言語の皮膜を取り

るように思います。長さんの絵がどうして

生前の長新太を知る詩人の谷川俊太郎さん

去った本当の現実の手触り、実在感ってい

子どもの心に届くのかというと、子どもの

と当館常任顧問の松本猛が対談をしまし

うのをノンセンスは教えてくれる。長さん

感覚に近いからだと思います。

た。その一部を紹介します。

のノンセンスは、理詰めでは出てこないで

谷川：子どもはセンスに縛られていないか

長さんのノンセンス

しょう。インスピレーションから出てくる

らね。僕がノンセンスの詩を書くとき、自

谷川：長さんってノンセンスなことをやり

と思うんです。長さんの場合、イメージか

分は人間社会に属していないっていう感じ

ながら、日常生活はきちんとしていた人だ

ら出てくることもあるのかもしれないけれ

がします。そこからインスピレーションが

と思うんですよ。

ど、言葉で出てきているようなところがあ

生まれる。長さんも人間社会の意味の連関

松本：紳士でしたよね。長さんの現実生活

るんです。最初の２行でポンと違う世界に

からはずれたところで『にんげんになった

と絵にはギャップというか……。

行けちゃうみたいな。彼は、興味のある現

ニクマンジュウ』なんかを描いたんじゃな

谷川：ギャップではなくて、意味を自分の

代美術を見ることも含めて、体験を全部、

いかな。

なかで確立しているからこそ、ノンセンス

意識下に流し込んじゃっているんじゃない

長さんのやさしさ

に生きることができるんだと思います。鶴

かな。それを簡単に言語化したり、写実的

松本：『くもの日記ちょう』にはマティス

見俊輔さんは、ノンセンスを「存在の手触

な絵にしないで一旦意識下に持って、ある

やデュフィにも通じる造形性があるのです

りを教えてくれるもの」といっていて、つ

ときポッと出てくるのを待っているような

が、あたたかいんですよね。ちょっとした

まり、意味をひきはがすことで、実在の手

気がする。僕もそういうところがあるの

線、波のタッチや、やわらかな雲の線とか

触りが生まれるんです。

で、自分に引き寄せているのかもしれない

に、人間へのやさしさだとか信頼みたいな

松本：長さんの場合、現実の世界に対する

けれど。だから、長さんが好きだったって

ものが感じられる。これが長さんの本質的

抵抗感なんかがあったのでしょうか？

いう漫画家のジェームズ・サーバーなんか

な部分なんだと思います。

谷川：根本的に意味って人間がつくりだし

とは全然違う世界だと思うんですよね。サ

谷川：僕は『みみをすます』の扉に描かれ

たもので、言語が発生する前は世界は無意

ーバーは人間の世界でのユーモアなんかを

た、３本の線だけで描いた顔なんかを見る

味だったって、僕は考えるんです。多分、

描いているけど、長さんはもっと飛んでい

と、禅坊主のような感覚があって、突き抜

長さんも似たようなことを考えていたんじ

ますよね。

けているんだけれど、彼は本当に人間が好

ゃないかな。野生の動物は、自分の肉体だ

松本：子どもが自分の好きなものを脈絡も

きだったんだなって思います。人柄が出て

けで生きてるわけでしょう。それが基本的

なく集めてきちゃって、“どうだ面白いだ

いるんですよね。

（原島恵）

4

ひとこと

7月23日（火）

ふたこと

８８歳になる祖母の介護の合間に来
ました。子どものころの気持ちを

8月27日（火）

ずに生きていきたいです。（みみ）

みこと

思い出せる場所ですね。祖母に育

絵本が大好きで、子どもが幼いこ

【長新太展の感想ノートより】

てられてきたので、介護中、不思議

ろはよく読み聞かせていました。

8月16日（金）

な気持ちになることがあります。

最近は絵本でつながることが少な

長さんの絵を見ていると、ピリピ

“この認知症の老人は誰なんだろ

くなってしまいましたが、今日は

リしていた心がホワホワしてくる。

う”と。ちひろさんの絵を見てい

久しぶりに親子で楽しんでいます。

ユーモラスな絵も鼻の奥がツンと

ると、祖母がどういうふうに育て

中１と小６の息子たちが私よりも

してきて、真っ赤な夕焼けを眺め

てくれたのか思い出せました。も

夢中になって、たくさんの絵に触

ている気分になる。長さん、あり

う少し頑張ってみます。（２７歳♀）

れている姿を見てとても幸せです。

がとう。

8月21日（火）

9月1日（日）

9月14日（土）

ちひろさんの絵はとてもやさしく、

入院の外泊中に、人生二度目の来

小学生のころに出会った絵本をふ

ときには切なさを感じます。
『戦

館。このまま美術館から病院へ戻

いに思い出しました。これも長さ

火のなかの子どもたち』は、すご

ります。ひとりの闘病は辛くさび

んだったのか！と。高校生になり、

く切ないです。家族を探しつつ前

しいですが、ここを訪れて、少し

一度離れていた絵本にまた心をく

向きに生きていく子どもたちの姿

心が軽くなった気がします。やさ

すぐられ、ゆさぶられています。

に心打たれました。私はこれから、

しい時間の流れるこの空間に連れ

心躍らされるってこういう感覚か

さまざまなことから刺激を受けて

てきてくれた母に、そしてあたた

も、と長さんの絵に囲まれて思い

いくと思いますが、きっとこの作

かい心にしてくれたちひろさんに

ます。

（高３さつき）

8月4日（日）

教員内見週間をスタート。夏休み

8月21日（水）

／

「手から手へ展」最終日。“みんな

中の先生方が、気軽に美術館を訪

夕方から、激しい雨と雷。上石神

の手の木”には、会期中に８９０枚の

れてくださることに期待したい。

井の雨量計では３０分間に９２ミリの

メッセージが寄せられた。本展作

8月17日（土）

局地的大雨を観測。

品は、来年まで国内各地を巡回す

台湾より台東大学児童文学研究所

9月1日（日）

る。

の先生率いる団体が来館。絵本の

庭のシュウメイギクが開花。今年

8月7日（水）

愛好家や児童書の研究者もいらし

は、どの花も例年より開花が早い

「ずっと長さんとともに―長新太

たため、スタッフに熱心な質問が

ように思われる。

が描いた子どもの本」展初日の閉

向けられた。

9月5日（木）

館後に、オープニングレセプショ

8月18日（日）

早朝より激しい雷雨。午後は一転

ンを開催した。作品に囲まれて、

この夏、全国有数のうちわの産地

して、青空。まだ蝉の声がするな

長さんの奥様を初めとする縁の深

である香川県丸亀市で、ちひろの

か、美術館の庭で散りはじめた百

い方々とともに、明るく和やかな

ピエゾグラフ展が開催された。そ

日紅に秋の訪れを感じる。

ひとときを過ごした。

のご縁で、現地より伝統工芸品・

9月9日（月）

8月8日（木）

丸亀うちわの材料を取り寄せ、昨

休館日を利用して防災訓練を実施。

いわさきちひろ３９回目の命日。来

日と本日の二日間にわたり、うち

スタッフ一同、防災意識を高める

館された方々には、平和をテーマ

わづくりの親子ワークショップを

機会としたい。

にした過去の展覧会のパンフレッ

開催。純国産の竹と仙花紙にちひ

9月10日（火）

トを配布、好評を博した。

ろのにじみの水彩技法が合わさり、

開館記念日の特別イベント・たて

8月15日（木）

色とりどりの涼しげなうちわが誕

もの探検ツアーを実施。普段は見

本日より、当館初の試みである、

生した。

られないバックヤードも特別公開。

美術館
日記

窓

感謝します。春から社会人になり

品を忘れることはないでしょう。
（中３

Sayaka）

ますが、今日感じた気持ちを忘れ

（福島に住む母）

／

「“ハエをのみこんだおばあさん”にならないために」
竹迫祐子 （公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長

広島の平和公園の一角に、勤労奉仕に
出ていた全員が被爆死した広島市立高女
の慰霊碑があります。碑のレリーフには、

詩人のアーサー・ビナードさんは、世
界でこの碑が一番好きだと言います。

わず小手先の対応を繰り返す。今の日本
の原発対応そのものと夫妻は語ります。

先日、東京館で開催したアーサー・ビ

オリンピック誘致のＩＯＣ委員会で福島第

ナード＆木坂涼夫妻の朗読会では、木坂

一原発の放射能汚染水は完全にブロック

少女が、E＝MC と記された箱を持って

さんが訳したアメリカに伝わる遊び歌の

されていると説明した安倍首相ですが、

います。E＝MC2はアインシュタインが

絵本『ハエをのみこんだおばあさん』
（フ

その直後、汚染水は大量に外海に流出し

発見した質量とエネルギーの等価性を示

レーベル館）を朗読。うっかりハエを飲

ていることが明らかになりました。

す公式。原子核反応もこの公式で示され

みこんだおばあさんが、そのハエを何と

原爆も原発も、その原子核反応のメカ

ます。碑が建立された１９４８年当時、占領

か片付けようと次々に大きな生き物を飲

ニズムはともにE＝MC2という公式で表

国アメリカによって原爆というコトバの

み込んで、ついには馬を飲み込み死んで

されるとビナードさんは語ります。人智

使用が禁じられ、遺族は何とか娘たちを

しまうというナンセンスです。この愚か

を超える自然災害で、コントロール不能

奪った“もの”が何であったかを伝えよう

なおばあさん、問題が起こっても、問題

となった原発。私たちには、それを再び

と腐心し、この公式を刻みました。

の本質を認識しないで、必要な対策を行

稼動させない英知があるはずです。

３人の少女の真ん中、天使の羽を付けた
2

5

I
NF
ORMAT
I
ON
●次回展示予定

2014年3月1日
（土）～2014年5月18日
（日）
〈企画展〉 クヴィエタ・パツォウスカー展

世界中のこどもみんなに
平和としあわせを
～ちひろの願い展（仮）

チェコの女性アーティスト・クヴィエタ・パツォウスカーは、８５歳の今
なお精力的に制作を続け、世界中で展示を行っています。本展では、絵
本原画を中心に、ペーパースカルプチャーや、近年の
作品も展示し、その作品の楽しさと魅力を紹介します。
Květ
aPacovská:Rot
r
ot
hor
n©1999 byRavensbur
ger
Buchver
l
aogOt
t
oMai
eGmbH,Ravensbur
g(
Ger
many)

「世界中のこどもみんなに平和としあわせを」 １９７０年

クヴィエタ・パツォウスカー『Rot
r
ot
hor
n』より １９９９年

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。イベント参加費のほか、別途入館料が必要です（高校生以下は無料）
。
TEL．
０３－３９９５－０６１２ Emai
lchi
hi
r
o@gol
.
com

●スライドトーク「初山滋といわさきちひろ
～感性がつなぐふたりの画家～」
多彩な作品を生み出した浅草育ちの粋人・初山滋の素顔や人生、いわ
さきちひろとの接点などを紹介します。
○日 時：１１月９日（土） １４：００～１５：００
○講 師：竹迫祐子（安曇野ちひろ美術館副館長）
○定 員：５０名 要申し込み、
１０月９日（水）受付開始
○参加費：無料

●新春・ちひろの水彩技法ワークショップ

手づくりぽち袋

水彩絵の具のにじみを体験する人気のワークショップ。お正月にぽち袋
をつくります。
○日 時：２０１４年１月２日（木）
１月３日（金）１１：００～
○定 員：先着７０名
当日申し込み 受付開始１０：００～
○対 象：５歳～大人
○参加費：２００円

●初山滋の貴重本を見る会
ケース展示では見られない貴重な希少本や私家版画本を、学芸員がめ
くって解説します。
○日 時：１１月２３日（土・祝）１７：１５～１８：１５
○講 師：ちひろ美術館学芸員
○定 員：２０名 要申し込み、
１０月２３日（水）受付開始
○参加費：５００円

●アーサー・ビナード講演会
絵本づくりにも取り組む詩人のアーサー・ビナードが、東日本大震災の
復興支援や自作の絵本について語ります。
○日 時：２０１４年１月１２日（日） １４：００～１５：３０
○講 師：アーサー・ビナード（詩人）
○定 員：８０名 要申し込み、
１２月１２日（木）受付開始
○参加費：１０００円

●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。０～２歳までの乳幼児と保護者対象。
○日 時：１１月３０日（土） １１：００～１１：４０
○講 師：服部雅子（西東京市もぐらの会代表、はとさん文庫主宰）
○定 員：１５組３０名 要申し込み、
１０月３０日（水）受付開始
○対 象：０～２歳までの乳幼児と保護者
○参加費：無料

●無料感謝デー

12月15日（日）

●新刊紹介
『KAWADE夢ムック 文藝別冊 いわさきちひろ
平和を願い、こどもを描きつづけた画家』
発売日：２０１３年９月１２日
体裁：２０８×１４６mm、２０６ページ
定価：￥１,
２６０（税込）
ちひろ美術館監修、河出書房新社・発行

●松本猛ギャラリートーク

いわさきちひろの誕生日（１９１８年１２月１５日・生誕９５年）を記念し、お客
さまへの感謝の気持ちを込めた、どなたでも無料でご入館になれる感
謝デー。さまざまなお楽しみプレゼントや、この日限定の特別企画も。

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：２０１４年１月１９日（日） １４：００～
○会 場：展示室内 ※参加自由

●Yaeライブ＆トーク
農的暮らしをしながら歌手として活動するＹａｅが歌い、食と農、子
どもたちの未来や歌に込める想いを語ります。子どもも一緒に楽しめ
るイベントです。すてきな音楽とともにクリスマスまえのひとときを
お楽しみください。
〇日 時：１２月２１日（土）１４：００～１５：３０
○出 演：Yae（ヴォーカル） 越田太郎丸（ギター）
渡辺亮（パーカッション）
○定 員：８０名 要申し込み、
１１月２１日（木）受付開始
○参加費：大人２５００円 小学生以下１５００円
こし
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●ギャラリートーク

●えほんのじかん

毎月第１・３土曜日
１４：００～ ＊参加自由

毎月第２・４土曜日
１１：００～ ＊参加自由

●年末年始・冬期休館のお知らせ
ちひろ美術館・東京は、２０１３年１２月２８日（土）～２０１４年１月１日（水）
まで休館、新年は１月２日（木）より開館します。２０１４年２月１日（土）
～２月２８日（金）までは、館内整備のため冬期休館いたします。

〈展示紹介〉ちひろと初山滋―永遠のコドモ／初山滋の木版画…許距
〈活動報告〉大塚敦子講演会／対談 谷川俊太郎×松本猛「長新太の子どもの本」…鋸
ひとことふたことみこと／美術館日記／窓「“ハエをのみこんだおばあさん”にならないために」…漁
美術館だより No.
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