
楼閣山水螺鈿印籠
琉球　第二尚氏時代・19世紀
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火焔型土器
4500年前・縄文時代

新潟・津南町教育委員会蔵
（道尻手 [どうじって]遺跡出土）

か　えん

江戸時代・17世紀
徳川美術館蔵

机

江戸時代・17世紀
徳川美術館蔵

料紙箱
りょう   し   ばこ

吉備真備の活躍をユーモラス
に描いた、全長25mの大絵巻。
平安時代　12世紀後半
ボストン美術館蔵

吉備大臣入唐絵巻（部分）
き   び  だい じんにっとう  え  まき

いん ろうまき　えたか さご

高砂蒔絵印籠
江戸時代・１８世紀中期

ボストン美術館
日本美術の至宝

２０１3年 

1月1日（火・元日）～3月17日（日）
 3階特別展示室

一　般：1,500円（1,300円）高大生：1,000円（800円）
小中生：600円（400円） ※（　）内は前売りおよび20名以上の団体料金です。
※上記料金で九州国立博物館「文化交流展」もご覧いただけます。

観覧料

9：30～17：00（入館は16：30まで） 
※閉館時間は変更されることがあります

開館時間

1月  2月 展示・イベントのご案内

土器のかけらや
レプリカに触れたり

できるよ

1/22（火）15：00～
ミュージアムトークを

開催します

“東洋美術の殿堂”と称される、ボストン美術館
史上最大規模の日本絵画展が開幕。かつて海を
渡った国宝級の名品46件が一堂に里帰りしま
す。至宝中の至宝、「吉備大臣入唐絵巻」と「平治
物語絵巻」の全巻公開をはじめ、新春を飾るにふ
さわしいビッグな見どころが満載です。

一　般：420円（210円）
大学生：130円（70円）

※（　）内は20名以上の団体料金です。※高校生以下、18歳未満及び満70歳以上の方は文化交流展無料。
※1月1日（火・元日）～3月17日（日）は特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」の半券でもご覧いただけます。観覧料

文化交流展

特別展

休館日 ただし、1月14日（月・祝）、2月11日（月・祝）は開館。
1月15日（火）、2月12日（火）は休館。

月曜日 ※祝日・振替休日の場合は翌日

いん  ろう

江戸の粋、印籠
フィンランド・クレスコレクション 

雪と火炎土器

【開催中】 3月10日（日）まで
関連第９室

蒔絵や螺鈿など高度な漆
芸技法であらわした美の
世界は、まさに洗練された
「江戸の粋」の代名詞。日本
初公開となる124点の印籠
コレクションを、ごゆっくり
とお楽しみください。

1/8（火）15：00～
ミュージアムトークを

開催します

「初音」の名は、調度を飾る文様が『源氏物語』
「初音」帖に題材を得ていることに由来していま
す。源氏の世界が、金銀を贅沢に使った高度な
蒔絵技術で、華やかに描かれています。

縄文時代中期、雪深い新潟県で花開いた火炎土器文
化。その代表ともいえる火焔型土器を展示します。火炎
土器が生まれた雪国の風土に親しむユニークな演出も
あります。ご家族そろってお出かけください。

徳川美術館所蔵
国宝 初音の調度

新春特別公開

文化
交流展
トピック展示

文化
交流展
トピック展示

文化
交流展

1月1日（火・元日）～27日（日）
基本展示室・アプローチ

1月22日（火）～3月17日（日）
基本展示室 関連第3室

平治の乱を、濃密で計算された画面構成でダイナミックに描写。
鎌倉時代　13世紀後半　ボストン美術館蔵

平治物語絵巻 三条殿夜討巻（部分）
へい   じ  ものがたり  え  まき　 さんじょうどの   よ  うちのまき

All photographs ○C 2012-2013 Museum of Fine Arts, Boston.

〈すべてクレスコレクション〉

新し
い「知

」を見つけに行こう

※イベント及び展示の内容は都合により変更になる場合があります。予めご了承ください。1月・2月のイベントは裏面へ続きます



イベントスケジュール2月   1月   

お問い合わせ／西日本新聞イベントサービス内「ボストン美術館展事務局」☎（092）711-5491（平日10：00～18：00）

お問い合わせ／九州国立博物館（NTTハローダイヤル）☎（050）5542-8600

お問い合わせ／九州国立博物館交流課☎（092）929-3294

「ボストン美術館 日本美術の至宝」

「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」

特別展関連イベント

トピック展示関連イベント

イベント

1月19日（土）
❶13:30～14:20
❷14:30～15:20

❶餅つき：1月3日（木） 10:00～餅がなくなり次第終了（約800名分）
❷書初め：1月6日（日） 10:00～11:30（先着150名）

【開催場所】ミュージアムホール 【開催場所】ミュージアムホール

【開催場所】エントランス

【開催場所】❶餅つき：屋外レストラン前広場／❷書初め：エントランス　

【開催場所】エントランス

❶「華麗なる仏画の世界」講師：森實久美子(当館研究員）❷「海を
渡った二大絵巻-吉備大臣入唐絵巻と平治物語絵巻-」講師：鷲頭
桂(当館研究員）❸「雪舟から等伯まで-水墨画の魅力に迫る-」講
師：畑靖紀(当館主任研究員）❹「ボストンの蕭白-世界最大のコレク
ションの全貌-」講師：田沢裕賀氏(東京国立博物館絵画・彫刻室長）

講師：河野元昭氏（秋田県立近代美術館館
長、東京大学名誉教授）

水墨画家・鵜島朴同氏と大分高校
書道部（書道ガールズ）による書と
水墨画の実演パフォーマンス。日
本美術の心、「墨」の新たな魅力に
ご注目！

九州国立博物館 050-5542-8600 NTT ハロー
ダイヤル http://www.kyuhaku.jp

お問い
合わせ

〒818-0118福岡県太宰府市石坂４－７－２

奇跡の日本絵画コレクション
徹底解剖！ 「海を渡った名画

-ボストン美術館の桃山・江戸絵画-」

「SUMI ART 
～墨の魅力を体感する
パフォーマンス～」

リレー講座
太宰府天満宮
特別企画講演会

パフォーマンスイベント

1月26日（土）
❸13:30～14:20
❹14:30～15:20 2月10日（日） 13:30～15:00 2月17日（日） 14:00～

左のQRコードから
駐車場（有料）の空
き情報を随時ご覧
いただけます。

無 料

❶※定員10名
※対象：高校生以上
❷※定員10組
※保護者1名、子供1名
　のペア（子供は小学
　4年生～中学生）
　※1/7（月）より受付開始

要申込
（先着順）

無 料

九産大発「フィンランド展」

ボランティア企画イベント
「九博のお正月」

フィンランドの美しい建築やデザイン、自然、文化を写真やパネルでお楽しみ
ください。会場ではヒンメリを皆さんと一緒に作成し、飾りつけていきます。

日本の伝統的な正月行事をみんなで楽しみましょう。

1月1日（火・元日）～14日（月・祝）

【開催場所】研修室

根付ワークショップ

江戸時代のおしゃれアイテムであった根付をオーブン粘土で制作するワーク
ショップを開催します。

❶大人のための根付ワークショップ

 1月12日（土） 10:00～12:00
❷親子のための根付ワークショップ

 2月  2日（土） 13：30～（2時間程度）

無 料

申込不要 無 料

お問い合わせ／九州のひなまつり広域振興協議会☎（0952）40-7110（佐賀市観光振興課観光企画係）

無 料

1月16日（水）～27日（日） 
【開催場所】エントランス
九州各地区の伝統的な雛人形が一堂に会します。
一足早く、九州のひなまつりをご覧ください。

ひなの国九州フェスタ2013

お問い合わせ／九州国立博物館交流課☎（092）929-3602

茶道体験

1月20日（日）
①10：00～11：00 ②13：00～14：00

【開催場所】茶室（宝満亭）　【料金】1名500円

第19回 はじめての茶道体験

お問い合わせ／一般財団法人大川インテリア振興センター☎（0944）87-0035

無 料

1月29日（火）～2月11日（月・祝）
【開催場所】エントランス

福岡県知事指定特産工芸品である大川総桐箪笥や大川彫刻、大川組子など
で知られている、家具インテリアの産地「大川」の技術の粋を集めた作品が
展示されます。

茶道初心者を対象に、九博茶室で開催するイベント

※定員各回10名程度

要申込
（先着順） 有 料

大川匠の世界コレクション

無 料当日受付
（先着順）

※定員280名

無 料要申込

※定員280名
※応募多数の場合は抽選
※応募締切1/31（木）必着

【開催場所】研修室

ヒンメリづくりワークショップ

光と幾何学が美しい立体モビールのようなフィンランドの伝統装飾、ヒンメ
リ。部屋を飾る素敵なインテリアにもなるオリジナルのヒンメリをつくろう。

1月13日（日）
①10：00～ ②14：00～（各回2時間程度）

お気に入りの
おひな様を
見つけよう！

観てから聴くか！
聴いてから観るか！

お問い合わせ／九州産業大学 小泉研究室☎090-4486-7540（平日10：00～17：00）
koizumi@ip.kyusan-u.ac.jp

無 料

※定員各回15名
※対象：小学生以上

当日受付
（先着順）

お問い合わせ／九州産業大学 小泉研究室☎090-4486-7540（平日10：00～17：00）
koizumi@ip.kyusan-u.ac.jp

講演会写真展

ワークショップ ワークショップ

「こんなに面白い 印籠と根付」

【開催場所】研修室
漆工研究の第一人者、小松大秀氏が印籠と根付についてわかりやすくお話し
します。講師：小松大秀氏（秋田・千秋美術館長）

1月12日（土） 14：00～15：00

九州国立博物館企画課文化交流展示室☎（092）918-2823

無 料

※定員50名

当日受付
（先着順）

茶道初心者（高校生以上）を対象に茶道体験を行います。作法の練習、
お茶のお点前（てまえ）を楽しみながら茶道に親しみます。
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