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開催中の企画展

　ストライプの絵画で知られる孤高の画家、山田正亮。それぞれの作品はみな違った
表情と個性を持ち、何層にも重ねられた絵具が豊かな視覚体験へと誘ってくれます。
また、本展の会場デザインを担当した西澤徹夫さんは、京都市美術館の再整備プロジェ
クトを手がける建築家。いくつもの壁によって区切られた空間に、219 点の作品が並
んでいます。ぜひ会場で、山田正亮ワールドにひたってみてください。

技を極める―ヴァン クリーフ＆アーペル　ハイジュエリーと日本の工芸

日時：6月 2日（金）午後 5時～ 6時
集合場所：当館 1階ロビー　

解説者：松原 龍一（当館学芸課長）

申込み先：京都国立近代美術館 総務係

電　話：075-761-4114  
　　　　（月曜から金曜まで、午前 10 時～午後 5時）

メール： info@ma7.momak.go.jp
　　　　（件名は「友の会特別解説会申込み」としてください）　

※お申込の際、お名前・会員番号をお伝えください

友の会特別解説会
イベント情報 ※詳細は同封の展覧会チラシをご覧ください。

1. ヴァン クリーフ＆アーペルの歴史
　　ヴァン クリーフ＆アーペル創立から現代に至るまでの歴史的展開をご紹介。

2. 技を極める
　　さまざまな素材を組み合わせ、技を極めた超絶技巧とも言えるハイジュエリー作品と
　　日本の超絶技巧の七宝や陶芸、金工、刺繍などの工芸作品を展示。

3. 文化の融合と未来
　　フランスと日本の作品を組み合わせた展示を通して、両国の文化交流と融合の一端を
　　ご紹介し、未来への新しい視点を生み出します。

開催中 ～ 4月 9日（日）までendless 山田正亮の絵画

親子向けギャラリーツアー
5 月 6 日（土）、6月 10 日（土）、7月 1日（土）各日2回 開催
対象：小学生とその保護者（必ず 2人 1組でお申し込みください）
※ 4 月 11 日（火）より受付開始予定。詳しくは当館ホームページをご覧ください。

4 月 29 日（土・祝）～ 8月 6日（日）

壁一面に展示したストライプの絵画は、見ごたえ十分です→

次回企画展
（3階にて）

　ハイジュエリーとして世界で高く評価されている、ヴァン クリーフ&アーペル。本展覧会では、日本とフランスの「技」に注目し、
「技を極める」あるいは極められた技によって生み出された美しい作品を、両国の文化とともにご紹介します。

記念レクチャー

➋ 6 月 3日（土）午後1時～ 2時 30分
ニコラ・ボス氏（ヴァン クリーフ＆アーペル プレジデント兼 CEO）
藤本壮介氏（建築家）

➌ 7 月 8日（土）午後2時～ 3時
名和光道氏（ヴァン クリーフ＆アーペル デザイナー）
松原龍一（当館学芸課長）

（左上）《バードクリップとペンダント》1971-1972 年、ヴァン クリーフ＆アーペル コレクション　Patrick Gries © Van Cleef & Arpels

ホワイエ・コンサート
5 月 27 日（土）午後 5時 10分開演 ｜ 入場料：無料（先着 100 席） 十二代西村總左衞門　《孔雀図》1900-1910 年、当館蔵（撮影：木村羊一）

国内巡回なし、

当館のみでの

開催です！

➊ 4 月 29 日（土・祝）午後2時～ 3時 30分
森口　彦氏（重要無形文化財「友禅」保持者）
グレゴリー・ウェインストック氏（ヴァン クリーフ＆アーペル 工房長）
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4 月 19 日（水）～ 6月 11 日（日）
戦後ドイツの映画ポスター

イベント情報

　はやくも第 6弾となる、当館と東京国立近代美術館フィル
ムセンターとの共同企画。今回は、1950 年代後半から 1990
年までに制作された 85 点（西ドイツ 45 点＋東ドイツ 40 点）
の映画ポスターを通じて、“ 鉄のカーテン ” の両側で花開い
た二つのグラフィズムをご紹介します。

※ 詳細は同封の展覧会チラシをご覧ください。

『裸で狼の群のなかに』
（1963 年）など全 5 作品を
一挙に上映！

京都国立近代美術館賛助会員
当館は下記、賛助会員の皆様からご支援・ご支持をいただいております。

＜特別会員＞ ＜一般会員＞

平成 28年度   
第 6 回 コレクション展コレクション展

・ キュレトリアル・スタディズ 12：泉 / Fountain 1917-2017

（左）「河井寬次郎作品選――川勝コレクションより」展示風景、（右）「長谷川潔の詩的世界」
展示風景

開催中 ～ 4月 16 日（日）まで

キュレトリアル・スタディズ 12
泉 /Fountain 1917-2017

　1917 年にマルセル・デュシャンがレディメイド
作品《泉》を「制作」してから今年で 100 年。
　今回のキュレトリアル・スタディズでは、当館
が所蔵する 1964 年に再制作されたシュヴァルツ
版の《泉》を、他の作品との組み合わせを替えな
がら一年間展示。さらに、さまざまなゲストを迎
えたレクチャーシリーズも開催します。

【予告】 平成 29年度   第 1 回 コレクション展
4 月 19 日（水）～ 6月 11 日（日）

「DEFA 70 周年  知られざる東ドイツ映画特集」

NFC 所蔵作品選集  

MoMAK Films 2017

5 月 12日（金）～ 14日（日）
当館 1階講堂にて【第 1期】

4月 19日（水）～  6 月 11 日（日）

特集テーマ：マルセル・デュシャン 29歳、
便器を展覧会に出品する
（企画協力：平芳幸浩氏）

・ 広告のある街角
・ 近現代の仏画（仮） 
・ 1980 年代のジュエリー 　

マルセル・デュシャン《泉》 1917 年／ 1964 年、当館蔵

友の会特別解説会を実施しましたイベント報告

次回企画展
（4階にて）

日時：5月 12 日（金）午後 5時～ 6時
集合場所：当館 4階ロビー
※ 開始 5分前までにお集まりください

解説者：池田 祐子（当館主任研究員）

友の会特別解説会

お申込み方法は
表面をご覧ください

4 月 23日（日）

5月 13日（土）

5月 28日（日）

講演会（ラルフ・シェンク｜DEFA 財団理事長）

ギャラリートーク（岡田秀則｜東京国立
 近代美術館フィルムセンター主任研究員）

Andi Otto "VIA" Japan Tour 2017 
night cruising @MoMAK ライブイベント

★ 友の会会員の方は観覧無料です！

　右下の QR コードから、当館の所蔵作品
についての解説をお楽しみいただけます。 
 （日本語・英語・中国語・韓国語に対応）
　展示室では、イヤホンでのご利用も可能。
携帯電話やスマートフォンをお持ちの方は、
ぜひお試しください！

＊このサイトは試行版のため、
予告なく閉鎖することがあり
ます。ご了承ください。

音声ガイドサービス
はじめました

©DEFA-Stiftung,Waltraut Pathenheimer

ほか

今回は、山田正亮が、形と色の組み合わ
せを変えることで絵画の ” 変化 ” を追求
していたことを紹介しながら会場を回り
ました。参加者の皆さんは、作品そのも
のの魅力だけでなく、直筆の「制作ノート」
からうかがえる制作過程や、他の画家か
らの影響にも興味を持たれていました。

当日の様子（3月 18 日）


