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いわさきちひろは、画家として、母と
して、妻として忙しく過ごしながらも、
日々のくらしを慈しんでいました。晩秋
から冬にかけて、ちひろは絵のなかに澄
んだ空気とともに、あたたかな冬支度を
細やかに描いています。
秋から冬へ　子どもたちの時間
舞い散る枯れ葉に情趣を感じたり、あ
たたかな室内で編み物に興じたり、季節
の行事に胸をはずませたり……。寒さに
向かう季節、ちひろが描いた子どもたち
は、戸外ではあたたかな身支度を整え、
室内では心地よい調度に囲まれています
（図 １）。そこには、子どもたちを見守
るちひろのまなざしが感じられます。
冬の装い
四季折々の草花とともに子どもたちを

描いたちひろは、草花が少なくなる冬、
彩りを子どもたちの装いに求めました。
帽子や手袋やマフラーなどあたたかな身
支度に画面を引き立たせる色彩を配して
います。とりわけ、若いころから帽子の
おしゃれを楽しんでいたちひろは、子ど
もたちにもさまざまな形の帽子をかぶら
せて、大人顔負けのおしゃれな姿を描い
ています（図 ２）。
ゆきのひのたんじょうび
絵本『ゆきのひのたんじょうび』に

は、雪が降る日に生まれたちひろ自身の
幼いころの感性が息づいています。ちひ
ろは、この絵本で、雪が降り一変した景
色を見たときの感動をみずみずしく伝え
ています。誕生日プレゼントの赤い帽子
と手袋は、少女の心もあたたかく包み込

んでいます（図 ３）。
冬の山荘ぐらし
ちひろは１９６６年に長野県信濃町の黒姫

高原にアトリエを兼ねた山荘を建てま
す。ここには、薪ストーブのほか、ちひ
ろが吟味した家具や食器が備えられてい
ました。ちひろはこの山荘を冬には「雪

せっ

雫
か

亭
てい

」＊と称し、雪深い山荘でのくらし
を楽しんでいました。周囲には小動物も
たくさんいたようで、散策の折に見かけ
た野ウサギやリスや鳥がどんな顔をして
通り過ぎて行ったかを、身振りを交えて
息子に話すこともあったようです。「雪の
幻想」（図 ４）にはそんな山荘での想い出
が映し出されているのかもしれません。
そのほか、懐かしい昭和の冬支度を描

いた作品も展示します（図 ５）。�（原島恵）

情熱的な絵本づくりで日本の絵本史に
残る傑作を数多く発表し、日本人として
初めて国際アンデルセン賞画家賞を受賞
した赤羽末吉。本展では、赤羽の幅広い
絵本の仕事のなかから、中国やモンゴル
の大地を舞台とした絵本を、スケッチや
資料とともに紹介します。
中国の大地に魅せられて
赤羽は満州事変の翌１９３２年、２２歳で旧
満州（中国東北部）大連に、姉を頼って渡
りました。運送業の手伝いから身を起こ
し、１９３６年には新京（現・長春）の満州電
信電話株式会社に転職、絵の腕を見込ま
れて広報の仕事に就きました。カメラと
スケッチブックを携えて各地を取材し、
新聞や雑誌にも絵や紀行文を寄せていま
す。１９４０年に訪れた承徳では、清代につ
くられた離宮や外八廟の色彩に驚き、
「壮大な自然と人工を調和させた、目で
見る大交響楽ともいうべきものだった」
と記しています。須

す

弥
や

福
ふく
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之
の

廟
びょう

の瑠璃塔
（図 １）は、翌年の満州国美術展の出品作
に描いて、特選賞を受賞しました。
また赤羽は、中国に伝わる影絵人形芝
居や郷土玩具に魅せられ、収集や研究に
励みました。娘

ニャン
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の作者のもとを訪ねて、制作方法を
詳細に取材し、研究者仲間との同人誌に
も紹介もしています。素朴でおおらかな
味わいを持つ泥人形などの玩具からは、

後の絵本にも通じる赤羽の美意識をみる
ことができます。
日本が第二次世界大戦に敗れ、満州国

が消滅してから ２年後の１９４７年、赤羽は
家族とともに、混乱のなか日本へと引き
揚げました。収集してきた剪

せん

紙
し

や民間版
画、影絵人形、郷土玩具を描いた巻物
（図 ２）など、赤羽が荷物に忍ばせて持
ち出した資料は、中国の変革のなかで衰
退した郷土文化を今に伝えています。
モンゴル民話『スーホの白い馬』
１９４３年、赤羽は満洲国政府の委嘱によ

る成
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廟の壁画制作のため、内蒙古
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大王府（図 ３）を取材しました。引き揚
げ時の写真やスケッチの持ち出しは厳禁
であるなか、赤羽はこのときの約３０枚の
スケッチと１５０枚もの写真、２２０枚ものネ
ガを、いつか大作に役立てようと日本に
持ち帰りました。
１９６１年、５０歳で絵本画家として活躍を

はじめた赤羽は、再発見した日本の風土
の繊細な美しさとともに、モンゴルの大
地の壮大なスケールを、絵本を通して子
どもたちに見せたいと考えます。日本の
雪国の民話『かさじぞう』に続く ２冊目
の絵本として赤羽が取り組んだのは、モ
ンゴルの馬頭琴にまつわる民話『スーホ
のしろいうま』（月刊絵本「こどものと
も」）でした。その再版の依頼を受けた

とき、全場面を描き直して４８ページの大
型絵本としました。果てしなく広がる草
原、包

パオ

での放牧生活、土壁の街並み、民
族衣装など、赤羽が目にしたモンゴルの
大地や民族風習が見事に表現された『ス
ーホの白い馬』（図 ４）は、名作として
今も広く読み継がれています。
中国の民話の絵本
中国には５０余種もの少数民族がいて、

多くの民話が伝わっています。赤羽は日
本の民話を描くとともに、イ族の『王さ
まと九人のきょうだい』（図 ５）やチワ
ン族の『チワンのにしき』等、中国の民
話も数多く手掛けました。南部の少数民
族・苗

ミャオ

族の民話『ほしになったりゅうの
きば』（図 ６）を描くときには、入手で
きる資料が少ないなかで、天地や仙人境
を行き来するダイナミックな物語の視覚
化に挑みました。 ９年後に同じ苗族の民
話『あかりの花』（図 ７）を描いたとき
には、苗族の里である貴州省にまで取材
に出かけ、東北部とはまた異なる壮大な
山脈や段々畑を目にし、女性の髪形や服
装、農家で使う道具類なども詳細に取材
して、絵本に生かしました。
中国東北部に１５年を暮らし、戦争に人

生を翻弄されながらも、その風土や民族
風習への好奇心と感動を失わなかった赤
羽末吉の、中国とモンゴルの民話絵本の
数々をご覧ください。� （上島史子）

ちひろ・冬のしつらえ

赤羽末吉・中国とモンゴルの大地

●２０１６年１１月９日（水）～２０１７年１月１５日（日）

●２０１６年１１月９日（水）～２０１７年１月１５日（日）

●展示室１ ・ 3

●展示室２

＊「雫」にカという音はありませんが、響きがよいのでこう読ませていたそうです。

主催：ちひろ美術館・東京
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

協力：岩波書店、福音館書店、ポプラ社
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●展示室１・3

●展示室２赤羽末吉・中国とモンゴルの大地

ちひろ・冬のしつらえ

₁₉₁₀年、東京・神田に生まれる。
₁ 年ほど日本画を学び、以後
独学。₁₉₃₂年旧満州（中国東
北部）に渡り、電信電話会社
などの仕事のかたわら、満州
国美術展などに出品。₁₉₄₇年
帰国。₁₉₄₈年から₅₂年までＧ
ＨＱの民間情報教育局（ＣＩ
Ｅ）に勤務の後、₆₉年までア
メリカ大使館に勤務。₁₉₆₁年、
₅₀歳のときに絵本の処女作『か
さじぞう』を出版。国際アン
デルセン賞画家賞（₁₉₈₀年）
をはじめ、国内外の受賞多数。

赤羽末吉
（あかば すえきち ₁₉₁₀～₁₉₉₀）

図 ₁ 　承徳　瑠璃塔
　　　₁₉₄₀年

図 ₅ 　『王さまと九人のきょうだい』
　　　（岩波書店）より　₁₉₆₉年

図 ₇ 　『あかりの花』（福音館書店）より　₁₉₈₅年図 ₆ 　『ほしになったりゅうのきば』
　　　（福音館書店）より　₁₉₇₆年

図 ₄ 　『スーホの白い馬』（福音館書店）表紙　₁₉₆₇年

図 ₂ 　バラ飾りの帽子の少女　₁₉₇₁年

図 ₅ 　かるたとり　₁₉₆₄年

図 ₃ 　 赤い毛糸帽の女の子　『ゆきのひのたんじょうび』
　　　（至光社）より　₁₉₇₂年

図 ₄ 　雪の幻想　₁₉₇₁年

図 ₁ 　暖炉のまえで猫を抱く少女　₁₉₇₁年

図 ₂ 　「満州人形巻物」（部分）　₁₉₄₅年

図 ₃ 　内蒙古　阿
ア

巴
パ

嘎
ガ

大王府　赤羽末吉撮影　₁₉₄₃年
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●展示室4

活動報告

『窓ぎわのトットちゃん』は黒柳徹子
（当館館長）の子ども時代のエピソード
をつづった自伝的物語です。好奇心旺盛
で行動力があり、心やさしい主人公トッ
トちゃん。普通の公立小学校を １年生で
退学になったトットちゃんは、あたたか
く迎えられた新しい学校で、友達ととも
に情操豊かに育っていきます。７０余年前
の東京・自由が丘にあったトモエ学園で
は、戦時中でありながらも、子どもの個
性を尊重した先進的でユニークな教育を
実践していました。小林宗作校長先生
は、男の子も女の子も、障害のある子
も、「みんないっしょだよ」といつも語
り、子どもたちがお互いに協力しながら
学ぶことを大切にしていました。この精
神はのちの黒柳のユニセフ親善大使とし
ての活動にも生かされています。

今年 ７月２３日に、安曇野ちひろ美術館
に隣接する安曇野ちひろ公園（長野県・
松川村営）の一角に、トモエ学園の電車
の教室を再現した「トットちゃん広場」
がオープンしました。これを記念した本
展では、１９７９年から ２年間に雑誌『若い
女性』の連載のために黒柳が選んだ作品
をはじめ、１９８１年の出版以来多くの人々
に親しまれた単行本、さらに２０１４年に装
いも新たに出版された絵本のなかから、
トットちゃんのストーリーに合わせて選
りすぐりのちひろ作品約２０点を、ピエゾ
グラフ作品＊でご覧いただきます。物語
の舞台ともなったトモエ学園の電車の教
室で学ぶ子どもたちや運動会など、当時
の貴重な写真や資料もご紹介します。
展示会期後半の１２月上旬からは、安曇

野ちひろ美術館の「トットちゃんの部

屋」に再現された電車の教室（内部）に
展示されている古い木の学校机や椅子、
オルガン、ランドセル、文房具などが東
京館にやってきます。トットちゃんが学
んだトモエ学園の教室にいるような、懐
かしい雰囲気もご堪能ください。
子どものしあわせと平和を願ったちひ

ろの絵と、同じ思いで世界の子どもたち
に想いを寄せる黒柳徹子。ふたりが織り
なす「トットちゃん」の世界に込められた
メッセージが、より多くの人々の心に届
くことを願ってやみません。�（徳永美幸）

「あべ弘士の動物王国展」開催初日、
２０１１年に訪れた北極圏スバールバル諸島
や絵本制作についてなど、あべ弘士さん
によるギャラリートークが行なわれました。
豊穣の土地「北極」の生態系

絵本『新世界へ』（偕成社）のなかに
描かれている「ウミガラス」という鳥
は、ペンギンに似た海鳥です。大きさは
２０㎝位。大岸壁が繁殖地なんだけど、一
面に６０万羽いるんだよ。その鳥たちを育
てる海はどれだけ豊かか。私が想像した
北極のイメージを見事に打ち砕いた。
「生物多様性」ということばがあるけ
ど、アフリカの熱帯雨林は多様で、北極
は多様じゃない。種類がすごく少ない。
哺乳動物は、ホッキョクグマ、ホッキョ
クギツネ、セイウチ、クジラ類、ユキウ
サギ、アザラシ、トナカイぐらい。アフ
リカだと種類は数えられません。北極は
種類が少ないけど、一種の数はものすご
く多い。アフリカと北極の自然界は違う
ということがわかったんですね。
氷河でオンザロック
北極に行って初めて「氷河」というも
のがわかりました。ヨットの上にいると
不思議な音が聞こえてくる。「プチプチ
プチプチ……」。それは氷河が崩落した
ときに、氷が粉々になって、なかに溜ま

っていた空気がはじける音。氷河は一万
年もかけて、雪が積ってできる。それが
砕けると、空気がはじけて音を立てる。
その塊をトントンとピックで割って小さ
くし、ウイスキーをかけ、オンザロック
で飲む。そうするとね「プチプチプチプ
チ……」と音がする。なんて素敵なＢＧ
Ｍだろう。
くるくるパッチンの髭を持つアザラシ
ホッキョクグマが食べるのはアザラ

シ。大きなアゴヒゲアザラシは、体重は
３００kg。氷の上で昼寝をしていました。
日向ぼっこしているとアザラシの髭が乾
き、くるくるっとカールする。引っ張っ
て放したらどうなるのかな、パッチンと
なるのかなと思っていたので、私たちは
アゴヒゲアザラシのことを、くるくるパ
ッチンと呼んでいました。
『旭山動物園日誌』
旭山動物園の飼育員時代に描いた『旭

山動物園日誌』は、旭川のタウン誌や北
海道新聞社などで発表した作品をもとに
した絵本です。出版したのは今から３０数
年前、あのころは新聞の印刷技術が今ほ
どよくなかったので、カラーはもちろん
ない。どうやったらきれいな絵に見させ
られるかと考えて、最終的には、ペンと
インクの線画を多用して描きました。
『雪の上のどうぶつえん』
飼育員時代は、夜一人で当直すること

があった。雪がたくさん降った日、アザ
ラシがフェンスを乗り越えられる高さま

で雪が積もって、園内に脱出した。遊び
たかったんだね。見たことのない小型の
キャタピラーみたいな跡があった。事務
所に戻って『足跡図鑑』を見ても載って
いない。アシカやオットセイは四つ足。
アザラシは、後ろ足が背中の骨とくっつ
いているので、前足で陸上をかいてお腹
で移動するんですよ。あれは大変だっ
た。そういう事件も絵本にしています。
それまで線画で描いていたけど、色を使
って描いた最初の絵本です。
青森県弘前市の「扇ねぷた」
青森は立体的な「ねぶた」。弘前は

「扇ねぷた」といって扇型の和紙に ２枚
の絵を描く。それを太鼓のように、木枠
の表裏に貼って電球を入れ、光を灯して
「ねぷた」を作ります。まず、白い十畳
くらいの和紙を広げ、筆と墨汁で虎を描
きます。その筆の線に沿って蝋燭の蝋で
縁取りし、染料で彩色していくんです。
蝋の効果は ３つあって、 １つは縁取りを
することによって染料同士がにじまない
ための堤防ができるんですね。それか
ら、蝋は固まった後、向こう側から光を
通すとガラスのように光る。また、塗っ
たところは、和紙が硬く丈夫になる。こ
れを ４日間で ２枚描きました。ねぷたに
囲まれながら、ゆっくり見てください。

ユーモアを交えながら語られる特異な
体験や制作秘話に、会場からは笑いや驚き
の声が沸き起こりました。�（宍倉恵美子）

ピエゾグラフによる『窓ぎわのトットちゃん』展

あべ弘士の動物王国展ギャラリートーク

●２０１６年１１月９日（水）～２０１７年１月１５日（日）

〈同時展示〉トットちゃん広場オープン記念

絵本『窓ぎわのトットちゃん』より
並んでお弁当を食べている子どもたち

＊�極めて高度な再現能力を持つセイコーエプソンのピエゾグラフ技法を用い、現在の原画の状態を再現するとともに、将来にわたって原画のデータを保存するデジタルアーカイブの試みです。

８ 月１１日（木）
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７月１８日（月）
年表を見て、私が最初にここを訪
れたのは１６歳のときだとわかりま
した。開館の年です。気持ちよい
空間でときどきふらっと座りにき
ていました。約４０年ぶりにここを
訪れ、どうかずっと残っていって
ほしいと祈りました。安曇野にも
行ってみますね！� （源馬美樹）
＊　＊　＊　＊　＊　＊

ちひろの自画像の作品群を前に、
私も、私を築き、そしてこれから
を築いていく道と向きあいまし
た。ちひろさんの５５年間に励まさ
れ新たな自分の道を歩いていこう
と思った一日でした。�（くりおこ）
８月１２日（金）
夏のさわやかな午後を、ちひろさ
んの可憐な少年少女と過ごせてし
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を ３日後に控えたこの日に、「か
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に触れられた。本当に来てよかっ
たと思います。� （W.A）
９月１７日（土）
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＊　＊　＊　＊　＊　＊

とくにステキだったのは、アクリ
ルにかかれているフラミンゴの作
品です。フラミンゴのポーズや色
がひとつひとつちがって、きれい
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７月２５日（月）
当館の庭の欅に、身を寄せ合うよ
うにとまる ４羽の雛鳥を発見。し
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教育学校 ４年生の ３名が、積極的
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開催。「宿題の参考に」と参加す

る中学生の姿が目立つ。開催中の
「ｋａｗａｉｉ・ちひろ展」の動物の絵の
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思う作品の前に立ってもらうと、
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きをしたり、色とりどりの薄い布
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２０１１年 ８月、ベルリンの元ナチス総統官
邸跡地に、突然、甦

よみがえ

ったアドルフ・ヒトラー。
本人は、敗戦直前の１９４５年 ４月３０日に自殺
したことを覚えていない。今こそ、我が理
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の主張を大衆に伝えることに執心する。
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ール・ヴェルメシュ著の原作は、２０１２年

にドイツで出版され、国内騒然の物議を
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にいて待っていた』と言えるかもしれな
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窓 「私たちのなかに住まう『帰ってきたヒトラー』」
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
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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

ちひろ・冬のしつらえ／赤羽末吉・中国とモンゴルの大地…❷❸　トットちゃん広場オープン記念　ピエゾグラフに
よる『窓ぎわのトットちゃん』展／〈活動報告〉「あべ弘士の動物王国展」展示関連イベント…❹
ひとことふたことみこと／美術館日記／窓「私たちのなかに住まう『帰ってきたヒトラー』」…❺

CONTENTS
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宇 ちひろ通信_東京_表面東京 CMYK

INFORMATION

〒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

●次回展示予定 ２017年3月1日（水）～５月14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）

開館40周年記念展Ⅰ　わたしのアンデルセン 日本・デンマーク国交樹立1５0周年

〈企画展〉
イブ・スパング・オルセン展

人の世の夢や真実を美しい童話につむぎ、創作童話の祖として
知られるアンデルセン（₁₈₀₅～₁₈₇₅）。時代も国境も越えて読
み継がれるその童話は、ちひろをはじめ、多くの画家たちにイ
ンスピレーションを与え、絵に描かれてきました。本展では、
ちひろがアンデルセン童話を紙芝居や童話集、絵本などに描い
た作品を展示するほか、世界の絵本画家たちが多種多様な解釈
と表現で描いた作品も展示します。イマジネーションの泉であ
るアンデルセンの世界をご覧ください。

『つきのぼうや』『アンデルセン童話』
などの絵で日本でも知られているデ
ンマークを代表する画家イブ・スパ
ング・オルセン（₁₉₂₁～₂₀₁₂）の作
品を、絵本原画を中心に、ポスター、
アニメーションなどとあわせて展示
します。

いわさきちひろ　家並みの前のアンデルセン
『わたしの少年のころ　アンデルセンものがたり』（実業之日本社）表紙　₁₉₆₇年

○日　時：₁₁月₂₆日（土）₁₆：₀₀～₁₈：₀₀
○講　師：赤羽茂乃（赤羽末吉の三男の妻）
○定　員：₆₀名　　○参加費：₇₀₀円
　要申し込み₁₀月₂₆日（水）受付開始

●赤羽茂乃講演会「赤羽末吉の見た中国大陸」
○日　時：₁₂月₁₁日（日）₁₀：₀₀～₁₇：₀₀（入館は₁₆：₃₀まで）

○期　間：₂₀₁₇年 ₁ 月 ₇ 日（土）～ ₁ 月₁₅日（日）
※生年月日の分かる証明書を提示してください。

●無料感謝デー

● 成人の日特典、新成人の方は入館無料＆カードをプレゼント

₅ 年目となる支援会員制度。日ごろの活動をご報告します。
○日　時：₁₁月₂₇日（日）
　　　　　₁₄：₀₀～ギャラリートーク、₁₅：₀₀～報告会
　　　　　₁₅：₃₀～記念講演　海老名香葉子（エッセイスト）
○参加費：支援会員無料、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

●支援会員の日　海老名香葉子講演会「平和への願い」

○日　時：₁₂月₁₅日（木）₁₆：₀₀～₁₈：₀₀
○定　員：₆₀名　　要申し込み₁₁月₁₅日（火）受付開始

○日　時：₁₂月₁₈日（日）₁₅：₀₀～₁₅：₄₀
○定　員：₂₀名　　要申し込み₁₁月₁₈日（金）受付開始

●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

●たてもの探検ツアー

○日　時：₁₂月 ₃ 日（土）₁₀：₃₀～₁₅：₃₀（所要時間₃₀分）
○講　師：宮崎民子（グラフィック・デザイナー）
○対　象： ₅ 歳～大人　○定　員：₄₀名（先着順）
○参加費：₅₀₀円　　　　　当日申し込み　受付時間₁₀：₀₀～₁₅：₀₀

●ワークショップ
　「ハニカムペーパーでつくるクリスマスのオーナメント」

◎あかちゃん鑑賞会
○日　時：₁₁月₁₃日（日）₁₀：₃₀～₁₂：₀₀
○講　師： 冨田めぐみ（ＮＰＯ法人赤ちゃんからのアートフレンドシ

ップ協会代表）
○対　象： ₀ ～ ₂ 歳児と保護者
○定　員：₁₀組₂₀名　　要申し込み₁₀月₁₃日（木）受付開始

親子で楽しく遊んだり、保護者同士で交流したり…「子育てのひろば」
が美術館に出張してきます。
○日　時：₁₁月₁₃日（日）、₂₀₁₇年 ₁ 月₁₃日（金）₁₀：₀₀～₁₅：₀₀
○対　象：乳幼児と保護者　　○協力：ＮＰＯ法人手をつなご

○日　時：₁₁月₁₉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₁₀月₁₉日（水）受付開始

○日　時：₂₀₁₇年 ₁ 月 ₂ 日（月）・ ₁ 月 ₃ 日（火）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

●ファーストミュージアムデー

●子育てのひろば

●わらべうたあそび

●ちひろの水彩技法体験ワークショップ「にじみのぽち袋」

〈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〉

₅ 月₁₈日（木）～ ₈ 月₂₀日（日）開館₄₀周年記念展Ⅱいわさきちひろ展／奈良美智がつくる茂田井武展
₈ 月₂₄日（木）～₁₁月 ₅ 日（日）開館₄₀周年記念展Ⅲちひろの詩／井上洋介展
₁₁月 ₈ 日（水）～₂₀₁₈年 ₁ 月₃₁日（水）開館₄₀周年記念展Ⅳちひろの歩み／日本の絵本の₁₀₀年展

２0１７年展示予定

○日　時：₁₂月₂₃日（金）～₂₅日（日）₁₁：₃₀～₁₂：₀₀／₁₄：₃₀～₁₅：₀₀
　　　　　₂₀₁₇年 ₁ 月 ₄ 日（水）～ ₉ 日（月）₁₁：₃₀～₁₂：₀₀

『窓ぎわのトットちゃん』にならって、海のものと山のものをバランス
よく組み合わせて、お弁当をつくってみましょう（※食材は木製です）。
○対　象：小学生以下　　○定　員：各回 ₅ 名（当日先着）

●「海のものと山のもの」のお弁当ごっご 〈参加自由、無料のイベント〉

₁₂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

展覧会名、会期等は予告なく変
更する場合がございます。


