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ちひろ美術館が開館したのはちひろの
没後 3年の、１９７７年のことでした。「ち
ひろの絵をいつでも見られる場所を」と
いう声が寄せられるなか、ちひろの遺族
から全作品とその著作権の一部の寄贈を
受けて、１９７６年に財団法人いわさきちひ
ろ記念事業団（現在は公益財団法人）を

設立、東京都練馬
区下石神井にあっ
た自宅の敷地の一
角につくられた小
さな美術館でした。
開館当初の名称
「いわさきちひろ
絵本美術館」（現

在は「ちひろ美術館・東京」）には、ち
ひろだけでなく、広く「絵本」の文化に
寄与したいという思いが込められていま
す。絵本を専門とする美術館としては、
世界で最初の美術館であることは、後か
らわかったことでした。東京館の開館２０
周年となる１９９７年には、ちひろの心の故
郷である長野県の北安曇郡松川村に安曇
野ちひろ美術館も開館しました。
本展では、いわさきちひろと日本の絵
本画家、世界の絵本画家の選りすぐりの
コレクションを展示するほか、内藤廣の
設計による建築の魅力なども紹介します。
3８年の歴史を持つちひろ美術館を、さま
ざまな角度から、“まるごと”紹介しま
す。

いわさきちひろ
「子ども」を生涯描き続けた画家・い
わさきちひろ。青春時代に戦争を体験し
たちひろは、淡く繊細なその絵の奥に、
かけがえのないいのちを守りたいという
切実な思いを込めました。「世界中のこ
どもみんなに　平和と　しあわせを」と
いうことばに象徴されるちひろの願いは、
ちひろ美術館の活動の根幹にもなってい
ます。
ちひろの作品は、約９４5０点が収蔵され
ています。印刷美術の画家として活躍を
始めた当時は、原画が粗雑に扱われたり、
戻ってこないことも多かったといいます
が、同時代の画家たちと力を合わせて著
作権の確立に尽力したちひろが、原画の
返却を求めて手元に残した作品です。そ
のなかには４０冊あまりの絵本の原画のほ
かに、絵雑誌や童話集、教科書、広告、
カレンダーの仕事、初期から晩年までの
デッサンやスケッチ、油彩画なども含ま

れていて、ちひろの画業の全体が見渡せ
るようになっています。
本展では、ちひろの魅力を「自画像と

しての少女像」「子どもを見つめて」「ア
ンデルセン」「水彩技法」「絵本づくり」
「あかちゃん」「子どもたちに平和を」
という ７つのテーマから、多角的に紹介
します（図 １～ 5）。

世界の絵本画家・日本の絵本画家
世界の絵本画家コレクションの収集が

本格的に始まったのは１９８０年代半ばに入
ってからのことです。当時は海外におい
ても日本と同様に、あるいはそれ以上に
絵本原画の保存に対する意識が薄く、歴
史的に重要な絵本でさえ散逸してしまっ
ているものが多かったといいます。絵本
原画を後世に残し、広く公開していきた
いという美術館の理念に、多くの絵本画
家たちが共感を寄せてくださり、コレク
ションは充実していきました。記念すべ
き最初のコレクションはエリック・カー
ルの「おんどり」（図 ６）です。
現在収蔵されている世界の絵本画家の

作品は、世界33カ国２０3人の画家による
約１７3００点にのぼります（２０１5年 ９ 月現
在）。なかには、全遺作を収蔵している
赤羽末吉（図 ９）や茂田井武（図１０）を
始め、岡本帰一や初山滋、瀬川康男（図
１１）、長新太、チェコのクヴィエタ・パ
ツォウスカー（図 ７）、ポーランドのユ
ゼフ・ヴィルコンなど、収蔵作品が１００
点を超す画家の作品もあります。国際ア
ンデルセン賞画家賞受賞者を始めとする
各国の代表的な絵本画家の作品や、世代
を超えて読み継がれるミリオンセラーの
絵本の原画なども多く含まれています。
一方で日本ではほとんど知られていない
アジア、中南米、アフリカの画家たちの
作品もあります。地域の文化や自然に根
差しながら、画家の個性が発揮された絵
画表現は新鮮で、絵本先進国のヨーロッ
パやアメリカの画家たちにもひけをとり
ません。優れた表現力を持った絵本画家
が世界中にいること、どの国や地域の文
化もそれぞれに魅力的であること、子ど
もたちに心を寄せて描いた絵本は国境や
世代を超えて伝わることを、当館のコレ
クションは物語っています。

内藤廣によるちひろ美術館の建築
１９９７年に開館した安曇野館、２００２年に

リニューアルした東京館の建築は、日本

を代表する建築家・内藤廣の設計による
ものです。
１９９3年の安曇野ちひろ美術館のプロポ

ーザルコンペから内藤廣とちひろ美術館
との関わりは始まりました。北アルプス
と棚田の美しい安曇野の景観を見た内藤
は、風景と建物を一体化させることを考
えて試行錯誤を繰り返し、切妻の連続屋
根を用いた安曇野ちひろ美術館の建物を
つくりました（図１２）。
東京館の建物を建て替えるにあたって、

黒柳徹子館長がみんなの要望をまとめた
メモが残っています。
「①今までのやさしい Intimate なカン
ジ。ほっとできるカンジ。ひそむカンジ
など考慮してほしい。②絵を見る関係は、
なるたけ近く、親しく見られる雰囲気を
残したい。③ちひろさんが２２年間生活を
して、描いて、亡くなった所だ、という
ここだけ（安曇野とは違った）のもので
ありたい。④それでいて個性的であり、
新しいイメージを与えられる建物。（後
略）」
増改築を重ねてきた迷路のような建物

の雰囲気を継承しようと考えて設計され
た新館の建物は、斜めの線を多用し、中
庭を活かして人を迎え入れるような、 ４
つの建物の分棟配置がなされました（図
１3）。

新東京館 １階平面図
（ ３階建の建物です）

「あなたはここに居てもいいんだよ」
といわれているような「居場所」をつく
ることが、建築には求められていると内
藤はいいます。都心から少し離れた緑の
多い石神井の環境、この建物、ちひろと
世界の絵本画家たちの絵、たくさんの絵
本、おいしいお茶、花いっぱいの庭……。
あかちゃんからご年配の方まで、みんな
が「居場所」と思えるような美術館を目
指して活動する、このちひろ美術館を
“まるごと”味わっていただけたら幸い
です。
� （上島史子）

まるごとちひろ美術館 ―世界で最初の絵本美術館―
●2015年10月28日（水）〜2016年1月31日（日）
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●展示室1・2・3・４・全館

後援：絵本学会、（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

旧東京館１９７７年



図 １ 　小鳥と少女　『ことりのくるひ』（至光社）より　１９７１年

図 ３ 　ピンクのうさぎとあかちゃん
　　　１９７１年

33

図 ４ 　暖炉のまえで猫を抱く少女
　　　１９７１年

図 ５ 　戦火のなかの少女　『戦火のなかの子どもたち』
　　　（岩崎書店）より　１９７２年

図 ２ 　「ロンドン橋がおちる」　１９６６年

図 ６ 　エリック・カール（アメリカ）　おんどり　１９８５年 図 ７ 　 クヴィエタ・パツォウス
カー（チェコ）

　　　 『ふしぎなかず』（ほるぷ
出版）より　１９９０年

図 ８ 　 エフゲーニー・ラチョフ（ロシア）　『てぶくろ』（福音館書店）より
１９５０年

図 ９ 　赤羽末吉　『だいくとおにろく』（福音館書店）より　１９６２年 図１０　 茂田井武　『セロひきのゴーシュ』（福音館書
店）より　１９５６年

図１１　瀬川康男　『いな
いいないばあ』（童心社）
より　１９６７年

図１２　安曇野ちひろ美術館　１９９７年 図１３　ちひろ美術館・東京　２００２年

●展示室1・3いわさきちひろ

●展示室2世界の絵本画家•日本の絵本画家

●展示室４・全館内藤廣によるちひろ美術館の建築

撮影：中川敦怜



没後１０年「長新太の脳内地図」展の関
連イベントとして、「長新太の脳内フェ
ス」と題して、絵本ライブとトークイベ
ントを開催しました。その一部をご紹介
します。� （原島恵）
【ねりパパ絵本ライブ】
午前の部は、練馬区を中心に活動する
お父さんたちの育児サークル「ねりパ
パ」が、読み聞かせや、歌、手遊びなど
を行いました。約８０名の親子が参加した
会場は熱気で包まれました。パパたちな
らではのダイナミックな読み聞かせに、
子どもたちは目を輝かせて大興奮。ゲス
トに登場したのは、なんとキャベツく
ん！子どもたちから、ひときわ大きな歓
声が上がりました。

【長新太とお笑い理論―絵本ベスト１０】
午後の部に登場したのは、美術をわか
りやすく、おもしろく語るアートテラー
・とに～さんです。かつてお笑い芸人と
して活動していたとに～さんは、美術館
で所蔵している長新太の絵本をすべて読
み込み、「お笑いから見る長新太の絵本
ベスト１０」を挙げ、お笑い理論に沿って、
そのおもしろさを紐解いてくれました。
第１０位『ごろごろにゃーん』
「ごろごろにゃーん」というフレーズ
をリズミカルに繰り返すことで生理的に
心地よくなる作用が生まれています。
第 ９位『はんぶんタヌキ』

ナンセンスで笑いを成立させるにはル
ールが必要です。最初の頁で「タヌキが
これからばけますよ」とルールを提示し
て、「あらあらはんぶんタヌキです」と
続きますが、全然半分ではないんです。
どんなタヌキが出てくるか期待させて、
ボケを重ねる高度なテクニックです。
第 ８位『ぼくはイスです』
イスが逆にいろいろなものに腰かける

ところから始まり、ボケを重ねていくい
つもの展開かと思うと、巨人があらわれ
ます。ルールに沿って進むと見せかけて
恐怖に持っていく。緊張状態が続いたと
ころで、巨人が海のなかで固まり、緩和
が訪れます。最後は、おじさんの頭のう
えに座って「おやすみなさい」という強
烈なオチです。長さんの絵本のなかでは
一番複雑でひとつうえをいくレベルの高
い笑いです。
第 ７位『へんなおにぎり』
雲が手の形になって、いろいろなもの

をおにぎりにします。山、ビル、最後に
お母さん。結構な大事件が起こり、恐怖
のまま終わるというパターン。長さんの
絵は一見かわいらしいのですが、内容と
のギャップが笑いを生んでいます。
第 ６位『そよそよとかぜがふいている』
長さんのおにぎりブームが続きます。

今度は動物が次々とおにぎりにされてし
まいます。ラストは「みんなあつまると
おべんとう」。暴力的なナンセンスです
が、身近なお弁当に見立てることで笑い
に変えています。
第 ５位『ブタヤマさんたらブタヤマさん』
これも最初の頁で「ブタヤマさんはチ

ョウをとるのにむちゅうです　うしろか

らなにがきてもわかりません」とルール
を提示します。後ろから巨大な芋虫やオ
バケやバッタがあらわれますが、ブタヤ
マさんは一向に気づきません。見る人は
「ブタヤマさん、早く気づいてよ！」と
思って、この世界に入っていけるんです
ね。このように同じネタで同じボケをく
り返すことをお笑い用語では「天丼」と
いいます。予想通りのボケがくることで
笑いが生まれます。
第 ４位『キャベツくんとブタヤマさん』
第 ３位『キャベツくん』
シリーズ第 １作目『キャベツくん』も

ボケを重ねる天丼のパターンですが、ブ
タヤマさんの「キャベツ、おまえをたべ
る！」ということばが強烈に残ります。
『キャベツくんとブタヤマさん』ではキ
ャベツくんとブタヤマさんが大変なでき
ごとに巻き込まれた末に助かるのですが、
安心しておなかがすいたところで、ブタ
ヤマさんが「キャベツおまえをたべ
る！」と。これは読み手をだいぶ意識し
ていて、最後のこのフレーズで笑いを生
んでいます。
第 ２位『つきよのかいじゅう』
ひとりの男が怪獣の出現を１０年以上待

っています。読者はこの男越しに怪獣を
見ていて、この人に感情移入をします。
この常識人がツッコミ役としていること
で、大きなボケを成立させています。
第 １位『ちへいせんがみえるところ』
最後に漫才に挑戦します。相方の長新

太さんは笑いのセンスはあるのですが、
しゃべらないので、僕が一方的にツッコ
ミをいれます！みなさんも長さんの絵本
にツッコミを入れて楽しんでください。

７ 月２６日（日）〈長新太の脳内フェス〉�ねりパパ絵本ライブ　読んで！チョーさんの絵本�
アートテラー・とに～が語る長新太とお笑い理論

当館では、毎年 ８月１０～２０日の期間中、
普段休館する月曜日も含めて無休で開館
しています。今年は、せっかくの「月曜開
館」を、よりお楽しみいただけるよう、お
もちゃの専門家たちによる「親子で楽し
む夏休み　クラフト＆トイフェスタ」を
開催。手づくりおもちゃ体験付の「おも
ちゃの講座」（①）、木のぬくもりあふれ
る「赤ちゃん木育広場」（②）、年齢を問
わず遊べる「ボードゲームコーナー」
（③）、ワークショップ ４種（④～⑦）、
という盛りだくさんな内容で、延べ１４９
名ものご参加がありました。初対面の参
加者同士が「遊び」を通じて交流する姿
があちこちで見られ、スタッフも思わず
笑顔に。夏の思い出の １ページに加えて
いただけたなら幸いです。� （中平洋子）

親子で楽しむ夏休み クラフト＆トイフェスタ８月１０日（月）

４

活動報告

協力：おもちゃの広場�石神井支部、日本グッド・トイ委員会

①おもちゃと出会う　おもちゃと暮らす」講師：武田真理恵②「赤ちゃん木育
広場」担当：石川宜子、中村佳子③「ボードゲームコーナー」担当：小林陽子、
森野恵子、山崎聡④ハニカムペーパー工作〜「夏のワクワクペンダント」講師：
宮崎民子⑤いわさきちひろの水彩技法体験「水彩のにじみでノートカバーをつ
くろう」⑥「オリジナルエコバッグをつくろう」講師：手島まゆ子⑦「なかよ
し小鳥のピコットリン」講師：倉前朋子⑧みなさま、ありがとうございました！
後列左はおもちゃの広場　石神井支部代表の石倉詩子さん／写真提供：①②⑤
ちひろ美術館、③⑦森野恵子、④宮崎民子、⑥手島まゆ子、⑧石倉詩子（敬称略）

②

③

④ ⑥

⑦ ⑧

① ⑤
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世界の絵本画家コレクションの収集が

本格的に始まったのは１９８０年代半ばに入
ってからのことです。当時は海外におい
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絵本原画の保存に対する意識が薄く、歴
史的に重要な絵本でさえ散逸してしまっ
ているものが多かったといいます。絵本
原画を後世に残し、広く公開していきた
いという美術館の理念に、多くの絵本画
家たちが共感を寄せてくださり、コレク
ションは充実していきました。記念すべ
き最初のコレクションはエリック・カー
ルの「おんどり」（図 ６）です。
現在収蔵されている世界の絵本画家の

作品は、世界33カ国２０3人の画家による
約１７3００点にのぼります（２０１5年 ９ 月現
在）。なかには、全遺作を収蔵している
赤羽末吉（図 ９）や茂田井武（図１０）を
始め、岡本帰一や初山滋、瀬川康男（図
１１）、長新太、チェコのクヴィエタ・パ
ツォウスカー（図 ７）、ポーランドのユ
ゼフ・ヴィルコンなど、収蔵作品が１００
点を超す画家の作品もあります。国際ア
ンデルセン賞画家賞受賞者を始めとする
各国の代表的な絵本画家の作品や、世代
を超えて読み継がれるミリオンセラーの
絵本の原画なども多く含まれています。
一方で日本ではほとんど知られていない
アジア、中南米、アフリカの画家たちの
作品もあります。地域の文化や自然に根
差しながら、画家の個性が発揮された絵
画表現は新鮮で、絵本先進国のヨーロッ
パやアメリカの画家たちにもひけをとり
ません。優れた表現力を持った絵本画家
が世界中にいること、どの国や地域の文
化もそれぞれに魅力的であること、子ど
もたちに心を寄せて描いた絵本は国境や
世代を超えて伝わることを、当館のコレ
クションは物語っています。

内藤廣によるちひろ美術館の建築
１９９７年に開館した安曇野館、２００２年に

リニューアルした東京館の建築は、日本

を代表する建築家・内藤廣の設計による
ものです。
１９９3年の安曇野ちひろ美術館のプロポ

ーザルコンペから内藤廣とちひろ美術館
との関わりは始まりました。北アルプス
と棚田の美しい安曇野の景観を見た内藤
は、風景と建物を一体化させることを考
えて試行錯誤を繰り返し、切妻の連続屋
根を用いた安曇野ちひろ美術館の建物を
つくりました（図１２）。
東京館の建物を建て替えるにあたって、

黒柳徹子館長がみんなの要望をまとめた
メモが残っています。
「①今までのやさしい Intimate なカン
ジ。ほっとできるカンジ。ひそむカンジ
など考慮してほしい。②絵を見る関係は、
なるたけ近く、親しく見られる雰囲気を
残したい。③ちひろさんが２２年間生活を
して、描いて、亡くなった所だ、という
ここだけ（安曇野とは違った）のもので
ありたい。④それでいて個性的であり、
新しいイメージを与えられる建物。（後
略）」
増改築を重ねてきた迷路のような建物

の雰囲気を継承しようと考えて設計され
た新館の建物は、斜めの線を多用し、中
庭を活かして人を迎え入れるような、 ４
つの建物の分棟配置がなされました（図
１3）。

新東京館 １階平面図
（ ３階建の建物です）

「あなたはここに居てもいいんだよ」
といわれているような「居場所」をつく
ることが、建築には求められていると内
藤はいいます。都心から少し離れた緑の
多い石神井の環境、この建物、ちひろと
世界の絵本画家たちの絵、たくさんの絵
本、おいしいお茶、花いっぱいの庭……。
あかちゃんからご年配の方まで、みんな
が「居場所」と思えるような美術館を目
指して活動する、このちひろ美術館を
“まるごと”味わっていただけたら幸い
です。
� （上島史子）

まるごとちひろ美術館 ―世界で最初の絵本美術館―
●2015年10月28日（水）〜2016年1月31日（日）

２

●展示室1・2・3・４・全館

後援：絵本学会、（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

旧東京館１９７７年



10月20日（火）は、日頃忙しく働く松川村のお嫁さんを、特別に、安
曇野ちひろ美術館へご招待。入館無料、 1 ドリンクサービスです。

●ちひろ美術館に来ましょ！ 松川村お嫁さんデー

10月17日（土）は、特別に21：00まで開館延長し、毎年好評の、安曇
野寄席を開催。星や月をモチーフにしたファッションでご来館の方に
は、カフェでドリンクをサービス。ライトアップされた夜の美術館を
お楽しみください。

●夜のミュージアムを楽しむ

安曇野ちひろ美術館は、12月 1 日～2016年 2 月29日まで冬期休館とな
ります。2016年は 3 月 1 日より開館します。

●開館情報

〈展示紹介〉ちひろを語るこの一点　「ぶどうを持つ少女」の魅力／〈企画展〉『はしれ、トト！』 조
チョ

은
ウン

영
ヨン

の絵本づくり
展／ちひろ美術館コレクション　10人の絵本画家　10の絵本づくり…❷❸❹
〈活動報告〉報道写真家・石川文洋　平和を語る／トットちゃんのリトミック体験／中学生ボランティア…❹
ちひろを訪ねる旅５9／ひとことふたことみこと／美術館日記…❺

CONTENTS

美術館だより　No.８4　発行２０１５年9月１4日

※展覧会タイトルは、変更になる可能性があります。

●２０１6年 安曇野ちひろ美術館 展示予定　２０１6年３月１日（火）～５月9日（月）
〈展示室１.２.4〉その心、花に託して－いわさきちひろの描いた花、花、花

〈展示室２〉ちひろの人生
〈展示室３〉ちひろ美術館コレクション　世界の絵本画家が描いた花

〈展示室５〉絵本の歴史
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参加自由、入館料のみ

●おはなしの会 ●ギャラリートーク
毎月第２・４土曜日
参加自由、入館料のみ
１４：００～ちひろ展
１４：３０～世界の絵本画家展または企画展

●次回展示予定　2015年9月26日（土）～11月30日（月）

ちひろの代表作「ぶどうを持つ少
女」。本展では、「ちひろの紫」「横
顔のシルエット」「帽子のおしゃ
れ」など、５つのテーマからこの
作品の魅力とちひろの表現を紹介
します。

いわさきちひろ
ぶどうを持つ少女　１９７３年

詳細・最新情報はホームページからもご覧いただけます。　http://www.chihiro.jp/　TEL. ０２６１－６２－０７７２　FAX ０２６１－６２－０７７４
  https://www.facebook.com/chihiro.azumino

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。

〈展示室1・2〉ちひろを語るこの一点
　　　　　　　「ぶどうを持つ少女」の魅力

〈展示室4〉〈企画展〉『はしれ、トト！』 조  은  영 の絵本づくり展
チョ ウン ヨン

韓国の絵本画家チョ・ウンヨンは、デ
ビュー作『はしれ、トト！』で、馬が好
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
に輝きました。本展では、絵本原画とと
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
大胆な絵本づくりを紹介します。
チョ・ウンヨン（韓国）『はしれ、トト』（文化出
版局）より　２０１０年（個人蔵）

〈展示室3〉ちひろ美術館コレクション １０人の絵本画家 １０の絵本づくり
〈展示室2〉ちひろの人生　　〈展示室5〉絵本の歴史

●近隣市町村入館無料デー
９月１３日（日）白馬村・小谷村　村民入館無料デー

●敬老の日
９月２１日（月・祝）は、６５歳以上の方は入館料無料となります。

図２　佐藤卓　チロリアン五人衆・立体　２００６年

図７　いわさきちひろ×佐藤卓＝バナー　２０１４年

いわさきちひろ×佐藤卓の実験室

佐藤卓のデザイン採集

＊図１、２、３、７、８は、２０１４年にちひろ美術館・東京で
開催された展覧会での写真です。

図９　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図８　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図６　いわさきちひろ
 ひまわりとあかちゃん　１９７１年

図３　佐藤卓　千鳥屋　チロリアン　１９９７年

●夜のミュージアム
８月２９日（土）は、２１：００まで開館。浴衣でご来館の方には、カフェ
でドリンクをサービス。当日は、「すずむしの里クリスタルシンフォ
ニー」も開催され、安曇野ちひろ公園では、すずむし採り（無料）が
行われます。（１９：００～雨天延期）

●朝のミュージアム
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
す。絵本カフェも８：００からオープン。「朝のおはなしの会」（９：００
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

●2016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
定のスタンプラリーも行っています。

○全国のトットちゃん大集合
８月９日は黒柳徹子館長の誕生日です。全国のテツコさん、テツコ
ちゃんは、安曇野ちひろ美術館に集合！来館してくださった“トット
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
日　時：８月９日（日）

○トットちゃんの肝だめし
夏休みにお寺で「肝だめし」をしたトットちゃん。夜の安曇野ちひろ
公園で初の「肝だめし」をします。この日は、夜のミュージアムのた
め、２１：００までの開館です。
日　時：８月２９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合

○鉄道ファンあつまれ！　電車特別見学会Ⅱ
改修工事中のトットちゃんの電車の教室を、特別に見せていただきま
す。
日　時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
会　場：安曇野ちひろ美術館　正面入口に集合

●展示関連イベント
　いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ
展覧会に関連し、ちひろの絵とコラボレーションするワークショップ
を開催。期間中、地元・松川中学校の中学生ボランティアによる、安
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。

○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
日　時：７月２９日（水）～８月１６日（日）
参加費：５００円（入館料別）
定　員：１日３回　各回１０名（先着順）

○ちひろの線とコラボレーション
佐藤卓が選んだちひろの「線」をもとに、自由に描いてみましょう！
投稿作品のなかから選ばれた作品を、美術館に展示します。
日　時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）

ワークショップ作品のイメージ

図１　佐藤卓　明治おいしい牛乳　２００１年

佐藤卓が選んだちひろの絵

図５　いわさきちひろ
 葛温泉・高瀬川で遊ぶ子どもたち　１９５６年

図４　いわさきちひろ
 ブランコと子どもたち　１９７１年

●松川中学校　図書委員による絵本の読み聞かせ
松川中学校の図書委員が、館内で、絵本の読み聞かせを行います。
日　時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
　　　　各日①１２：３０～　②１３：３０～

８月は休まず開館します。（８/８土～８/１６日は、１８：００まで開館延長）

〒399-8501　長野県北安曇郡松川村西原3358-24　テレホンガイド0261-62-0777　TEL.0261-62-0772　Fax 0261-62-0774
http://www.chihiro.jp/　E-mail:chihiroa@seagreen.ocn.ne.jp
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図３　佐藤卓　千鳥屋　チロリアン　１９９７年

●夜のミュージアム
８月２９日（土）は、２１：００まで開館。浴衣でご来館の方には、カフェ
でドリンクをサービス。当日は、「すずむしの里クリスタルシンフォ
ニー」も開催され、安曇野ちひろ公園では、すずむし採り（無料）が
行われます。（１９：００～雨天延期）

●朝のミュージアム
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
す。絵本カフェも８：００からオープン。「朝のおはなしの会」（９：００
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

●2016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
定のスタンプラリーも行っています。

○全国のトットちゃん大集合
８月９日は黒柳徹子館長の誕生日です。全国のテツコさん、テツコ
ちゃんは、安曇野ちひろ美術館に集合！来館してくださった“トット
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
日　時：８月９日（日）

○トットちゃんの肝だめし
夏休みにお寺で「肝だめし」をしたトットちゃん。夜の安曇野ちひろ
公園で初の「肝だめし」をします。この日は、夜のミュージアムのた
め、２１：００までの開館です。
日　時：８月２９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合

○鉄道ファンあつまれ！　電車特別見学会Ⅱ
改修工事中のトットちゃんの電車の教室を、特別に見せていただきま
す。
日　時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
会　場：安曇野ちひろ美術館　正面入口に集合

●展示関連イベント
　いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ
展覧会に関連し、ちひろの絵とコラボレーションするワークショップ
を開催。期間中、地元・松川中学校の中学生ボランティアによる、安
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。

○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
日　時：７月２９日（水）～８月１６日（日）
参加費：５００円（入館料別）
定　員：１日３回　各回１０名（先着順）

○ちひろの線とコラボレーション
佐藤卓が選んだちひろの「線」をもとに、自由に描いてみましょう！
投稿作品のなかから選ばれた作品を、美術館に展示します。
日　時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）

ワークショップ作品のイメージ

図１　佐藤卓　明治おいしい牛乳　２００１年

佐藤卓が選んだちひろの絵

図５　いわさきちひろ
 葛温泉・高瀬川で遊ぶ子どもたち　１９５６年

図４　いわさきちひろ
 ブランコと子どもたち　１９７１年

●松川中学校　図書委員による絵本の読み聞かせ
松川中学校の図書委員が、館内で、絵本の読み聞かせを行います。
日　時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
　　　　各日①１２：３０～　②１３：３０～

８月は休まず開館します。（８/８土～８/１６日は、１８：００まで開館延長）

〒399-8501　長野県北安曇郡松川村西原3358-24　テレホンガイド0261-62-0777　TEL.0261-62-0772　Fax 0261-62-0774
http://www.chihiro.jp/　E-mail:chihiroa@seagreen.ocn.ne.jp
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れ涯世界の絵本展…許距鋸
〈活動報告〉２０１６年「夏トットちゃんの広場」オープン・プレイベント…鋸
ちひろを訪ねる旅５８／ひとことふたことみこと／美術館日記…漁
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毎月第２・４土曜日
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参加自由、入館料のみ

●おはなしの会 ●ギャラリートーク
毎月第２・４土曜日
参加自由、入館料のみ
１４：００～ちひろ展
１４：３０～世界の絵本画家展または企画展

●次回展示予定　2015年9月26日（土）～11月30日（月）

ちひろの代表作「ぶどうを持つ少
女」。本展では、「ちひろの紫」「横
顔のシルエット」「帽子のおしゃ
れ」など、５つのテーマからこの
作品の魅力とちひろの表現を紹介
します。

いわさきちひろ
ぶどうを持つ少女　１９７３年

詳細・最新情報はホームページからもご覧いただけます。　http://www.chihiro.jp/　TEL. ０２６１－６２－０７７２　FAX ０２６１－６２－０７７４
  https://www.facebook.com/chihiro.azumino

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。

〈展示室1・2〉ちひろを語るこの一点
　　　　　　　「ぶどうを持つ少女」の魅力

〈展示室4〉〈企画展〉『はしれ、トト！』 조  은  영 の絵本づくり展
チョ ウン ヨン

韓国の絵本画家チョ・ウンヨンは、デ
ビュー作『はしれ、トト！』で、馬が好
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
に輝きました。本展では、絵本原画とと
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
大胆な絵本づくりを紹介します。
チョ・ウンヨン（韓国）『はしれ、トト』（文化出
版局）より　２０１０年（個人蔵）

〈展示室3〉ちひろ美術館コレクション １０人の絵本画家 １０の絵本づくり
〈展示室2〉ちひろの人生　　〈展示室5〉絵本の歴史

●近隣市町村入館無料デー
９月１３日（日）白馬村・小谷村　村民入館無料デー

●敬老の日
９月２１日（月・祝）は、６５歳以上の方は入館料無料となります。

図２　佐藤卓　チロリアン五人衆・立体　２００６年

図７　いわさきちひろ×佐藤卓＝バナー　２０１４年

いわさきちひろ×佐藤卓の実験室

佐藤卓のデザイン採集

＊図１、２、３、７、８は、２０１４年にちひろ美術館・東京で
開催された展覧会での写真です。

図９　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図８　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図６　いわさきちひろ
 ひまわりとあかちゃん　１９７１年

図３　佐藤卓　千鳥屋　チロリアン　１９９７年

●夜のミュージアム
８月２９日（土）は、２１：００まで開館。浴衣でご来館の方には、カフェ
でドリンクをサービス。当日は、「すずむしの里クリスタルシンフォ
ニー」も開催され、安曇野ちひろ公園では、すずむし採り（無料）が
行われます。（１９：００～雨天延期）

●朝のミュージアム
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
す。絵本カフェも８：００からオープン。「朝のおはなしの会」（９：００
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

●2016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
定のスタンプラリーも行っています。

○全国のトットちゃん大集合
８月９日は黒柳徹子館長の誕生日です。全国のテツコさん、テツコ
ちゃんは、安曇野ちひろ美術館に集合！来館してくださった“トット
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
日　時：８月９日（日）

○トットちゃんの肝だめし
夏休みにお寺で「肝だめし」をしたトットちゃん。夜の安曇野ちひろ
公園で初の「肝だめし」をします。この日は、夜のミュージアムのた
め、２１：００までの開館です。
日　時：８月２９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合

○鉄道ファンあつまれ！　電車特別見学会Ⅱ
改修工事中のトットちゃんの電車の教室を、特別に見せていただきま
す。
日　時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
会　場：安曇野ちひろ美術館　正面入口に集合

●展示関連イベント
　いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ
展覧会に関連し、ちひろの絵とコラボレーションするワークショップ
を開催。期間中、地元・松川中学校の中学生ボランティアによる、安
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。

○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
日　時：７月２９日（水）～８月１６日（日）
参加費：５００円（入館料別）
定　員：１日３回　各回１０名（先着順）

○ちひろの線とコラボレーション
佐藤卓が選んだちひろの「線」をもとに、自由に描いてみましょう！
投稿作品のなかから選ばれた作品を、美術館に展示します。
日　時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）

ワークショップ作品のイメージ

図１　佐藤卓　明治おいしい牛乳　２００１年

佐藤卓が選んだちひろの絵

図５　いわさきちひろ
 葛温泉・高瀬川で遊ぶ子どもたち　１９５６年

図４　いわさきちひろ
 ブランコと子どもたち　１９７１年

●松川中学校　図書委員による絵本の読み聞かせ
松川中学校の図書委員が、館内で、絵本の読み聞かせを行います。
日　時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
　　　　各日①１２：３０～　②１３：３０～

８月は休まず開館します。（８/８土～８/１６日は、１８：００まで開館延長）

毎月第 2 ・ ４ 土曜日
11：00～
参加自由、入館料のみ

毎月第 2 ・ ４ 土曜日
参加自由、入館料のみ
1４：00～ちひろ展
1４：30～世界の絵本画家展または企画展

●おはなしの会 ●ギャラリートーク

ちひろ美術館は、生まれて初めて訪れる美術館―ファーストミュージ
アムとして、あかちゃんも楽しめる美術館です。今年の安曇野スタイ
ルでは、子ども椅子、スプーン、絵本など、心をこめてつくられた「あ
かちゃんのための贈りもの」を紹介し、販売します。

○日　時：10月30日（金）～11月 3 日（火・祝）
　　　　　 9 ：00～17：00
○会　場：安曇野ちひろ美術館

●安曇野スタイル２０１５
　あかちゃんのための 初めての贈りもの

201５年は毎月『窓ぎわのトットちゃん』のエピソー
ドにちなんだイベントを開催。イベント参加者限定
のスタンプラリーも行っています。

○畑の先生・収穫祭
6 月にみんなで植え付けたさつまいもを収穫し、焼きいも大会をしま
す。
○日　時：10月2５日（日）13：30～1５：30
○参加費：一人５00円（要申し込み）

○自然で遊ぼう！ワークショップ
造形作家の川村忠晴氏を講師に迎え、拾ってきた葉っぱや木の実など
を使って、自分だけのオリジナル作品をつくります。
○日　時：11月 8 日（日）13：30～1５：30
○参加費：一人５00円

●２０１6夏トットちゃん広場オープン・プレイベント

〒399-8501　長野県北安曇郡松川村西原3358-24　テレホンガイド0261-62-0777　TEL.0261-62-0772　Fax 0261-62-0774
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女」。本展では、「ちひろの紫」「横
顔のシルエット」「帽子のおしゃ
れ」など、５つのテーマからこの
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〈展示室1・2〉ちひろを語るこの一点
　　　　　　　「ぶどうを持つ少女」の魅力

〈展示室4〉〈企画展〉『はしれ、トト！』 조  은  영 の絵本づくり展
チョ ウン ヨン

韓国の絵本画家チョ・ウンヨンは、デ
ビュー作『はしれ、トト！』で、馬が好
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
に輝きました。本展では、絵本原画とと
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
大胆な絵本づくりを紹介します。
チョ・ウンヨン（韓国）『はしれ、トト』（文化出
版局）より　２０１０年（個人蔵）
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●近隣市町村入館無料デー
９月１３日（日）白馬村・小谷村　村民入館無料デー

●敬老の日
９月２１日（月・祝）は、６５歳以上の方は入館料無料となります。

図２　佐藤卓　チロリアン五人衆・立体　２００６年

図７　いわさきちひろ×佐藤卓＝バナー　２０１４年

いわさきちひろ×佐藤卓の実験室

佐藤卓のデザイン採集
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開催された展覧会での写真です。
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図６　いわさきちひろ
 ひまわりとあかちゃん　１９７１年

図３　佐藤卓　千鳥屋　チロリアン　１９９７年

●夜のミュージアム
８月２９日（土）は、２１：００まで開館。浴衣でご来館の方には、カフェ
でドリンクをサービス。当日は、「すずむしの里クリスタルシンフォ
ニー」も開催され、安曇野ちひろ公園では、すずむし採り（無料）が
行われます。（１９：００～雨天延期）

●朝のミュージアム
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
す。絵本カフェも８：００からオープン。「朝のおはなしの会」（９：００
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

●2016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
定のスタンプラリーも行っています。

○全国のトットちゃん大集合
８月９日は黒柳徹子館長の誕生日です。全国のテツコさん、テツコ
ちゃんは、安曇野ちひろ美術館に集合！来館してくださった“トット
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
日　時：８月９日（日）

○トットちゃんの肝だめし
夏休みにお寺で「肝だめし」をしたトットちゃん。夜の安曇野ちひろ
公園で初の「肝だめし」をします。この日は、夜のミュージアムのた
め、２１：００までの開館です。
日　時：８月２９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合

○鉄道ファンあつまれ！　電車特別見学会Ⅱ
改修工事中のトットちゃんの電車の教室を、特別に見せていただきま
す。
日　時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
会　場：安曇野ちひろ美術館　正面入口に集合

●展示関連イベント
　いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ
展覧会に関連し、ちひろの絵とコラボレーションするワークショップ
を開催。期間中、地元・松川中学校の中学生ボランティアによる、安
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。

○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
日　時：７月２９日（水）～８月１６日（日）
参加費：５００円（入館料別）
定　員：１日３回　各回１０名（先着順）

○ちひろの線とコラボレーション
佐藤卓が選んだちひろの「線」をもとに、自由に描いてみましょう！
投稿作品のなかから選ばれた作品を、美術館に展示します。
日　時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）

ワークショップ作品のイメージ

図１　佐藤卓　明治おいしい牛乳　２００１年

佐藤卓が選んだちひろの絵

図５　いわさきちひろ
 葛温泉・高瀬川で遊ぶ子どもたち　１９５６年

図４　いわさきちひろ
 ブランコと子どもたち　１９７１年

●松川中学校　図書委員による絵本の読み聞かせ
松川中学校の図書委員が、館内で、絵本の読み聞かせを行います。
日　時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
　　　　各日①１２：３０～　②１３：３０～

８月は休まず開館します。（８/８土～８/１６日は、１８：００まで開館延長）

1981年、黒柳徹子（ちひろ美術館館長）が、子ども時代
のことをつづった自伝的物語『窓ぎわのトットちゃん』
は、戦後70年最大のベストセラーです。今回、文字が
大きく読みやすく、ちひろの絵も最新印刷で美しくよ
みがえった新組版ができました。定価：760円（税別）

● 『窓ぎわのトットちゃん』（講談社文庫）
が新組版で登場 ！

●『はしれ、トト！』조
チョ
은
ウン
영
ヨン

の絵本づくり展　関連イベント
おはなしの会：チョ・ウンヨンと絵本を楽しもう

＜関連イベント＞
○わらべうたあそび　
○日　時：10月31日（土）
　　　　　10：30～11：00／13：00～13：30
○講　師：杉田祐香（ 0 ～ 2 歳対象）
○おはなしの会
○日　時：11月 1 日（日）
　　　　　10：30～11：00（あかちゃん向け）
　　　　　13：00～13：30（全年齢）
いずれも、参加費無料（入館料別）、申し込み不要です。

画家本人が、絵本『はしれ、トト！』をつくった背景を、展示された
資料や絵の前で語ります（通訳付き）。
○日　時：10月10日（土）1４：00～1５：00
○料　金：無料（入館料別）
○申込方法：不要（参加自由）

●スライドトーク：チョ・ウンヨン 自作を語る

画家本人から絵本のつくり方についての話を聞き、絵本に使われた技
法を体験しながら、自分の作品を制作します。どなたでもお楽しみい
ただけるワークショップです。
○日　時：10月11日（日）13：00～1５：00（予定）
○料　金：５00円（入館料別）
○定　員：30名（予定）
○申込方法：要事前予約（ちひろ美術館 HP、TEL.0261－62－0772）

●チョ・ウンヨンによるワークショップ

出展中の絵本『はしれ、トト！』の著者本人によ
る読み聞かせや、本作の翻訳者・広松由希子さん
による翻訳版ができるまでの興味深い裏ばなしも
ご紹介します。
○日　時：10月10日（土）、11日（日）
　　　　　各日11：00～12：00
○料　金：無料（入館料別）
○申込方法：不要（参加自由） チョ・ウンヨン ©Kim Sun-a

広松由希子

編集者、文庫主宰、ちひろ美術館学芸部長を経てフリーに。絵本、
評論、創作、翻訳、展示企画などを行う。2010年ボローニャ国際絵
本原画展審査員、2013、1５年ブラティスラヴァ世界絵本原画展審査員、
2012－1５年ブックスタート選考委員。


