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）～９月３０日（金）開催
大塚国際美術館（館長：大塚一郎、所在地：徳島県鳴門市）は、西洋名画により親しんでもらう為、
毎年夏休み期間に、３世代で楽しめるファミリー体験プログラムを実施しています。今年のテーマは
“アメリカ・ニューヨーク”！「We❤NY ウィ ラブ ニューヨーク～ニューヨークアートを満喫～」を
７月２２（金）～９月３０日（金）の期間、開催します。
当館ではこれまでにフランス、イタリアなど様々な国をテーマに体験プログラムを実施してきました。
本年は初めて「アメリカ」をテーマにプログラムを企画しました。流行、ファッション、ライフスタイルなど
近現代美術にも多大なインスピレーションを与えてきたニューヨークを中心に、
ボストンやシカゴの美術館が
所蔵する作品にもスポットライトをあてたプログラムを展開します。
館内には、世界２５ヵ国、１９０余の美術館が所蔵する西洋名画を陶板で原寸大に再現した約１０００点の
作品があり、国別に分類すると、フランス、イタリア、イギリスに次ぎ、第４位の所蔵数を誇るのがアメリカ
です。ニューヨークのメトロポリタン美術館やグッゲンハイム美術館の他、ボストン美術館やシカゴ美術研究
所など、アメリカの美術館所蔵の作品約１００点を一堂にご覧いただけます。
今年の夏は、アメリカンアートの魅力にふれ、忘れられない夏の想い出つくりを！

★開催概要
開催概要★
概要★
【開催期間】２０１６年７月２２日（金）～ ９月３０日（金）※休館日を除く、８月無休
【時
間】９:３０～１７:００（入館は１６：００まで）
【場
所】地下３階センターホール
【参 加 費】無料（要入館料：小中高生５４０円、大学生２１６０円、一般３２４０円）
【対
象】どなたでも（お子様から大人まで年齢を問わず楽しめます）
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ニューヨークへ ～We❤
We❤NY～
NY～
まずはアメリカ三大美術館（メトロポリタン・シカゴ・ボストン）の
作品などを紹介した特製 MAP をゲット。入国スタンプを押して、
館内に展示しているアメリカの美術館の名画をめぐろう！
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コスプレ＆記念撮影を
記念撮影を楽しもう

★アートコスプレ 名画の
名画の人物にヘンシン
人物にヘンシン
スーラ「グランド・ジャット島の日曜日の午後」(シカゴ美術研究所
所蔵)やリキテンスタイン「ステッピング・アウト」
（メトロポリタン
美術館所蔵）に登場する人物にヘンシンして写真を撮ろう。
衣装や様々なグッズを用いて、ここでしかできないアートコスプレを！
協力：京都造形芸術大学芸術学部 空間演出デザイン学科

オリジナル作品
オリジナル作品の
作品の制作＆
制作＆記念撮影を
記念撮影を楽しもう

★あなたもアーティスト マスキングテープでアートに挑戦
マスキングテープでアートに挑戦
色とりどりのマスキングテープを使ってあなただけのオリジナルアートを
つくろう。出来上がったら会場内に特設の「ギャラリーOh!」に出品してみよう。
高値がつくかも？！持ち帰って、旅の想い出にも。

記念撮影を
記念撮影を楽しもう
その①
その①★名画の
名画の世界に
世界に入り込む！？

名画体験しかけパネル
名画体験しかけパネル

「あれ？人がいなくなった！」スーラ「グランド・ジャット島
の日曜日の午後」(シカゴ美術研究所所蔵)の風景が変わる
しかけパネルの前で記念撮影を楽しもう。
絵画をよく見るきっかけにも。
その②
きさを体感
その②★大きさを体感

アートな自由
アートな自由の
自由の女神登場

ニューヨークのシンボル、自由の女神の大きさは約９３ｍ！
約６分の１（１６ｍ）のサイズの自由の女神が会場に登場します。

設置パネルで
設置パネルで学
パネルで学ぼう

★知ッ得！ メトロポリタン美術館
メトロポリタン美術館で
美術館で活躍した
活躍した日本人
した日本人
元メトロポリタン美術館美術保存修復員の土肥信一先生の仕事について紹介するコーナー。

★限定開催の
開催のイベント★
イベント★
スタッフが作品
スタッフが作品を
作品を案内

①もっと知
もっと知りたい！
りたい！アートツアー

「アメリカンアート」
アメリカンアート」

○×クイズを交えながら、アメリカ三大美術館所蔵の作品やポロック、
ウォーホルなどのアメリカンアートをスタッフがご案内します。
<日程>期間中 毎週 土・日曜日
<時間>１４：００～（約４０分）
<定員> ３０名（事前予約可）
リキテンスタイン「ステッピング・アウト」

オリジナル作品
オリジナル作品を
作品を制作

（メトロポリタン美術館所蔵）などがある
現代ギャラリー

②目指せ
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シルクスクリーンに挑戦！
挑戦！
アメリカの画家アンディ・ウォーホルの作品も、当館の陶板名画も
制作過程でシルクスクリーンの技法を用いています。
シルクスクリーンって何？実際にシルクスクリーンプリントを体験して学ぼう！
ハンカチやエコバック等お持ちいただいた物にもプリント OK！
あなただけのオリジナル「自由の女神」グッズをつくろう。
<日程>２０１６年８月７日（日）
<時間>１３：３０～１５：００
<定員>３０名

1 日限定ツアーとカフェ
日限定ツアーとカフェ

③ボストンティーパーティー
地下１階に特設ボストンティーパーティーカフェが１日限定でオープン。
カサットの「一杯のお茶」など絵画を観たあとでアートなティータイムを
お楽しみいただけます。
この日限定のオリジナルドリンクもあり！乞うご期待！
同日開催のアート鑑賞ツアーでは、アメリカ三大美術館所蔵作品のほか、
お茶を楽しむ午後のひとときを描いた作品などをご案内します。
★特設ボストンカフェ
<日程>２０１６年９月２２日（木・祝）
<時間>１４：００～１６：００
<場所>地下１階 展示室
★アート鑑賞ツアー
<日程>２０１６年９月２２日（木・祝）
<時間>１４：００～、１４：３０～（各回約４０分）
<定員> 各回３０名（事前予約可）

カサット「一杯のお茶」

≪①～③イベントの申込方法
イベントの申込方法≫
申込方法≫
メールもしくは電話で、１）希望の催し ２）代表者氏名と人数 ３）電話番号 を、大塚国際美術館までお知
らせください。いずれも参加費は無料ですが入館料が必要です。
TEL：０８８-６８７-３７３７ / MAIL：info ＠o-museum.or.jp

★イベント期間限定
イベント期間限定スイーツ
期間限定スイーツ★
スイーツ★
スイーツセット８００
８００円
スイーツセット
８００
円（ケーキ＋
ケーキ＋プリン＋
プリン＋ドリンク）
ドリンク）
７/２２～９/３０までのイベント期間中、スイーツセットに
ニューヨークチーズケーキが仲間入り！
程よいコクと後味はさっぱりとした、期間限定ケーキをぜひ★
<場所>地下２階 カフェ・ド・ジヴェルニー（１０：３０～１６：００）

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、1000 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。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が一堂に会し、日本にいながら世界
の美術館を体験できます。

◆陶板名画について
陶板名画について◆
について◆
大塚国際美術館で展示している原寸大の陶板名画とは、
大塚グループの大塚オーミ陶業㈱が開発した陶製の
板（セラミックボード）に原画の写真を忠実に転写し、細部に至るまで幾度もレタッチを重ね、限りなくオリ
ジナル作品に近づけることに成功した原寸大美術陶板のことです。最終仕上がりを考慮し、釉薬の決定、色分
解、製版、転写などの各工程を経て、1300 度の高温で焼成します。そのため、退色劣化することなく約 2000
年以上にわたってそのままの色と姿で残り、
美術書や教科書と違い原画が持つ本来の美術的価値を真に味わう
ことができます。

大塚国際美術館
【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
【Ｕ Ｒ Ｌ】http://www.o-museum.or.jp/
【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】

つちはし

《本件に関するお問合せ先》大塚国際美術館 学芸部広報担当
TEL:０８８-６８７-３７３７ FAX:０８８-６８７-１１１７

環境展示：
「システィーナ・ホール」

やまがわ

土 橋 加奈子、富澤京子、山 側 千紘
MAIL:info@o-museum.or.jp
※画像は大塚国際美術館の作品を撮影したものです

