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「モダンアートな夜を英語で」
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MoMAK: The National Museum of Modern Art, Kyoto 

Modern Art Night at  MoMAK in English

留学生・日本人学生対象
International and Japanese Students

主 催 京都市
(公財)京都市国際交流協会

共 催 京都国立近代美術館

Contents
【 17:30~19:30, Feb. 17(Fri.), 2023】

Lecture about MoMAK with English interpretation.
The participants will be able to appreciate its permanent collection
and to interact by sharing their impressions and thoughts.

Art
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モダンアートな夜を英語で
～京都国立近代美術館～

内 容
学芸員が美術館や展示作品について英語通

訳付きで解説します。
後半は、あるお題に沿ってコレクション展

を鑑賞いただき、そこで見つけた発見や感想
をグループごとに意見交換・交流します。

言 語
英語

（日本人講師の説明は通訳にて英訳します。
学生間の意見交換は英語を想定しています。）

QRコードまたは下記のアドレスを使って申し込んでください。

https://business.form-mailer.jp/fms/7bd4eacd174539

申込締切
Apply by ２月７日（火) February 7 (Tuesday), 2023

申込方法
Apply Here

対 象
留学生１０名、日本人学生５名
応募者が多い場合、抽選を行います。締切後、

当落についてお知らせします。

お問合せ先
Inquiry

(公財)京都市国際交流協会 Kyoto City International Foundation

TEL:０７５－７５２－３５１１ Mail: office@kcif.or.jp

Modern Art Night  in
English at MoMAK

(The National Museum of Modern Art, Kyoto)

会 場 京都国立近代美術館(京都市左京区岡崎)

Venue The National Museum of Modern
Art, Kyoto (Kyoto, Sakyo-ku, Okazaki Area)

Language
The Japanese lecturer's explanation will
be translated  into English by an interpreter. 
It is assumed that the exchange of opinions 
between students  will be in English.

Who can participate
10 international students who can 
understand English and Japanese and 5 
Japanese students who can understand 
English.

※If there are many applicants, a lottery
will be held. We will inform you about
the results after the deadline.

Please  wear a mask.

当日はマスクを着用し、参加してください。

コンセプト
留学生・日本人学生が少人数で専門家の解

説を受けながら芸術に触れ、交流することを
目的としています。夜間開館を利用した普段
とは異なる静かな空間で、美術館を身近に感
じていただける機会になればと考えています。

参加費 無料

Concept

This program is to provide  an opportunity 
for  the International and Japanese 
students to interact with each other 
through their experience of connecting 
with Art.  Let’s discover hidden treasures of 
the Museum in the  serene environment of 
night  opening.
Content
The Museum curator will lecture about the
Museum and its exhibitions with an English 
interpreter. Afterwards, the participants 
will be given a specific theme to look for 
while viewing the collection exhibition  and  
share their discoveries and impressions 
within  the  groups.

Fee Free 撮影：河田憲政


