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ゴッホの《黄色い家》16年ぶりの来日。

2021 9.18 SAT. 12.12 SUN.
開室時間：9：30～17：30入室は閉室の30分前まで　休室日：月曜日、9月21日（火）※ただし9月20日、11月8日、11月22日、11月29日は開室
主催：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、東京新聞 、TBS　 特別協賛：                     　 協賛：NISSHA　
協力：KLMオランダ航空会社、ヤマト運輸　後援：オランダ王国大使館　展覧会公式サイト：https://gogh-2021.jp　お問い合わせ：050-5541-8600（ハローダイヤル）　　

企画展示室
（東京・上野公園）
TOKYO Ueno-Park

フィンセント・ファン・ゴッホ 《黄色い家（通り）》1888年9月　油彩、カンヴァス 　ファン・ゴッホ美術館（フィンセント・ファン・ゴッホ財団） 　©Van Gogh Museum, Amsterdam（Vincent van Gogh Foundation）

アンバサダーは女優 浜辺美波さん！ 展覧会オリジナルグッズ
「展覧会の一押し作品は、ゴッホが亡くなる２か月前に描いた、《夜のプ

ロヴァンスの田舎道》です。ファン・ゴッホは〈糸杉〉を何枚も描いてい

まして、その中でも、今回の《夜のプロヴァンスの田舎道》が一番素晴ら

しい作品だと私は思います。ゴッホの作品が52点も展示されるというこ

とで、迫力のある本物の絵をみることができるのが楽しみです。」

チケットは、オンライン・プレイガイドで！

※東京都美術館チケットカウンターでは、オンライン・プレイガイドでの購入・予約が難し
い方を対象に当日の入場枠を設けておりますが、ご来場時に予定枚数が終了している場
合があります。

ゴッホ展とシナモロールがコラボ。他にもいろいろなグッズが！お楽しみに！

音声ガイド 　貸出料金：１台600円（税込）
アンバサダーの浜辺美波さんと俳優の鈴木拡樹さんに展覧会をわかりやすく伝えていただきます。

ゴッホ展 CN 単体ポーズ

日時指定予約制

○高校生以下無料（日時指定予約必要）○身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者
健康手帳をお持ちの方とその付添の方（1名まで）は無料。（日時指定予約不要）※高校生、大学生、専門学校生、65歳
以上の方、各種お手帳をお持ちの方は、いずれも証明できるものをご提示ください。○未就学児は日時指定予約不要です。

［観覧料］  一般：2,000円　 大学生・専門学校生：1,300円  　65歳以上：1,200円

○本展は展示室内の混雑を避けるため、日時指定予約制となります。
○土・日曜日・祝日および会期末は混雑が予想されますので、平日または会期前半のご予約・ご来場をお勧めいたします。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する取り組みについては、東京都美術館ウェブサイト https://www.tobikan.jp 
をご確認ください。

［注意事項］

Venue：Tokyo Metropolitan Art Museum (Tokyo, Ueno-Park)
Period：Saturday, September 18  ‒ Sunday, December 12, 2021
Hours：9:30 ‒ 17:30 (Last admission 17:00)
Closed：Mondays, 9/21 (except 9/20, 11/8, 11/22, 11/29)
Admission：General ¥2,000   College students ¥1,300   Seniors 65+ ¥1,200
＊Advance reservation via online is necessary.
Please check the official website before your visit.

※展示作品、会期等については、今後の諸事情により変更する場合がありますので、展覧会公式サイト
等でご確認ください。

〒110-0007　
東京都台東区上野公園8-36　 
https://www.tobikan.jp

JR上野駅「公園口」より徒歩7分
東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅
「7番出口」より徒歩10分
京成電鉄京成上野駅より徒歩10分
※駐車場はありませんので、車での
来館はご遠慮ください。

本展は，政府による
美術品補償制度の
適用を受けています。

日時指定予約制

詳細は展覧会公式サイトをご確認ください。‒‒‒‒‒‒‒‒‒→

［チケット購入場所］

ⓒ 2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L624730

公式チケットサイト（ART PASS）※ART PASSのみ日時変更対応
e＋（イープラス）、ローソンチケット、チケットぴあ、Boo-Wooチケット

展覧会公式サイト

フィンセント・ファン・ゴッホ 《夜のプロヴァンスの田舎道》1890年5月12‒15日頃　油彩、カンヴァス　クレラー=ミュラー美術館　 ©Kröller-Müller Museum, Otterlo, The Netherlands



ヘレーネ・クレラー=ミュラーは、1907年から近代絵画の収集を始め、実業家の夫アントンの支えのもと11,000点を
超える作品を入手。特にファン・ゴッホの作品に深い精神性や人間性を感じ取ったヘレーネは、美術批評家のヘンク・
ブレマーをアドバイザーに多くの作品を購入。ファン・ゴッホがまだ評価の途上にあった1908年からおよそ20年間
に積極的にファン・ゴッホ作品を集めて、世界最大の収集家となりました。1938年にクレラー=ミュラー美術館を開
館し、初代館長に就任。長年の夢を実現した翌年、70歳で死去。

ヘレーネ・クレラー=ミュラー（1869-1939）

「糸杉」の傑作、16年ぶりの来日！　

「〈ヒマワリ〉のような作品にしたい」と、

ファン・ゴッホがサン=レミで本格的に

取り組み始めたのが糸杉でした。おそ

らく南仏滞在の最後に制作されたプロ

ヴァンスの集大成といえる作品、16年ぶ

りの来日です。

フィンセント・ファン・ゴッホ

《夜のプロヴァンスの田舎道》

1890年5月12-15日頃　

夫アントンからヘレーネへの25回目

の結婚記念日の贈り物！　

フィンセント・ファン・ゴッホ

《悲しむ老人（「永遠の門にて」）》

1890年5月

ピエール=オーギュスト・ルノワール

《カフェにて》1877年頃

サン=レミとオーヴェール=シュル=オワーズ
Saint-Rémy and Auvers-sur-Oise

ヘレーネの愛した芸術家たち：

写実主義からキュビスムまで　

A love for many artists: 

from Realism to Cubism

オディロン・ルドン

《キュクロプス》1914年頃　

※中面掲載作品はすべてクレラー=ミュラー美術館蔵　All images: ©Kröller-Müller Museum, Otterlo, The Netherlands

ファン・ゴッホを収集する
Collecting Van Gogh

オランダ時代   

The Dutch years

「人間のような感情を吹き込んだ」という風景

フィンセント・ファン・ゴッホ

《砂地の木の根》1882年4‒5月

パリ   Paris

アルル   Arles

画家は描くことに、コレクターはその絵を伝えることに、人生を賭けた。
ヘレーネゴッホ

世界中で絶大な人気を誇るフィンセント・ファン・ゴッホ（1853-1890）。本展では、その世界最大の個人収集家のヘレーネ・クレラー＝
ミュラー（1869-1939）が初代館長を務めたクレラー＝ミュラー美術館のコレクションから、選りすぐりのファン・ゴッホの油彩画28点
と素描・版画20点を展示し、ファン・ゴッホの初期から晩年までの画業をたどります。また、ミレー、ルノワール、スーラ、ルドン、モンド
リアンらの作品20点もあわせて展示し、ファン・ゴッホ作品を軸に近代絵画の展開をたどるべく築かれた、ヘレーネの類まれなコレク

ションをご紹介します。さらに、ファン・ゴッホ美術館から《黄色い家（通り）》を含む4点を展示し、20世紀初頭からファン・ゴッホの

人気と評価が飛躍的に高まっていく背景にも注目します。

This exhibition will explore the world famous artist, Vincent van Gogh (1853-1890), from his early days through his final years. The exhibit features 
28 paintings and 20 drawings and prints from a collection of the Kröller-Müller Museum, the world's largest private Van Gogh collection by the 
museum's first director, Helene Kröller-Müller (1869-1939). Vincent van Gogh's work will be presented along with 20 paintings from Helene's 
collection which includes Jean-François Millet, Pierre-Auguste Renoir, Georges Seurat, Odilon Redon, and Piet Mondrian. Through Helene's 
extraordinary collection, this exhibition will trace the development of modern painting with a focus on Van Gogh. Furthermore, four paintings, 
including                                                 , from the Van Gogh Museum will be presented and will reveal the dramatic growth of Van Gogh’s popularity 
and reputation from the early 20th century through the exhibition.

フランス時代  

The years in France

ファン・ゴッホの安らぎ

文学と自然

フィンセント・ファン・ゴッホ

《石膏像のある静物》1887年後半

目指したのは

「人の心を高揚させ、慰めてくれる自然」

フィンセント・ファン・ゴッホ

《糸杉に囲まれた果樹園》1888年4月

ファン・ゴッホにとって神にも等しい存在の

モティーフ「太陽」

フィンセント・ファン・ゴッホ

《種まく人》1888年6月17‒28日頃

ヘレーネが見れば見るほど気に入ったという作品

フィンセント・ファン・ゴッホ

《レモンの籠と瓶》1888年5月

ファン・ゴッホがもっとも

新印象派に近づいた作品

フィンセント・ファン・ゴッホ

《レストランの内部》1887年夏

The Yellow House (The Street)


