
Kitchener Street

Haere mai – Welcome

 
from following your own nose to following this map. 
 
Fold out these pages to get started or, for a  
little extra help, chat to one of our friendly  
Gallery Assistants/Kaiārahi.

Entrance

Kitchener Street

Foyer

Shop

South 
Atrium

 

Papatū — Ground

Huarewa — Mezzanine

Cover 
 
Diego Rivera Calla Lilly Vendor (detail) 
1943, The Vergel Foundation and 
MondoMostre in collaboration with 
the Instituto Nacional de Bellas  
Artes y Literatura (INBAL). Photo  
by Gerardo Suter.

       Forecourt pool  
 
Discover Māori legend and shimmering 
beauty in artist Reuben Paterson’s crystal 
waka that casts a glittering galaxy of stars 
across our forecourt pool.  
 
 
 

       New Zealand and international art  
 
A love letter to the city’s public art 
collection, take a deep dive through this 
exhibition that blends historical with 
contemporary. From portraits to pop art, it 
includes the remarkable portraits of Māori 
rangatira painted in oils by 19th-century 
artists, Goldie and Lindauer.   

       New Zealand contemporary art  
 
Head to our South Atrium to see the latest 
in a series of commissioned projects by 
local artists.  
 
 

        Creative Learning Centre  
 
Art is all about expressing yourself. 
Bring the tamariki and try your hand at 
new materials and ideas, as you journey 
through your imagination. 
 
 
 

        Contemporary art  
 
Encounter regularly changing mahi 
toi, performances and site-specific 
responses in the vast expanse of our 
North Atrium. 
 
 
 

        Archive display  
 
Sketches, notebooks, photos and 
personal letters – all can be found in this 
display from our archives. 
 
 
 

        International historic art  
 
Look anew at the sensual images 
acquired by Victorian-era collectors 
and consider the changing attitudes to 
gender and sexuality today.  
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フォアコート プール

ニュージーランドの 
現代アート

ニュージーランドと 
世界のアート

クリエイティブ  
ラーニング センター

 
世界の伝統美術

アーカイブ展示

 
現代アート

E H McCormick 
リサーチ ライブラリー

ホワイエ

出入口

サウス　 
アトリウム

        クリエイティブ ラーニング センター 
 
アートとは自分を表現することです。タマリキ 

（子ども）と一緒に新しい素材やアイデアを
駆使し、想像の世界を広げてみませんか。 
 
 
 

        現代アート  
 
広々としたノース・アトリウムの展示は定期
的に入れ替わっています。マヒ・トイ（レジデン
ス・アーティスト）やパフォーマンス、サイトスペ
シフィックなど、何が見られるかお楽しみに。 
 
 
 

        アーカイブ展示  
 
スケッチ、ノート、写真、個人的な手紙など、 
当館の所蔵品から展示しています。 
 
 
 
 

        世界の伝統美術  
 
ジェンダーやセクシュアリティとの向き合い方
は時代とともに変遷してきました。ヴィクトリ
ア朝時代のコレクターが収集した官能的な作
品を改めて見てみると、考えるきっかけになる
かも知れません。 
 
 

M階（メザニン）

G階（グランドフロア）

       フォアコート プール 
 
アーティスト、ルーベン・パターソンの作品クリスタル・ワカ 

（カヌー）は、きらめく星の銀河とマオリの伝説をフォアコー
ト・プールに投影しています。 
 
 
 
 

       ニュージーランドと世界のアート  
 
肖像画からポップアートまで、歴史と現代が融合した多彩 
な公共コレクションが並んでいます。19世紀の画家、ゴール
ディやリンダウアーが描いたマオリのランガティラ（族長）の
油彩もあります。  
 
 
 

       ニュージーランドの現代アート  
 
サウスアトリウムでは、地元アーティストに依頼したプロジェ
クトの最新作を展示しています。 
 
 

ようこそ、オークランド美術館へ。当館には特に決まった順路はありません。気になる方へ進んでみたり、このマップを 
参照したりしながらお楽しみください。何かご質問等ございましたら、係（アシスタント/カイアラヒ）にお声かけください。

館内マップ

リフト  ベビー用更衣室 クローク お手洗い インフォメーション チケットが必要です 

ショップ



 

 

 

 

   

 ロビン・ホワイト： 
テ・ファナケタンガ｜何かがここで起きている

フリーダ・カーロとディエゴ・リベラ：
現代メキシコのアート＆ライフ

ノース 
テラス

現代アート

カフェ

イースト テラス

設備とサービス ご来館の皆様にお願い

写真を撮る場合はフラッシュを使わないでください。 
撮った写真をシェアする際は #aucklandartgallery で 
タグ付けを。

リュック、バッグ、傘などはクローク（無料）に預けてください。

カイ（食べ物）や飲み物は持ち込まないでください。

目で楽しみ、タオンガ（宝物）には手を触れないでください。

ここはすべてのファナウ（家族）を歓迎し、安全に過ごして 
いただく場所です。思いやりを忘れずに。何か問題点など 
ございましたら、係にお伝えください。

       彫刻のテラス 
 
屋外スペースに出て、すぐ近くから、そして 
様々な角度から作品を鑑賞することがで
きます。 
 
 
 

       現代アート 
 
1970年代から今日までの住居建築に、アー
ティストはどう応じてきたのでしょうか。 

「家」という素材と心理に取り組んだ作品を
探ってみてください。 
 
 

1階

2階

       フリーダ・カーロとディエゴ・リベラ 
       1月22日まで 
 
文化界でも代表的な存在に迫ってみません
か。フリーダ・カーロの絵画、夫であるディエ
ゴ・リベラの作品、そして彼らと交流のあっ
た著名な芸術家たちを通して、アートと愛、
人生にまつわるすばらしい物語をご紹介し
ています。

       ロビン・ホワイト  
       1月30日まで 
 
ニュージーランドでも特に名高いアーティス
ト、ロビン・ホワイトの作品はとても見応えが
あります。ファナウ（家族）、友人、風景、家な
どを題材にした自伝的な展示です。 
 

       テートからの光：1700年代から今に至るまで  
       2月25日（土）より 
 
このフロアでは、光の魔法と美にフォーカスした展示が公開されます。 油彩画、銅版画から、 
大掛かりな蛍光灯の彫刻、部屋いっぱいの没入型インスタレーションまで、光を追求した作品
が集まります。光が芸術家に与える永遠の影響力が浮かび上がってくるでしょう。

最大限にお楽しみいただくために  
より充実した体験にする方法はたくさん
あります。詳しくは係（アシスタント/カイ
アラヒ）に問い合わせるか、ウェブサイト 
aucklandartgallery.comをご覧ください。

ショップ  
タマリキ（子ども）のおみやげやお買い物 
用のバッグを買ったり、出展アーティストの 
サポートとして商品を購入したりできます。

カフェ 
プク（お腹）にカイ（食べ物）を入れたくなっ
たら、館内1階のカフェへ。コーヒーや紅茶 
を飲みながらひと休みしたい時にもどうぞ。
お腹を空かせたファナウ（家族）のために、 
様々な食べ物や飲み物をご用意しています。

メンバー募集中  
私たちと一緒に、アートと人々をつなぐアロハ

（愛）ある活動をサポートしませんか。 
メンバーになると、アートやアーティストに親
しむ会員限定イベントに参加したり、カフェ
やショップでお得に買い物できたりします。 
クリエイティブなコミュニティを支援すること
が励みになるでしょう。

記載の情報は印刷時点のものです。最新の
情報については係にお問い合わせください。 
 


