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夏は親子でトーハクへ！ 

特別展「タイ ～仏の国の輝き～」、親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ」開催 

東京国立博物館では、7月 4日（火）から日タイ修好 130周年記念特別展「タイ ～仏の国の輝き～」（平成館）と親と子

のギャラリー「びょうぶとあそぶ 高精細複製によるあたらしい日本美術体験」（本館）の 2つの展示を開催します。どちらも親

子で楽しめる、夏のお出かけにぴったりの内容です。暑い夏は涼しいトーハクへ！ 

 

■日タイ修好 130周年記念特別展「タイ ～仏の国の輝き～」 

会期：7月 4日(火) ～8月 27日(日)  会場：平成館 特別展示室 

本展はタイ族以前の時代から現王朝のラタナコーシン朝まで、タイ仏教美術の全貌を約 140

件の名品でたどります。日タイ修好 130周年だからこそ実現した、タイの至宝が一堂に会す

展覧会です。 

おすすめ 1 タイ国外不出の「ラーマ 2世王作の大扉」が来日！王室の寺院、ワット・スタット

の正面を飾っていた高さ 5 メートル以上の金色に輝く扉です。会場では扉の前で写真を撮る

ことができます。 

おすすめ 2 当日参加できるイベントが盛りだくさん。記念講演会やタイ舞踊団公演、タイ料理

の屋台やビアガーデンもあり、タイの魅力を満喫できます。 

詳細は展覧会情報サイト（http://www.nikkei-events.jp/art/thailand/） をご覧ください。                  

 

報道関係お問合せ：特別展「タイ～ 仏の国の輝き～」広報事務局（ウインダム内）      

TEL：03-5642-3765 E-mail：thailand@windam.co.jp 

 

■親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ 高精細複製によるあたらしい日本美術体験」 

会期：7月 4日(火) ～9月 3日(日)  会場：本館 特別 4室・特別 5室 

当館所蔵の国宝「松林図屛風」および米国フリーア美術館所蔵の「群鶴図屛風」の複製

と映像のインスタレーションにより、屛風絵の世界を体感できる画期的な試みです。 

おすすめ 1 「松林図屛風」の世界を体感できる「松林であそぶ」（本館特別 5室）と、「群鶴

図屛風」に鶴が降り立ち鑑賞者に合わせて羽ばたく「つるとあそぶ」（本館特別 4室）の 2つ

の異なる体験が楽しめます。 

おすすめ 2 ハンズオンコーナーやワークショップ「びょうぶをつくる」など、展示と関連したワー

クショップに参加することで、日本美術をもっと身近に感じることができます。 

主催：東京国立博物館、キヤノン株式会社 協力：京都文化協会 

ラーマ 2 世王作の大扉 

※展示は右扉 

ラタナコーシン時代 19世紀 

バンコク国立博物館 
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展示会場のイメージ（特別 5 室） 



 

 

さらに、7月 30日（日）はトーハクキッズデーもあります！ 

■トーハクキッズデー 

7月 30日（日） 対象：0歳～中学生とその保護者（小・中学生だけでの参加も可） 

お子さんのミュージアムデビューにもぴったり！ お芝居仕立てのガイドツアーやミニ

コンサートなどたくさんのイベントがあります。 

 

特別展情報 

「フランス人間国宝展」 

会期：9月 12日（火）～11月 26日（日） 会場：表慶館 

 

フランス工芸作家の技と美の結晶 

日本には重要無形文化財に指定されている伝統工芸の最高の技術者に与えられる称

号として、通称「人間国宝」という制度があります。フランス文化・通信省ではこの日本

の制度にならい、伝統工芸の保存・伝承・革新を旨として、1994 年に人間国宝認定制

度を創設しました。本展は、陶器、革、鼈甲、羽細工、傘、扇、壁紙など 15 分野・各 1

名の作家を紹介する世界初の展覧会です。卓越した技と伝統、そして未来へと繋がる

華麗な美の世界をご堪能ください。 

 

報道関係お問合せ：「フランス人間国宝展」広報事務局（株式会社ヴィジョン・エイ内） 

TEL：03-3402-5574 E-mail：fr-treasures.jp@vision-a.com 

 

 

興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」 

会期：9月 26日（火）～11月 26日（日） 会場：平成館 特別展示室 

 

史上最大の運慶展、この秋開催！ 

日本で最も著名な仏師・運慶(生年不詳～1223)。平安時代末期から鎌倉時代初頭に

かけて活躍しました。写実性にあふれるその造形力は群を抜いています。運慶の作品

は、異論はあるものの研究者の間では 31体が現存するとされ、本展にはこのうちの 22体

が登場します。また、運慶の父・康慶、息子・湛慶と康弁の作品を通じて、運慶の作風の

確立から次代への継承までをもたどります。仏師・運慶を真正面から取り上げる、まさに史

上最大の運慶展です。 

 

報道関係お問合せ：「運慶展」広報事務局（ウインダム内） 

TEL：03-6661-9602 E-mail：unkei@windam.co.jp 

日傘「イシス」  

ミシェル・ウルトー 2013 年 個人蔵 
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国宝 毘沙門天立像 

運慶作 鎌倉時代・文治 2 年（1186） 

静岡・願成就院蔵 

写真：六田知弘 
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講演会／催し物など        ※詳細は、当館ウェブサイト http://www.tnm.jp/≫催し物をご覧ください 

＜講演会＞ 

■月例講演会「古墳時代の石製宝器と儀器」 

4～5世紀の古墳に副葬された、石製の宝器や儀器の魅力について、奈良県東大寺山古墳と東京都野毛大塚古墳出土

品を中心にお話しします。 

日時：7月 29日（土） 13：30～15：00 ＊開場は開始の 30分前（予定）  

講師：河野正訓（考古室研究員） 

会場：平成館大講堂 定員 380名 聴講無料（ただし、当日の入館料が必要）  

 

＜ワークショップ＞ 

■日本文化との出会い「書体験」 

日本文化を代表する「書」に親しむ第一歩。トーハク所蔵の国宝「賢愚経（大聖武）」をお手本に、うちわに筆ペンで一文字、

書いてみましょう。 

日時： 6月 9日（金）～7月 2日（日） 火・水・木・日曜日 11：00～16：30 金・土曜日 15：00～20：30 

＊当日受付。受付は会場で、終了時間の 30分前まで 

会場：本館 2階ラウンジ 定員：各日 200名（先着順） 

参加費： 100円（ただし、高校生を除く 18歳以上 70歳未満の方は別途当日の入館料が必要） 

 

■アートスタジオ「根付作り」 事前申込制 

本館 10室と高円宮コレクションの根付を見学した後に、焼くと固まる樹脂でできた粘土で根付を制作します。完成品はお持

ち帰りいただけます。 

日時：①8月 6日（日） ②9月 3日（日） いずれも 13：30～15：30 

会場：本館地下 みどりのライオン（教育普及スペース） 

対象：①小学校 3年生～中学生（保護者の見学可） ②高校生以上 

定員：各回 20名程度（応募者多数の場合は抽選） 

参加費： 無料（ただし、高校生を除く 18歳以上 70歳未満の方は別途当日の入館料が必要） 

申込方法：当館ウェブサイトまたは往復はがき ＊詳細は申込方法は当館ウェブサイトをご覧ください 

申込締切：①7月 10日（月）必着 ②8月 7日（月）必着 

 

■東京藝術大学大学院インターンによるワークショップ「古典紅型（びんがた）のトートバッグを作ろう」 事前申込制 

「紅型衣装 白木綿地牡丹模様」（7月 25日〈火〉～9月 3日〈日〉、本館 16室にて展示）と同じ模様を、ミニトートバッグに

染めてみましょう。できあがった作品は、後日郵送します。 

日時：8月 10日（木） 13：00～15：30 

会場：本館地下 みどりのライオン（教育普及スペース） 

対象：小学校 4年生～中学生（保護者の見学可） 定員：10名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費： 無料（ただし、高校生を除く 18歳以上 70歳未満の方は当日の入館料が必要） 



 

 

○最新情報はメールマガジンで。 
展示替え等の最新情報をお届けします。登録は、当館ウェブサイト（http://www.tnm.jp/）から。  

○プレスリリースをダウンロードできます。  
特別展などのプレスリリースをウェブ上で公開しています。当館ウェブサイト、トップページにある｢プレスの方へ｣をご覧ください。 

＝ 当館ウェブサイト≫プレスの方へ≫「プレスリリース」よりダウンロード可  

申込方法： 当館ウェブサイトのフォームでお申込ください 

申込締切：7月 10日（月）必着 

 

■東京藝術大学大学院インターンによるワークショップ「彫って・染めて 古典紅型を体験しよう」 事前申込制 

伝統的な紅型の模様から、自分の好きな模様を選んで型紙を彫り、刷毛を使って染める工程を経て、ミニトートバッグを作り

ます。できあがった作品は、後日郵送します。 

日時：8月 22日（火） 13：00～15：30 

会場：本館地下 みどりのライオン（教育普及スペース） 

対象：高校生以上 定員：10名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費： 無料（ただし、高校生を除く 18歳以上 70歳未満の方は当日の入館料が必要） 

申込方法： 当館ウェブサイトのフォームでお申込ください 

申込締切：7 月 18日（火）必着 

 

■ファミリーワークショップ「びょうぶをつくる」 事前申込制 びょうぶとあそぶ関連 

親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ」を見て、自分だけの屛風を作ります。屛風の構造や、昔の人がどうやって屛風を使っ

ていたのかがわかると、見る楽しさもぐっと広がります。 

日時： ①8月 13日（日） ②8月 20日（日） 各日 10：00～12：30 

会場：本館地下 みどりのライオン（教育普及スペース） 

対象：小学生とその保護者 定員：10組（応募者多数の場合は抽選） 

参加費： 無料（ただし、高校生を除く 18歳以上 70歳未満の方は当日の入館料が必要） 

申込方法： 当館ウェブサイトのフォームでお申込ください 

申込締切：①②ともに 7月 20日（木）必着 

 

＜ツアー＞ 

■ファミリーツアー「トーハク劇場へようこそ！」 

考古学をテーマにした演劇形式のツアーです。 

日時： 7月 29日（土）①10：00～11：00 ②13：30～14：30  

7月 30日（日）③10：00～11：00 ④13：30～14：30    トーハクキッズデー関連 

集合場所：平成館 1階 考古展示室前（事前申込不要）   

対象：小学生とその保護者 

参加費： 無料（ただし、高校生を除く 18歳以上 70歳未満の方は当日の入館料が必要） 

  

 
招待券 

＝ 読者プレゼント用招待券あり 
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