


逆ピラミッド [La pyramide inversée]



逆ピラミッド [La pyramide inversée]



バビロン王のハンムラビ法典 [Code de Hammurabi]



古代エジプト美術：コルサバードの中庭 [Cour Khorsabad]



古代エジプト美術：コルサバードの中庭 [Cour Khorsabad]



カリアティードの間 [Salle des Caryatides]



古代ギリシア・エトルリア・ローマ美術



闘う戦士 [Guerrier combattant]



闘う戦士 [Guerrier combattant]



ミロのヴィーナス [Vénus de Milo]



ミロのヴィーナス [Vénus de Milo]



ミロのヴィーナス [Vénus de Milo]



ミロのヴィーナス [Vénus de Milo]



Intérieur



古代ギリシア・エトルリア・ローマ美術



古代ギリシア・エトルリア・ローマ美術



ミレトスのトルソー [Torso Miletus]



古代ギリシア・エトルリア・ローマ美術



古代ギリシア・エトルリア・ローマ美術



古代ギリシア・エトルリア・ローマ美術



ミケ ランジェロ・奴隷 [Michelangelo Buonarroti・Captif]



ミケ ランジェロ・奴隷 [Michelangelo Buonarroti・Captif]



ミケ ランジェロ・奴隷 [Michelangelo Buonarroti・Captif]



ミケ ランジェロ・奴隷 [Michelangelo Buonarroti・Captif]



Intérieur



Intérieur



サモトラケのニケ [Victoire de Samothrace]



サモトラケのニケ [Victoire de Samothrace]



サモトラケのニケ [Victoire de Samothrace]



サモトラケのニケ [Victoire de Samothrace]



Intérieur



レオナルド・ダ・ヴィンチ [Leonardo da Vinci]



レオナルド・ダ・ヴィンチ [Leonardo da Vinci]



モナ・リザ [La Joconde／Mona Lisa]



モナ・リザ [La Joconde／Mona Lisa]



モナ・リザ [La Joconde／Mona Lisa]



Intérieur



Intérieur



Intérieur



Intérieur



Intérieur



絵画 [Peintures]



絵画 [Peintures]



絵画 [Peintures]-注釈

絵画部門は13世紀から1848年に至るまでのヨーロッパ絵画のあらゆる流派を代表する作品群によって、ルーヴル美術館の百
科にわたる規模を反映しています。各々のコレクションの研究とその展示配置は、著名な専門家から成る12人の学芸員に委
ねられています。

（注釈はルーヴル美術館｜絵画：主要作品｜を引用、詳しくは以下サイトをご覧下さい）

ルーブル美術館｜作品｜コレクション＆部門｜絵画｜主要作品

http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/toutes_oeuvres.jspFOLDER%3C%3Efolder_
id=1408474395182004&CURRENT_LLV_DEP%3C%3Efolder_
id=1408474395182004&FOLDER%3C%3EbrowsePath=1408474395182004&bmLocale=ja_JP

ルーブル美術館

http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
ルーヴル美術館｜ヴァーチャルツアー

http://www.louvre.fr/llv/musee/visite_virtuelle.jsp?bmLocale=ja_JP
ルーブル美術館｜作品をもっと近くで！｜高画質で見るルーヴルの傑作集
http://musee.louvre.fr/zoom/index.html?culturename=en-US
メゾン・デ・ミュゼ・ド・フランス|ルーヴル見どころガイド
http://www.museesdefrance.org/museum/serialize/backnumber/0508/museum_0508.html
（注意：PDFおよびePubではリンクしていない場合があります）

http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/toutes_oeuvres.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=1408474395182004&CURRENT_LLV_DEP%3C%3Efolder_id=1408474395182004&FOLDER%3C%3EbrowsePath=1408474395182004&bmLocale=ja_JP
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
http://www.louvre.fr/llv/musee/visite_virtuelle.jsp?bmLocale=ja_JP
http://musee.louvre.fr/zoom/index.html?culturename=en-US
http://www.museesdefrance.org/museum/serialize/backnumber/0508/museum_0508.html


絵画 [Peintures]



絵画 [Peintures]



絵画 [Peintures]



ピラミッド [Louvre Pyramid]



Musée du Louvre-場所

Googleマップ・大きな地図で見る

ルーヴル美術館は、パリの中心部、セーヌ川の右岸に位置し、ルーヴル宮殿の大部分を占めている。その起源は12世紀末に
建造の始まったパリの街を守護するための要塞であり、時代の変遷とともにフランス王家の宮殿、そして美術館へと変貌を

遂げてきた。

1985年から1989年にかけて、ミッテラン政権下の「グラン・ルーヴル・プロジェ」（大ルーヴル計画）により大改築が行わ
れた。主に地下部分に増築を行い、大蔵省等ルーヴル宮殿内にあった政府機関を移転して新たなギャラリーとするとともに

、イオ・ミン・ペイ設計による、ガラスのピラミッドを中庭においてメインエントランスとし、その直下にインフォメーシ

ョン・カウンターと各ギャラリー・店舗・食堂へのアクセス可能な大ホール（ナポレオン・ホール）を有する、近代的な美

術館の面も持ち合わせるようになった。なお、美術館に直結する地下街にはやはりイオ・ミン・ペイの設計になる逆ピラミ

ッドが設置されている。

（注釈はwikipediaを引用、詳しくは以下サイトをご覧下さい）
http://ja.wikipedia.org/wiki/ルーヴル美術館
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musée_du_Louvre
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
フランスの美術館-博物館(Maison des Musées de France)最新情報-主な開館閉館情報-
http://www.museesdefrance.org/museum/news/openclose.html
ルーヴル美術館(Musée du Louvre)見どころガイド
http://www.museesdefrance.org/museum/serialize/backnumber/0508/museum_0508_2.html#top
フランスのミュゼに関する情報をマップにて一覧できます

http://www.museesdefrance.org/museemap/museemap_top.html
（注意：PDFおよびePubではリンクしていない場合があります）

http://maps.google.co.jp/maps?f=q&source=s_q&hl=ja&geocode=&q=Mus%C3%A9e+du+Louvre&aq=&sll=48.859449,2.337406&sspn=0.011138,0.018282&brcurrent=3,0x0:0x0,0&ie=UTF8&hq=Mus%C3%A9e+du+Louvre&z=15
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%83%AB%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
http://www.museesdefrance.org/museum/news/openclose.html
http://www.museesdefrance.org/museum/serialize/backnumber/0508/museum_0508_2.html#top
http://www.museesdefrance.org/museemap/museemap_top.html


テュイルリー宮殿・庭園 [Jardin des Tuileries]



テュイルリー宮殿・庭園 [Jardin des Tuileries]



カルーゼル広場 [Place du Carrousel]



ナポレオンの中庭 [Cour Napoléon]



ピラミッド [Louvre Pyramid]



ピラミッド [Louvre Pyramid]



ナポレオンホール [Hall Napoléon]



ナポレオンホール [Hall Napoléon]



ピラミッド [Louvre Pyramid]



インタラクティブマップ [Plan interactif]



インタラクティブマップ [Plan interactif]



ピラミッド [Louvre Pyramid]



Intérieur



Intérieur



Intérieur



Intérieur



模写風景 [reproduce a picture]



模写風景 [reproduce a picture]



Intérieur



古代オリエント美術 [Antiquités orientales]



古代ギリシア・エトルリア・ローマ美術



古代ギリシア・エトルリア・ローマ美術



Intérieur



フランス彫刻 [Richelieu・Marly et Puget]



フランス彫刻 [Richelieu・Marly et Puget]



ピュジェの中庭 [Cour Puget]



ピュジェの中庭 [Cour Puget]



ピュジェの中庭 [Cour Puget]



ピュジェの中庭 [Cour Puget]



マルリーの中庭 [Cour Marly]



マルリーの中庭 [Cour Marly]



マルリーの中庭 [Cour Marly]



マルリーの中庭 [Cour Marly]



マルリーの中庭 [Cour Marly]



マルリーの馬 [Marly horse]



マルリーの中庭 [Cour Marly]



フランス彫刻 [Richelieu・Marly et Puget]



フランス彫刻 [Richelieu・Marly et Puget]



Intérieur



Intérieur



Musée du Louvre


