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　「どんどん経済が成長してきたその代
償に、人間は心の豊かさをだんだん失っ
てしまうんじゃないかと思います。……
私は私の絵本のなかで、いまの日本から
失われたいろいろなやさしさや、美しさ
を描こうと思っています。それをこども
たちに送るのが私の生きがいです。」

いわさきちひろ　 年
　絵本のなかに“心のふるさと”を描い
た画家いわさきちひろ。さまざまな子ど
もの情景を描いたちひろの絵は、胸の奥
にある幼い日の記憶を呼び覚まします。
本展では、四季折々に遊ぶ子どもの姿や
懐かしい遊びの風景、絵本『みんなでし
ようよ』『となりにきたこ』の原画、息子
のスケッチなどを展示します。

　 年代から 年代半ば、ちひろは幼
児向けの絵雑誌などに、集団で遊ぶ子ど
もたちの姿を数多く描いています。「ロ
ンドン橋がおちる」（図 ）では、画面右
上から走り込んでくる子どもたちの配列
によって、リズミカルな躍動感が表現さ
れています。手の下をくぐり抜ける歓声
までもが聞こえてくるようです。
　 年制作の社会科の副読本（図 ・
）では、絵本を意識した編集で、小学
年生の主人公が学校や家庭、地域でさ
まざまな人々と出会い成長する姿を描い
ています。ちひろは息子・猛の成長にあ
わせて幼児期から学齢期にいたる子ども
たちの姿をスケッチにとどめています。
卓越したデッサン力と母親としての愛情

が、いきいきとした子どもの情景描写を
生み出しました。
　「緑の幻想」（図 ）は、夏休みの大半
を祖父母のいる信州で過ごしたちひろ自
身の思い出と重なります。夏の信州の印
象を映したような深い緑を背景に、白抜
きで木や動物たちが描かれた幻想的な画
面は、これが追憶のなかの風景であるこ
とを思わせます。少女の縞の帽子はちひ
ろが愛用していた帽子と同じもので、ち
ひろは「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。
　自然とのふれあい、友や家族との絆と
いった、今求められている大切なものを、
ちひろの絵から見つめます。 （山田実穂）

ちひろ・子どもたちの情景
●展示室1・3

●展示室2・4

●2012年8月29日（水）～11月11日（日）

〈企画展〉国際アンデルセン賞受賞画家　アンソニー・ブラウン展　−ゴリラが好きだ−

　アンソニー・ブラウンは、 年のデ
ビューから現在までにおよそ 冊の絵本
を手がけ、代表作『すきですゴリラ』や、
チンパンジーのウィリーを主人公とした
シリーズは世界中で読まれています。本
展ではそのなかから邦訳のあるものを中
心に、 つのテーマ「ゴリラ、猿、チン
パンジー」、「家族」、「童話のなかへ」、そ
して「絵本と美術」を取り上げ、原画を
展示します。今号では、後の二つのテー
マを中心に、述べていきます。
童話のなかへ
　ブラウンが自作以外の話に絵をつけた
最初の本が、童話『ヘンゼルとグレーテ
ル』でした。彼は、幼いころに読んだこ
の話に、「恐ろしい冒険に特にスリルを
感じた」と述べています。童話に繰り返
し登場する要素を取り入れ、新しくつく
り上げた絵本が、『トンネル』（未邦訳）
や、『森のなかへ』です。
　『トンネル』は、読書好きで内気な妹
と、活発な兄という対照的な兄弟の、冒
険のお話です（図 ・ ）。トンネルをく
ぐるという行為は、どこか「不思議の国
のアリス」を思わせ、妹の部屋にも「あ
かずきん」の絵が掛かっています。画面
のなかに、文章にはないさまざまな要素
が描き込まれているのは、ブラウンの絵
本の特徴の一つです。
　古典童話に表れる恐怖と冒険を、『森
のなかへ』では、ブラウン自身の幼少時
の体験と重ねて描いています。病気のお

ばあさんの家へ一人でお見舞いに行く男
の子は、近道をして入った森のなかで、
さまざまな童話の登場人物らしき人に出
会います。木の根元に座る二人は、ヘン
ゼルとグレーテル？（図 ）。現実の世界
にいる主人公が水彩絵具で色鮮やかに描
かれているのに対し、同じ画面のなかの
空想の世界は、鉛筆で丹念に描かれ、そ
のコントラストが見事です。
絵本と美術
　ブラウンは学校の図書館で目にした画
集で美術の世界に魅せられ、特にシュル
レアリスムの画家たちに影響を受けたと
語っています。大好きな画家たちの作品
を、チンパンジーのウィリーがユーモア
たっぷりに描くのが、『ウィリーの絵』。絵
とタイトル、そしてウィリーのつぶやき
のような短い文のみで構成され、画集を
眺めているようです。印象派の画家、スー
ラの絵のパロディーには、人間がチンパ
ンジーやゴリラとして描かれている他に
も、奇妙なところがたくさん（図 ）。ヤ
ン・ファン・エイクの絵も、壁の鏡がテ
レビに変わっていたり、ウィリーがムン
クの叫びのポーズをとっていたりと、ブ
ラウンの遊び心は尽きることがありませ
ん（図 ）。
　『シェイプ・ゲーム』は、ブラウンがイ
ギリスの美術館、テート・ギャラリーに
て、地域の小学生と一年間、絵を見るワ
ークショップを続けた後に、つくられた
絵本です。ここに登場するのは、彼の絵

本『どうぶつえん』に登場したのと同じ
家族。一家四人は母親の提案で、「いつ
もとはちがうところ」である美術館を訪
れます。初めは緊張し、居心地の悪そう
な家族の様子が、寒色で表現されていま
す（図 ）。絵を見て想像し、会話をする
うちに、次第に一家は絵を見ることが楽
しくなります。最後のページには、帰り
道に母親が教えてくれた遊び「シェイプ・
ゲーム」をする兄弟の手と絵が見開きで
現れます。このゲームは、ブラウン自身
が幼いころ、弟と楽しんだ遊びの一つ
で、一人が自由な形を描き、次に別の人
がその形に何かを描きこむと、新たなも
のになるというものです。ブラウンは、
自分は今もずっとシェイプ・ゲームを楽
しんでいると、語っています。
　ブラウンと共に、 年近く絵本をつく
り続け、引退した今もよき友人であると
いう元編集者のジュリア・マクレーさん
は、ブラウンが初めてつくった絵本を持
ってきたときのことをこう語っていま
す。「まだ本は形になっていなかったけ
れど、彼は若く、才能と豊かな想像力と
視覚的ユーモアのセンス、そしてオリジ
ナルなアイディアをもっていました。で
すから、私は彼の最初の絵本を出版した
ときに、ブラウンはすばらしい絵本のつ
くり手に成長するだろうという強い信念
をもっていました。」日本では過去最大規
模となるブラウンのこの展示を、どうぞ
お楽しみください。 （松方路子）

●2012年8月29日（水）～11月11日（日）

後援：絵本学会、（社）日本国際児童図書評議会、ブリティッシュ・カウンシル
協力：あかね書房、評論社、平凡社、VIW Art Center
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●展示室1・3

●展示室2・4

図 　緑の幻想　 年

図 　「ロンドン橋がおちる」　 年

枯れ草と少女　 年

図 　夕焼けと凧あげをする子ども　 年

図 　夕飯を食べる家族　 年

図 ・図 　『トンネル』より　 年

図 ・図 ・図 　『シェイプ・ゲーム』（評論社）より　 年

図 　『森のなかへ』（評論社）より　 年

図 （左）・図 （右）
『ウィリーの絵』（ポプラ社）より

年

ちひろ美術館×上野動物園
アンソニー・ブラウン展を記念し、
上野動物園とコラボレーションした
イベントを予定しています。詳細は、
当館ホームページをご覧ください。
 閣http://www.chihiro.jp/

イギリス・シェフィールドに生ま
れる。リーズ美術大学でグラ
フィックデザインを学んだ後、マ
ンチェスターの病院で 年間、医
療関係のイラストレーションを描
く。その後、グリーティングカー
ドを描く仕事に携わる。 年以
降、子どもの本に関わるようにな
り、初めての絵本 Through the 
Magic Mirror を 年に出版。
年『すきですゴリラ』（あか

ね書房）と、 年『どうぶつえ
ん』（平凡社）でケイト・グリー
ナウェイ賞を受賞。 年には国
際アンデルセン賞画家賞を受賞。

アンソニー・ブラウン
Ａｎｔｈｏｎｙ　Ｂｒｏｗｎｅ　イギリス　 ～
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　「ちひろと香月泰男―母のまなざし、父
のまなざし―」展（ 月 日～ 月 日）
に合わせて、画家・野見山暁治さんと、写
真家・大石芳野さんの対談を開催しました。
その一部をご紹介します。
ちひろと香月泰男
野見山　子どもを描く場合、愛情がテーマ
になると思うんだけれど、この二人は愛し
方が全然違うんですよ。ちひろさんの絵に
は、子どもの笑い声が聞こえるけれど、香月
さんの絵には、それがない。香月さんは、
一人っ子で、子どもの頃、両親と離れて、
厳格な祖父母に育てられているんです。暗
く寂しい想いを抱えていた。ようやく結婚
して、子どもができてうれしくてしようが
ないところへ、戦争に取られていく。やっ
と得た家族の幸福をまた離されると思った
とき、耐えきれなかったでしょうね。香月
さんは、そういう想いで家族や子どもを見
つめてきた。一方、ちひろさんは両親に慈
しまれ、愛情にひたって生きてきたから、子
どもへの愛情がじかに伝わってくる。愛情
のあり方がまったく違うんだと思います。
大石　ちひろさんは子どもの知能や感情は
大人よりも劣っているとはけっして考えず

に、子どもの奥底にあるまだ柔らかな精神
に届くように、淡いトーンの色彩で独特な
テクニックを駆使しながら描いています。
香月さんの表現とは対照的で、それは多分、
野見山さんの今のお話に起因があるのかも
しれません。私は香月さんの絵にのめり込
んだ時期があります。ちひろさんの『戦火
のなかの子どもたち』は彼女が最期の力を
振りしぼっただけに迫力があり、淡い色彩
のなかに戦争の残酷さや悲しさがにじみ出
て、日なたでは見えないものが表現されて
います。ご自身の戦争体験も交え、子ども
にこそ伝えなければとの思いが感じられま
す。一方、ドキュメンタリー写真に携わる
私は、絵との接点など考えたりしますね。

絵画と写真
野見山　絵描きは、距離を持って眺めるけ
れど、カメラマンは行動性を持って走って
いきながら、最後の 秒でとらえるという
ところが違うのかもしれませんね。香月さ
んの場合、シベリアを描こうとすると、あ

らゆる状況を思い出すけれど、どこかで、
それ以上近づくのはやめにするというよう
なことを言っています。実際に見たものを
そのまま描くのではなくて、象徴的なもの
として描き出している。
大石　香月さんが描く骸骨のような人物像
を見たとき、アウシュヴィッツの収容所で
描かれた鉛筆画と共通するものを感じまし
た。写真のリアリティとは異なる、 本の
線が持つリアリティですね。
戦争を経験して
野見山　私はちひろさんより つ年上なん
ですが、戦争でたくさんの方が亡くなっ
て、自分だけ生き残ったという負の気持ち
を持ってきました。香月さんは、シベリア
で囚人として生きてきた自分から抜け出せ
ないままだった。ちひろさんも負の想いを
抱えていたのかもしれません。けれど、彼
女は、いくら虐げられても、屈折せずに、
きちんと自分のまなざしで見つめられた人
だという気がします。ちひろさんの場合
は、子どもの絵だけれど、これしか描けな
いというところが強い。どんなにやさしい
絵でも、それを押し通すというのは、芯が
強いからなんでしょうね。 （原島恵）

月 日（土）　ちひろと香月泰男　特別対談　野見山暁治×大石芳野

活動報告

月 日（土）　  海  南  友  子 講演会「映画制作を通して出会ったちひろ」
か な とも こ

　初のドキュメンタリー映画「いわさきち
ひろ～ 歳の旅立ち～」の公開初日、映画
館での舞台挨拶から駆けつけてくださった
海南友子監督の講演会を開催しました。
ちひろの映画を手がけたきっかけ
　「ＮＨＫを退職後、戦争や環境問題などの
ドキュメンタリーを制作していたことがき
っかけで、ちひろ美術館の理事長の山田洋
次さんから声をかけていただきました。ち
ひろの絵はもちろん知っていましたが、正
直、個人的な思い入れはなかったんです。
まずは美術館の記録として、生前を知るゆ
かりの方々の証言を集めようと、 年で延
べ 名を取材しました。」
証言から浮かび上がった人間・ちひろ
　「面白くなったのは、実際に取材を始め
てからです。みなさん異口同音にちひろの
ことを“鉄を真綿でくるんだような人”と
おっしゃる。ふわっと優しいのに、とにか
く意志が強い。好きなものに対する気持ち
を曲げない人だったんですね。ロケをする
度に新しいちひろとの出会いや発見があっ
て。取り憑かれたように取材を進め、最後
は、魅力的な生き様をぜひ映像で残したい
と、むしろ積極的に映画化への企画をまと
めました。」

映画制作の舞台裏
　「 時間の取材テープを 分の映画に仕
上げる際、ちひろの強さを柱にしたのでや
わらかいイメージはあまり紹介していませ
ん。終戦直後でもリボンなど可愛い装いが
好きだったことや、幼い息子を膝枕で寝か
せたまま朝の 時まで描き続けたこと、松
本善明さんとすごく仲の良いご夫婦だった
ことなど……。自分らしさを大事にしてい
る点において、ちひろがたたかった画家の
著作権運動とリボンには通じるものを感じ
ます。」
黒柳徹子といわさきちひろ
　「館長の黒柳さんは、 年ほど前に、まだ
当時ご存命だったちひろの妹さんほか大勢
の方を取材して、本にまとめていらっしゃ
る。今回はそういった方々の分までお話し
てくださいました。いつも笑顔の徹子さん
が、ちひろの絵のことや、戦争への思いを
語るときにはしんみりとなさって、印象深
かったです。『もし敗戦がなかったら“いわ
さきちひろ”というアーティストは存在せ
ず、絵が上手い近所のお母さんだったかも
しれない』と。ロケでは、ちひろをイメー
ジしたつばの広い素敵な帽子をお召しで、
お顔に影が出ないよう撮影するため、照明

マンが頑張りました（笑）。」
ちひろの つの強さ
　「ちひろには、 つの強さを感じます。
平和を訴え続けた人間としての強さ、働く
女子の大先輩としての強さ、そして芸術家
としての強さ。戦後、ちひろはバツイチ
で、家も仕事も失うという絶望のふちか
ら、本当にやりたいことにたどりつきま
す。夢に向かってあきらめずに歩んだその
生き方を、 ． を経た今だからこそ、多く
の方に観てもらいたい、という思いを込め
て、映画を仕上げました。」

　会場では、映画にもご登場の池田春子さ
ん（編集者・写真右）や、松本由理子事務
局長も生前のちひろについて語り、参加者
からは「ちひろの人生をもっと知りたくな
った」「編集者、臨終に立ち会った方の実話
も聞けて感動的」などの感想をいただきま
した。　　　　　　　　　　（中平洋子）

映画の公式サイト　http://chihiro-eiga.jp/
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松本由理子（財）いわさきちひろ記念事業団事務局長
映画が生んだ、新たな広がり

4月5日（木）
お母さんと、妹とはじめて来まし
た。ちひろさんの絵を見て、小さ
いこのほっぺ、口、かみの毛、服
の色がやさしくて、小さい動物の
動きなども見えたような気がしま
す。もっとこの絵たちを学校のみ
んなに知ってもらい、あたたかい
気持ちになってほしいなと思いま
す。 （西東京市　渡辺彩花）
4月24日（火）
母は、ちひろさんと同じ長谷戸小
の同級生。今は 歳。「道に絵が
描いてあって、たどっていくとち
ひろさんに会えるのよ」と話して
いました。左手で黙々と描いてい
たそうです。ちひろさんがお亡く
なりになったとき、母はとてもが
っかりして寝込んでしまいまし
た。今日、多くの心温かい作品に

会えて、とても幸せです。（野澤麻
貴子、母は小木曽（旧姓塩尻）政子）
6月15日（金）
ちひろさんの原画は本当にすご
い。胸を打つ。でも、絵本になっ
て印刷されてもその彩があせない
ことに、真の価値があるように思
います。 （S.K.）
6月27日（水）
いわさきちひろさんの絵は、なん
となく視界に入ってはいましたが
今まで強く意識することはありま
せんでした。先日、試写会で映画
「いわさきちひろ～ 歳の旅立ち
～」を拝見し、この愛らしいきれ
いな絵はこんな苦労の末に生み出
されていたんだ！と衝撃を受けま
した。そして美術館が私の住まい
のごく近くにあると知り、今回お
邪魔しました。初めて目にする原

画の水彩の、まるでピースを重ね
合わせてつくったとしか思えない
技法、筆致に改めて感動を覚えま
した。また近日中にゆっくり訪れ
たいと思います。ちひろさんとの
めぐり合わせに感謝を込めて。

＊　　＊　　＊
ちひろ美術館と私は同い年です。
母もちひろさんの絵が大好きで、
母と一緒に子どもの頃から何回
も、何十回も訪れました。そして、
今日、久しぶりに訪れ、やはりちひ
ろさんの絵に心が落ち着きます。
半年前に亡くなった母と、一緒に
絵を見ている気持ちになりまし
た。母がいないさびしさに、まだ
慣れていませんが、今日、ちひろさ
んの絵が、私をやさしく後押しし
てくれたように思います。また来
ます。ありがとうございました。

月 日（土） 
第 回練馬こどもまつりに初参
加。ちひろの水彩技法「にじみ」
を体験しマグネットをつくるブー
スを設置した。石神井公園を吹き
ぬける強風に苦戦したが、予想を
大幅に超える述べ 人もの子ど
もたちが参加してくれた。郷土ゆ
かりの画家であるちひろに親しむ
きっかけになればうれしい。
月 日（水） 
映画公開記念展初日にあわせ、館
内で映画公開の記者会見を行う。
 海  南 監督、女優の中原ひとみさ
か な

ん、遺族の松本善明、松本猛、館
長の黒柳徹子が会見に出席、多く
の取材陣でにぎわった。
月 日（木） 
渡米した親戚を持つご夫婦が来
館。「戦後の物資援助のお礼に、
ちひろカレンダーを毎年送ってい

る。三世となる親戚が、保存して
いた 年分のカレンダーを地元図
書館に寄贈したところ、とても感
動され、子どもライブラリーに飾
ってくださっている」とのこと。ち
ひろの絵が人から人へ、海も時も
越えて広がっていることに感激。
月 日（月） 
教員向け特別内見会。GTや意見
交換会に加え、今回は水彩技法体
験コーナーも。「低学年でもできそ
う」「にじみで絵を描くって想像以
上に難しい！」と先生方にも好評。
水彩技法体験は“出前授業”の大
事な柱、学校でも随時開催中。
月 日（日） 
館内ではじめて「おもちゃの広場」
を開催。「広場」の石神井支部から
講師の派遣と 種類以上のおもち
ゃの貸し出しを受け、親子で 時
間、集中して遊んだ。次回 月。

月 日（月） 
「芸術新潮」 月号「特集いわさき
ちひろ」発売日、 ページ構成の特
集掲載。ちひろの人生の紹介も充
実しているが、日本近代絵画史や
琳派など各専門家による解説が、
ちひろの絵の魅力を新しい切り口
で紹介していて、読み応えあり！
月 日（金） ／ 
銀座の書店・教文館でピエゾグラ
フ展の飾りつけ、 / までブック
フェアと同時開催。映画公開のこ
の夏、各出版社の協力を得、全国の
書店からフェア開催のお申込み多
数！都内・近郊の他書店でも複製
画展との同時開催フェアが実現。
月 日（土） 
ちひろ映画公開初日。映画館では
海南監督と山田洋次理事長による
舞台挨拶も。夕方、館内で海南友
子講演会開催（詳細 p）。

ギャラリートーク

　「ちひろさんの映画を作ることができればと、

ずっと思っていました。ちひろさんはとっくに

（ 年前）に亡くなっているし、生きて動いて

いる映像で使えるものは何もない。成り立つの

か？と思いましたが、海南さんならできるので

はないかと思いました」と語り始めた山田洋次

さん。映画公開初日の舞台挨拶でのことだ。

　海南さんの「亡くなった方の人生を、証言に

よって立体化するというのは、 年近くドキュ

メンタリーの仕事をしていて、いちばん難しか

った」「 時間撮ったものを 分の映画にしま

した。今日が迎えられたのは奇跡です」と語る

言葉を聞きながら、この 年に思いをはせた。

　 年前から縁の方への取材はしてもらってい

たものの、映画にすると決まったのは昨年 月。

助成金の関係で完成試写会は本年 月までに行

うという、制作期間 年でのスタートだった。

　 ヵ月後に .が起き、夫とともに現地に取

材に入った海南さんに妊娠が判明、若い助監督

の献身的な働きもあり、映画の制作はそのまま

進行。仮台本第 案が届いたのは 月、第 案

は出産 週間前の 月下旬だった。度重なるや

り取り、山田洋次さん、松本猛さんも加わって

の会議。その間、海南さんと双方の現場スタッ

フの頑張りで、作品の追加撮影、台本直し、編

集・音入れ等々、やりきっての完成だった。

　映画をきっかけに生まれた、新たな広がりも

うれしい。広報を担った、クレストインターナ

ショナルの鮮やかな仕事振りもあり、どんどん

実現する雑誌の大型企画。『芸術新潮』 月号

は、新進気鋭の橋本麻里さんをゲストエディタ

ーに迎え、美術史の中にちひろを位置づける試

みを行い、『婦人画報』 月号は、山田洋次さんと

黒柳徹子さんが対談。可愛い絵の背後にある、

ちひろの深い思いを、静かに語りあっている。

　『MOE』 月号の、ちひろの夫・息子・孫の

鼎談、スタジオジブリの広報誌『熱風』 月号

での上野千鶴子のちひろ論、海南さんの本音を

吐露した文章も興味深い。ぜひ、ご一読を。
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次回展示予定　2012年11月14日（水）～2013年1月31日（木）

ちひろは日々のくらしを細やかに慈しむ
とともに、旅に出かけたり、山荘で過ご
す時間も大切にしました。子どもたちの
おしゃれや草花のあしらいなどにちひろ
のセンスが光る作品のほか、愛用の品々
も展示し、ちひろ流のくらしの楽しみ方
を紹介します。
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枯れ葉と赤い服の少女　 年

●水彩技法ワークショップ 敬老の日のカードをつくろう！
人気の水彩技法ワークショップ。今回は敬老の日にちなみ、プレゼン
トに最適なカードをつくります。
○日　時： 月 日（日） ： ～ ： （最終受付 ： ）
○対　象：幼児から大人まで
○参加費： 円（入館料別、高校生以下は入館料無料）
※参加自由、入替制、所要時間 ～ 分程度

●子どものための工芸展関連　子どもワークショップ
参加希望の方は、ちひろ美術館・東京イベント係（ＴＥＬ． － －
）までお問い合わせください。

「綿の糸つむぎ」　 講師：磯敦子（造形作家）
○日時： 月 日（日）　 時間未定　要申し込み、 月 日（木）受付開始
「再生紙でつくる壁飾り」　 講師：森友見子（造形作家）
○日時： 月 日（土）　 時間未定　要申し込み、 月 日（水）受付開始

●わらべうたあそび
声を出して歌ったり、体を動かしたりしながら、親子で楽しく参加がで
きます。 ～ 歳までの乳幼児と保護者対象。
○日　時： 月 日（土）　 ： ～ ： 　　○講師：服部雅子
○定　員： 組 名　要申し込み、 月 日（水）受付開始
○対　象： ～ 歳までの乳幼児と保護者
○参加費：無料（入館料別、高校生以下は入館料無料）

●末盛千枝子講演会「絵本を通して伝えたいこと」
国際的に活躍を続けてきた児童書編集者で、すえもりブックス代表とし
て名作絵本を手がけてきた末盛千枝子さん。岩手県に移住ののち、震災
に遭遇し、被災地の子どもたちに絵本を届ける「 .絵本プロジェクト
いわて」を立ち上げました。絵本を通じた自身の活動について語ります。
○日　時： 月 日（日）　 ： ～ ： 　　○講師：末盛千枝子
○定　員： 名　要申し込み、 月 日（木）受付開始
○会　場：ちひろ美術館・東京　図書室
○参加費： 円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

●世界のおもちゃで遊ぼう！　おもちゃの広場
おもちゃコンサルタントが、優良なおもちゃの楽しみ方、遊び方をたっ
ぷりご紹介します。親子でお気軽にご参加ください。
 共催：おもちゃの広場　石神井支部
○日　時： 月 日（日）　 ： ～ ：
○定　員： 組 名　要申し込み、 月 日（金）受付開始
○対　象： 歳以上の未就学児と保護者
○参加費：無料（入館料別、高校生以下は入館料無料）

ちひろスタイル
－くらしのいろどり－ チェコの古都プラハで暮らしながら、絵本制作を続ける出久根育。

本展では、ブラティスラヴァ世界絵本原画展でグランプリを受賞し
た『あめふらし』、ロ
シアの民話『マー
シャと白い鳥』など
の作品を展示し、濃
密で幻想的な絵本の
世界を紹介します。

〈企画展〉出久根育の絵本展　－プラハでつむぐ幻想－

出久根育『マーシャと白い鳥』（偕成社）より　 年

●えほんのじかん
毎月第 ・ 土曜日
： ～　＊参加自由

●ギャラリートーク
毎月第 ・ 土曜日　 ： ～　＊参加自由

●松本猛ギャラリートーク
月 日（日）　 ： ～　＊参加自由

●ちひろ美術館と同い年！
　1977年生まれの方にポストカードプレゼント
開館 周年にちなみ、 月 日（土）～ 月 日（日）までの期間限
定で、 年生まれの方に特製ポストカード（非売品）をプレゼント
します。入館時に、生年のわかる証明書などをご提示ください。
※プレゼントはなくなり次第、終了となります。

●支援会員向け活動報告会のお知らせ
月 日（土）　 於：安曇野ちひろ美術館
月 日（土）　 於：ちひろ美術館・東京
年度ならびに 年度上半期の活動報告会を、各館で開催いたし

ます。詳細は、 月中旬にお届けする「安曇野ちひろ美術館だより
No.」にてお知らせします。

●ちひろ美術館・東京　たてもの探検ツアー
美術館スタッフが一緒に館内を回りながら、美術館の建物にまつわる
エピソードや、隠れた見どころの数々をご案内します。
○日　時： 月 日（日）　 ： ～ ：
○定　員： 名　要申し込み、 月 日（木）受付開始
○参加費：無料（入館料別、高校生以下は入館料無料）

ちひろ美術館を設計した建築家・内藤廣さんが、建物に込めた思いを
語ります。
○日　時： 月 日（土）　 ： ～ ：
○講　師：内藤廣（建築家）
○定　員： 名　要申し込み、 月 日（水）受付開始
○会　場：ちひろ美術館・東京　図書室
○参加費： 円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

●東京開館35周年記念　内藤廣講演会「人・暮らし・建築」


