※資料 P2 GW 限定カフェの名称を「セントラルパークカフェ」に変更しました。
（3/25 更新）

〈報道関係者各位〉
２０１７年 ３月２５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》

ゴールデンウィークを美術館
ゴールデンウィークを美術館で
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）では、ゴールデンウィーク期間中、
ご来館のお客様により絵画を楽しんでいただこうと、さまざまな切り口のイベントを開催します。

2017 年 4 月 29 日(土祝)
土祝)～5 月 7 日(日)までは休
までは休まず開館
まず開館します
開館します
イベント情報
イベント情報
①アート鑑賞
アート鑑賞ツアー
鑑賞ツアー
新企画 ★名作アニメ
名作アニメ・
アニメ・漫画に
漫画に登場する
登場する名画
する名画ツアー
名画ツアー
ゴッホの幻の「ヒマワリ」や「フランダースの犬」にでてくる作品など
アニメや漫画に登場する名画をご案内します。

<日 時> 4/29(土祝)～5/7（日） 11：30～(約 40 分）
<定 員> 20 名（事前予約可）

▲ゴッホの幻の「ヒマワリ」

★大人気！
大人気！大塚国際美術館でめぐる
大塚国際美術館でめぐる「
でめぐる「怖い絵ツアー」
ツアー」
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ご紹介します。

<日 時> 4/29（土祝）と 5/7（日）のみ 11：30～(約 60 分）
<定 員> 20 名（事前予約可）

★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！「
アートツアー！「教科書
！「教科書でみたあの
教科書でみたあの名画
でみたあの名画」
名画」

▲肖像画も見方を変えると…

～あの日に帰る ノスタルジックジャーニー「旅情編」～
「モナ・リザ」
「落ち穂拾い」
「ヒマワリ」…。
教科書や旅先で見た作品をスタッフが案内します。

<日 時> 期間中の土日（4/29、4/30、5/6、5/7）
14：00～（約 40 分）
<定 員> 30 名（事前予約可）
▲マネ「笛を吹く少年」

【アート鑑賞
アート鑑賞ツアー
鑑賞ツアーお
ツアーお申込み
申込み方法】
方法】
(1)希望ツアー (2)希望日 (3)人数 (4)代表者氏名、をメールまたは電話にてお知らせください。
メール info@o-museum.or.jp / 電話 088-687-3737
※定員になり次第締切

②ＧＷ限定
ＧＷ限定！
限定！“こどもの日
こどもの日スペシャル”
スペシャル”
ペガっちシールプレゼント
美術館公式ツイッターキャラクター“ペガっち”のシールを、
期間中ご来館の子どもたちにプレゼント。

<期 間>
<時 間>
<お渡し>
<対 象>

5/3（水祝）～5/5（金祝）
各日開館から（限定数 無くなり次第終了）
B3 階 インフォメーション
小学生以下

③ＧＷ限定！
限定！美術館で
美術館で「びじゅチューン！
びじゅチューン！」
★「びじゅチューン！」
びじゅチューン！」ブックラリー
！」ブックラリー
NHK E テレ人気番組「びじゅチューン！」に登場する
名画のカードを集めて世界中の絵をみよう☆
全て揃えると、画家デューラーのパラパラ漫画が完成！

<期 間> 4/29（土祝）～5/5（金祝）
<時 間> 各日開館から（無くなり次第終了）
<受 付> B3 階 インフォメーション

私と一緒に
写真を撮りましょう♪

★記念撮影コーナー
記念撮影コーナー
「びじゅチューン！」人気キャラクターの立パネルが登場！
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。
アーティスト・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。
毎週日曜日 午後 5：55 放送中。
（2017 年 4 月 3 日から 毎週火曜日 19：50、毎週水曜日 22：45 に変更）

ＧＷ限定！「
限定！「セントラル
！「セントラルパーク
セントラルパークカフェ
パークカフェ」
カフェ」
イーツ
地下 3 階センターホールに、期間限定「セントラルパークカフェ」
がオープン。フォカッチャサンドやマフィンなどの軽食と
ドリンクをご用意しております。
自然光が入る空間で、ゆったりお過ごしください。
<期 間> 4/29（土祝）～5/7（日）
<時 間> 10：30～16：00

【館内の飲食施設のご案内】
1 階 レストラン「ガーデン」
B2 階「カフェ・ド・ジヴェルニー」
B3 階 カフェ「テ・ペル・テ」

11：00～15：30（ラストオーダー15：00）
10：30～16：00（フードメニューは 14：30 まで）
10：00～16：45

B3 階 センターホール「セントラルパークカフェ」 10：30～16：00

おすすめ！
おすすめ！オリジナルメニュー
オリジナルメニュー＆
メニュー＆グッズ！
グッズ！
懐かしい
お子様ランチのような洋食が
パレット皿で登場！

▲パレットランチ 1000 円
（1F レストラン・ガーデン）

徳島の食材を使った
アートなスイーツ。
フレーバーは
季節がわり♪

◆クリームソーダ
“印象 日の出”650 円
（B2F カフェ・ド・ジヴェルニー）

名画のイラスト風シールが
かわいい新商品♪
（7 種類 28 枚入り）

▲オリジナルフレークシール 346 円
（B3F ミュージアムショップ）

◇ 大塚国際美術館とは ◇
渦潮を臨み緑豊かな鳴門公園に位置する「大塚国際美術館」
。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「最後の晩餐」
、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。
なかでも、ミケランジェロが描いた天井画と正面祭壇壁画「最後の審判」とともに立体再現した
「システィーナ・ホール」の迫力は必見です。
【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
【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)、その他特別休館有、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

