〈報道関係者各位〉
２０１７年１月２７日
大塚国際美術館

《大塚国際美術館 イベントのご案内》

大塚国際美術館 感謝祭 ～「びじゅチューン!」コンサート

大塚国際美術館（館長：大塚一郎、所在地：徳島県鳴門市）は、おかげさまで２０１７年３月２１日（火）
に開館２０年目を迎えます。日頃の感謝をこめて、３月２０日（月祝）を感謝祭とし、世界の「びじゅつ」
を歌とアニメで紹介する、子どもから大人まで幅広い世代に人気のＮＨＫアニメ番組「びじゅチューン！」
（NHK E テレ[日]午後 5:55 放送中）のコンサートを開催いたします。
当日は、
「びじゅチューン！」の生みの親であるアーティスト・井上涼さん（作詞・作曲・アニメ制作・
歌）
、びじゅチューン！コーラスグループ「ジョリー・ラジャーズ」と吉岡弘行先生（指揮・コーラス編曲）
をお迎えし、地元の徳島少年少女合唱団が加わって、
「びじゅチューン！」コンサートを行います。
当館の展示作品もモチーフとなっている「びじゅチューン!」の人気曲１０曲ほど＋お客様からのリクエ
スト曲を披露するほか、アートクイズも交えて来館者と共に名画を楽しむコンサートです。
春の三連休に是非ご家族で、大塚国際美術館ならではのアートイベントをお楽しみ頂ければと思います。

びじゅチューン！コンサート
■開催日時 2017 年 3 月 20 日（月祝）
2 回公演 ①13：00～（12：30 開場）② 15：00～（14：30 開場）※各回約 60 分
■出
演 井上 涼（アーティスト）
、ジョリー・ラジャーズ（コーラスグループ）
、
吉岡弘行（指揮・コーラス編曲）
、徳島少年少女合唱団、大塚国際美術館スタッフ
■場
所 地下 3 階 システィーナ・ホール
■参加費無料ですが、入館料が必要です。
■当日開館より、地下 3 階インフォメーション付近にて参加券を配布します（自由席・予定枚数に達し次第終了）。
※客席前方に「キッズ専用鑑賞エリア」を設けます。ご自由にご利用ください。
※コンサート中はシスティーナ・ホール内の撮影はご遠慮ください。

井上涼さん描き下ろし「オフィーリア」

期間限定びじゅチューン！キャラクターと記念撮影しよう
館内に「びじゅチューン！」の人気キャラクターの立ちパネルが登場！一緒に記念撮影して、SNS にアップしよう！
<期 間> 2017 年 3 月 20 日（月祝）～3 月 31 日（金） ※3 月 21 日（火）
、27 日（月）は休館

井上涼さん描き下ろし
左）
「ヴィーナス委員長」 右）
「ごめユニコーンと森の動物たち」

期間限定びじゅチューン！ブックラリー
大塚国際美術館で鑑賞できる「びじゅチューン！」登場名画をめぐってカードを集めよう！館内をまわって 17 枚
全て集めたら、デューラーのパラパラ漫画が完成！期間限定のブックラリーを楽しもう！
<期 間> 2017 年 3 月 20 日（月祝）～3 月 31 日（金） ※3 月 21 日（火）
、27 日（月）は休館
※なくなり次第終了

期間限定コラボメニュー
１５００円のやきソバ～ジュセット（井上涼デザイン オリジナルアクリルキーホルダー非売品

付）

<期 間> 2017 年 3 月 20 日（月祝）～3 月 31 日（金） ※3 月 21 日（火）
、27 日（月）は休館
<場 所> 地下２階 カフェ・ド・ジヴェルニー １０：３０～１４：３０ ※カフェの営業は 16：00 まで
左）
デューラー

あああ
オリジナル

「自画像」

デューラー
キーホルダー付

右）
井上涼さん
描き下ろし
「やきソバ～ジュ
とデューラー」

イカやラングスティーヌ（手長エビ）の入ったベトナム風焼きビーフン、イチゴショートケーキと徳島名産すだちスカ
ッシュがセットになったハッピーでお得なメニューには、ここでしか手に入らないびじゅチュ～ン！とコラボの
井上涼デザイン オリジナル アクリルキーホルダーがついてきます。是非この機会にご賞味ください。
～スペシャルメニュー誕生秘話～
デューラー 「自画像」
（※1500 年に描かれた作品）の構想を練っていた井上涼さん。大塚国際美術館で改めて作品を鑑
賞し、
「デューラーの髪の毛ってすごいソバージュだ」とイメージを膨らませ、
「髪の毛が焼きそばみたい？！」
「焼きソ
バ～ジュ」となり、生まれたメニューが「1500 円のやきソバ～ジュ」です！

NHK E テレ毎週日曜で午後 5：55 放送中

びじゅチューン！とは
2013 年夏からＮＨＫ E テレで放送されている、世界の「びじゅつ」を歌とアニメで紹介する人気番組。
映像作家・井上涼さんによる美術作品をテーマにしたポップなアニメ、奇想天外な歌詞、忘れられないメロディ
ーがクセになると、ハマる人続出。子どもから若い女性までを虜にする新感覚エンターテイメント番組。
世界の名画を陶板により原寸大で体感できる当館では、昨夏のスペシャル番組「なつやすみ！美術館で“びじゅ
チューン！”
」の収録が行われました（初回放送 2016 年 7 月 17 日（日）午後 4 時 40 分～5 時）
。
NHK「びじゅチューン！」公式 WEB サイト http://www.nhk.or.jp/bijutune/
井上涼オフィシャルツイッター
http://twitter.com/kitsutsukijanai
井上涼オフィシャルサイト
http://tanoshimida.com/

プロフィール
井上涼（作詞・作曲・アニメ制作・歌）
アーティスト。金沢美術工芸大学卒業。「赤ずきんと健康」で
BACA-JA2007 映像コンテンツ部門で佳作受賞。作品にあわせた音楽
はみずから作詞・作曲・歌唱まで手がけ、独自の世界を繰り広げて
いる。

ジョリー・ラジャーズ（コーラスグループ）
1997 年結成のアマチュア男声コーラスグループ。団員はほとんどが
学生時代にグリークラブ（男声合唱団）に所属し、寝ても覚めても
歌に明け暮れていた。童謡・唱歌から歌謡曲、ビートルズまで、幅
広いレパートリーを誇る。

吉岡弘行（指揮・コーラス編曲）
東京芸術大学・同大学院作曲科卒業。現在、指揮者・作曲家・編曲
者として活躍中。ジョリー・ラジャーズの“座付き編曲家”として
指揮とコーラス編曲を担当している。

徳島少年少女合唱団

◇大塚国際美術館で鑑賞できる

1963 年創立。これまで全国 82 都市で公演。海外公演は創立以来 35
回を数え、世界 15 ヶ国、82 都市で公演。
「天使の歌声」と称賛を博
す。バチカン法王庁主催「世界平和祈願ミサ」出演（92 年）
、
「東日
本大震災復興祈願ミサ」特別出演（12 年）
。外務省より文化の国際
交流日本代表に認定され活動を続けている。大塚国際美術館では、
2008 年より毎年クリスマスコンサートを開催し、礼拝堂の雰囲気に
あう清らかな歌声で好評を博している。

◇「びじゅチューン！」登場名画 ◇
びじゅチューン！作品名

画家名「作品名」

展示室

1

貴婦人でごめユニコーン

「わが唯一の望みの」
（
「一角獣を従えた貴婦人」より）

2

真珠の耳飾りのくノ一

フェルメール「真珠の耳飾りの少女（青いターバンの少女）
」

3

委員長はヴィーナス

ボッティチェッリ「ヴィーナスの誕生」

4

お局のモナ・リザさん

レオナルド・ダ・ヴィンチ「モナ・リザ」

5

ラス・メニーナス、開演前

ベラスケス「ラス・メニーナス（女官たち）
」

6

夏野菜たちのランウェイ

アルチンボルド「夏（
「四季」より）
」

7

1500 年のオーディション

デューラー「自画像」

8

オフィーリア、まだまだ

ミレイ「オフィーリア」

9

ムンクの叫びラーメン

ムンク「叫び」

10 火消しが来りて笛を吹く

マネ「笛を吹く少年」

11 崖のぼり、のちキス

クリムト「接吻」

12 月曜日モンスター

スーラ「グランド・ジャット島の日曜日の午後」

13

ルノワール「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」

潜入捜査 in ムーラン・ド・ラ・ギャレット

14 ひまわりがお掃除しちゃうわよ
15 レーサーはゴーギャン

地下 3 階

地下 2 階

地下 1 階

ゴッホ「ヒマワリ」
ゴーギャン「われわれは何処から来たのか？われわれは何者
であるのか？われわれは何処へ行かんとしているのか？」

1階

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 2 月 16 日（木）～20 日（月）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】

環境展示：
「システィーナ・ホール」

つちはし

やまがわ

《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 富澤京子、土 橋 加奈子、山 側 千紘
TEL:０８８-６８７-３７３７ FAX:０８８-６８７-１１１７ 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

