2020 年 2 月 6 日

報道各社 各位
大塚国際美術館

2020 年 3 月 22 日（日）開催決定！
大塚国際美術館（大塚一郎館長、徳島県鳴門市）は、おかげさまで 2020 年 3 月 21 日（土）に開館 22 周年
を迎えます。これを記念し、翌 3 月 22 日（日）
、大塚国際美術館開館 22 周年記念コンサート「びじゅチュ
ーン！ディスコ リターンズ」を開催いたします。
「びじゅチューン！」は、世界の「びじゅつ」を歌とアニ
メで紹介する NHK E テレの人気番組です。陽春の休日に、番組の作詞から作曲・歌・アニメのすべてを
手がけるアーティストの井上涼さんと、歌って踊って美術を堪能してみてはいかがでしょうか。

開催概要
大塚国際美術館 開館 22 周年記念コンサート

「びじゅチューン！ディスコ リターンズ」
■開 催 日 時 ：2020 年 3 月 22 日（日）2 回公演 ※各回約 60 分、どちらも同じ内容です。
1 回目 12：00～（11：30 開場）
2 回目 15：00～（14：30 開場）
■出
演 ：井上 涼（アーティスト）
■会
場 ：大塚国際美術館 地下 3 階 システィーナ・ホール

参加方法
コンサート参加専用の入館券(セブンチケット)をご購入ください。
■販 売 場 所 ：全国のセブンイレブン（マルチコピー機）､セブンチケット(WEB)
■チケット 名 ：大塚国際美術館 開館22周年記念コンサート びじゅチューン！ディスコ リターンズ
「前方マット 自由席 入場番号付入館券」または「後方イス 指定席 座席番号付入館券」
■料
金 ：一般3,160円/ 大学生2,140円/ 小中高生530円
※1回に購入できる人数は、未就学のお子さまも含めて4名までです。
※未就学のお子さまは無料ですが、コンサート参加専用の入館券(セブンチケット)が必要です。「一般＋未就学児1～3名」または、
「大学生＋未就学児1～3名」のセット券をご購入ください。未就学児のチケットもお一人につき1枚発券されます。
※チケット購入後の変更、払い戻し等は一切できません。詳細については、当館公式ホームページでご確認ください。

■セブンコード：081878
■席 種／席 数：前方マット 自由席 入場番号付（160席）､後方イス 指定席 座席番号付（300席）
■発 売 期 間 ：2020年2月8日（土）10時 ～ 3月20日（金）17時まで ※予定枚数に達し次第終了します
当日は、後方イス指定席（300席）の後ろに当日立ち見自由席(約80名、イスのご用意はございません)を設けます。
整理券配布の詳細は決まり次第、当館公式ホームページでご案内いたします。※要入館料

NHK E テレ 水曜 午後 7：50 放送中【再放送 月曜 午前 5：55､火曜 午前 0：50（月曜深夜）】

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。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
るとハマる人が続出。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。

井上 涼さん（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。NHK E テレ「びじゅチューン！」の作詞・作曲・歌・アニメすべてを自身
で手がけ、独自の世界を繰り広げている。

「美術」と「びじゅチューン！」を楽しもう
原寸大で楽しむ！
大塚国際美術館では、
「びじゅチューン！」に登場する西洋名画 26 作品を鑑賞することができます。
(レオナルド・ダ・ヴィンチ「モナ・リザ」
、ゴッホ「ヒマワリ」
、ムンク「叫び」など ※別紙参照)

日本美術も体感
＼3 月 22 日(日)限定／

新作「風神雷神図屏風デート」バルーンロボットが登場
新作「風神雷神図屏風デート」のバルーンロボットが、期間限定“風神
雷神 CAFE”に登場。
“風神･雷神 お茶セット”が味わえるカフェ内には、
陶板で再現した「風神雷神図屏風」を展示中で、日本美術も楽しめます。
コンサート当日しか味わえない特別な空間をお見逃しなく！
【設置場所】地下 3 階 センターホール“風神雷神 CAFE”

風神雷神図屏風デート

★好評「縄文土器先生」のバルーンロボットも登場★
【設置場所】地下 3 階 スクロヴェーニ礼拝堂前
＼3 月 29 日(日)まで／

大塚オーミ陶業株式会社 企画展

「多彩な表現展 -陶板で魅せるジャポニスムの時代-」を開催中
陶板で再現した日本美術作品など全 14 点が鑑賞できるのは今だけ！
「びじゅチューン！」に登場する、俵屋宗達「風神雷神図屏風」
、歌川広重「大
はしあたけの夕立」
、菱川師宣「見返り美人図」も展示中です。

陶板で再現！俵屋宗達「風神雷神図屏風」

人気キャラクターと記念撮影
＼期間限定／

「びじゅチューン！」キャラクターパネル 3 種登場
好評のパネルが今年も 3 種お目見え。一緒に記念撮影して、SNS で
シェアしよう！
【3 種パネル】
① ごめユニコーン ② ヴィーナス委員長 ③ やきソバ～ジュとデューラー
【設置期間】2020 年 3 月 22 日（日）～3 月 29 日（日）
【設置場所】地下 3 階 スクロヴェーニ礼拝堂前

ヴィーナス委員長

「びじゅチューン！」グッズ 先行販売決定！
コンサート開催に合わせて、3 月 22 日（日）から「びじゅチューン！」の
新商品を大塚国際美術館で先行販売いたします。新たなグッズは井上涼さん
描きおろしのＴシャツ、缶バッジ、アクリルキーホルダーの 3 種アイテム
です。当日のお楽しみとしてご来店をお待ちしております。
【場
所】地下 3 階 ミュージアムショップ ※要入館料
【営業時間】9:30～17:00

井上涼さんの描きおろし

おすすめ！美術館オリジナルスイーツ

＼風神雷神 CAFE／

＼徳島県産いちごの好評スイーツが今年も登場／

「風神・雷神お茶セット」

「春待ちいちごパフェ」

【価格】500 円（税込み）
【場所】地下 3 階 センターホール
【期間】販売中～2020 年 3 月 29 日（日）

【価格】800 円（税込み）
【場所】地下 2 階 カフェ・ド・ジヴェルニー
【期間】2020 年 3 月 1 日（日）～3 月 31 日（火）

大塚国際美術館とは
古代壁画から現代絵画まで世界 26 カ国 190 余の美術館が所蔵する 1000 余点の西洋名画を、特殊技術によって陶板で原
寸大に再現。レオナルド・ダ・ヴィンチ「モナ・リザ」をはじめ、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名画が一堂に展示され、日本にいながら世界の美術館を体験できます。
【住

所】〒772-0053 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】https://www.o-museum.or.jp/
【開館時間】9 時 30 分から 17 時(入館券の販売は 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】一 般 3,300 円 ／ 大学生 2,200 円 ／ 小中高生 550 円
【アクセス】

《お問合せ先》大塚国際美術館 学芸部広報担当 吉本、富澤
TEL:０８８-６８７-３７３７ FAX:０８８-６８７-１１１７

連続休館

2 月 12 日(水)～17 日(月)

＊20 人以上の団体は 10％割引

MAIL:info@o-museum.or.jp

大塚国際美術館で鑑賞できる「びじゅチューン！」登場名画
びじゅチューン！作品名

1

ひそひそと、秘儀の間で

※2/26新作

画家名「作品名」

フロア 展示室№ 作品№

秘儀の間

6

7

26

232

B3

2 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）

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」

30

292

4 雪中のフォーメーション<山>

ブリューゲル「雪中の狩人」

39

318

5 1500年のオーディション

デューラー「自画像」

43

334

6 地元が快楽の園

ボス「快楽の園」

45

371

7 お局のモナ・リザさん

レオナルド・ダ・ヴィンチ「モナ・リザ」

46

344

8 テュルプ博士の参観日

レンブラント「トゥルプ博士の解剖学講義」

48

387

9 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）」

51

426

10 何にでも牛乳を注ぐ女

フェルメール「牛乳を注ぐ女」

54

464

11 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）」

54

1060

12 夏野菜たちのランウェイ

アルチンボルド「夏（「四季」より）」

56

479

13 睡蓮ノート

モネの「大睡蓮」

57

483

14 ひまわりがお掃除しちゃうわよ

ゴッホ「ヒマワリ」

60

706

15 民衆を温泉に導く自由の女神

ドラクロワ「民衆を導く自由の女神」

66

571

16 ムーラン・ド・ラ・ギャレット

ルノワール「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」

68

613

17 火消しが来りて笛を吹く

マネ「笛を吹く少年」

69

617

18 人を真似る瓶

マネ「フォリー=ベルジェールのバー」

69

622

19 エスパーカフェ

ドガ「カフェにて」

71

649

20 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」

72

678

21 アルルの訳あり物件

ゴッホ「アルルのゴッホの部屋」

73

707

22 オフィーリア、まだまだ

ミレイ「オフィーリア」

74

750

23 崖のぼり、のちキス

クリムト「接吻」

76

769

24 出会えないりんごとオレンジ

セザンヌ「リンゴとオレンジ」

78

695

25 ムンクの叫びラーメン

ムンク「叫び」

80

813

26 レーサーはゴーギャン

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？」

94

987

潜入捜査in

番
外
編

ツボのツボマッサージ師

番
外
編

縄文土器先生

B2

B1

１F本館

―

野々村仁清「色絵藤花文茶壷」

陶板紹介
コーナー

B3
火焔土器（馬高遺跡出土）

―

びじゅチューン！とは・・・
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、ハマる人続出の新感
覚エンターテイメント番組。
NHK Eテレ 水曜 午後7：50放送中 （再放送 Eテレ 月曜午前5：55、火曜午前0：50 ※月曜深夜）
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