〈報道関係者各位〉
２０１６年１１月２９日
大塚国際美術館

≪大塚国際美術館 イベントのご案内
イベントのご案内≫
案内≫

年末年始も
年末年始も美術館で
美術館で過ごそう！
ごそう！
大塚国際美術館（館長：大塚一郎、所在地：徳島県鳴門市）は、年末年始も開館し、さまざまなイベン
トを開催します。寒い冬でも美術館のなかは暖かです。ぜひ年末年始は美術館でお過ごしください。

【開館情報】
開館情報】
12 月 27 日(火)～2017 年 1 月 9 日（月・祝）までは休
までは休まず開館
まず開館します
開館します
1 月の休館日は、1 月 10(火)・16(月)・17(火)・18(水)・19(木)・20(金)・23(月)・30(月)です。

期間中の
間中の楽しみ方
しみ方！

① 年末のお
年末のお楽
のお楽しみ！
しみ！「ギャラリートークツアー」
スタッフがお客様と一緒に館内を巡りながら、様々なテーマで
作品を分かりやすく解説します。
「参加したかったのに、予定が合わなかった」
「そんな案内が
あったなんて知らなかった」というお客様の声にお応えして、
好評だったギャラリートークの「復刻版」もお届けします！
是非ご参加ください。

<開催日> 2016 年 12 月 29 日（木）～31 日（土）
<時 間> 各日 11：30～ / 14：00～ （各回約 40 分）
※12/31 は 11：30～のみとなります。
<定 員> 各回 20 名（事前予約可）
<集 合> 地下 3 階インフォメーション横
※ご案内の作品は、定時ガイドと重なる作品もございます。あらかじめご了承ください。

★12/29（
12/29（木）のテーマ
11：
11：30～
30～ 「名画の
名画の不思議発見」
不思議発見」
見慣れた名画も視点を変えてみると「あら不思議！」白い百合や薔薇
など名画に秘められたシンボルや画家のメッセージ、だまし絵などを
ご紹介します。

14：
14：00～
00～ 「ルネサンスの 3 大巨匠とその
大巨匠とその時代
とその時代」
時代」
レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエッロ…。
ルネサンス期に活躍した 3 大巨匠をはじめ、同時代を生きた画家たち
の作品をご紹介します。

▲ホルバイン「大使たち」
ある一定の方向からこの作品を
見ると…あら不思議！

★12/30（
12/30（金）のテーマ
11：
11：30～
30～ 「悪の美術」
美術」
絵画の中で重要な役割をする悪役、妖しく誘惑する悪魔や悪女、
憎めないちょこっとワルなキャラクターまで、私たちを惹きつける
魅力的な絵画をご紹介します。

14：
14：00～
00～ 「世界遺産ツアー
世界遺産ツアー」
ツアー」
館内にある世界遺産に登録されている地域の作品をご紹介します。
パスポートなしで“世界遺産めぐり”ができるツアーです。

▲秘儀の間
1997 年文化遺産に登録された、イタ
リア・ポンペイにあり、現地では部
屋の中に入ることができない

★12/31
12/31（
/31（土）のテーマ
11：
11：30～
30～ 大塚国際美術館でみる
大塚国際美術館でみる「
でみる「怖い絵」ツアー
話題の美術エッセイ『怖い絵』シリーズ（著者：中野京子さん/角川書店刊）に
登場する名画を、背景に潜む様々な怖さとともに絵画を巡りながら
ご紹介します。

② お正月イベント
正月イベント！
イベント！「新年の
新年の運試し
運試し★」
大塚国際美術館で今年の運試しはいかが？くじを引いてアートなグッズをゲットしよう！
<開催日>
<時 間>
<対 象>
<場 所>

2017 年 1 月 1 日（日）～3 日（火）
各日 10：00～11：30 / 14：00～15：30
入館券の半券をお持ちの方（お一人様 1 回限り）
地下 3 階インフォメーション横

③ この期間
この期間はイベント
期間はイベント「アートなスキャンダル」
アートなスキャンダル」も開催中！
開催中！
★名画新聞『
名画新聞『スキャンダルタイムズ』
スキャンダルタイムズ』で館内をめぐろう
館内をめぐろう
名画新聞「スキャンダルタイムズ」を手に入れよう。
名画や画家にまつわるスキャンダルを知ると、また違った角度から
作品が観られるかも！
<配布場所>地下 3 階インフォメーション付近

★クイズコーナー『
クイズコーナー『スフィンクスからの挑戦状
スフィンクスからの挑戦状』
挑戦状』
旅人に謎をかけ、解けなければ食い殺すという怪物スフィンクス。
美術館に現れたスフィンクスが出す「アートな二択クイズ」に答えて、
強敵スフィンクスを退治しよう！
<場所>地下 3 階インフォメーション付近

★もっと知
もっと知りたいアートツアー『
りたいアートツアー『名画のスキャンダル
名画のスキャンダル』
のスキャンダル』
名声を失墜させるような事件、非難された展覧会、許されない恋を成就させた
末の美しい名画など、スキャンダルなエピソードに関連した絵画を紹介する
ギャラリートークです。
▲サスペンス編
■日 時 毎週 土・日曜日 14：00～（約 40 分）
カラヴァッジョ「聖母の死」
■テーマ 10 月～12 月「サスペンス編」/ 2017 年 1 月～3 月「ラブ編」
聖母マリアのモデルにスキャン
■定 員 30 名（事前予約可）
ダラスなエピソードが隠されて
いる!?

④ カフェやショップも楽
カフェやショップも楽しもう！
しもう！
鳴門金時どら
鳴門金時どら焼
どら焼き ５００円
５００円 （阿波晩茶付）
阿波晩茶付）
鳴門名物のさつまいも「鳴門金時」の餡をたっぷり使ったどら焼きと
芋けんぴのコンビネーションは冬にぴったり！
鑑賞の合間にホッとひと息いかがでしょうか。
<場所> 地下２階 カフェ・ド・ジヴェルニー

大塚国際美術館 オリジナルグッズ
当館オリジナルのアートなグッズをお土産にぜひ！
<場所> 地下３階 ミュージアムショップ
上）ムンク紅白ミニタオル（レッド・ホワイト） 各 810 円
下）オリジナルマスキングテープ 各 432 円
・ヴィーナスの誕生 より 愛の花 バラ
・わが唯一の望みの より ミル・フルール
▲おめでたい！紅白グッズ

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。

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)、
2017 年 1 月 16 日～20 日、2 月 16 日～20 日連続休館
【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」

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

