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戦後の自画像群
第二次世界大戦の終結のときに２６歳だ
ったちひろは、戦後、自分の生き方を模索
するなかで、多くの自画像を描いていま
す。戦前の絵は空襲で焼失したこともあ
り、終戦直後に疎開先の信州で書かれた
日記「草穂」のなかの ２点の自画像が、現
存する最も初期のものにあたります。鉛
筆で丹念に描かれた小さな自画像から
は、愛らしい風貌と共に、相当の画力もう
かがえます（図１）。集中的に自画像を手掛
けているのは、１９４６年から翌年にかけて、
画家となることを決意して単身上京して
間もない時期です。コンテの荒々しいタッ
チで描かれた自画像には、自分を美化す
る気持ちは微塵も感じられません（図２）。
初めて自立の道を歩み始め、戦争や社会

について深く考えるようになったこの時
期の彼女にとって、自画像は迷いながら懸
命に進む自己の記録であったのでしょう。
過去の自分と決別し、あらたな自分に生
まれ変わろうとする気概が感じられます。
１９５６年までの間に描かれた２４点の自画

像を、年代を追って見ていくと、愛する人
と出会い、家族をもったころからその表
現が次第に穏やかに変化していったこと
がわかります。母親となってからは、息子
のスケッチが増えるのに伴い、自画像は
次第に描かれなくなっていきました。
絵のなかのちひろ――少女像、母子像
１９６8年ごろから、ちひろの絵には子ど

ものころの自身を投影したような少女像
が描かれるようになります（図 ４・５）。
自分のなかに失われずにある“子ども”の

感覚をより豊かに表わそうと、ちひろは
独自の表現を模索し続けました。１９７２年に
は対談のなかで「子どもを描いていると、
自分の小さいときのことを自分で描いてい
るという感じがします」と語っています。
一方で、絵のなかの母親の姿にちひろ

自身が重なる作品もあります。絵本『戦火
のなかの子どもたち』の担当編集者は、
焔のなかで子どもを抱く母親像（図 ６）
が「ちひろさんに見えてしょうがない」
と語っています。子どもを愛情で包み、
守ろうとする強くやさしい母の姿は、ち
ひろの生き方や願いを象徴しています。
本展では、初期の自画像群、後年の少

女像や母親像、自伝的絵本『わたしのえ
ほん』などを通して、その絵に映し出さ
れるちひろ自身に迫ります。�（上島史子）

小説家・村上春樹は、さまざまなイラ
ストレーターと共作をしています。本展
では、これまで、それぞれの文脈で語ら
れてきた文章とイラストレーション相互
の関係に焦点をあて、村上春樹と ４人の
イラストレーターとのコラボレーション
を紹介します。文章を支える文体、絵を
支える画風にも着目し、相乗効果によっ
て現れる豊かな世界を紹介します。
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マキ（１９４６－）　羊男の肖像
高校生のころ、雑誌「ガロ」で佐々木マ
キのマンガに出会い、その独創的な世界
に興奮したという村上は、自身の小説が
単行本になると決まったとき、「表紙は
どうしても佐々木マキさんの絵でなくて
はならなかった。」＊１と語っています。
デビュー作『風の歌を聴け』の表紙（図 １）
は、夏に故郷に帰ってきた主人公が港で
海を眺めている場面を想像させます。倉
庫に記された不規則な数字や、オレンジ
色の夜空に浮かぶ土星など、その後の村
上作品にも連なる不思議な感覚を鋭くと
らえているようです。『羊男のクリスマ
ス』は、最初に佐々木が ２枚の絵を描き、
それにインスピレーションを受けて村上
が物語を書き、それを佐々木が描くとい
う過程を経て、ふたりの想像力が増幅す
る形で生まれた絵本です。羊男、羊博
士、双子など村上の小説に登場する人物
が織りなす「羊男世界」を佐々木は迷いの

ない線で鮮やかに描いています（図 ２）。
大
おお

橋
はし

歩
あゆみ

（１９４０－）　シンプルな線
エッセイ「村上ラヂオ」は雑誌に連載

された当初から、村上自身の希望により
大橋歩の銅版画とともに発表されまし
た。このエッセイには、随所に村上文学
を貫く美意識が見え隠れしていますが、
村上の身の回りの出来事などを題材に
「わりに気楽に」読める文章＊２として、
練られています。それに合わせて、大橋
は、あえて「説明しすぎない」＊３よう
に描いたといいます。ここで大橋が用い
ているのは、鋭い先端を持つニードルと
いう道具で銅板を線刻するドライポイン
トという技法です。摺りの工程を経て現
れる微妙なインクのにじみをひろったシ
ンプルな線が、村上のエッジの効いたユ
ーモアと響きあっています（図 ３）。
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（１９３６－）　ジャズのごとく
村上の翻訳作品の表紙や装幀も手がけ

ている和田誠は、２０世紀のアメリカ文
学、映画、音楽に造詣が深く、村上と意気
投合して、音楽をテーマにした共作に取
り組みました。『ポートレート・イン・ジャ
ズ』は、和田が描いたジャズメンの絵を元
に、村上が文章を書くというスタイルで
生まれました。音楽を触媒として共鳴し
あう絵と文章はジャズの即興演奏さなが
らに打てば響く心地よさに満ちています
（図 ４）。和田は、村上のふたつの全集の

絵とデザインも手がけています。友人で
もある村上の小説に対して、深い洞察に
基づき、小説の世界観を切手や地図をモ
チーフにして明快に視覚化しています。
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（１９４２－２０１４）　村上朝日堂の盟友
村上が最も多くコンビを組んでいるイ

ラストレーターが安西水丸です。１９8１年
から安西が亡くなるまで、実に３０年以上
にわたり、短編小説、エッセイ、工場見学
記、絵本やかるたまで数多くの共作に取
り組んでいます。『象工場のハッピーエン
ド』は、村上の短編小説と安西の絵で構
成された作品です。絵と文章は別々につ
くられたものですが、それぞれに自律し
た世界観を保ちながら見事に融和してひ
とつのイメージをつくっています（図５）。
公私にわたり親交のあったふたりは、時
代の空気を機敏に読み取り、既成のジャ
ンルを超えた境地で洒脱に遊びました。
和田誠と安西水丸と村上春樹
和田と安西、それぞれと親交のあった

村上は、和田と安西の共作に文章を寄せ
るほか、村上のアンソロジーにふたりの
共作のイラストレーションを使うなど相
互に関わりを持っています。彼らの共作
からは、東京・青山の文化的な土壌と時代
の空気が色濃く垣間見られます。（図 ６）
初公開作品も含めた原画に触れて、文

章と絵、それぞれに新たな解釈や魅力を
見つけてください。� （原島恵）

―絵のなかのわたし― ちひろの自画像展

―佐々木マキ、大橋歩、和田誠、安西水丸―
村上春樹とイラストレーター

●2016年5月25日（水）～8月7日（日）

●2016年5月25日（水）～8月7日（日）

主催：ちひろ美術館
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＊ １　佐々木マキ『うみべのまち』（太田出版）　帯の文章より　２０１１年
＊ ２　村上春樹『おおきなかぶ、むずかしいアボカド』（マガジンハウス）まえがきより２０１１年
＊ ３　「大橋歩　わたしのワークスタイル」「イラストレーション」（玄光社）２０１２年 ３ 月号より ２

●展示室1・３

●展示室2 ・ 4
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●展示室1・３

●展示室2・4村上春樹とイラストレーター　―佐々木マキ、大橋歩、和田誠、安西水丸―

―絵のなかのわたし―　ちひろの自画像展

図 ２ 　自画像（２₈歳）
　　　１９４₇年１１月２１日

図 １ 　 日記「草穂」の自画像
（２６歳）１９４₅年 ₈ 月２３日

図 ６ 　 焔のなかの母と子　『戦火のなかの子どもたち』
（岩崎書店）より　１９₇３年

図 ３ 　自画像（３０歳ごろ）
　　　１９４０年代後半

図 １ 　佐々木マキ
　　　『風の歌を聴け』（講談社）
　　　表紙　１９₇９年　個人蔵

図 ２ 　佐々木マキ
　　　『羊男のクリスマス』（講談社）より
　　　１９₈₅年　個人蔵

図 ３ 　 大橋歩　「おおきなかぶ」
　　　『おおきなかぶ、むずかしいアボカド
　　　村上ラヂオ ２ 』（マガジンハウス）より
　　　２０１１年　個人蔵

図 ₅ 　 安西水丸　「カティサーク自身のための広告」
　　　『象工場のハッピーエンド』（ＣＢＳソニー／講談社）より
　　　１９₈３年　個人蔵

図 ６ 　和田誠、安西水丸　「仲良し」
　　　２０１０年　個人蔵

▶図 ₅ 　緑の風のなかの少女
　　　　１９₇２年

◀図 ４ 　絵をかく女の子
　　　　１９₇０年

図 ４ 　 和田誠　「アート・ペッパー」
　　　『ポートレート・イン・ジャズ』（新潮社）より　２００３年
　　　個人蔵

１９４９年京都生まれ。『風の歌を聴け』（₇９年）で群像新人文学賞を受賞し、デビュー。『羊
をめぐる冒険』（₈２年）で野間文芸新人賞受賞。『ノルウェイの森』（₈₇年）がベストセ
ラーとなる。海外でも高く評価され、２００６年フランツ・カフカ賞、２００９年エルサレム賞、
２０１１年カタルーニャ国際賞を受賞。その他受賞多数。

村上春樹



韓国の絵本作家チョ・ウンヨンさんを
講師に迎え、子どもから大人まで２４名が
作品制作を楽しみました。
初めのスライドトークでは、『はし
れ、トト！』に出てくる“馬”について
のお話を聞いたり、チョさんから出され
たクイズに答えたりして、会場が和みま
す。スライド
で、作品制作
の技法の解
説、他の作家
の作品紹介な
どを見て、い
よいよ、制作その １の“スタンピング”
がスタート。長野県大町市の松崎和紙の
障子紙をみんなで囲むと、チョさんが
「今日は、誰もが持っている“指”とい

う道具を使いますよ」と言いながら「私
は、飛行機に乗って日本に来ました」
と、指のスタンピングとペンで、飛行機
や乗客を描きます。続いて、めいめいが
指先に水性インクをつけてスタンプ。ス
トーリーを考えながら、ペンや鉛筆で描
き足して絵にしていきます。机に広がる
長い紙に、乗り
物、海の生物、
街並みなどが出
現しました。

制作その ２は“ガラスに馬を描く”。
チョさんのお手
本と、絵本や馬
の写真を参考
に、フォトフレ
ームのガラス表
面に墨汁で馬を描き、半乾きになったら
割り箸ペンでひっかいて模様をつけま
す。裏面に好きな色のアクリル絵の具を
塗って表に返すと、黒い馬に色鮮やかな
模様があらわれました。
最後に数名が自分の描いた馬について

発表し、盛りだくさんな ２時間のワーク
ショップが終了しま
した。�（窪田有希子）

チョ・ウンヨンさんのトークが、『は
しれ、トト！』の日本語版への翻訳者で
もある広松由希子さんを聞き手に迎えて
行われました。最初に広松さん、チョさ
んによる日・韓両言語での読み聞かせが
あり、それぞれの版の絵の順番や内容、
ことばの違いが明らかになりました。こ
こではその後に続くチョさんによるスライ
ドトークの内容をお伝えします。
ちひろ美術館と私
ちひろ美術館・東京に来たのは ２度
目。最初は１０年前で、そのときには友人
と来館し、いつかこのようなところで展
覧会ができたらと話し合いました。その
夢がかない、展示・ワークショップが開
催され、幸せで感謝しています。ちひろ
の作品で、見慣れたやわらかな水彩画も
ありますが、今回初めて見て感動的だっ
たのは、ちょうど今の私の年頃（３０代半ば）
で描いたスケッチなどです。作家の道と
いうのは長く大変なこともあり、今後ど
うやっていくかと考えさせられました。
『はしれ、トト！』は初めての絵本で
すが、次の（自作）絵本がなかなかでき
ず、フラストレーションや悩みもありま
す。ちひろさんの作品を見ることが自分
にはよいきっかけになりました。
競馬場の絵本の難しさと挫折
競馬場は人間がさまざまな、そして正
直な感情を出せるということで、衝撃的
な場所です。自分は専攻がデザインで、
絵が上手に描けないというコンプレック
スがありましたが、きれいな絵ではな
く、ドーミエ＊１のように、人の気持ちが
分かるような絵を描きたいと思いまし
た。

最初は強い線も表現できる木炭を使
い、いろいろな人の顔を描きました。絵
は怖いしグロテスクで、競馬がテーマな
ので絵本にはできない、といわれました
が、自分は子ども向けの絵本ではなく、
絵のある本、絵を見ながら楽しむ大人向
けの本をイメージしていました。
さらに、描き進めていくと、いくつもの

困難にぶつかります。①背景の上に人を
描くこと②複数の人を描くこと③人を小
さく描くこと④スケッチと実物との差⑤
絵の内容の不足。そこで、一旦絵本をお
き、２００５年～２００６年の間は商業的イラス
トレーションの仕事に専念しました。多
忙になり、自分の意見は尊重されず、疑問
を感じて、占いにさえも行ったほどです。
仕事を断る言い訳もあり、絵本に再度取り
組むためにも、大学院に進学を決めました。
再度の出発・さまざまな工夫
絵本のストーリーを設定するとき、今

度は子どもの読者を意識して、自分と祖
父の写真を思い出し、主人公を女の子と
そのおじいさんにしました。また、木炭
の表現に限界を感じ、悩み、研究し、異
なる技法で工夫していきます。
〔スタンピ
ング〕群集
の表現のた
めにソウル
・スタイン
バーグ＊２の使った技法
（右図）を参考に、指に
インキをつけて、紙にたくさん捺し、ペ
ンで描き足しました。（上図右）
〔ＯＨＰフィルム〕墨で描くときに、細
部を描けないことがあるのですが、ＯＨ

Ｐフィルムの上に描
き、削ったりすること
で、細い線も表現でき
ました。また、間違い
も削れることで、自由
に安心して表現できま
した。（右図）
〔イメージを描く〕競馬場のありのまま
でなく、自分が見たように、楽しく表現
することを心掛けました。フランスの編
集者に、事実ではなく、イメージを描く
のが大切なので、それでよいといわれ、
勇気をもちました。

〔指で描く〕ボローニ
ャに持参するために時
間がなく、手に絵具を
つけ、指で描くことも
しました。競馬に負け
て、どうしようもない
絶望感を表現していま
す。（左図）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
トークの後、聞き手の広松さんが、フ

ランスの出版元であるメモ社の編集者の
絵本づくりへの関わりを問いました。チ
ョさんは、「編集者が見たときには既に
完成された形で、あまり手は入りません
でしたが、表紙は別の絵が選ばれまし
た」と答えました。広松さんは、「メモ
社は、グラフィックで洗練された絵本の
イメージが強いので、チョさんのこって
りとした絵本も出したことに意外な感じ
がしましたが、懐の深さを感じました。
国境を超えた出版が増えてきており、そ
の大きな例」と述べました。�（松方路子）

３ 月１３日（日）チョ・ウンヨンのワークショップ

３月１３日（日）チョ・ウンヨン　『はしれ、トト！』の絵本づくりを語る

4

活動報告
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（長野県）の雪形の馬
を探す

描きながら説明するチョさん

参加者作品「夜道を散歩し
ているおしゃれな紳士の馬」

スタンピング作品
（部分）

インクをつけた指や
手で、一枚の紙に全
員で自由にスタンピ
ング

＊ １　オノレ・ドーミエ（１８０８－１８７９）フランスの風刺画家
＊ ２　（１９１４－１９９９）アメリカの漫画家、イラストレーター



美術館
日記
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３月１０日（木）
今日は私たちの結婚記念日です。
小さいころよくお餅を買いに行っ
た店の隣でちひろさんが生まれた
ことを知り、一度来たいと思って
いました。私たちの記念日に来ら
れて、大変うれしいです。
�（福井県武生　廣田栄作・房子）
３月１５日（火）
江古田の日大芸術学部の卒業作品
展の帰りに寄りました。前に来た
のは３０年前になるでしょうか。ち
ひろさんの作品はもとより、美術
館の雰囲気が素敵でやさしく、あ
たたかいときを過ごしました。孫
の卒業作品は、苦しいことを乗り
越えた後の笑顔、笑顔の写真でし
た。帰宅したら、今晩は孫の卒業
を祝って、いっしょに来た女房と
乾杯です。（横浜　アマクサベン）

３月１５日（火）
お名前は以前から知っていました
が、妊娠してもらった母子手帳の
表紙がちひろさんの絵だったので、
身近に感じるようになりました。
子どもが生まれ、散歩を兼ねて、初
めてちひろ美術館に足を運びまし
た。あかちゃんや子どもは、静止画
なのに動いているかのように見え
ました。娘は今 ７か月ですが、今後
こんな風に歩いたり走ったり遊ん
だりするのかなと思いながら、拝
見しました。子どもを持った今だ
からこそ、ちひろさんの絵がわか
るような気がします。�（永江明子）
３月２０日（日）
９ 歳の娘と来ました。ちひろさん
のことば「大人になること」は、心
にしみました。母になって ９年、私
も大人になったでしょうか……ま

だまだ成長過程です。成長してい
く娘と再び訪れたいと思います。
〔『はしれ、トト！』조

チョ
은
ウン
영
ヨン

の絵本づ
くり展ノートより〕
３月２５日（金）
昔、父に連れられて府中競馬場に
行ったことを思い出しました。タ
バコのにおい、叫ぶ人、予想屋な
ど、場所や時代が変わっても共通
するのですね。走る馬、集う人たち
の描写力が素晴らしい！若い才能
ある作家さんの企画を、これから
もお願いします。�（小平市　糸子）
４月１日（金）
主人が競馬好きで、ときどき競馬
場にいっしょに行くのですが、そ
こで見かけるおじさん達があまり
にリアルに再現されていて、思わ
ず笑ってしまいました。競馬場の
活気が伝わってきます。�（ｐｏｋａ）

１月２８日（木）
中国広東省の深

しん

圳
せん

市から、美術教
室の子どもたちが先生や保護者と
ともに来館。展示鑑賞とともにち
ひろの水彩技法も体験すること
に。短い時間ながら画用紙に向か
い、にじみや白抜きに取り組ん
だ。低学年の子どもほど、迷いな
くぐんぐんと筆を進める、その子
どもらしい姿は、世界共通。
１月２９日（金） のち
新しいちひろの記念切手が本日発
売。『窓ぎわのトットちゃん』表
紙絵でおなじみの「こげ茶色の帽
子の少女」をはじめ、四季折々の
花と子どもたちの１０作品が １シー
トに。ミュージアムショップでも
早速、レターセットとあわせて買
っていかれる方も。
３月１日（火）
「ちひろのムーブマン」展初日。

ちひろの展示室にも、映像展示が
登場。モノクロで描かれた子ども
たちのカットが、大きな画面に次
々と映し出される。子どもたち
の、いきいきとした一瞬の動きを
的確にとらえた、ちひろの卓越し
た筆の力を、あらためて実感。
３月１７日（木）
韓国から、絵本に関心が高い人た
ちのグループが来館。チョ・ウン
ヨンさんをこの展覧会で初めて知
ったとのこと。自国にまだ知られ
ていない作家を紹介できたことは
喜ばしい。また展示期間中、韓国
籍、朝鮮籍の方への入館無料特典
に取り組んでいるが、日々何組か
の利用があり、うれしい手応え。
３月２１日（月）
「かつて、いわさきちひろという
人がこの小学校に通っていたこと
を、子どもたちに伝えたいと思っ

て」と、受付で美術館のミュージ
アムカレンダーをまとめて希望さ
れる方が。ちひろが卒業した渋谷
区立長

なが

谷
や

戸
ど

小学校で、交通整理員
をされていて、卒業する子どもた
ちに、手作りの賞状とともにちひ
ろ美術館を紹介してくださるとい
う。いつか子どもたちが会いに来
てくれたらと願う。
３月２７日（日）
ガーデントーク「ちひろの庭の花
めぐり」を開催。枝垂れ桜の蕾もふ
くらみ、すみれや春の花が咲く庭
で、ちひろの花への思いや作品を
語るひと時に２０名近い方が参加。
品種改良などで、ちひろが育てた
当時の草花を再現することがむず
かしくなっていることや、ちひろ
が好きだった濃い紫色のすみれが
なかなか根付かない、など「ちひ
ろの庭」の苦労話も語られた。

ヘイトスピーチ（hａte�sｐeech）とは、
「憎悪をむき出しにした発言。特に公の場
で、特定の人種・民族・宗教・性別・職業・身
分に属する個人、集団に対してする、極端
な悪口や中傷にこと」（大辞泉）。近年、韓
流の人気スポット・新大久保を含め、国内
各所でヘイトスピーチが多発する状況が
危惧され、２０１４年には、懸念する国連人権
規約委員会が、差別をあおるすべての宣
伝活動の禁止を、日本政府に勧告しました。
それを受けて、日本政府は実態調査を

行い、「２０１２年 ４ 月から２０１５年 ９ 月までの
間のヘイトスピーチは１１５２件。減少傾向
にあるが、沈静化したとは言えない」と、

本年 ３月３０日に、新聞紙上で伝えました。
奇しくも同日から、新大久保にある高麗
博物館で、特別企画展「絵本で知ろう！お
となりの国～韓国・朝鮮の絵本～Pａrt
Ⅱ」がスタート。それに先立ち、高麗博物館
のスタッフが、当館で開催中のチョ・ウン
ヨン展にも来館、交流が深まっています。
高麗博物館は、侵略と植民地支配の歴
史の真実に真向かい、「日本とコリア（韓
国・朝鮮）の長い豊かな文化交流の歴史
を見える形であらわし、相互の歴史・文化
を学び、理解して友好を深めることを目
指し」て、２０１１年に設立されました。以来、
さまざまな展示や活動を行ってきます。

異なる国が異なる視点で、互いをみつめ
あうことは、たやすいことではありません。
昨年５月に報告された「第３回日韓共同世
論調査」（言論NPO）によると、相手国の印
象について、日本人で５割、韓国人は７割が
マイナスイメージを持っています。また、
日本に軍事的な脅威を感じる韓国人が５８．１
％と、中国の軍事的脅威の３６．８％を大きく
上回っている点には、考えさせられます。
その一方、自国のメディアが日韓関係に関
して客観的で公平な報道をしていないとい
う認識もあり、互いを理解しあい関係改善
を望む声は小さくはありません。絵本も架
け橋を作る力と、私たちは信じています。

窓 『絵本で知ろう！おとなりの国～韓国・朝鮮～』
竹迫祐子（公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長

５
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まるごとちひろ美術館　－世界で最初の絵本美術館－
１９７７年に世界初の絵本美術館として東京・練馬のちひろの自宅跡地に開館した
ちひろ美術館・東京（当時はいわさきちひろ絵本美術館）。ちひろの作品から
始まったコレクションは、エリック・カールの「おんどり」を第１号に世界各
国の優れた絵本画家たちの作品も収集されるようになり、現在約２６７５０点を数
えています。本展では、選りすぐりのコレクションのほか、内藤廣による建築、
３７年の歩みなど、さまざまな角度から“まるごと”ちひろ美術館を紹介します。

美術館だより　No.190   発行2015年7月21日

CONTENTS 〈展示紹介〉非戦７０年　ちひろ・平和への願い／〈企画展〉日ブラジル外交関係樹立１２０周年　旅する芸術家　ホジェ
ル・メロ展…許距
〈活動報告〉ちひろを訪ねる中国の旅／ママさん弁護士と語る　子どもの未来と憲法…鋸
ひとことふたことみこと／美術館日記／窓「アジアのなかの日本－シンガポールAFCCに参加して」…漁

ちひろ美術館・東京イベント予定 http://www.chihiro.jp/   https://www.facebook.com/chihiro.tokyo
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）。
※イベント申し込みは、先着順です。また、参加費が記載されていないイベントは無料です。TEL．０３－３９９５－０６１２ E-mail chihiro@gol.com

エリック・カール（アメリカ）
おんどり　１９８５年

●わらべうたあそび
○日　時：９月５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）
○対　象：０～２歳までの乳幼児と保護者
○定　員：１５組３０名　要申し込み８月５日（水）受付開始

●次回展示予定　10月28日（水）～2016年1月31日（日）

いわさきちひろ
小鳥と少女　１９７１年

●水彩のにじみでキーホルダーをつくろう
ちひろが得意とした技法を使って、キーホルダーをつくります。
○日　時：８月２３日（日）１０：３０～（当日受付１０：００～、最終受付１５：００）
○対　象：５歳～大人　　○定　員：先着７０名　　○参加費：３００円

●「メロ＆ボッサ」（出演：臼田道成）
ホジェル・メロの絵に囲まれながら、ボサノ
ヴァ弾き語りライブでブラジル気分を満喫し
ませんか？東京大学文学部美術史学科卒の臼
田さん。ブラジルの風土や、絵や音楽の楽し
み方についてお話しいただきます。
○日　時：９月５日（土）１７：３０～１９：００
○定　員：５０名
○対　象：１０歳～大人
○参加費：１０００円
　要申し込み８月５日（水）受付開始

〈展示関連イベント〉

臼田道成

戦後７０年の節目の年に、ジブリのアニメー
ション映画監督である高畑勲が、ちひろや自
身の作品を通して、平和への思いを語ります。
『火垂るの墓』と『戦火のなかの子どもたち』
の知られざるエピソードなどもお話しします。
○日　時：９月２７日（日）１５：００～１６：３０
○講　師：高畑勲（アニメーション映画監督：
スタジオジブリ所属、当財団評議員）
○定　員：６０名
○参加費：５００円　要申し込み８月２７日（木）受付開始

●非戦７０年記念　高畑勲講演会
　「いわさきちひろの絵が語るもの」

高畑勲

●親子で楽しむ夏休みクラフト＆トイフェスタ
おもちゃコンサルタントによる講座やワークシ 
ョップから、おもちゃの体験コーナー、あかち 
ゃんの広場まで、一日たっぷり遊べます。夏休
みの思い出づくりに、親子でご参加ください！
○日　時：８月１０日（月）１０：３０－１６：３０
○協　力：おもちゃの広場　石神井支部、日本
グッド・トイ委員会
○参加費：イベントごとに異なります。詳細は
ＨＰでご確認ください。

ハニカムペーパー
参考画像

●ファースト　ミュージアム　デー
子どもたちが人生で初めて訪れる美術館として親しんでいただけるよ
うに、親子対象の館内ツアーを開催します。人生の節目に当館を思い
出せるような、記憶に残る１日をお過ごしください。
○日　時：９月１３日（日）１５：００～１５：４０
○対　象：０～２歳までの乳幼児と保護者
○定　員：１５組３０名　要申し込み８月１３日（木）受付開始

●おもちゃの広場
○日　時：１０月４日（日）１０：３０～１２：００
○協　力：おもちゃの広場　石神井支部
○対　象：３才以上の未就学児と保護者
○定　員：１０組２０名　要申し込み９月４日（金）受付開始

〈参加自由、無料のイベント〉

８月８日はちひろの命日。一人息子である松本猛が、ちひろの平和へ
の思いや、家族だけが知る画家の素顔や思い出、作品にまつわるエピ
ソードなどをお話しします。

○協　力：ねりま子どもと本ネットワーク

●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～

●松本猛ギャラリートーク ８月８日（土）１４：００～

●親業講演会
　「－今日から実践できる－子どもに気持ちが伝わる話し方」
親の気持ち、話していますか？子どもの気持ち、聞いていますか？
信頼に満ちた親子関係を築くための方法をお伝えします。あかちゃん
から思春期まで、お子さんの年齢は問いません。
○日　時：１０月１５日（木）１０：３０～１２：３０
○講　師：田中満智子（親業訓練協会認定インストラクター）
○定　員：３５名※託児はありませんが、お子さま連れの参加も可。
○参加費：５００円　要申し込み　９月１５日（火）受付開始

―絵のなかのわたし―ちひろの自画像展／〈企画展〉村上春樹とイラストレーター ―佐々木マキ、大橋歩、和田誠、
安西水丸―…❷❸
〈活動報告〉チョ・ウンヨンのワークショップ／『はしれ、トト！』の絵本づくりを語る…❹
ひとことふたことみこと／美術館日記／窓「絵本で知ろう！　おとなりの国～韓国・朝鮮～」…❺

CONTENTS
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まるごとちひろ美術館　－世界で最初の絵本美術館－
１９７７年に世界初の絵本美術館として東京・練馬のちひろの自宅跡地に開館した
ちひろ美術館・東京（当時はいわさきちひろ絵本美術館）。ちひろの作品から
始まったコレクションは、エリック・カールの「おんどり」を第１号に世界各
国の優れた絵本画家たちの作品も収集されるようになり、現在約２６７５０点を数
えています。本展では、選りすぐりのコレクションのほか、内藤廣による建築、
３７年の歩みなど、さまざまな角度から“まるごと”ちひろ美術館を紹介します。

美術館だより　No.190   発行2015年7月21日

CONTENTS 〈展示紹介〉非戦７０年　ちひろ・平和への願い／〈企画展〉日ブラジル外交関係樹立１２０周年　旅する芸術家　ホジェ
ル・メロ展…許距
〈活動報告〉ちひろを訪ねる中国の旅／ママさん弁護士と語る　子どもの未来と憲法…鋸
ひとことふたことみこと／美術館日記／窓「アジアのなかの日本－シンガポールAFCCに参加して」…漁

ちひろ美術館・東京イベント予定 http://www.chihiro.jp/   https://www.facebook.com/chihiro.tokyo
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）。
※イベント申し込みは、先着順です。また、参加費が記載されていないイベントは無料です。TEL．０３－３９９５－０６１２ E-mail chihiro@gol.com

エリック・カール（アメリカ）
おんどり　１９８５年

●わらべうたあそび
○日　時：９月５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）
○対　象：０～２歳までの乳幼児と保護者
○定　員：１５組３０名　要申し込み８月５日（水）受付開始

●次回展示予定　10月28日（水）～2016年1月31日（日）

いわさきちひろ
小鳥と少女　１９７１年

●水彩のにじみでキーホルダーをつくろう
ちひろが得意とした技法を使って、キーホルダーをつくります。
○日　時：８月２３日（日）１０：３０～（当日受付１０：００～、最終受付１５：００）
○対　象：５歳～大人　　○定　員：先着７０名　　○参加費：３００円

●「メロ＆ボッサ」（出演：臼田道成）
ホジェル・メロの絵に囲まれながら、ボサノ
ヴァ弾き語りライブでブラジル気分を満喫し
ませんか？東京大学文学部美術史学科卒の臼
田さん。ブラジルの風土や、絵や音楽の楽し
み方についてお話しいただきます。
○日　時：９月５日（土）１７：３０～１９：００
○定　員：５０名
○対　象：１０歳～大人
○参加費：１０００円
　要申し込み８月５日（水）受付開始

〈展示関連イベント〉

臼田道成

戦後７０年の節目の年に、ジブリのアニメー
ション映画監督である高畑勲が、ちひろや自
身の作品を通して、平和への思いを語ります。
『火垂るの墓』と『戦火のなかの子どもたち』
の知られざるエピソードなどもお話しします。
○日　時：９月２７日（日）１５：００～１６：３０
○講　師：高畑勲（アニメーション映画監督：
スタジオジブリ所属、当財団評議員）
○定　員：６０名
○参加費：５００円　要申し込み８月２７日（木）受付開始

●非戦７０年記念　高畑勲講演会
　「いわさきちひろの絵が語るもの」

高畑勲

●親子で楽しむ夏休みクラフト＆トイフェスタ
おもちゃコンサルタントによる講座やワークシ 
ョップから、おもちゃの体験コーナー、あかち 
ゃんの広場まで、一日たっぷり遊べます。夏休
みの思い出づくりに、親子でご参加ください！
○日　時：８月１０日（月）１０：３０－１６：３０
○協　力：おもちゃの広場　石神井支部、日本
グッド・トイ委員会
○参加費：イベントごとに異なります。詳細は
ＨＰでご確認ください。

ハニカムペーパー
参考画像

●ファースト　ミュージアム　デー
子どもたちが人生で初めて訪れる美術館として親しんでいただけるよ
うに、親子対象の館内ツアーを開催します。人生の節目に当館を思い
出せるような、記憶に残る１日をお過ごしください。
○日　時：９月１３日（日）１５：００～１５：４０
○対　象：０～２歳までの乳幼児と保護者
○定　員：１５組３０名　要申し込み８月１３日（木）受付開始

●おもちゃの広場
○日　時：１０月４日（日）１０：３０～１２：００
○協　力：おもちゃの広場　石神井支部
○対　象：３才以上の未就学児と保護者
○定　員：１０組２０名　要申し込み９月４日（金）受付開始

〈参加自由、無料のイベント〉

８月８日はちひろの命日。一人息子である松本猛が、ちひろの平和へ
の思いや、家族だけが知る画家の素顔や思い出、作品にまつわるエピ
ソードなどをお話しします。

○協　力：ねりま子どもと本ネットワーク

●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～

●松本猛ギャラリートーク ８月８日（土）１４：００～

●親業講演会
　「－今日から実践できる－子どもに気持ちが伝わる話し方」
親の気持ち、話していますか？子どもの気持ち、聞いていますか？
信頼に満ちた親子関係を築くための方法をお伝えします。あかちゃん
から思春期まで、お子さんの年齢は問いません。
○日　時：１０月１５日（木）１０：３０～１２：３０
○講　師：田中満智子（親業訓練協会認定インストラクター）
○定　員：３５名※託児はありませんが、お子さま連れの参加も可。
○参加費：５００円　要申し込み　９月１５日（火）受付開始

休館日：月曜日　※祝休日 ₇ /１₈（月）は開館、翌 ₇ /１９（火）休館。
　　　　※２０１６．₈/ １（月）は開館します
　　　　 ※展示替のための臨時休館　 ₅ /２４（火）、₈ / ９（火）、₈ /１０（水）

〈開館情報〉

●次回展示予定 ２016年8月11日（木・祝）～11月6日（日）

〒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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毎月第２・４土曜日
１１：００～
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）

Kawaii・ちひろ展 〈企画展〉あべ弘士の動物王国展
近年日本独自の美学のひとつとして
も注目されている「Kawaii」。私た
ちはどのようなものを見て「かわい
い」と思うのでしょう。ちひろの作
品の多くには、さまざまな「かわい
い」の要素が含まれています。「か
わいい」を愛し、描き続けたちひろ
の感性を探ります。

旭山動物園で飼育員を２₅年間勤めた
異色の経歴を持つ絵本画家あべ弘
士。動物と深く関わるなかで、その
生命の営みを見続けてきた経験が、
彼の絵本には生かされています。ユ
ーモアあふれる描写で生命のリアリ
ティを映し出す、あべ弘士の世界を
紹介します。

村上ファンが集うブックカフェ「 ６ 次元」の店主、ナカムラクニオさ
んによる鑑賞会です。ナカムラさんならではの視点から、展覧会を楽
しみましょう。
○日　時： ₅ 月２₈日（土）１₅：００～１₇：００
○講　師： ナカムラクニオ（「 ６ 次元」店主／映像ディレクター）
○定　員：３₅名　要申し込み ４ 月２₈日（木）受付開始
○参加費：１０００円

〈企画展関連イベント〉
●村上春樹とイラストレーター　スライドトーク

●わらべうたあそび
○日　時： ₇ 月 ２ 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）
○対　象： ０ ～ ２ 歳児と保護者
○定　員：１₅組３０名　要申し込み ６ 月 ２ 日（木）受付開始

監修：ちひろ美術館　発行：ナナロク社
₅ 月下旬発売予定
Ａ ６ 上製　予価２２００円　３２０ページ

●展示関連書籍
　『村上春樹とイラストレーター
　―佐々木マキ、大橋歩、和田誠、安西水丸―』

いわさきちひろ
りんごと天使　１９６４年

あべ弘士「飛ぶ教室」（光村図書
出版）表紙　２００₇年（個人蔵）

〈参加自由、無料のイベント〉

６ 月 ₅ 日（日）１４：００～
講師： 松本猛（絵本学会会長
 ・ちひろ美術館常任顧問）

●松本猛ギャラリートーク
毎月第 １ ・ ３ 土曜日　１４：００～
●ギャラリートーク

毎月第 ２ ・ ４ 土曜日　１１：００～
●えほんのじかん

イラストレーションにも注目しながら、村上春樹作品を読みましょう。
○日　時： ６ 月１１日（土）１₇：１０～
○進　行：ナカムラクニオ（「 ６ 次元」店主／映像ディレクター）
○定　員：２０名　要申し込み ₅ 月１１日（水）受付開始
○参加費：２０００円（絵本カフェのドリンク・スイーツ付）
○持ち物：好きな村上春樹作品（何冊でも可）

●読書会「村上春樹を読もう」

３０年近く村上春樹担当編集者をつとめ、今も多くの本や文庫に関わる
新潮社の寺島哲也さんが、貴重なエピソードも交えて村上作品の装幀
やイラストレーションについて語ります。
○日　時： ₇ 月 ３ 日（日）１₅：００～
○講　師：寺島哲也（新潮社）
○定　員：₅０名　要申し込み ６ 月 ３ 日（金）受付開始
○参加費：₇００円

●担当編集者が語る村上春樹の作品とイラストレーション

●ちひろの水彩技法体験ワークショップ　
　にじみの缶バッジづくり
○日　時： ₇ 月２９日（金）３０日（土）１０：３０～
○対　象： ₅ 歳～大人
○定　員：各₇０名　当日申し込み（先着順）　受付時間１０：００～１₅：００
○参加費：３００円

〈展覧会関連イベント〉

●ドキュメンタリー映画
　「いわさきちひろ　２7歳の旅立ち」上映会
○日　時： ６ 月２₅日（土）１６：００～１₈：００
○定　員：₅０名　要申し込み ₅ 月２₅日（水）受付開始

文：松本由理子　　発行：あかね書房
３ 月発売　　対象：小学校中学年以上
Ａ ₅ 版　１₅００円（税別）　１₅２ページ

『（伝記を読もう10）いわさきちひろ
　子どもの幸せと平和を絵にこめて』

〈新刊書籍〉


