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「かわいい」という言葉は今や日本文化
を形容するキーワードのひとつ kawaii
となって外国にも広まり、これを切り口
にした美術展や書籍も近年多くみられる
ようになりました。本展では、再度いわ
さきちひろの「かわいい」をいくつかの
視点から解明し、その魅力に迫ります。
ちいさきものはみなうつくし
「枕草子」のなかで、清少納言が「な
にもなにも、ちいさきものは、みなうつ
くし。」と書いたように、古来より日本
では小さいものを、愛でてきました。ち
ひろは、子どものほかにも虫たちや小
鳥、犬や猫、草花など身近な小さなもの
に心を寄せて描きました（図 １）。
子どものかわいらしさ
「あの手のかわいらしさなんて、握ら
れただけでもどうしようもないほどかわ
いいでしょう。」と語ったちひろは、あ

かちゃんや子どもたちの手や指の動き、
ふとしたときに見せる表情などもしっか
りと観察してとらえています。（図 ２）
『あかちゃんのくるひ』は、生まれたば
かりの弟を迎える不安と期待でゆれる少
女の気持ちを表現した絵本です。少女
が、ぬいぐるみのくまを取ろうと、小さ
な手をのばすようすにいじらしさが感じ
られます（図 ３）。
なつかしい情景
「なつかしい」ということばは、「か

わいい」という意味で使われたこともあ
るそうです。子どもたちが遊ぶ情景を見
たとき、人は自分の小さかったころを思
い出し、なんともいえない、あたたかい
気持ちを見出すのではないでしょうか。
多くの子どもたちが登場するこの絵に
は、そのようなノスタルジックな雰囲気
があふれています（図 ４）。

ふしぎかわいい
恐ろしく、不思議な物語の登場人物た

ちも、ちひろの手にかかると、どこかユ
ーモラスなかわいらしさが感じられま
す。『にじのみずうみ』の魔法使いの描
写は場面ごとに異なりますが、ここで
は、やわらかな輪郭とつぶらな瞳に、ど
こか愛嬌が感じられます。（図 ５）
かわいいものを守る
ちひろは戦争をテーマにした本を ３冊

手がけ、直接的な苦しみや悲惨さではな
く、どんな状況にあってもかわいい子ど
もたちを描きました（図 ６）。「平和で豊
かで美しく、可愛いものがほんとうに好
きで、そういうものをこわしていこうと
する力に限りない憤りを感じます。」と
語ったように、「かわいい」を大切にし
たいというちひろの気持ちは平和への希
求につながります。� （松方路子）

旭山動物園の飼育員として、２５年間勤
めた異色の経歴を持つ画家あべ弘士は、
退職後、野生動物を取材するため、世界
各地を訪れています。その作品には、雄
大な自然や動物本来の姿に接するなかで
生まれた感動が、ユーモアあふれる独創
的な視点を持って描き出されています。
本展では、「あらしのよるに」「動物園」
「アフリカ」「北極」「地球」「絵本ねぶ
た」をテーマに、初期から近作までの絵
本や立体作品などを多数紹介し、動物画
家あべ弘士の魅力の全貌を紹介します。
動物園の動物たち
２３歳のとき、地元・旭山動物園の飼育
員となったあべは、当時、同僚と「動物
園とはなんぞや」と、環境・展示・繁殖に
ついて熱く語り合い、現在の行動展示＊

を実現させた立役者の一人となりました。
『雪の上のどうぶつえん』（図 １）
は、飼育員をしながら画家としての活動
も始めたあべが、 １冊の絵本として制作
を依頼された最初の仕事でした。大雪の
日、夜勤中の園内で見つけたなぞの足跡
を追っていくと、プールから逃げ出した
アザラシに遭遇するという、実際に起き
た出来事をもとに創作されました。風景
や動物は水彩による大胆なタッチで、人
物はペンによる細かな線描で描くなど、
変化に富んだ表現がこの時代の特徴で
す。実体験をもとに、さまざまな技法を

駆使して描いたこの作品からは、画家が
園の動物たちに寄せた愛情と、初めての
絵本創作に注いだ情熱が感じられます。
『あらしのよるに』
１９９４年、あべは『あらしのよるに』

（木村裕一作・図 ２）に絵を描く仕事を
依頼されます。オオカミとヤギの種を超
えた友情をテーマにした本作は、画材や
画風を大きく変えながら、本編 ７巻と番
外編 １巻のシリーズが出版されました。
第 １巻を制作する際、送られてきた原

稿を手にしたあべは、「 ２枚目、 ３枚目
と読み進めながら、頭の中でどんどん描
き始めていた」と語っています。この作
品では、画面を分割し、「芝居形式で対
話のイメージを重視した」構成や、ペン
で描いた線描をコピー機で白黒反転し、
マーカーで着彩するなど、頭のなかに浮
かんだ絵を具現化するために、工夫を凝
らして描いています。独学で絵を学んだ
あべの自由な発想が、新たな表現へと結
びついた作品となりました。
今回の展示では、ダンボールで作った

約１００体のオオカミたちが、仲間を捨て、
逃避行するオオカミのガブとヤギのメイ
を追いかけながら展示室へと誘導します。
絵本ねぶた
「ねぶた」は、青森県津軽地方に伝わる

伝統的な祭りです。祖父の故郷・青森県
黒石市を訪れた際、ねぶたの絵を描いて

みたいと思ったあべは、弘前市の方々の
協力を得て、その願いを実現しました。
弘前のねぶたは、「扇ねぷた」と呼ば

れ、巨大な扇型の和紙に墨汁で線画を描
き、ロウで縁取りした後、５０色の染料で
彩色し、表側の「鏡絵」と裏側の「送り
絵」の ２枚を描きます。それを立体的に
組んで山車に乗せ、市内を練り歩きます。
２００４年、あべは、金
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（弘前
市）の本堂に ５日間こもり、トラが尾を
翻す鏡絵（図 ７）と、クジラやアザラシ
が舞い泳ぐ送り絵を完成させました。そ
の後も ３回、ライオンやフクロウなど、
動物をテーマにした鏡絵・送り絵を制作
しています。力強い線と鮮やかな色彩を
用いて描かれた作品のなかで、動物たち
はいのちの輝きを響かせ合っています。
本展では、この扇ねぷたをライトアッ

プして展示します。暗闇のなか、幻想的
な輝きを放つ作品には、画家の遠い故郷
への恩返しの思いも込められています。
「身が震えるような感動は、（中略）

記憶のなかにちゃんと蓄積されていくん
だ。そしてその感動の積み重ねが絵心を
かきたてて、数年後に絵本になったりす
る」と語るあべ弘士。そのすべての作品
には、特異な経験を重ねるなかで生まれ
た感動を昇華させながら、画家がとらえ
た動物たちの生命力や存在そのものが映
し出されています。� （宍倉恵美子）

Kawaii・ちひろ展
●２０１６年８月１１日（木・祝）～１１月６日（日）

〈企画展〉 あべ弘士の動物王国展
●２０１６年８月１１日（木・祝）～１１月６日（日）

●展示室１・３

●展示室２ ・ 4

＊行動展示―動物の特有の“行動”や“生活”を見せる展示
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●展示室１・３

●展示室２・4〈企画展〉あべ弘士の動物王国展

Kawaii・ちひろ展

図 ₁ 　花のなかにすわる少女と小鳥たち
　　　₁₉₆₀年代中頃

図 ₂ 　ざるそばと少女　₁₉₇₀年頃

図 ₄ 　はないちもんめ　₁₉₅₈年 図 ₅ 　虹を切る魔法使い
　　　『にじのみずうみ』（偕成社）より　₁₉₇₀年

図 ₆ 　ヤシの木にのぼる男の子
　　　 『母さんはおるす』（新日本出版社）

より　₁₉₇₂年

図 ₃ 　くまのぬいぐるみに手をのばす少女
　　　『あかちゃんのくるひ』（至光社）より　₁₉₆₉年

図 ₆ 　『ライオンのよいいちにち』（佼成出版社）より　₂₀₀₁年

図 ₁ 　『雪の上のどうぶつえん』（福音館書店）より　₁₉₈₉年

図 ₃ 　ゴリラ　₂₀₀₈年　居酒屋「独酌三四郎」蔵（部分） 図 ₅ 　トラ『どうぶつ友情辞典』
（クレヨンハウス）より　₂₀₀₄年

図 ₂ 　『あらしのよるに』（講談社）より　₁₉₉₄年

図 ₇ 　絵本ねぶた　₂₀₀₄⊖₂₀₀₉年（安曇野ちひろ美術館展示風景）

図 ₄ 　クマ「飛ぶ教室」（光
村図書出版）表紙　₂₀₀₇年
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活動報告

アンデルセン童話を毎年のように描い
てきたちひろが、彼の故国デンマークを
旅してから５０年目の今年、ちひろの足跡
をたどり、アンデルセンゆかりの地を巡
るツアーが催されました。この旅を ２回
に分けてご報告します。
アンデルセンが生まれ育った街オーデ
ンセをちひろが訪ねたのは、１９６６年 ３ 月
３０日のことです。パリやローマなどヨー
ロッパ各地を １か月余りかけて巡るツア
ーに母と共に参加していたちひろは、念
願のオーデンセにいくために、母とふた
りで別行動をしました。ちひろたちはコ
ペンハーゲン中央駅から汽車と連絡船を
乗り継いでフュン島のオーデンセ駅まで
行きましたが、今は海を越えて鉄道がつ
ながり、 １時間３０分程で行くことができ
ます。ちひろがまず訪れたアンデルセン
博物館は、当時よりも建物が広くなり、

彼の人生や１９世紀の時代背景などが充実
した資料で紹介されています。１６０言語
で翻訳されているという各国語版の本の
なかに、ちひろ本人が寄贈したと思しき
初版の『おはなしアンデルセン』もあり
ました。博物館の一部となっているアン
デルセンの生家は、古くからの街並みの
保護地域のなかにあります（図参照）。
母娘が長い時間を過ごしたレストラン
Under�Lindetræet（菩提樹の下で）は今
も生家の前にあって、ちひろのスケッチ
に描かれていた薪ストーブがそのままに
置かれていました。
他にも、アンデルセンが
２歳から１４歳まで暮らした
貧しい靴屋の家や、母親が
洗濯婦として働いたオーデ
ンセ川の洗濯場、堅信礼を
受けた聖クヌート教会、名

誉市民として称えられた市庁舎等、オー
デンセにはアンデルセンゆかりの場所が
数多く残っています。貧しくても夢と向
上心を失わずに運命を切り開いたアンデ
ルセンその人と、彼の童話の世界が、今も
リアリティを持って感じられる街でした。
ちひろが滞在したのは ７時間程の短い時
間でしたが、ここで１０枚ものスケッチを
描き、「じかにこの目で見、ふれることの
できる感動がどんなにわたくしを力強く
仕事に立ち向かっていけるようにする
か」をかみしめたといいます。�（上島史子）

「村上春樹とイラストレーター」展に
合わせ、村上春樹さんの担当編集者を３０
年近くつとめ、今も多くの村上作品に関
わっている新潮社の寺島哲也さんに村上
作品の装幀について語っていただきまし
た。その一部を紹介します。（原島恵）
「村上春樹」との出会い
僕は１９７９年、村上さんのデビュー作
『風の歌を聴け』が出版された年に新潮
社に入社しました。この小説を読んだと
きの瑞々しい感覚は今もよく覚えていま
す。窓がぱっと開いて、新しい空気が流
れこんだみたいに思えて、何度も読み返
しました。著者自身が描いたＴシャツの
絵があったり、章を表す数字が書き文字
タッチで入っていたり、他の本にはない
ビジュアルの要素もとても新鮮でした。
村上さんに初めて会ったのは１９₈４年の
冬です。雑誌への寄稿を依頼する電話が
つながったそのとき、「すみません。今、
スパゲティを茹でているので、もう少し
後にしてくれますか」って。『ねじまき鳥
クロニクル』にもスパゲティを茹でるシ
ーンが出てきます。１Q₈４年、Ｑの世界
の出来事だったのかもしれません（笑）。
村上さんは仕事や人生のスタイル、フ
ァッションなど自由でカジュアルです
が、譲れないものは絶対に譲らない、ぶれ
ないという点で一本筋が通っています。
最初に編集担当した本は……
最初に担当したのは、C.D.B. ブライア
ンの『偉大なるデスリフ』（１９₈７年）と
いう翻訳小説です。１９₈７年 ９ 月には、
『ノルウェイの森』が出版されていますね。
この小説は、画家ラウル・デュフィがデザ

インした壁紙をカバーに使い、なかの表紙
もカラーで印刷されているお洒落な本で
す。デザインは新潮社装幀室の髙橋千裕さ
ん。『ねじまき鳥クロニクル』や『１Q₈４』、短
編集、エッセイまで、装幀をずっと一緒に考
えてきた仲間です。同僚の松家仁之君（現在、
作家・編集者）はＮＹでブライアン氏からこ
んなメッセージをもらって来てくれました。
「ジョン・チーヴァーは、編集者とは作
家の喉にナイフをつきつけるような存在
だと言うけれど、僕の場合はどうやら違
ったらしい。本当にありがとう」
装幀をとても気に入ってもらえて、本

当に嬉しかったですね。
ジャズ・ベーシストのビル・クロウ『さ

よならバードランド』『ジャズ・アネクド
ーツ』（いずれも村上春樹訳）、装幀は和田
誠さん。刊行後、お二人と会食をしました。
表参道のギャラリーで開かれていた和田
さんの個展に話が及んだときのことです。
「和田さんがお描きになってるジャズ・
ミュージシャンの絵、すごくいいですね。
あの絵に文章を書いてもいいですか？」
「春樹さん、見てくれてたんだ」
和田さんと村上さんはその話で盛り上

がり、「じゃあ、芸術新潮で連載しましょ
う」と僕がいって出来上がったのが『ポー
トレイト・イン・ジャズ』です。編集者が
「仕事」をした瞬間でしょうか……（笑）。
もう １冊、『セロニアス・モンクのい

た風景』（村上春樹編訳）にも「物語」
があります。装幀をお願いする予定だっ
た安西水丸さんが亡くなられ、和田さん
がその思いを引き継いで下さいました。
安西さんにはＮＹのジャズ・クラブでモ

ンクに日本の煙草「ハイライト」を一本
上げたという逸話があります。Hi-lite の
パッケージ・デザインは和田誠さん。ま
さにその情景を描いたのが、この装幀の
モチーフです。カバー裏には煙草をくわ
えて演奏するモンクの後ろ姿を描いた水
丸さんの絵があしらわれ、村上さんが心
温まるあとがきを書いています。
物語はいつも装幀から始まる。
単行本は「花ぎれ」（背の上下にある飾

り布）や、「スピン」（しおり）の色、各章
のタイトル、文字や行数、字体、本の開
きや紙の種類など考え抜かれてつくられ
ます。装幀とは書店で目立つためだけの
ものではなく、作品世界の入口であり、
案内役であり、全体を表す存在です。村
上さんは、文章だけでなく、本全体のつ
くりやタイトル、文字や色などビジュア
ルでも非常にセンスがいいんです。
『村上春樹�雑文集』などのエッセイでは
目次の並びにも妙があります。村上さん
は極めてすぐれた「編集者」も内蔵してい
て、三ツ星シェフが最高のメニューを考え
るように、目次の並びも絶妙に考えて構成
しています。これを意識して読んでいただ
くと、きっと楽しみは倍増すると思います。
一昨年、蜷川幸雄さんにほれ込んできた

英国演劇界の名プロデューサー（元女優）、
セルマ・ホルトさんにお目にかかりました。
“We should serve the genius.”
「私たちの仕事は才能ある人に尽くすこ
と。そういう場所にいるのです」。納得で
きる言葉でした。創造の現場近くにいる
僕たち編集者の実感、文学の魅力を、装幀
を通して感じていただければ嬉しいです。

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

ちひろを訪ねるデンマークの旅５月２７日（金）～ ６月 ３日（金）

オーデンセ　アンデルセンの家　１₉６６年 現在のアンデルセンの生まれた家

＊アンデルセン博物館は隈研吾氏の設計により、２０２０年にリニューアルされます。

２０１６年 ７月 ３日（日）
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４月３０日（土）
東京に来ることがあったら、ちひ
ろ美術館に、と思っていました。す
ごい！娘が小さいころの姿…、写
真にはとらえられていない動きや
表情。ポワンと心の片隅に残って
いる記憶が、ちひろさんのどの絵
にもあらわされていました。来て
みて本当に良かった、ありがとう。
５月１日（日）　
２０数年ぶりに来ました。前回は結
婚前の奥さんと「次は子どもを連
れて来たいね」と。今回は子ども
たちを連れて来ました。ふたりは
高 ３と中 ２。残念ながら奥さんは
もういっしょに来れなくなりまし
た。でもここに来たらいっしょに
見た記憶がよみがえります。もっ
と早く来れば良かった。ちひろさ
んによろしく、奥さん。�（野村）

５月１４日（土）
１７歳で専門職についたとき、初ボ
ーナスで買ったのが、大好きなち
ひろさんの全集でした。この机に
飾ってある「母の日」、展覧会で
初めて見たとき、泣いてしまいま
した。「絵」という表現だけでは
もったいないほどのドラマが、ち
ひろさんの絵のそれぞれにあると
思います。�（名古屋市　LICCA）
６月１７日（金）
子どもたちが小さいころ、子育て
に疲れ、本屋さんで偶然目にした
ちひろさんの画集。あのときのち
ひろさんの絵の大きな愛情がなけ
れば、今の子どもたちの楽しそう
な毎日があっただろうか、２０年た
ってしみじみと思いました。今日
は私の人生の新しい一歩になるよ
うな気がします。� （Sakai）

〔『はしれ、トト！』展より〕
５月１０日（火）
エネルギーのなかにシュールさが
あって楽しかったです。人間観察
っておもしろいですね。�（ゆみこ）
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窓 「可愛い」と「かわいい」「カワイイ」、そして「Kawaii」
竹迫祐子（公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長
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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
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○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

Kawaii・ちひろ展／〈企画展〉あべ弘士の動物王国展…❷❸
〈活動報告〉「村上春樹とイラストレーター」展示関連イベント／ちひろを訪ねるデンマークの旅…❹
ひとことふたことみこと／美術館日記／窓『「可愛い」と「かわいい」「カワイイ」、そして「kawaii」』…❺

CONTENTS

美術館だより　No.194　２016年7月２8日
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〒177-0042　東京都練馬区下石神井4-7-2　テレホンガイド03-3995-3001 TEL.03-3995-0612  Fax 03-3995-0680

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（₉/₁₉、₁₀/₁₀）は開館、翌平日（₉/₂₀、₁₀/₁₁）休館。
　　　　※ ₈ ／₁₅（月）は特別開館

〈開館情報〉

●次回展示予定 ２016年11月9日（水）～２017年1月1５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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美術館だより　No.83   発行2015年7月1日

CONTENTS 〈展示紹介〉〈企画展〉はじめてみる、ちひろの世界。いわさきちひろ×佐藤卓＝展／ちひろ美術館コレクション　衣装あれこ
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

●展示室1・2・多目的ギャラリー　他

安曇野ちひろ美術館
美術館だより

No.83
2015.7.1

ＩＳＳＮ １８８４−７７３０

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）

ちひろ・冬のしつらえ 赤羽末吉・中国とモンゴルの大地
日々のくらしを慈しんでいたちひろ
の絵のなかには、装いや季節の行事、
室内の調度など、冬支度が細やかに
描かれています。本展では、秋から
冬の子どもたちを描いた作品をはじ
め、黒姫山荘でのくらしぶりを思わ
せる作品や、絵本『ゆきのひのたん
じょうび』の原画などを展示します。

₂₂歳からの₁₅年間を中国東北部（旧満
州）で過ごした赤羽末吉。大陸の自然
や伝統文化に魅せられた赤羽は、壮大
なスケールを後の絵本制作に生かしま
した。赤羽の足跡をたどるとともに、
『スーホの白い馬』『ほしになったり
ゅうのきば』など中国やモンゴルの大
地を舞台にした絵本を紹介します。

●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」
○日　時：₁₀月₁₃日（木）　₁₀：₃₀～₁₂：₃₀
○講　師：田中満智子（親業訓練協会インストラクター）
○定　員：₄₀名　　要申し込み ₉ 月₁₃日（火）受付開始
○参加費：無料

●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： ₉ 月₁₀日（土）₁₆：₀₀～₁₈：₀₀
○定　員：₅₀名　　要申し込み ₈ 月₁₁日（木）受付開始

●「支援会員の日」開催決定
○日　時：₁₁月₂₇日（日）　※詳細は次号でお知らせします
　　　　　₁₄：₀₀～ギャラリートーク、₁₅：₀₀～₂₀₁₅年度報告会
　　　　　₁₅：₃₀～記念講演　海老名香葉子「平和への願い」
○参加費：支援会員ご招待、一般₁₀₀₀円（入館料込）
○定　員：₈₀名　　要申し込み₁₁月 ₄ 日（金）受付開始

赤羽末吉『スーホの白い馬』
（福音館書店）表紙　₁₉₆₇年

〈参加自由、無料のイベント〉

₉ 月 ₄ 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

●わらべうたあそび
○日　時： ₉ 月₁₇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 ₈ 月₁₇日（水）受付開始
○参加費：無料

いわさきちひろ　白いマフラー
をした緑の帽子の少女　₁₉₇₁年

動物園勤務時代のことや、アフリカや北極への旅のこと、絵本づくり
のことなどをお話しします。
○日　時： ₈ 月₁₁日（木・祝）
　₁₂：₃₀～₁₄：₀₀（講演会）　₁₄：₀₀～₁₄：₃₀サイン会（整理券配布）
○定　員：₆₀名　　要申し込み ₇ 月₁₁日（月）受付開始
○参加費：₇₀₀円

●あべ弘士講演会「旅と絵本と動物と」

あべ弘士さんが、展示室で作品について語ります。
○日　時： ₈ 月₁₁日（木・祝）₁₀：₃₀～₁₁：₃₀
＊参加自由・参加費無料

〈企画展関連イベント〉

●あべ弘士ギャラリートーク
〈文化庁　平成２8年度
　地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業〉

「美術には興味がないけれど」「学校の宿題だから」と来館する小中
学生の皆さん、ぜひ展示室でいっしょに作品を見てみましょう。
○日　時： ₈ 月₁₅日（月）₁₁：₀₀～／₁₄：₀₀～
＊参加自由

●夏休みギャラリートーク

●ちひろの水彩技法体験ワークショップ
　「にじみのキーホルダー」
○日　時： ₈ 月₂₈日（日）₁₀：₃₀～₁₅：₃₀
○対　象： ₅ 歳～大人
○定　員：₇₀名（先着順）
　　　　　当日申し込み　受付時間₁₀：₀₀～₁₅：₀₀
○参加費：無料


