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Museum X mas in 国立西洋美術館

西洋では、
クリスマスはイエス・キリストの降誕を祝う日です。日本では、
キ
リスト教の祭日としてだけでなく、
四季を彩る行事の一つとして多くの人々に、
様々なかたちで親しまれています。サンタクロースのプレゼントを心待ちに
するクリスマス。ツリーを飾り、
ご馳走やケーキを用意して友達や家族と楽
しむクリスマス。その一つに美術館で過ごすクリスマスを加えてみませんか。
美術館でゆっくり絵を見て過ごしたり、家族でプログラムに参加したり。
国立西洋美術館は、
クリスマスを楽しむためのいろいろなイベントやプログ
ラムを用意して皆さんをお待ちしています。
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Museum X mas in 国立西洋美術館

ロダンの彫刻が並ぶ前庭をイルミ
ネーションと大きなクリスマス・ツリー
で飾ります。
2007年11月23日
（金・祝）
〜2008年１月6日
（日）
※上記の期間、
前庭は19:00（ 金曜
日は20:00）
までお入りいただけま
す。
クリスマス・ツリー

ご来館の皆様に、
２種類のプレゼントを用意します。
１．2007年11月23日
（金・祝）〜2008年１月6日
（日）の期間中は；
来春から開催される「ウルビーノのヴィーナス」展を記念した
＜オリジナル＞ポストカード
２．2007年12月18日
（火）〜12月24日
（月）の期間中は；
2種類のポストカードとハーブ・ティーのセット
（先着2,500名）
＊いずれも館内インフォメーションにて配布します。

教会で歌われる賛美歌から楽しいポピュラーソングまで、
クリス
マスにちなんだ歌を特集したアカペラのコンサートです。予約は不
要。自由にお立ち寄りください。
12月18日
（火）〜21日
（金）14:00〜14:40 16:00〜16:40
12月22日
（土）〜23日
（日）11:40〜12:20 15:40〜16:20
場所：本館１階ロビー
演奏：東京藝術大学声楽科有志

絵を見たり、
ゲームをしたりし
てクリスマスを楽しみます。予約
が必要なプログラムです。
対象：6才-10才の子供と同伴の大人
（子供のみの参加は不可）
定員：15名（大人込み）
日時：12月22日
（土）
①10:00-11:30
②14:00-15:30
12月23日
（日）
ロレンツォ・レオンブルーノ・ダ・マントヴァ
《キリスト降誕》1515年頃 油彩・板
③10:00-11:30
④14:00-15:30
※内容は４回とも全て同じです。
申込：
（先着順）
「 絵でたのしむクリスマス」申込 用紙を使って
FAXでお申し込みください。申込用紙は本館ロビー、
あるい
は当館のホームページ
（http://www.nmwa.go.jp）からプ
リントして入手することができます。応募状況は当館ホーム
ページでご確認ください。
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国立美術館巡回展

国立西洋美術館では、平成19年度国立美術館巡回展として
所蔵作品による展覧会を姫路市立美術館ならびに松本市美術館
で開催します。本展では「神々と自然のかたち」を副題に掲げ、
「神
話・聖書・歴史」および「風景」を主題とした作品を紹介します。
信仰の対象として神々の姿を
広めることは、美術品の役割の
ひとつでもあります。
ヨーロッパで
はギリシア神話、
キリスト教がそ
の対象となり、
古代から多くの図
像が生み出されました。たとえば
美や真理あるいは海や大地とい
った自然のあらゆるものに宿る
古代神話の神々は、
自由奔放な
人間の姿で表されます。またキ
リスト教では、
キリストや聖家族、
聖人や聖女たちの物語が繰り
返し描かれました。そして近代
以降、
こうした信仰を背景に登

ヤーコプ・ヨルダーンス《聖家族》
1620年頃、油彩・カンヴァス、P.2005-6

場人物を身近な人々に置き換え
た人物画も見られます。他方、風景画は永く人物や物語の背景と
して二次的なものでした。
ところが、
とくに17世紀オランダなどでは
市民階級の社会進出を背景に、
自然のさまざまな様相をとらえた
風景画が人気を得、優れた風景画家たちが輩出されるようになり
ます。さらに19世紀に入ると画家たちは自然現象にたいして科学
的な視線を向け、
フランスでは写実主義や自然主義の画家たちが
光にあふれた風景表現を実現させます。
クロードやドラクロワ、
モネなどの絵画21点、
デューラー、
レンブラ
ントなどの版画62点、
ロ
ダンなどの彫刻10点で
構成された本展を通じ、
東京から遠く離れた姫
路や松本の皆様にも当
館のコレクションの精髄
をお楽しみいただきた
いと思います。
（主任研究員 大屋 美那）
フィンセント・ファン・ゴッホ《ばら》
1889年、油彩・カンヴァス、P.1959-193

◆開催館、会期および主催◆
姫路市立美術館…平成19年11月4日
（日）〜12月2日
（日）
主催：国立西洋美術館、
姫路市立美術館、
兵庫県教育委員会、
神戸新聞社
松本市美術館……平成19年12月11日
（火）〜平成20年2月3日
（日）
主催：国立西洋美術館、
松本市美術館、
長野県教育委員会
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国立西洋美術館ボランティア

活動報告

平成１６年よりスタートした国立西洋美術館ボランティアプログ
ラム。当初から活動しているボランティアスタッフ１７名が、
所蔵作
品と鑑賞者をつなぐかけ橋として、
当館が行う様々なプログラム
で活躍しています。
主な活動は、
学校団体に向けたギャラリートークの実施、
当館
で作成されたファミリー向け観賞
用教材「びじゅつーる」の貸出、
同じくファミリー対象の体験型プ
ログラム「どようびじゅつ」の実施
です＊。
「どようびじゅつ」は、教育
普及室のスタッフが企画したものを、
ボランティアスタッフに当日の進行

作品の前でワークシートを使って

をお願いしていましたが、昨年度
からボランティアスタッフ自身で企画も始めました。意見を出し合
いながら半年かけてじっくり準備をしています。

ボランティアスタッフが作成したワークシート

平成１9年１月、
２月に行われた「どようびじゅつ」では ごきげん
いかが？（＾0＾）
（ ﾟ0ﾟ）
（ >̲<） と題して、
常設展の絵や彫刻で
表された人物の気持ちに着目するプログラムを実施しました。
７月、
８月は 美術館でアニマル・ウォッチング と題し、
描かれた動物に
注目して作品を楽しむプログラムを行いました。いずれもボランテ
ィアスタッフが、
テーマを決めるところから一緒に、
作品を見ること
を助けるワークシートを作成したり、
創作などの内容を考えたりし
ました。
こうした活動をする傍ら、定期的に研修にも参加しています。
作品や美術館教育について理解を深めるために講義を受けた
り、
自分たちの行っている活動を見直すためにボランティアスタッ
フ同士で意見交換をしたりして、
多様な来館者の方々によりよい
機会を提供できるよう、
スキルアップを図っています。
＊次回の「どようびじゅつ」は３月〜５月の第２、
第４土曜日
（常設
展無料観覧日）
に実施予定です。また、学校団体向けのギャ
ラリートークは、
平日に予約を受け付けています。詳しくは当館
ホームページをご覧下さい。http://nmwa.go.jp
（教育普及室

酒井 敦子）
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goods news

国立西洋美術館２００８年
オリジナルカレンダー
毎年ご好評いただいておりますオリジナルカレンダーが
完成いたしました。ご自宅、オフィスでも西洋美術館の
名画をお楽しみください。

1，
260円（税込）
サイズ：365×520ｍｍ
枚 数：表紙+2ヶ月毎カレンダー6枚

ゴッホ《ばら》チョコレート
国立西洋美術館
ミュージアムショップ
限定販売
国立西洋美術館所蔵の
ゴッホ作品《ばら》をイメー
ジして、特製ボックスにバラ
のチョコレートを詰 め
合わせました。バラの
チョコレートショッ
プ「メサージュ・
ド・ローズ」が、ひ
とつひとつ手で仕上
げた美味しさをお
楽しみください。
2，
100円（税込）

当館ミュージアムショップにて販売中。
上記2点以外にもここでしか取り扱っていないミュージアムグッ
ズ、過去の展覧会カタログ、美術書籍がございます。是非お立ち
寄りください。
（ショップは観覧券なしで自由に御利用いただけ
ます。）
●問い合わせ（０３）
５６８５−２１２２

展示カレンダー［企画展示/常設展示］2007年11月〜2008年4月
常設展示（本館）
ロダンの彫刻と、
中世末期から１８世紀末頃までのオールド・マスターの絵画、
モネ・ルノワ
ールなどのフランス近代絵画と２０世紀初頭までの絵画を展示しています。
（常設展示室を一部閉館しております。展示作品については、
館内インフォーメーションでお
たずねいただくか、
当館ホームページをご覧ください。）
●全館休館のお知らせ●

新館設備改修工事のため、平成２０年１月７日
（月）から３月３日
（月）
（ 予定）の期間全館
休館致します。
●常設展示室一部閉館についてのお知らせ●

新館設備改修工事のため、
平成１９年９月１４日から平成２１年３月
（予定）
まで、
常設展示
室が一部閉館（本館のみ開館）
しております。
来館者の皆様にはご不便、
ご迷惑をおかけいたしますこと、
心よりお詫び申し上げます。何卒ご了承い
ただきますようお願い申し上げます。
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●お知らせ●

チケット売場、館内施設（常設ミュージアムショップ、
カフェ「すいれん」）でＳｕｉ
ｃａ、各種
クレジットカードがご利用いただけます。
（ただし、
一部除外品がございます。）
詳細については、当館ホームページをご覧ください。
国立西洋美術館
所在地…〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7
開館時間
通常…午前9時30分〜午後5時30分（ただし、秋の企画展閉会日
以降の開館日から春の企画展開催日までの開館期間中＝午前9時
30分〜午後5時）
毎週金曜日…午前9時30分〜午後8時
＊入館は閉館の30分前まで
● 休館日…月曜日
（ただし、月曜日が祝日あるいは振替休日となる場
合は翌火曜日）年末年始（12月28日〜翌年1月1日）
● 常設展無料観覧日…毎月第2、
第4土曜日、文化の日（11月3日）
● お問い合わせ・
・
・ハローダイヤル：03−5777−8600
ｈｔ
ｔｐ
：//ｗｗｗ.nmwa.gｏ.jp/
●
●

※ 誌名について…「ZEPHYROS」
（ゼフュロス）はギリシ
ャ神話の神々のひとりで、西風を司る神様の名前です。
西欧では暖かさと色さまざまの花々を運ぶ春の風をさ
します。

ＺＥＰＨＹＲＯＳ

第33号

編集・発行 国立西洋美術館/平成19年11月20日（年4回発行）
協
力 （財）西洋美術振興財団
印
刷 （株）アイネット

古紙配合率100％再生紙を使用しています

