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ル・コルビュジエと本館 −世界遺産に向けて
毎年、
ユネスコ世界遺産センターには、
世界遺産への登録を希望して世界の国々
から数多くの物件が推薦されます。2008年、
フランス政府が中心となって20世紀
を代表する建築家の一人であるル・コルビュジエの代表的な作品22件を、
「ル・コ
ルビュジエの建築と都市計画」にまとめて一括推薦しました。この中に、
戦後の日
仏文化交流の証であり、
また日本における唯一のル・コルビュジエ作品である国
立西洋美術館の本館が含まれています。
本館は、
1959年にフランス政府から日本へ寄贈返還された松方コレクションを
所蔵・展示することを目的として、
ル・コルビュジエによって設計されました。ル・コル
ビュジエは、
スイスに生まれ、
後にパリに拠点を移して活躍し、
建築のみならず絵画、
彫刻、家具、著作などにおいても多くの業績を残し、後世に多大な影響を及ぼし
た建築家です。
本館は、
ル・コルビュジエが追求した「無限発展美術館」
という理念を実現した
数少ない貴重な作品の一つです。
コレクションの増加に伴い建物も渦巻き状に増
築するという理念どおりには発展しませんでしたが、新しい時代の建築のために
彼が提案した様々なアイディアを本館の随所に見ることができます。例えば、
正面
入口のピロティや、
1階吹き抜けのホールからスロープで2階に上がって展示室を
回遊する建築的プロムナードなどです。また、建築部分の寸法は、
ル・コルビュジ
エが考えだした黄金比と人間の身体から割り出した尺度「モデュロール」によっ
て決められています。
現在、
推薦された22の物件は、
ICOMOS（国際記念物遺跡会議）
による個別
の調査が行われています。その調査報告を受けて、世界遺産委員会が世界遺
産としての登録の可否を決定します。決定は2009年夏頃になる予定で、
創立50
周年とともにその結果が待たれるところです。
（主任研究員 寺島 洋子）
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美術館でクリスマス

Museum X mas in 国立西洋

イエス・キリストの誕生を
祝うクリスマスは、
キリスト教
の重要な祭日です。西洋美
術において、
キリストの誕生
はさまざまに表現されてきま
した。中心は聖母マリアとキ
リストですが、
そこにはしば
しば天使が描かれます。天
使は、聖母マリアに彼女が
身ごもったことを伝えたり、
キ
リストが生まれたことを人々
に告げたりと、
キリスト誕生
にまつわる大切な役割を担
っています。
ロレンツォ・レオンブルーノ・ダ・マントヴァ
《キリスト降誕》
たとえば、
キリストの誕生
1515年頃 油彩／板 43.8×36.3cm
を描いた当館所蔵作品《キ
リスト降誕》をみてみましょう。聖母子の傍らにはキリストを礼拝する天
使、
あるいは塀の後ろの二人にキリストが生まれたことを知らせるかの
ような天使が描かれています。天使は、
キリストの誕生の他に、
聖書の
物語を描いた作品にもしばしば登場します。
今年のファミリー向けクリスマス・プログラム「絵でたのしむクリスマス」
は、天使に注目しながら作品を見ていきます。どんな作品にどんな天
使が描かれているでしょう。天使と一緒にクリスマスを楽しみましょう。
また、
クリスマス・シーズンに合わせ、
国立西洋美術館ではさまざまな
催しを行います。多くの方のご参加をお待ちしております。

★ガーデン・イルミネーション＆クリスマス・ツリー
ライトアップされたロダンの彫刻群が
並ぶ前庭を、大小２本のクリスマス・
ツリーとホワイトにグリーンを加えた
約40,000球のイルミネーションで飾り
ます。さらに、小さいツリーは皆様が
オーナメントを飾り付けできるツリー
となっています。シルバーのボールオ
ーナメントに自由に絵を描いて、
クリ
スマス・ツリーを彩ってみませんか？

昨年のイルミネーションの様子

★ガーデン・イルミネーション
●１１月２８日
（金）〜２００９年１月４日
（日）
＊上記の期間、
前庭は１９
：
００
（金曜日は２０
：
００。ただし、
２００９年１月２日
（金）
は１７
：
００）
までお入りいただけます。
★クリスマス・ツリー
●１１月２８日
（金）〜１２月２７日
（土）
★ツリー・デコレーション
●１１月２８日
（金）〜１１月３０日
（日）各日先着30名様
●１２月５日
（金）〜１２月７日
（日）各日先着3０名様
●１２月１２日
（金）〜１２月１４日
（日）各日先着3０名様
＊お一人様１点限りとさせていただきます。また、数量に限りがござ
いますので、
無くなり次第終了とさせていただきます。
＊オーナメントは必要に応じ、
入れ替え、
撤去等をさせていただく場
合がございますのでご了承ください。
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洋美術館
★クリスマス・プレゼント
今年のプレゼントは下記の２点。いずれも各日先着500名様限定です。

★グリーティングカード
●１２月１６日
（火）〜２５日
（木）
★常設展作品を使用した絵葉書付きメモピット（両面粘着メモホルダー）
●１２月２３日
（火）〜２００９年１月２日
（金）
＊お一人様１点限りとさせていただきます。
また、
数量に限りがございま
すので、
無くなり次第終了とさせていただきます。
＊館内インフォメーションで配布いたします。

★10分トーク クリスマス編
クリスマスやキリスト教に関連する
作品１点を取り上げ、
ボランティア・
スタッフが10分間のトークをします。
一緒にじっくりと見ていきましょう。
日 時：12月16日
（火）
〜12月19日
（金）
各日①13：00〜 ②13：30〜
③14：00〜 ④14：30〜
作 品：《キリスト降誕》
《ゲッセマネの祈り》
《キリスト哀悼》
《最後の審判》 など
※詳細は当日インフォメーションで、
あるいは事前にホームページ ジョルジョ・ヴァザーリ《ゲッセマネの祈り》
1570年頃（？）
でご確認いただけます。
油彩／板 143.5×127cm
参加費：常設展観覧料が必要です。

★クリスマス・キャロル
教会でクリスマスによく歌われる賛
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でいっ
ぱいのアカペラ・コンサートです。
予約不要。ご自由にお立ち寄りく
ださい。
日
場
演

時：12月20日
（土） ①11：40〜12:20
12月21日
（日） ①11：40〜12:20
所：本館１階ロビー
奏：東京藝術大学声楽家有志

②15：40〜16：20
②15：40〜16：20

★絵でたのしむクリスマス
クリスマスに関係のある作品を見たり、
クイズに答えたりしながらクリス
マスを楽しみましょう。今回は天使に注目します。予約が必要です。
対 象：６才−10才の子どもと同伴の大人（子どものみの参加は不可）
定 員：各回15名（大人込み）
参加費：大人のみ常設展観覧料が必要です。
日 時：12月20日
（土） ①10：00〜11：30 ②14：00〜15：30
12月21日
（日） ③10：00〜11：30 ④14：00〜15：30
※内容は４回ともすべて同じです。
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にて配布しま
す。当館ホームページ
（http://www.nmwa.go.jp）からプ
リントして入手することもできます。応募状況は、
当館ホーム
ページでご確認ください。

活動報告
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国立西洋美術館ボランティア

エドワールト・コリール
《ヴァニタス 書物と髑髏のある静物》
1663年 油彩／板 56.5×70cm

私が国立西洋美術館のボランティアを始めて、
五年目に入ります。
主にスクールギャラリートーク、
ファミリープログラムなどを通じてさまざ
まな来館者と直接対話してきました。その中で世代による感じ方の
違い、
発想のおもしろさなどを述べたいと思います。当館には十七世
紀オランダのヴァニタス画があります。当時の富裕な商人が居間に
かざっていたそうです。小さい作品なので、
あまり気に留めない来館
者もいますが、
トークで時々案内します。骸骨をはじめ、
時のうつろい
や人生のはかなさを連想させる物が描かれています。最初は絵の
テーマを伏せているので、
海賊の戦利品とか、
この
家に住んでいた人 が 生
前使っていたものとか、
世
代を映すおもしろい意見
が出たり、
話が弾むにつれ、
テーマから離れていって
しまうこともあります。大人
は諸行無常、
というと皆納
得顔でうなずきますが、
子
ども達にこの作品のテー
マを伝える難しさを感じま
す。それでもトーク中に見
た絵の中で一番好きな絵
は、
と聞くと《ヴァニタス》
と答える子ども達がずいぶんいます。子ども達がはるか四百年昔の人々
と何かしら通じ合えた気がする瞬間です。絵画の力を強く感じます。
ボランティア活動について思いがけずインタビューを受けたとき、
う
れしかったのはどんなときですかという問いに「来館者が作品を楽し
んでいるのを見るとき、
トークをしていて話が弾む時、
そして帰り際に
また来るねといわれるとき」と答えました。いまだ満足のいく対応はで
きずにいますが、
これからも来館者とともに絵画や彫刻を楽しめれば
と思っています。

（ボランティア 三好

美智子）
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ミュージアムショップからのお知らせ

It's New !

ゴッホ／ばら

モネ／睡蓮

フレーバードティー

1，
050円

当館の人気商品である「モネ／睡蓮」と「ゴッホ／ばら」
をイメージしてブレンドしたオリジナルのフレーバードティー
です。スリランカ産の厳選茶葉に「睡蓮」には蓮の花びらを、
「ばら」には薔薇の花びらを混ぜ、香り高い紅茶に仕上げ
ています。ご来館の記念として、
ご自宅用、
おみやげとして
も最適な商品です。

昨年より季節限定で販売
を始め、人気商品となってお
りますオリジナルの「ばら」チ
ョコレート
（２，
１００円）の芳醇
な香りもあわせてお楽しみく
ださい。

国立西洋美術館
２００９年オリジナルカレンダー販売中

1，
050円
毎年ご好評いただいておりますオリジナルカレンダー、
今回は東京国立近代美術館所蔵作品３点と国立西洋美
術館所蔵作品３点を使用しました。
２館の名画を一緒にお
楽しみいただける初の試みです。

上記3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］2008年11月〜2009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。）
●常設展示室閉室のお知らせ●

新館設備改修工事、
館内整備等のため、
次のとおり常設展示室を閉室いたします。
2007年9月〜2009年5月10日
（日） 一部閉室（本館のみ常設展をご観覧いただけます。）
2009年5月11日
（月）〜6月3日
（水） 全室閉室（常設展はご観覧いただけません。）
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。

NOVE

休 館 日
土 日・祝日
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ヴィルヘルム・ハンマースホイ 静かなる詩情（企画展示室）9月30日（火）〜12月7日（日）
Museum X'mas in 国立西洋美術館
11月28日（金）〜1月4日（日）

DECE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ヴィルヘルム・ハンマースホイ 静かなる詩情

年末年始休館
12月28日（日）

（企画展示室）
最終日12月7日
（日）

〜

Museum X'mas in 国立西洋美術館

11月28日
（金）〜1月4日（日）

翌年
1月1日（木）

JANU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1月2日（金）〜開館（常設展示）

Museum X'mas in 国立西洋美術館
11月28日（金）〜1月4日（日）

FEBR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

国立西洋美術館開館50周年記念事業／日本テレビ開局55年記念事業

ルーヴル美術館展 17世紀ヨーロッパ絵画
（企画展示室）2月28日（土）〜6月14日（日）

MARC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

国立西洋美術館開館50周年記念事業／日本テレビ開局55年記念事業
ルーヴル美術館展 17世紀ヨーロッパ絵画（企画展示室）2月28日（土）〜6月14日（日）

APRI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

国立西洋美術館開館50周年記念事業／日本テレビ開局55年記念事業
ルーヴル美術館展 17世紀ヨーロッパ絵画（企画展示室）2月28日（土）〜6月14日（日）

※展覧会名、
会期、
内容等は変更されることがあります。
●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
※ 誌名について…「ZEPHYROS」
（ゼフュロス）はギリシ
所在地…〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7
ャ神話の神々のひとりで、西風を司る神様の名前です。
開館時間
西欧では暖かさと色さまざまの花々を運ぶ春の風をさ
通常…午前9時30分〜午後5時30分
します。
（ただし、12月9日（火）〜2月26日（木）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（ただし、2009年1月2日（金）
は午後5時まで）
＊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
ＺＥＰＨＹＲＯＳ 第37号
合は翌火曜日）年末年始（12月28日〜翌年1月1日）
編集・発行 国立西洋美術館/平成20年11月20日（年4回発行）
● 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）
協
力 （財）西洋美術振興財団
● お問い合わせ・
・
・ハローダイヤル：03−5777−8600
印
刷 （株）アイネット
ｈｔ
ｔｐ
：//ｗｗｗ.nmwa.gｏ.jp/
●
●

2009年、国立西洋美術館は50周年を迎えます 。
古紙配合率100％再生紙を使用しています

