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隠東京

●展示室1・3

ちひろの本棚
●2015年5月27日（水）～8月2日（日）

　自宅の跡地に開館したちひろ美術館・
東京には、復元されたアトリエの本棚の
なかに、ちひろの蔵書が当時のままに残
されています。世界や日本の童話、詩集
や文学などの文芸書、美術全集、動植物
の図鑑、世界の文化地理大系など、ちひ
ろの好みやインスピレーションのもとが
垣間見えるさまざまな本があります。
日本の文学
　１９６６年に始まる童心社の「若い人の絵
本」シリーズは、若い世代を対象に、ち
ひろが自ら好きな文学作品を選んで絵を
つけたものです。宮沢賢治の『花の童話
集』、万葉集をテーマにした『万葉のう
た』など日本の文学の世界を、モノクロ
ームで抒情豊かに表現しています。『た

けくらべ』（図３）はシリーズ６冊目にあ
たり、少女時代からの愛読書でした。ア
トリエの蔵書には、一葉の「たけくらべ」
の肉筆原稿を掲載した本もあり、千蔭流
の心得があった一葉の書が紹介されてい
ます。１８歳より藤原行成流の書を習って
いたちひろも、本の装丁に使う題字を、
流麗な縦書きで書しています。（図１）
旅のスケッチ
　絵を描くことの次に旅が好きだと語っ
たちひろは、全２８巻からなる大型本『世
界文化地理大系』を揃えていました。「北
ヨーロッパ」の巻の、アンデルセンの生
家を紹介した写真ページには、ちひろの
興味を示すように、四葉のクローバーの
押し葉が挟みこまれています。１９６６年春、

画家仲間とのヨーロッパへのスケッチ旅
行では、アンデルセンの生地を訪ねるた
め、ちひろは一行と別れてオーデンセま
での日帰り旅行を決行します。ちひろは
「これから描く私のアンデルセンに、こ
の旅はいろいろと力になってくれるでし
ょう」と回想しています。（図２）
花と子ども
　花を愛したちひろは、庭にたくさんの
草花や樹木を育て、絵のなかに登場する
植物は８０種を越えるといわれます（図４）。
植物図鑑のほか、花に関する雑誌や写真
のスクラップも残されています。
　本展では、作品とともに遺品の蔵書や
資料をあわせて紹介し、ちひろの絵と本
との関わりを探ります。 （山田実穂）

協力：あかね書房、絵本館、偕成社、教育画劇、クレヨンハウス、佼成出版社、
講談社、こぐま社、小学館、童心社、徳間書店、BL出版、ビリケン出版、
福音館書店、復刊ドットコム、文溪堂、文研出版、ポプラ社、理論社

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、（公社）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

●展示室2・4

　惜しくも長新太が他界して、今年で１０
年になります。漫画家、イラストレータ
ー、エッセイスト、絵本画家として縦横
無尽の活躍をし、数多くの作品を遺した
長新太。なかでも、独特のユーモアあふ
れるナンセンス絵本で戦後の日本の絵本
に新境地を切り拓きました。作品に見え
隠れする画家の姿は虚実入り乱れていま
す。長新太とは一体なにものだったので
しょうか？本展では、絵本や子どもの本
の原画、漫画やイラストレーションなど
を展示し、その特異な発想の源を探りま
す。「イマジネーション」と「センスと
ナンセンス」の２部構成で、１０のテーマ
から約１５０点の作品を展示します。
〔イマジネーション〕
　長の作品に共通するのびやかなユーモ
アに満ちたイマジネーションの世界は、
貪欲におもしろいことを追求する子ども
の発想に似て、生の深いところから湧き
出ているようです。「巨大な……」、「イ
カとタコ」、「ライオン」、「変身」の４つ
のテーマからその想像力の源を探ります。
巨大な……
　長の絵本には、通常のスケールをはる
かに超えた巨大なクレヨンや、山全体を
包む編みもの、巨大な鳥や芋虫がなんの
前触れもなく登場します。（図１）「一番の
根本に巨大願望というか、巨大なものが
かきたいというのがある」と語った長。と
てつもなく巨大なものがユーモアととも

にあらわれることで生じる驚きとおかし
さは、現実世界から心を解放してくれます。
イカとタコ
　国内すべての水族館を訪ね歩くほど水
の生きものに魅了されていた長。とりわ
け愛していたのがイカとタコです。長は、
その生態からインスピレーションを受け、
ユーモラスにデフォルメを加え、繰り返
し作品のなかに登場させています。長の
イマジネーションに水を得て、イカとタ
コは大暴れしています。（図２）
変身
　長の絵本のなかでは、花とネコが合体
したり、クジラがキャベツになったり、
特別な呪文や魔法を使うことなく変身が
起こります。それは、子どもが興味を持
つ対象に「なりたい」と思う願望を鮮や
かに具現化しているようです。（図３）
〔センスとナンセンス〕
　長のアトリエには、絵本や漫画の構想
を描きとめた手帳が１０冊ほど遺されてい
ました。（図４）「ナンセンスだからとい
って、ひとりよがりじゃいけない」と語
った長は、手帳に描いた最初の過激な発
想を複数のダミー本を経て研磨し、普遍
性を持つかたちに仕上げました。「長新
太の絵本づくり」、「漫画―線の表現」、
「ナンセンス」、「ちへいせんのみえると
ころ」、「快と怪」、「記憶」の６つのテー
マから作品の背後にある透徹した視点と
生理的快さを追求する感覚に迫ります。

漫画―線の表現
　１９４９年に漫画家としてデビューした長
は、海外の漫画の線に影響を受け、さま
ざまな線の表現を試みるなかで、独自の
あたたかみのある線を獲得しました。卓
越した発想を視覚化する明快な線には、
長年培ってきた自在な漫画の精神が生か
されています。（図５）
ナンセンス
　詩人の谷川俊太郎は長のナンセンスを
評して「言語の被膜を取り去った本当の
現実の手触り」と語りました。生理的な
快さを感じさせる鮮やかな色彩や擬態語
を効果的に取り入れた短い言葉、理屈を
超えた展開など、長の絵本には、常にお
もしろいことを求め、体全体で喜びを感
じる子どものような身体感覚が宿されて
いるようです。（図６）
ちへいせんのみえるところ
　長が手がけた作品には、どこまでも地
平線が続く大平原や、水平線を見渡せる
水辺が舞台となっているものが多くあり
ます。さまざまな動物が駆け抜けたり、
ときには不安になるほどの静寂に包まれ
たり、次々と起こる突拍子もないできご
とを受け入れる自由な空間は長の脳内に
広がる原風景といえるでしょう。（図７）
　原画のほかに、未発表のダミー本や自
筆原稿、遺品なども展示し、迷宮のよう
に広がる奇想天外な長新太の脳内にご案
内します。 （原島恵）

〈企画展〉没後10年「長新太の脳内地図」展
●2015年5月27日（水）～8月2日（日）
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●展示室1・3

『世界文化地理大系１４北ヨーロッ
パ』（平凡社）より　１９５５年

『肉筆版選書たけくらべ』
（えんらく社）１９５８年

図２　オーデンセ　アンデルセンの家　１９６６年 図４　藤の花と子ども　１９７０年

●展示室2・4

図４　長新太の手帳
 『イカタコつるつる』の構想が描かれている

図７　『ちへいせんのみえるところ』（エイプリル・ミュージック
／ビリケン出版）より　１９７８年

図１　『ブタヤマさんたらブタヤマさん』（文研出版）より　１９８６年

図３　はな緒が切れた信如『たけく
らべ』（童心社）より　１９７１年

１９６３年、ちひろは下石神井の自宅にアトリエを増築。
作り付けの本棚が備えられました。

復元アトリエの本棚（部分）

図１　「たけくらべ」題字（左）
　　　『たけくらべ』（童心社）より　１９７１年

図２　『イカタコつるつる』（講談社）より　２００４年　＊講談社蔵

図６　『ゴムあたまポンたろう』（童心社）より　１９９８年図３　『まねっこねこちゃん』（ベネッセコーポレーション／文渓堂）より　
１９９６年

図５　『つみつみニャー』
　　　（あかね書房）より　１９７４年
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活動報告

　「聖コージズキンの誘惑展」オープン前日
の２月２８日、スズキコージさんと松本猛に
よる対談が開催されました。この日はコー
ジさんのお誕生日。ライブペインティング
で描かれた巨大な絵や、バリで制作された
バティックで埋め尽くされた展示空間のな
かで、コージさんの哲学やエネルギーの源
についてうかがいました。対談の一部をご
紹介します。 （上島史子）
 

ライブペインティングの醍醐味
松本：この「聖コージズキンの方舟」は、
松本のパルコ前の広場で、３日間くらいの
ライブペインティングででき上がりました
よね。
スズキ：ストリートで描くと、いろんな人
が絵を見て、いろんなことをいう。ライブ
ペインティングの醍醐味ですね。
松本：まずキャンバスを貼って、周りに絵
の具を用意して、傘や帽子や冠なんかを並
べて、好きな音楽を鳴らし始める。コージ
さんはそうやって、雰囲気を固めていくん
ですね。用意ができたら、最初に水をバシ
ャバシャかける。それから絵の具の塊を、
手でべたっとやるわけです。そのうち黒の
塊のなかに目だまを描き始めて、もうどん
どんいろんなものが勝手に動き始めます。
スズキ：どうしてこんな絵ができ上がって
くるのか、わからないんだよね。僕の場合、
即興性が強くて、音楽でいうとジャズに近
い。絵というのは、自分で宮殿でも川でも
海でも、なんでも描けちゃう。一種の天地
創造みたいなことが一枚の絵のなかででき
てしまうわけで、こんな楽しいことはない
ですね。

「NEO サルビルサ」
松本：この「NEO サルビルサ」が最新作
ですね。
スズキ：湾岸戦争が勃発したころに描いた
『サルビルサ』という絵本がもとになって
いるんですけど。この絵本は戦争のバカバ
カしさをあらわしていて。浜松の高校生だ
ったころ、授業中にホチキスでとめた漫画
ブックをつくっていまして、そのなかにも
うこのストーリーの原型がありました。
「ジモジモジモ！」「モジモジモジ！」って、
ふたつの国の人が全部反対のこというんだ
よね。「ズナカ　サルビ　ビレ　モジ！」は
「むこうの連中が獲物を狙ってます！」み
たいなね。
松本：そのコージ語が生まれたのも高校生
のころだったんですか？
スズキ：家でも学校でも、こうやってしゃ
べり続けていたら、僕のクラスはそれが蔓
延して、ほとんど日本語を話すやつがいな
くなってしまいました。
松本：まわりに乗りのいい人が多かったん
ですね。だからコージさんの不思議な部分
が伸びていったんだな、きっと。
 

原始のエネルギー
松本：コージさんはメキシコやバリ、ルー
マニアというところへよく行っていて、僕
は最初、そうした文化に影響を受けたのか
と思っていたのですけど、どうもそうじゃ
ないんですよね。「そこに行って自分を発
見する」「そこに自分の根っこがある」と
いうようないい方をしますね。
スズキ：メキシコに行ったときには、民族
学博物館にインディアンの人たちの切り絵
が陳列されているのを見て、「なんで僕の
絵がここにあるの？」って思ったんです。
ルーマニアは、魔法の国だと勝手に思って
いて、行ってみたらやっぱりそうだった。
あの国の人たちは、生き方がすごくたくま
しい。
松本：ずっと太古からつながってくる人間
のエネルギーが、たぶんコージさんの絵の
源泉になっていると思うのですが、もうひ
とつ、コージさんの作品を見ていて、宇宙
観みたいなものを感じるときがあるんです。

NEO サルビルサ　2014年

物理学者の池
内了さんと
『重さと力』
という科学の
絵本をつくっ
ていらっしゃ
いますが、こ
れとコージさ
んの世界って、
実は自然と結
びついている

気がするんです。いろんな力のバランスに
よって宇宙空間はできているというような
ことが書かれているんですけど。
スズキ：科学や物理学の世界に絵を入れる
っておもしろいね、すごく楽しかった。
NO NUKES !
松本：コー
ジさんはこ
ういう絵を
描きながら、
もう一方で
脱原発の運
動をすごく
積極的にや
っていらっ
しゃいます
よね。この
展覧会にも
チェルノブイリの写真を撮っている写真
家・本橋成一さんの写真を素材にした「NO
 NUKES !」の作品があります。
スズキ：本橋さんは親しい友達で、「どっ
さり写真があるんだけど、二人でなんかつ
くろうよ」と声をかけてくれて。本橋さん
の白黒の写真がめちゃくちゃよくて、それ
を切ったり貼ったりしたんです。写真をア
ートにしていくというおもしろさがあった
反面、その写真の内容が放射能汚染の世界
ですから、今の時代の大変な恐怖を含んで
いるわけです。とにかく放射能汚染はいけ
ないね、どう見ても。世の中を喜びで生き
ていこうと思っている人たちは、もうどな
たも「NO NUKES」だと僕は思います。何
世代にも渡って、人間の原点の喜びという
のが失われるわけですから。
松本：現代の社会というのはものすごく急
激に発展してきていますけど、５０年後の世
界に我々は責任を持たなければならないん
じゃないかと思います。「自然の一部であ
る人間」ということを、もう一回考え直さ
なければいけない。コージさんは、自然や
宇宙や、いろんなことを考えて、絵のなか
で「これはおかしいよ」ということを、ポ
ンといってくれる。コージさんの絵は、大
切なことを理屈ではなしに我々に語りかけ
てくれているような気がするんです。

2月28日（土）〈 聖 コージズキンの誘惑展　関連イベント〉 対談 スズキコージ×松本猛
セント

『重さと力』2010年　福音館書店

聖コージズキンの方舟　2013年

NO NUKES ! 　2011年
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ひとこと
ふたこと
みこと

美術館
日記

窓
竹迫祐子（公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長

　　　おともだちと　なかよし。
　　　かぞくが、げんき。
　　　えがおで　あそぶ。
　　　ねこが　わらう。
　　　おなかが　いっぱい。
　　　やぎが　のんびり　あるいている。
　　　けんかしても　すぐなかなおり。
　　　ちょうめいそうが　たくさんはえ、
　　　よなぐにうまが、ヒヒーンとなく。
　この詩（引用は部分）は、沖縄県平和
祈念資料館が募った「平和のメッセージ」
に、沖縄に生まれ育つ６歳の安里有生少
年が寄せたもの。２０１３年６月２３日の沖縄
全戦没者追悼式で朗読され、多くの人々

の心を動かしました。安里少年が綴った
平和のイメージを、絵本作家の長谷川義
史が描いて、絵本『へいわって　すてき
だね』（ブロンズ新社）が刊行されたのは
昨年６月。
　その後、少年の暮らす与那国島では、
今年２月に、住民投票の６割の賛成で陸
上自衛隊の部隊配備が決定し、今沖縄で
は、県民の民意を無視して、国が米軍の
沖縄普天間基地に代わる名護市辺野古の
新基地建設を進めようと、中止していた
基地建設のための岩礁破壊を含めたボー
リング調査を強引に再開しています。
　いわさきちひろが残した「世界中のこ

ども みんなに 平和としあわせを」とい
うことばを、ちひろ美術館は繰り返し語
り続けています。それでは、「平和」と
は？と聞かれて、その具体的なイメージ
を語ることばを、私たちは安里少年のよ
うにきちんと持っているだろうかと考え
ます。
　与那国での日々の暮らしから、戦争の
ない平和な情景を豊かに思い描き、「み
んなの心から、平和が生まれる」と語る
子ども。私たち大人は、そんな子どもた
ちに「平和」な世の中をつくる、そのた
めの未来への選択をしなくてはならない
と思います。

絵本『へいわってすてきだね』

1月17日（土）
３０年ぶり。すっかり館内はさまが
わりしましたが、美しい絵はかわ
りません。ちひろさんの願う平和
を同じ気持ちで願います。戦争は
もちろん、天災も最小限でありま
すように。神戸の震災から２０年が
過ぎました。
1月31日（土）
８３歳の主人もいっしょに来てくれ
ました。満ち足りた、いつもの主
人とは別の表情を受け取り、とて
も幸せなひとときでした。
 （幸せな高齢者）
1月31日（土）
『戦火のなかの子どもたち』とい
うちひろさんの絵本を読みました。
心に残ったことばがあります。
「赤いシクラメンの花がちってし
まっても　やっぱりきえない　わ

たしの心のおともだち」
下線のところが、一番私の心のな
かにひびきわたりました。世界の
なかではこういう子どもたちが何
人も、何十人も、何百人も、いる
んだなぁと改めて思い、私のなか
でなにかが変わりました。 （あい）
3月18日（水）
家族３人で来ました。何度も読ん
だ『窓ぎわのトットちゃん』。ちひ
ろさんの絵がぴったりで、光景が
目の前に浮かんでくるようです。
５月に誕生する予定の我が子とい
っしょに、ゆっくり見せていただ
きました。よい出逢いに巡り合え
るよう、これからの時間を大切に
していきます！
3月25日（水）
３年ぶりに来ました。ちひろさん
の絵も好きなのですが、美術館自

体の空気が好きです。あたたかく
て気持ちよい。大好きな人に微笑
みかけられているような気が、い
つもします。春からは大学生にな
るのですが、暇を見つけてたくさ
ん足を運びたいと思います。ここ
を訪れると、私自身もやさしくな
れる気がするから。 （S.A）
〔聖コージズキンの誘惑展ノートより〕
3月8日（日）
すごいエネルギーを感じるのです
が、破滅的なものではなく、なん
でも生まれてきてしまう感じが好
きです。エネルギーが湧いてく
る！ （海老原永子）
3月14日（土）
描きたいものを描く力が得られた
とき、本当に自由になれる気がし
ました。すばらしい。どこにもな
い世界がここにある。 （komo）

1月31日（土） 
昨日の昼まで雪が降り続き、中庭
とちひろの庭の花壇も真っ白に。
展示最終日の本日は３００名を超え
るお客さまが来館。明日からは、
館内整備のための冬期休館。
2月7日（土） 
２００２年のリニューアルオープン以
来、事務室各デスクで使用してき
た電話機を一新。便利な新機能が
増えたが、新機種を使いこなせる
まではしばらくかかりそう。
2月27日（金） 
展示替え二日目。「 聖 コージズキ

セント

ンの誘惑展」のため、高所リフト
を使用した大掛かりな飾りつけが
進む。ライブペインティングで描
かれた巨大な絵や、切り絵の万国
旗、立体作品、大型の顔出し写真
用パネルなど、あちこちにエネル
ギッシュでカラフルな作品が出現。

2月28日（土） 
午後のスズキコージ×松本猛対談
（詳細はｐ.4）に続き、夕方からは、
レセプションを開催。展示のオー
プニングを祝福し、美しいベリー
ダンサーたちも登場して場を盛り
上げる。１ヵ月の冬期休館も終了
し、いよいよ明日、新しい展示が
幕を開ける。
3月1日（日） 
展示初日。気温６度の雨のなか、
２００名以上が来館され、館内には
ひと足早く春が訪れたよう。
3月8日（日） 
美術館がある練馬区内の貫井図書
館で、ドキュメンタリー映画「い
わさきちひろ～２７歳の旅立ち」の
自主上映会開催。美術館からもス
タッフがご挨拶にうかがい、主催
者の熱い想いと集まったお客さま
の感動をありがたく受け取る。

3月13日（金） 
中野区上鷺ノ宮小学校２年生の４
つのクラスで、水彩ワークショッ
プの出前授業を実施。無邪気な生
徒たちから「今度はいつ来るの？」
と聞かれ、スタッフに笑みがこぼ
れる。「今度は、美術館で会いま
しょう」と約束し、学校をあとに。
3月14日（土） 
美術館スタッフとともにいわさき
ちひろのゆかりの地“神田神保町”
を訪ねる一日散策のツアーを実施。
終戦後、画家をめざして単身疎開
先から上京したちひろは、神田の
親戚の屋根裏部屋に下宿しながら、
町の人々をモデルにたくさんの絵
を描いた。夫・善明との出会い、
息子の誕生などのエピソードを聞
き、写真やスケッチなど見ながら、
ちひろが暮らした時代の神田とい
う町に想いを馳せる一日となった。
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●次回展示予定　2015年8月5日（水）～10月25日（日）
非戦７０年　ちひろ・平和への願い

第二次世界大戦終戦から７０
年。ちひろが手がけた戦争
をテーマにした絵本のほか、
いのちの輝きをとらえたあ
かちゃんや子どもの作品を
展示し、ちひろが子どもを
通して語ろうとした平和へ
の願いに迫ります。
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●ちひろの水彩技法ワークショップ
ちひろが得意とした水彩技法の「にじみ」を
使った、人気のワークショップです。
①水彩の「にじみ」でしおりをつくろう
○日　時：６月２１日（日）１０：３０～
○定　員：先着７０名（当日受付１０：００～。
　　　　　最終受付１５：００）
○対　象：５歳～大人　　○参加費：２００円

②水彩の「にじみ」で花を描こう
○日　時：７月２４日（金）・２５日（土）
　　　　　１０：３０～１２：００／１３：１５～１４：４５／１５：００～１６：３０
○定　員：各回２０名　要申し込み６月２４日（水）受付開始
○対　象：小学３年生～大人　　○参加費：３００円

中南米の画家として初めて国際アンデ
ルセン賞画家賞を受賞したホジェル・
メロ。ブラジルの自然や祭り、社会問
題などさまざまな題材を自在に変化す
る技法と鮮やかな色彩で描きだした自
作絵本の数々を展示します。
ホジェル・メロ　『マリア・テレーザ』より
（個人蔵）　１９９６年

●わらべうたあそび
○日　時：７月４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６月４日（木）受付開始
○対　象：０～２歳までの乳幼児と保護者

●ちひろ美術館で読書会『花の童話集』
娘時代を戦争のなかで過ごしたちひろにとって、
宮沢賢治は「命のように大せつ」でした。その宮
沢賢治の童話を集めた『花の童話集』の感想を分
かち合いませんか。単行本か文庫本を読み、携え
てご参加ください。
○日　時：６月１４日（日）１５：００～１６：３０
○定　員：１０名　要申し込み５月１４日（木）受付開始

〈展示関連イベント〉

①ねりパパ絵本ライブ　読んで！チョーさんの絵本
等身大キャベツくんもやってきます！絵本や歌、手遊
びを通じて楽しく遊びましょう。　 ＊参加自由・無料
○日　時：７月２６日（日）１１：００～１２：００
○協　力：ねりパパ（練馬イクメンパパプロジェクト）、

文研出版

②アートテラーとに〜が語る長新太の魅力
アートテラーとに～さんが、軽妙でわかりやすい
トークで、長新太のユーモアとナンセンスの世界
に迫り、新たな魅力を掘り起します。
○日　時：７月２６日（日）１７：３０～１９：００　
○講　師：アートテラーとに～
○定　員：８０名　要申し込み６月２６日（金）受付開始
○参加費：７００円

●長新太の脳内フェス

『花の童話集』（童心社）

アートテラーとに～

長新太『キャベツくん』表紙（文研出版）より（部分）１９８０年

〈参加自由、無料のイベント〉
●松本猛ギャラリートーク ６月７日（日）１４：００～

●ギャラリートーク 毎月第１・３土曜日　１４：００～

●えほんのじかん 　毎月第２・４土曜日　１１：００～
○協　力：ねりま子どもと本ネットワーク

●『長新太の脳内地図』
〈企画展〉没後１０年「長新太の脳内地図」展の関連書籍。長新太の絵
本原画のほか、漫画やイラストレーションなど２３５点を掲載。長新太
の特異な発想の源泉を探ります。

出版：東京美術
定価：１８００円（税別・予価）／５月末刊行

〈新刊・ＤＶＤ紹介〉

●ドキュメンタリー
　『いわさきちひろ～27歳の旅立ち～』DVD
いわさきちひろ、初のドキュメンタリー
映画。子どものいのちの輝きと平和を描
いた絵本画家の人生を、黒柳徹子、高畑
勲を始め生前のちひろを知る５０人以上の
証言からつづります。

エグゼクティブプロデューサー：山田洋次
監督：海南友子
製作・販売：ホライズン・フィーチャーズ

定価：２８００円（税抜）
７月初旬発売（予定）

本編９６分／特別ケース仕様
封入特典：リーフレット１６頁
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