
 

 
※写真はイメージです 

 

上左）4～5 月 庭園：チューリップ花壇が登場！ 

 

上右）5～6 月 藤棚：モネの「大睡蓮」 

 

下左）６～9 月 睡蓮：モネの「大睡蓮」 

 

※開花時期は目安です 

 〈報道関係者各位〉                           

2016 年２月３日 

大塚国際美術館 

開花宣言！ 

大塚国際美術館『名画の花園』イベント 

大塚国際美術館（館長：大塚一郎、所在地：徳島県鳴門市）は、2016 年4 月1 日～9 月30 日の間、 

『名画の花園』と題した催しを行います。 

瀬戸内海国立公園の中に位置し自然に囲まれた当館では、季節によってさまざまな花を見ることができ、

イベント期間中は名画と花の両方をお楽しみいただけるベストシーズンです。また、花が描かれた絵画を

案内するギャラリーツアーでは、絵画をみて心が和むだけではなく、作品が描かれた意味や背景を知るこ

とで鑑賞の楽しさは一層広がります。 

西洋名画約1000 点が咲き乱れる“名画の花園”で、名画鑑賞とともに様々な催しをお楽しみください。 

    

美術館で見られる季節の花々美術館で見られる季節の花々美術館で見られる季節の花々美術館で見られる季節の花々                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 
※写真はイメージです 

もっと知りたい！「花の絵画」もっと知りたい！「花の絵画」もっと知りたい！「花の絵画」もっと知りたい！「花の絵画」※4～6 月限定    

かつてオランダでは、チューリップ狂時代があったことをご

存じでしょうか。珍しく貴重な球根に人々は熱狂し、信じられ

ないくらいの高値で取引が行われていたとか。 

絵画をご案内しながら、花にまつわるとっておきの話をご紹

介します。 

 

 <日程> 4～6 月の毎週 土・日曜日 

 <時間>14：00～（約40 分） 

 <定員> 30 名（事前予約可） 

 

予告 7～9 月の「もっと知りたい！」ギャラリートーク 

のテーマは“アメリカンアート”です。 

    

        

あなたにピッタリなあなたにピッタリなあなたにピッタリなあなたにピッタリな「「「「花アート診断花アート診断花アート診断花アート診断」」」」    
－「赤色と青色どっちが好き？」 

設置パネルに書かれた質問にどんどん答えて、あなたにぴっ

たりな花の絵画を見つけ出そう。    

 

<場所> 地下3 階 インフォメーション付近 

    

    

モネランチモネランチモネランチモネランチ    1000 円 ※4～9 月限定    

柔らか玉ねぎのスイレン仕立て 

チキンパテと甘いブラウンソース  

小さなタルトのキッシュを添えて 

 

モネが描いた睡蓮をお皿の上で表現した一皿です。 

 

<場所> レストラン・ガーデン 

<時間> 11:00～15:30（15:00 ラストオーダー） 

 

 

モネモネモネモネののののパンケーキパンケーキパンケーキパンケーキ    800 円 ※4 月～ 

色とりどりなフルーツを使って、モネ作「睡蓮：緑のハーモ

ニー」を表現しました。 

 

<場所>カフェ・ド・ジヴェルニー 

<時間> 10:30～16:00 

ポルポラ、パオロ「花」 



 

 
※写真はイメージです 

※画像は大塚国際美術館の作品を撮影したものです 

システィーナ・ホール 

ゴッホのかき氷ゴッホのかき氷ゴッホのかき氷ゴッホのかき氷    600 円 ※6～9 月限定    
ゴッホ作「麦藁帽子の自画像」をイメージしたかき氷が登場！

ゴッホが好きだった「黄色」や「日本・和」を取り入れたオリ

ジナルのかき氷です。 

 

<場所>カフェ・ド・ジヴェルニー 

<時間> 10:30～16:00 

 

 

ミュージアムショップミュージアムショップミュージアムショップミュージアムショップ    
ヒマワリのクリアファイルや薔薇のタオルハンカチなど、花

の絵画にまつわるグッズをご用意しています。 

当館オリジナルグッズも続々登場します！ 

 

<場所> ミュージアムショップ 

<時間> 9：30～17：00 

 

 

 

◇ ◇ 大塚国際美術館とは ◇ ◇ 
 古代壁画から世界２５ヶ国１９０余の美術館が所蔵する現代絵画まで、

１，０００点を超える世界の名画を特殊技術によって、原寸大の陶板で忠実

に再現しています。約４ｋｍに及ぶ鑑賞ルートには、古代遺跡や礼拝堂を現

地の空間そのままに再現した立体展示のほか、レオナルド・ダ・ヴィンチ「モ

ナ・リザ」、ゴッホ「ヒマワリ」、ピカソ「ゲルニカ」など、美術書などで一

度は見たことがあるような名画を美術史の流れに沿って展示しています。 

 

【住  所】徳島県鳴門市鳴門町 鳴門公園内 

【Ｔ Ｅ Ｌ】０８８-６８７-３７３７  【Ｆ Ａ Ｘ】０８８-６８７-１１１７   

【開館時間】９時３０分から１７時（入館は１６時まで） 

【休 館 日】月曜日(祝日の場合は翌日) ／ その他特別休館あり／８月無休 

【入 館 料】小中高生 ５４０円 ／ 大学生 ２，１６０円 ／ 一 般 ３，２４０円 ＊２０名以上の団体は１０％割引 

【アクセス】 

 

 

 

 

 

 

《本件に関するお問い合わせ先》大塚国際美術館 学芸部広報担当 土橋加奈子、富澤京子、山側千紘 

ＴＥＬ:０８８-６８７-３７３７  ＦＡＸ:０８８-６８７-１１１７   ｅ-ｍａｉｌ:info@o-museum.or.jp 



開花宣言
！

名画の花園名画の花園

772-0053 徳島県鳴門市鳴門町 鳴門公園内　 TEL 088-687-3737 
9 時 30 分～ 17 時（入館は 16 時まで） 
休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）、8月無休
入館料：小中高生 540 円 / 大学生 2,160 円 / 一般 3,240 円

www.o-museum.or.jp/ フォローミー！

金

古代から現代まで鑑賞ルート約 4km
原寸大の西洋名画 1,000 余点を陶板で再現

毎日開催！＼あなたにピッタリな／
　　　　　　「花アート診断」

金2016年4月 1日　　～ 9月30日



※各地からのアクセスがご不明な場合はお問い合わせ下さい。

羽田空港～徳島阿波おどり空港　約1時間
→路線バス「徳島空港」バス停より　約30分

関東から

関西から
大阪/神戸など～「高速鳴門」　2時間10分/1時間35分
→路線バス ｢小鳴門橋｣バス停より　約15分

高速バス

路線バス

神戸淡路鳴門自動車道　鳴門北 ICから車で約3分
専用駐車場より無料シャトルバス運行

JR徳島駅より 約60分、JR鳴門駅より 約15分
※いずれも「大　国際美術館前」下車

東京・品川・新横浜より新神戸　約3時間
新神戸にて高速バス乗り換え

新幹線

飛行機

アクセス

秋冬イベント

５　　６～ 月頃 ６　　９～

地下2階 藤棚地下2階 藤棚
モネの「大睡蓮 」モネの「大睡蓮 」

モネの大睡蓮モネの大睡蓮
地下2階 睡蓮

＼季節の花園／

（税込） （税込）
モネのパンケーキ800円モネのパンケーキ800円

地下2階カフェ･ド･ジヴェルニー
10：30～16：00

（税込）
ゴッホのかき氷　600 円ゴッホのかき氷　600 円 花の絵画にまつわるグッズ花の絵画にまつわるグッズモネランチ 1,000 円モネランチ 1,000 円

詳細は決まり次第、ホームページでご案内します。

地下2階カフェ･ド･ジヴェルニー
10：30～16：00

※写真はイメージです

1階レストラン･ガーデン
11：00～15：30（L.O.15：00） 地下 3階ミュージアムショップ

9：30～17：00

ゴッホさんが
かき氷になって登場！？

カップルや友人であま～いひとときをモネの描いた睡蓮が開花しました✿

2016 年 月 日(土)～10 1
2017 年 月 日(金)３ 31

もっと知りたい！アートツアーもっと知りたい！アートツアー
スタッフがご案内スタッフがご案内

4・5・6月「花の絵画」 7・8・9月「アメリカンアート」

毎週土日 14:00 ～毎週土日 14:00 ～（約 40分）（約 40分）
定員 30名（予約可）定員 30名（予約可）

かつてオランダでは、チューリップ狂
時代があったことをご存じでしょうか。
珍しく貴重な球根に人々は熱狂し、
信じられない高値で取引されていまし
た。絵画をご案内しながら、花にまつ
わるとっておきの話をご紹介します。

アメリカ三大美術館「メトロポリタン
美術館」「ボストン美術館」「シカゴ
美術研究所」所蔵作品やポロック、
ウォーホルなどのアメリカ現代アート
を“三大美術館周遊○×クイズ”
を交えてご紹介します。

※開花時期は目安です。

月頃４　　５～ 月頃 1階 庭園1階 庭園

スペシャルメニュー＆ミュージアムグッズ
＼春夏シーズンにぴったり／

月4　　９～
新商品も
続々登場！

6　　9～ 月

No.399 ポルポラ「花」

We♥NY ～ニューヨークアートを満喫～We♥NY ～ニューヨークアートを満喫～

子どもも大人も参加 OK ！
体験型アートプログラム
子どもも大人も参加 OK ！
体験型アートプログラムウィ　   ラブ ニューヨークウィ　   ラブ ニューヨーク

夏休み＆
芸術の秋は

ゴッホ
　　さん

月4　　～

7 月 22日　 ～ 9月 30日金 金 ・名画の人物にヘンシン！
・マスキングテープでアートに挑戦
・名画体験しかけパネル　など

藤棚のアーチ
をくぐろう
藤棚のアーチ
をくぐろう

シェフ 　梶村正人

チューリップ
の花壇登場！
チューリップ
の花壇登場！

私が考案した
アートなメニュー
をぜひ召し上がっ
てみてください

生命あふれる
ビオトープ
生命あふれる
ビオトープ


