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報道関係者各位 

2010 年 2月 26 日 

つくばエキスポセンター 

プラネタリウム新番組 

 

ゴッホをテーマとした日本初のプラネタリウム番組 

「ゴッホが描いた星空」，3月 6日（土）から上映開始 
 

つくばエキスポセンター（館長：木阪崇司，所在地：茨城県つくば市吾妻 2丁目 9番地，TEL：029-858-1100）

は，3月 6日（土）から，プラネタリウム新番組「ゴッホが描いた星空」を上映します。 

フィンセント・ファン・ゴッホ（Vincent van Gogh，1853 年～1890 年，以下，ファン・ゴッホという）

は，オランダのズンデルトに生まれ，画家として油彩やデッサン等 2000 点を超える作品を描き上げました。 

また，ファン・ゴッホは，「夜のカフェテラス」「星月夜」など作中に色鮮やかな星空を描いており，これ

らの作品からは星空に対する作者の特別な思いを感じ取ることができます。 

本作，「ゴッホが描いた星空」は，プラネタリウムという環境を活かし当時の星空の再現を交えながら，

ファン・ゴッホの作品と彼が家族や友人に送った900 通余りの書簡をもとに，作者の星空に対する思いに迫

る番組です。 

ファン・ゴッホとその作品をテーマとする日本初のプラネタリウム番組です。 

ファン・ゴッホは星空を描く時，何を思いどの様な気持ちでキャンバスに向かったのか？「ゴッホが描い

た星空」が，プラネタリウムというキャンバスに今拡がります。 

 

記 

＜新番組概要＞ 

名称 ： プラネタリウム一般番組※1 「ゴッホが描いた星空」 

会場 ： つくばエキスポセンター プラネタリウム（茨城県つくば市吾妻 2丁目 9番地） 

上映期間： 2010 年 3月 6日（土）～5月 30 日（日） 

上映時間： 平日 12 時 50 分，14時 10 分／土・日・祝日 12 時 50 分，15時 30 分（約 40分番組） 

※5月 3日（月）は，講演会のため上映時間が異なります。 

料金 ： 大人 700 円／小人 350 円 

休館日 ： 毎週月曜日（祝日の場合は開館，翌日休），月末最終火曜日，臨時休館有 

監修 ： 大阪大学文学研究科（美術史・アートメディア論）教授 圀府寺 司（こうでら つかさ）氏 

茨城県近代美術館（元茨城県つくば美術館長） 舟木 力英（ふなき りきえい）氏 

制作 ： イーハトーブ株式会社 

企画 ： 財団法人つくば科学万博記念財団（つくばエキスポセンター） 
※1 「一般番組」は，季節ごとに様々なトピックスを紹介する，子どもから大人まで幅広い層を対象とした番組です。つくばエキ

スポセンターでは，センター独自に企画を行い，年間 4本の番組を制作・上映しています。 

以上
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■フィンセント・ファン・ゴッホについて       
ファン・ゴッホは，1853 年オランダのズンデルトという町に生まれました。ファン・ゴッホは，画商や

教師，本屋の店員，伝道師などいろいろな仕事に就きましたが長続きせず，1880 年に画家になる決意をし

ました。 

ファン・ゴッホは，画家として活動した 10年間（1880 年～1890 年）という短い期間に約 900 点の油彩と

1100 点ものデッサンを描き上げました。当時，マネやモネに代表される印象派の画家は，浮世絵の明るさ，

鮮明な色使いといった日本美術の影響を受けていました。ファン・ゴッホも例外ではなく，明るい陽光と豊

かな色彩を求めて南フランスへ移り，「夕陽と種播く人」や，夜の星空を始めて描いたとされる「夜のカフ

ェテラス」など鮮やかな色彩と情熱的な筆触による数々の作品を制作しました。 

 また，ファン・ゴッホは，弟テオを始め家族，友人へ 900 通に上る手紙を書いています。書簡には，彼の

思想から日常的な出来事，作品を制作する意欲を刺激するインスピレーションの源や手法までゴッホの正直

な気持ちが情熱的に書き綴られているため文学的に，そして学術的にも高い価値をもつものとなっています。 

 

■作中に登場する作品‐「ゴッホが描いた星空」がプラネタリウムドームいっぱいに拡がります。 
番組で取り上げる，ファン・ゴッホ作品の一部を紹介します。 

  
夕陽と種播く人 

クレラー・ミュラー美術館蔵 

夜のカフェテラス 

クレラー・ミュラー美術館蔵 
※ゴッホが夜の星空を描いた初めての作品とされている。 

  
ローヌ川の星月夜 

オルセー美術館蔵 
※写真中央上部に北斗七星（大熊座）が描かれている。 

星月夜（糸杉と村） 

ニューヨーク近代美術館蔵 
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■プレス向け試写会のご案内         
 2010 年 3 月 6 日（土）からの一般公開に先立ち，下記の日程でプレス向け試写会を行います。ぜひご参

加ください。参加方法等につきましては，別紙をご覧ください。 

日 時： 2010 年 3月 5日（金）13：00～14：30（受付 12：30～） 

場 所： つくばエキスポセンター プラネタリウム 

※当日は臨時休館のため正門から入館できません。館の駐車場のある北玄関から

お入りください。 

式次第： 12：30～ 受付開始（北玄関） 

13：00～13：15 挨拶，番組説明 

13：15～13：45 試写 

13：45～14：00 質疑応答，終了 

14：00～14：30 予備時間（ホール内で撮影ができます。） 

 

■つくばエキスポセンターについて        
つくばエキスポセンターは，1985 年に筑波研究学園都市で開催された国際科学技術博覧会（科学万博－

つくば’85）の恒久記念施設として建設されました。 

博覧会終了後は，科学館として運営を再開し今日に至ります。館内には世界最大級(ドーム直径 25.6ｍ)

のプラネタリウムを始め，今年 1月に約 15 年ぶりに全面改装した 2階展示場では，科学技術がひらく明る

い未来を子どもから大人まで分かりやすく紹介しているほか，国際科学技術博覧会当時の様子を今に伝える

メモリアルコーナーがあります。 

また，サイエンスショーや科学教室等のイベント開催にも力を入れており，子どもたちの好奇心を大切に，

体験や遊びを通じて科学の楽しさを体感できる施設を目指しています。 

 

＜つくばエキスポセンター概要＞ 

名 称： つくばエキスポセンター 

館 長： 木阪 崇司（きさか たかし） 

所 在 地： 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻 2丁目 9番地 

開館時間： 9：50～17：00（12 月・1月の平日のみ 16：30 閉館） 

※入場は閉館 30分前まで。 

入 場 料： 展示券 大人 300 円，小人 150 円 

プラネタリウム券（展示券含む） 大人 700 円，小人 350 円 

※大人：18歳以上，小人：4歳～高校生，3歳以下無料 

休 館 日： 毎週月曜日及び月の最終火曜日，年末年始（12月 27 日～2011 年 1月 3日） 

アクセス： ・つくばエクスプレスを利用 

［つくば駅］（終点）下車。A2出口より徒歩 5分(秋葉原⇔つくば間 45分)。 

・自動車を利用 

常磐自動車道［桜土浦 IC］を下りつくば方面へ，その後大角豆（ささぎ）交差点を

下妻方面へ(約 8km 15 分)。駐車場有(60 台)，土日祝・繁忙期有料。 

問い合せ： TEL：029-858-1100(代)，FAX：029-858-1107，029-858-1678(団体利用受付) 

U R L： つくばエキスポセンターホームページ http://www.expocenter.or.jp/ 

 

 

‐‐‐本件に関する問い合わせ‐‐‐ 

番組内容に関する問い合わせ先 

運営業務部 菊地／佐藤 

取材・画像提供に関する問い合わせ先 

企画調整室 小林／小岩井／三ツ橋 

財団法人つくば科学万博記念財団 TEL：029-858-1100（代），FAX：029-858-1107 

つくばエキスポセンターホームページ URL：http://www.expocenter.or.jp/ 
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■つくばエキスポセンターのプラネタリウムについて     
つくばエキスポセンターのプラネタリウムは，投影面（ドー

ムスクリーン）及び座席を傾斜させることにより臨場感が増す

ように設計されていることが特徴です。 

また，当館のプラネタリウム投影システム「ジェミニスター

Ⅲ」は，光学式プラネタリウム（インフィニウム L）と全天周

デジタル映像システム（スカイマックス DS）が完全統合され

たシステムです。これにより過去･現在･未来の星空や宇宙空間

等，数多くの臨場感あふれる場面を再現することができます。 

こうした特長を活かし，当館では，星空解説番組以外の番組

でも別途時間を設け季節の星空を生解説で紹介しているほか，

番組の企画にもこだわり制作・上映を行っています。 

＜プラネタリウム仕様＞ 

ドーム直径 ：25.6m 

ドーム形状 ：一方向傾斜型 

座席数  ：232 席 

投影システム ：ジェミニスター Ⅲ（コニカミノルタプラネタリウム株式会社製） 

投影恒星数 ：7.6 等星まで 29,000 個，天の川エリアで約 350,000 個 

※光学式プラネタリウム インフィニウム L部での恒星数 

 

■その他のプラネタリウム番組の紹介        
・星空解説番組‐スタッフの生解説で，季節の星空や天文トピックスを紹介します。 

タイトル： 見上げてみよう！今日の星空‐春‐ 

上映期間： 3 月 6 日（土）～5月 30 日（日） 平日及び土日祝日：11：30 

料金： プラネタリウム券：大人 700円／小人 350 円 

内容： 春に見られる星空を生解説で紹介します。 

 

・子ども番組‐人気のキャラクターが登場し，子どもが楽しめる番組です。 

タイトル： ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検 

 
© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・

シンエイ・ADK 

上映期間： 3 月 6 日（土）～5月 30 日（日） 

土・日・祝日のみ：10：10，14：10 

料金： プラネタリウム券：大人 700円／小人 350 円 

内容： スネ夫の望遠鏡で星空観測，次第に星空や宇宙のことをもっと

知りたくなったみんなは，ドラえもんに頼み込んで本当の宇宙

に出かけることになる。初めて体験する宇宙のふしぎ…。ドラ

えもんやのび太らといっしょに親子で「宇宙」のことを学び，

楽しんでいただく番組です。        

監修：藤子・F・不二雄プロ 

 

・特別番組‐年間を通して大人が楽しめる番組です。 

タイトル： 天の川幻想 

上映期間： 4 月 1 日（木）～2011 年 3 月 31 日（木）平日 15時 30 分／土・日・祝日 16時 50 分 

※5 月 1 日（土）～5月 9日（日）の「HAYABUSA」上映期間は除く。 

料金： プラネタリウム券：大人 800円／小人 400 円 

内容： のどかな里山は静かな夕暮れを迎えました。やがて輝きを増す星空に，悠然と広がるぼんやり

した白い帯は…そう，天の川。 

番組では，天の川に沿って星座をめぐりながら，数々の伝説が語られます。 

※一般番組，子ども番組の上映時間は約 40 分，特別番組は約 50 分です。 

 
プラネタリウムドーム内写真 



別 紙 

財団法人つくば科学万博記念財団 企画調整室行き 

FAX：029-858-1107 

 

ゴッホをテーマとした日本初のプラネタリウム番組 

「ゴッホが描いた星空」，プレス向け試写会のご案内 
（2010 年 3 月 5日（金）13：00～14：30（受付開始 12：30～）） 

 

試写会に参加をご希望される方は，お手数ですが以下の欄に必要事項をご記入の上，FAX

にてご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

貴 社 名：  

ご 芳 名：  

ご連絡先： 電話  

FAX  

e-mail  

来館方法： ※お車でのご来館を予定される方は， ☑チェックをつけてください。つくばエキスポセンタ

ーの駐車場が利用できます。 

□ 車で来館する 

※当日は，臨時休館のため正門から入館できません。センターの駐車場がある北玄関から

お入りください。 

 

＜交通・アクセス＞ 

・つくばエクスプレスを利用 

［つくば駅］（終点）下車，A2出口より徒歩 5分。 

・JR常磐線を利用 

［ひたち野うしく駅］，［荒川沖駅］，［土浦駅］のいずれか

の駅を下車。バスに乗り換え，［つくばセンター］下車，徒

歩 5分。 

・自動車を利用 

桜土浦 IC より国道 354 号を経て，学園東大通り線(県道

55号)を下妻方面へ。妻木交差点を左折して北大通り線へ入

り，1つ目の信号を左折，先の三叉路を右折して左手が当館

(約 8ｋｍ 15 分)。お車は，当館の専用駐車場が利用できま

す。 

 

 

財団法人つくば科学万博記念財団 企画調整室 

担当：小林・小岩井・三ツ橋 

TEL：029-858-1100 ／ FAX：029-858-1107 

北玄関 


