Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した
電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます

https://elib.maruzen.co.jp/

学術認証フェデレーションと連携
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世界最高水準の映像ライブラリーをお届けします
世界の芸術家、作曲家たちを動画でご紹介します。
ダ・ヴィンチ

ゴッホ

クロード・モネ ミケランジェロ

の展覧会

の展覧会

の展覧会

セザンヌ

－その愛と死－

の展覧会

EXHIBITION ON SCREEN ～西洋絵画の巨匠シリーズ～

ショパン

モーツアルト

ベートーベン

ハイドン

を探して

を探して

を探して

を探して

9巻 揃価格
EXHIBITION ON SCREEN

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

￥435,600

￥653,400

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

～西洋絵画の巨匠シリーズ～

5巻 揃価格
● 表示価格は税抜きです。

￥242,000

￥363,000

● 動画はダウンロード不可です。

作曲家シリーズ

4巻 揃価格

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

￥193,600

￥290,400
2019年12月

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

EXHIBITION ON SCREEN ～西洋絵画の巨匠シリーズ～

英国中の映画館で上映された、レオナルド・ダ・ヴィンチ展覧会の舞台裏ツアー。
LEONARDO FROM THE NATIONAL GALLERY LONDON

ダ・ヴィンチの展覧会
天才的作品を創造した人物の謎を解き明かす、他に類を見ない奥行の深さ！
オリジナル英語音声日本語字幕付き（約83分）
プレゼンタ―：ティム・マーロウ
監督・制作：フィル・グラブスキー
共同監督：ベン・ハーディング
制作年： 2014年
2011年11月9日～2012年2月5日、ロンドン ナショナル・ギャラ
リーで開催された独創的な展覧会「レオナルド・ダ・ヴィンチ
～ミラノの宮廷の画家～」は、残存するレオナルドの作品が
過去最大規模で展示された注目に値するイベントだった。
その展覧会の記録であり、歴史家でアナウンサーのティム・
マーロウが出演するこの作品は、受賞歴のあるセブンス・
アート・プロダクションズのフィル・グラブスキー監督によって、
制作された。
史上稀に見る出来事の興奮を捉えた本作品では、レオナルド
の偉大なる作品への探究が我々を魅了する。
史上最も偉大な画家そして芸術家として認められるレオナル
ドだが、彼の才能は尽きることがなかった。本作品は、レオナ
ルドの人生の物語を伝え、さらに彼が晩年を過ごしたフランス
のクロ・リュセ城から、空想家そして発明家としてのレオナルド
を解説する。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチは、ルネサンス
精神の化身だったのではないかという結論に至るのである。

「この作品を圧倒的な水準にまで高めた
質の高い撮影技術―
比類ない細部描写が、観る者を圧倒する」
サロン・ドットコム

「最高傑作！！」
シドニー・モーニング・ヘラルド

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

￥48,400

￥72,600

1030968263

● 表示価格は税抜きです。

2019年12月

● 動画はダウンロード不可です。

丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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EXHIBITION ON SCREEN ～西洋絵画の巨匠シリーズ～

人々を魅了し、日本で最も人気のある天才画家の波瀾万丈の生涯！
VINCENT VAN GOGH -A NEW WAY OF SEEING

ゴッホ の 展覧会
－国立ゴッホ美術館－
オリジナル英語音声日本語字幕付き（93分）
制作年： 2014年

世界中で愛され続ける画家フィンセント・ファン・ゴッホ。この
映像作品では、アムステルダムの国立ゴッホ美術館の全面
協力のもと、ゴッホの傑作の数々を探究する。
ゴッホの代表作を画面越しに至近距離から鑑賞するという経
験は、視聴者に深い感動をもたらし、想像力を刺激するだろう。
また特別ゲストのＶ・ウィレム・ファン・ゴッホ（フィンセントの弟
テオの曾孫）や現代美術家のラクラン・グーディらが新たな知
見や解釈を披歴する。
家族や友人に宛てたフィンセントの書簡が再現ドラマにより生
命を吹き込まれ、彼の生涯が鮮やかに蘇る。フィンセントの波
瀾万丈の人生は多くの神話を生んだが、最近の研究により、
その多くが問い直されている。
“芸術は長く、人生は短い”と我々に教えてくれた人物を深く
知ることができるドキュメンタリー。

“すばらしいアイデアだ！”
［ロンドン］スティーヴン・フライ（俳優・喜劇役者・作家）

“観る者に新たな知識を与え、夢中にさせる力作”
［カナダ］グローブ・アンド・メール

“展覧会を居ながらにして楽しめる画期的な映画”
［オーストラリア］キャンベラ・タイムズ

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

￥48,400

￥72,600

1030968264

● 表示価格は税抜きです。

2019年12月

● 動画はダウンロード不可です。

丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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EXHIBITION ON SCREEN ～西洋絵画の巨匠シリーズ～

“頭が爆発しそうだ－すべてを画き尽くしたい”
I,CLAUDE MONET

クロード・モネの展覧会
オリジナル英語音声日本語字幕付き（87分）
制作年： 2017年

数々の受賞経験を持つフィル・グラブスキーが監督したこの
印象的な映画で、我々は世界で最も愛されたと言える画家を
新たな視点で観ることができる。この作品を導くのは、画家自
身の言葉である。
この映画は書簡などの私的な文献を通じ、１人の画家に新し
い洞察を与える。その画家とは、印象派の始まりとなる作品
を画いただけでなく、おそらく19 世紀から20 世紀初頭におい
て最も強い影響力を持ち、成功を収めた人物、クロード・モネ
である。
それにも関わらず、またおそらくは、まさしくそれゆえに、モネ
の人生は陽光に満ちたカンバスの裏に、抑鬱感情、孤独、自
殺未遂といった悲劇を秘めることとなった。
西洋芸術で最も愛された、象徴的な時代を体験できるこの稀
有な映像は、見逃すことができない。

“ 華麗にして優美！” ザ・ガーディアン
“ すばらしいの一言！ ” メトロ・ニュース
“ 鮮烈にして親密だ！ ” ザ・オブザーバー
“ 価格の付けようがないコンテンツ”
シドニー・モーニングヘラルド

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

￥48,400

￥72,600

1030968265

● 表示価格は税抜きです。

2019年12月

● 動画はダウンロード不可です。

丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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EXHIBITION ON SCREEN ～西洋絵画の巨匠シリーズ～

私は大理石の中に天使を見いだし、彼を解き放つために彫り続けた
不世出の芸術家

Michelangelo：Love and Death

ミケランジェロ－その愛と死－
オリジナル英語音声日本語字幕付き（91分）
制作年： 2017年

ロンドンのナショナル・ギャラリーで行われる大展覧会
に合わせ、この映画はミケランジェロの一生を丹念に、
新鮮な視点で紹介する。彼はレオナルド・ダ・ヴィンチと
共に、ルネッサンス期で、またおそらくは人類史上で最
も偉大な芸術家と考えられている。
この作品はミケランジェロと彼の同時代の芸術家たちと
の関係や、絵画、彫刻、建築などの多岐にわたる彼の
芸術活動を紹介する。世界中で愛されているフィレン
ツェのダビデ像、ローマのシスティーナ礼拝堂、そして
ナショナル・ギャラリーが所蔵するマンチェスターの聖母
も取り上げられている。
荒々しく、情熱的だが大いに愛された天才の核心に迫
る壮大な新作映画。

「実に素晴らしい」

「劇的な旅路」

The Oxford Times

ARTE.it

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

￥48,400

￥72,600

1030968266

● 表示価格は税抜きです。

2019年12月

● 動画はダウンロード不可です。

丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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EXHIBITION ON SCREEN ～西洋絵画の巨匠シリーズ～

ピカソとマティスによって“我々すべての父”と称えられたポール・セザンヌは、
古今東西で最も偉大な芸術家の1人とされている。

PORTRAITS OF A LIFE ～人生の肖像～

セザンヌ の 展覧会
オリジナル英語音声日本語字幕付き（87分）
+特典映像・インタビュー（80分）
制作年： 2018年

セザンヌはその生涯で1000点近くの作品を残しており、そのう
ち約200点は肖像画である。だが、これほど多作でありながら
も、センザンヌは印象派の中では目立たない存在であり、お
そらくは最も誤解が多い人物だと思われる。この映像作品は
ロンドンのナショナル・ポートレート・ギャラリー、パリのオル
セー美術館、アメリカのワシントン・ナショナル・ギャラリーを巡
回したこれまでにない企画展を基にしている。この展示会で
取り上げられた数々の肖像画が、セザンヌの生涯と芸術に
まったく新しい光を投げかけ、映像作品を鮮やかに彩ってる。
撮影には4Kカメラを使用。視聴者は絵画の専門家やセサンヌ
の曾孫フィリップ・セザンヌから話を聞き、セクス＝アン＝プロ
ヴァンスにあるセザンヌの自宅やアトリエを訪れることができ
る。また盟友ブライアン・コックスが朗読する書簡を通じてセ
サンヌが周囲に及ぼした影響の大きさと類なき才能を再発見
し、20世紀美術を真に理解するための鍵を得ることができる。

“ 素晴らしい”

ザ・ガーディアン

“ 感動的で多くを学べる”
アチュア・タイムズ

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

￥48,400

￥72,600

1030968267

● 表示価格は税抜きです。

2019年12月

● 動画はダウンロード不可です。

丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

6

評論家が絶賛した受賞作「モーツァルトを探して」
「ベートーヴェンを探して」「ハイドンを探して」
三部作の監督が満を持して贈る最新作品。

ショパンを探して
グラブスキー監督が紡ぎだす、ショパンの音楽と人生の物語。

フレデリック・ショパン
フレデリック・ショパンは、ポーランドの前期
ロマン派音楽を代表する作曲家である。当
時のヨーロッパにおいてもピアニストとして、
また作曲家として有名であった。その作曲
の殆どをピアノ独奏曲が占め、ピアノの詩
人とも呼ばれるように、様々な形式、美しい
旋律、半音階的和声法などによってピアノ
音楽の新しい地平を切り開いた。

「見事な監督作品―独創的かつ冷静で鋭敏」
ニュージーランド・ヘラルド

「最高傑作」
シドニー・モーニング・ヘラルド

オリジナル英語音声日本語字幕付き（90分）
撮影・監督 フィル・グラブスキー
制作年： 2014年
フィル・グラブスキー監督が紡ぎだす、ピアノの詩人
フレデリック・ショパンの音楽と人生の物語。
ショパンという人物、そして彼の音楽的才能への新たな洞
察、そして深遠さを求め、グラブスキーが４年の歳月をか
けて世界の超一流音楽家のヴィヴィッドな演奏を収録した。
そして権威ある歴史家や音楽学者との対話を通じて創り
上げた最高傑作。
演奏：ダニエル・バレンボイム、ロナルド・ブラウティハム
エンデリオン弦楽四重奏団、ネルソン・ゲルナー、ケヴィン・ケナー
ヤノシュ・オレイニチャク、18世紀オーケストラ（フランス・ブリュッヘン指揮）
プラハ国立劇場管弦楽団、レイフ・オヴェ・アンスネス、タチアナ・シェバノワ
ラルス・フォークト、ワルシャワ室内歌劇場管弦楽団
語り手：ジュリエット・スティーブンソン
ショパンの手紙（声）：デイヴィッド・ドーソン（ロイヤルシェイクスピア劇団俳優）

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

￥48,400

￥72,600

1030968272

● 表示価格は税抜きです。

2019年12月

● 動画はダウンロード不可です。

丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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数々の賞に輝く監督フィル・グラブスキーが
満を持して送る長編音楽ドキュメンタリー
『ウィーン古典派の巨匠たち』三部作。
当代きっての音楽家たちによる息をのむ演奏を織り交ぜながら、映像と音楽で綾なす
作曲家の横顔を克明に描き出した作品である。

モー ツ ァ ルト を 探 し て

モーツァルト生誕250周年記念作品。

日本語字幕版 （128分）
撮影・監督 フィル・グラブスキー / 制作年： 2006年
モーツァルト生誕250周年を記念し、世界を代表するオーケストラや音楽家たちの協力を得て製作
された。モーツァルトの足跡をたどる4万キロの旅を通じて、この偉大な作曲家の生涯が語られる。
これはモーツァルトの才能の本質に踏み込む探偵小説である。

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

￥48,400

￥72,600

1030968269

ベートーベン を 探 し て

音楽作品を通じて描いた楽聖の劇的な人生。

日本語字幕版 （139分）
撮影・監督 フィル・グラブスキー / 制作年： 2009年 ※特典映像付き
悲劇的な運命と闘い、耳の病に倒れ、“不滅の恋人”を求めながらも生涯独身を通した英雄的で苦
悩に満ちた人物のロマンティックな伝説をつづる。さらにこの作品では、苦難に満ちた人生を歩ん
だ気難しい天才、混乱した人格というイメージの裏を探り、従来のベートーヴェン像とは大幅に異な
る、はるかに興味深い素顔を明らかにする。

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

￥48,400

￥72,600

1030968270

ハイドンを探して

映像と音楽で綾なす、作曲家の横顔を克明に描いた。

日本語字幕版 （102分）
撮影・監督 フィル・グラブスキー / 制作年： 2011年
ジャナンドレア・ノセダ、サー・ロジャー・ノリントン、フランス・ブリュッヘン指揮18世紀オーケストラ、
エンデリオン弦楽四重奏団、クリストフ・ルセとレ・タラン・リリク、イアン・ペイジ指揮クラシカル・オペ
ラ・カンパニー、ロナルド・ブラウティハム、エマニュエル・アックスなど、現代を代表する音楽家や
オーケストラの名演奏を収録。

● 表示価格は税抜きです。

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

￥48,400

￥72,600

1030968271
2019年12月

● 動画はダウンロード不可です。

丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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