北
ツアーの
開始時間
の出発地点

East Walk: 邸宅見学ツアー
 MOUNTAINTOP MUSEUM
「
SHOP」
（丘の頂上の売店）
では各種書籍やジェファソン
にちなんだ土産物などを幅広
く取り扱っています。冷たい飲
み物やスナックもあります。

詳

してください。
見学ツアーに遅れないように、入場
rg
券に印刷されている時刻の15分前までにビジター
.o
lo
センター発のシャトルバスにご乗車ください。
el
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on い 。
m
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w
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ご
を

シャトル バスのバス停
ビジター センター行き/発

ツアーの
開始時

細

丘の頂上に到着したら、入場券に印刷
されている時刻の5分前までに邸
宅前のEastWalkに集合して
ください。
は

シャトル バスは5～10分間隔
でビジターセンターと丘の頂上
のバス停、
ジェファソンの墓の間
を運行しています。

邸宅内の見学は、入場券に印刷されている時刻に開始

モンティチェロ敷地内での写真およびビデオの撮影は、個人
での使用のみを目的に認められています。邸宅内は写真もビ
デオも撮影禁止です。

モンティチェロでの奴隷の
生活の見学ツアーの出発地点
北側貯蔵室通路

バックパックや大きな荷物は、体の前にかつぐか手に下げるように
してください。

NORTH CELLAR
PASSAGE

トイレ

小さなお子様連れの方は、順番に邸宅内を見学されるようご協力
お願いします。
ベビーカーは無料で貸し出しています。
南側貯蔵室通路

SOUTH CELLAR
PASSAGE

ぶどう畑

邸宅内の見学エチケット

VINEYARD

ベリー畑

リーヴィ
ーの墓

BERRY
SQUARES

ガーデン
パビリオン

北側パビリオン
とテラス

ツアーの
開始時間

(モンティチェロでの
奴隷制度についての
見学ツアー):モンティチェロ大農園で奴
隷として住み、働いた人々の体験に焦点
を当てた、屋外ガイド付きツアーです。

の出発地点

トイレ

LEVY
GRAVESITE

45 分間。4 月 1 日～10 月 31日。

NORTH PAVILION
AND TERRACE

南側パビリオン
とテラス

菜園や敷地の見学ツアー

SOUTH PAVILION
AND TERRACE

GARDEN
PAVILION

西側芝生エリア

Slavery at
Monticello Tour

WEST LAWN

ぶどう畑

菜園

VINEYARD

花の散歩道

VEGETABLE
GARDEN

45 分間。4 月 1 日～10 月 31日。

FLOWER WALK

桑の並木

Gardens and Grounds Tour
(菜園や敷地の見学ツアー): 
復元された数々の美しい花壇
や菜園、木立、果樹園を見て回
り、
ジェファソンが生涯を通じて取り組
んだ園芸や植物学、農業を見学します。

MULBERRY
ROW

木立

指物工房
の煙突

南側果樹園

JOINERY
CHIMNEY

SOUTH
ORCHARD

GROVE

2 種類のガイド付きツアー
があります。
ツアー料金は一
般入場料に含まれています。

「ジェファソンの墓」
とトーマス･ジェファ
ソンの子孫が所有する一族の墓地まで
は、徒歩かシャトルバスで行きます。

「ジェファソンの墓」
と
「駐車場」
に通じる小道

見学ツアーのご案内

モンティチェロの丘の頂上の
邸宅、菜園、敷地

Japanese • 日本語

トーマス・ジェファソン ビジター センター
& スミス エデュケーション センター
案内所
「CHARLOTTESVILLE

VISITOR INFO KIOSK」

(シャーロッツビル
ビジター キオスク）

「ROBERT H. AND CLARICE
SMITH GALLERY (ロバート H.

& クラリス･スミス ギャラリー)」
(下のリスト参照)。

パビリオン「ROBERT H. AND

CLARICE SMITH WOODLAND
PAVILION」(ロバート・H & クラリス・

スミス ウッドランド パビリオン）

「ジェファソンの墓」( 15 分)
と
「モンティチェロ」(25 分)
までの遊歩道
モンティチェロ行きの
シャトル
バス発着所
( 10 分)

「 CAFÉ 」ではサンドイッ
チやサラダ、ペストリー、
お子様向けのメニューや
温かい飲み物、冷たい飲
み物をご用意しています。
休憩などにお立ち寄りく
ださい。

劇場 (中庭レベル)
「HOWARD AND ABBY
MILSTEIN THEATER」
(ハワード & アビー・
ミルステイン劇場）
施設利用案内・受付パビリオン
「DOMINION WELCOME
PAVILION」
（ドミニオン
ウェルカム パビリオン）

体験センター
「GRIFFIN
DISCOVERY
ROOM」

（グリフィン
ディスカバリー
ルーム）
HUNTER SMITH

教育センター
「CARL AND

EDUCATION
CENTER」
（カール
& ハンター・スミス

団体客受付
体の不自由な方
専用の入り口

ビジターセンターから道を下ったところに
「AFRICAN AMERICAN GRAVEYARD
(アフリカ系アメリカ人の墓地)」
があります。

ジェファソンについて学べます。

見学パンフレット

モンティチェロ大
農園の模型

売店「MUSEUM SHOP」
では各種書
籍やジェファソンにちなんだ土産
物などを幅広く取り扱っています。

遊歩道「SAUNDERS-MONTICELLO TRAIL」
（サンダース ー モンティチェロ トレイル）

偉大なる天才

駐車場

中庭レベルにある劇場
「HOWARD AND ABBY
では15
MILSTEIN THEATER」
分間の映画『ThomasJefferson’s
World(トーマス･ジェファソンの世
界)』
を放映しています。

エデュケーション
センター）

「GRIFFIN DISCOVERY ROOM」
(グリフィン ディスカバリー ルーム）
では、体験型のアクティビティなどを通じ
てジェファソンの一生について学ぶこと
ができます。モンティチェロの邸宅や大
農園の復元などのアクティビティがあり、
お子様をはじめどなたでも楽しく参加で
きます。

ギャラリー「Robert H. and Clarice Smith Gallery 」(ロバート H. & クラリス･スミス ギャラリー)
 Monticello as Experiment:
「
「Thomas Jefferson and ‘the
（実験としての
Boisterous Sea of Liberty’」
‘To Try All Things’」
(トーマス・ジェファソンと
「活気に満ち モンティチェロ ー すべてを試してみる）
た自由の海」
)では、壁いっぱいに展示
では、
ジェファソンが
「有益な知識」
は生活の
された液晶スクリーンを通じて、
ジェフ
効率と利便性を向上させるという自らの信念
ァソンの中核となっている自由思想の
の研究実験場所として、
どのようにモンティチ
展開と現在にいたるその影響について
ェロを利用したかを探索することができます。
の解説ががLCD平面パネルと7つの
「Making Monticello: Jefferson’s
双方向のタッチスクリーンで見ること
(モンティチェロ
‘Essay in Architecture’」
ができます。
邸宅の建設 ― ジェファソンの書いた
「The Words of Thomas
建築についてのエッセイから学ぶ）
では、
ア
（トーマス・ジェファソンの メリカ建築史を代表する建築物として広く認
Jefferson 」
識されているモンティチェロ邸宅の建設の発
言葉）
では、革新的なディスプレイに映
写されるイメージを通じて、
ジェファソン 端や工事、40年間におよぶ再設計、増築が
紹介されています。
の考えを学ぶことができます。

駐車場

アメリカ革命の理論を提唱したトーマス･ジェファソン(1743～1826)
は、独立宣言の起草者です。 宣言に掲げられた
「人間は皆、平等」
であり
「生きる権利、
自由でいる権利、幸福を追求する権利」
がある
という理念をもとに、
アメリカは自治政府と個人の自由の基盤を確
立しました。 1776 年のジェファソンの言葉は今なお世界中の人々
の心に深く響きます。
宣言起草後の33年間、
ジェファソンはバージニア邦議会と連邦議
会の議員、バージニア邦知事、駐フランス公使、国務長官、副大統
領、大統領 (1801 年～1809 年)として公職を務めました。大統領
時代の重要な功績としてはルイジアナ買収とルイス･クラーク探検
が挙げられます。
ジェファソンは、
モンティチェロをあらゆる側面から設計し、40 年の
歳月をかけてその建物の建設や修正、造園を行いました。今日モン
ティチェロは、代表的な建築物であり世界遺産地にも指定されてい
ます。
ジェファソンは人類の置かれている状況は人間の理性と知識によ
って改善されるものだという信念を持ち、 科学も学び芸術の
「愛好
者」
として、
アメリカの公共建築に影響を与えた。
また、
そのほんの数
例としては、園芸、民族誌、古生物学、考古学、天文学などへの貢献
なども挙げられます。
ジェファソンは、
公職を離れたあとには、
バージ
ニア大学を設計・設立しました。

情報交換
Thomas Jefferson’s
Monticello

@TJMonticello

monticello.org
1923 年設立の 501(c)(3) 非営利組織モンティチェロは保存と教育の
2 つの目的を掲げていますが、連邦政府および州政府からその運営に対す
る助成金は受けていません。

ユネスコ世界遺産地

monticello.org

「MOUNTAINTOP MUSEUM
SHOP」
（丘の頂上の売店）
では各種書籍やジェファソン
にちなんだ土産物などを幅広
く取り扱っています。冷たい飲
み物やスナックもあります。

ツアーの
開始時間
の出発地点

East Walk: 邸宅見学ツアー

北

詳

細

丘の頂上に到着したら、入場券に印刷
されている時刻の5分前までに邸
宅前のEastWalkに集合して
ください。
は

 ャトル バスは5～10分間隔
シ
でビジターセンターと丘の頂上
のバス停、
ジェファソンの墓の間
を運行しています。
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邸宅内の見学は、入場券に印刷されている時刻に開始
してください。見学ツアーに遅れないように、入場
rg
券に印刷されている時刻の15分前までにビジター
.o
o
l
センター発のシャトルバスにご乗車ください。
el

シャトル バスのバス停
ビジター センター行き/発

ツアーの
開始時

モンティチェロ敷地内での写真およびビデオの撮影は、個人
での使用のみを目的に認められています。邸宅内は写真もビ
デオも撮影禁止です。

モンティチェロでの奴隷の
生活の見学ツアーの出発地点
北側貯蔵室通路
NORTH CELLAR
PASSAGE

トイレ

バックパックや大きな荷物は、体の前にかつぐか手に下げるように
してください。
小さなお子様連れの方は、順番に邸宅内を見学されるようご協力
お願いします。ベビーカーは無料で貸し出しています。

南側貯蔵室通路

SOUTH CELLAR
PASSAGE

ぶどう畑

VINEYARD

ベリー畑

ツアーの
開始時間

リーヴィ
ーの墓

BERRY
SQUARES

ガーデン
パビリオン

トイレ

LEVY
GRAVESITE

北側パビリオン
とテラス

NORTH PAVILION
AND TERRACE

の出発地点

南側パビリオン
とテラス

菜園や敷地の見学ツアー

SOUTH PAVILION
AND TERRACE

GARDEN
PAVILION

西側芝生エリア
WEST LAWN

ぶどう畑

花の散歩道

菜園

VINEYARD

FLOWER WALK

桑の並木

VEGETABLE
GARDEN

MULBERRY
ROW

木立

指物工房
の煙突

南側果樹園

GROVE

JOINERY
CHIMNEY

SOUTH
ORCHARD

邸宅内の見学エチケット
45 分間。4 月 1 日～10 月 31日。

(モンティチェロでの
奴隷制度についての
見学ツアー):モンティチェロ大農園で奴
隷として住み、働いた人々の体験に焦点
を当てた、屋外ガイド付きツアーです。
Slavery at
Monticello Tour

45 分間。4 月 1 日～10 月 31日。

 ardens and Grounds Tour
G
(菜園や敷地の見学ツアー): 
復元された数々の美しい花壇
や菜園、木立、果樹園を見て回
り、
ジェファソンが生涯を通じて取り組
んだ園芸や植物学、農業を見学します。
2 種類のガイド付きツアー
があります。
ツアー料金は一
般入場料に含まれています。

「ジェファソンの墓」
とトーマス･ジェファ
ソンの子孫が所有する一族の墓地まで
は、徒歩かシャトルバスで行きます。

「ジェファソンの墓」
と
「駐車場」
に通じる小道

見学ツアーのご案内

モンティチェロの丘の頂上の
邸宅、菜園、敷地

Japanese • 日本語

トーマス・ジェファソン ビジター センター
& スミス エデュケーション センター
案内所
「CHARLOTTESVILLE

VISITOR INFO KIOSK」

(シャーロッツビル
ビジター キオスク）

「ROBERT H. AND CLARICE
SMITH GALLERY (ロバート H.

& クラリス･スミス ギャラリー)」
(下のリスト参照)。

「ジェファソンの墓」( 15 分)
と
「モンティチェロ」(25 分)
までの遊歩道
モンティチェロ行きの
シャトル
バス発着所
( 10 分)

パビリオン「ROBERT H. AND
CLARICE SMITH WOODLAND

偉大なる天才

PAVILION」(ロバート・H & クラリス・ 「 CAFÉ 」
ではサンドイッ
スミス ウッドランド パビリオン）
チやサラダ、ペストリー、
お子様向けのメニューや
温かい飲み物、冷たい飲
み物をご用意しています。
休憩などにお立ち寄りく
ださい。

ジェファソンについて学べます。

見学パンフレット

モンティチェロ大
農園の模型

売店「MUSEUM SHOP」
では各種書
籍やジェファソンにちなんだ土産
物などを幅広く取り扱っています。

劇場 (中庭レベル)
「HOWARD AND ABBY
MILSTEIN THEATER」
(ハワード & アビー・
ミルステイン劇場）

施設利用案内・受付パビリオン
「DOMINION WELCOME
PAVILION」
（ドミニオン
ウェルカム パビリオン）

駐車場

アメリカ革命の理論を提唱したトーマス･ジェファソン(1743～1826)
は、独立宣言の起草者です。 宣言に掲げられた
「人間は皆、平等」
であり
「生きる権利、
自由でいる権利、幸福を追求する権利」
がある
という理念をもとに、
アメリカは自治政府と個人の自由の基盤を確
立しました。 1776 年のジェファソンの言葉は今なお世界中の人々
の心に深く響きます。

体験センター
「GRIFFIN
DISCOVERY

教育センター

「CARL AND
HUNTER SMITH
EDUCATION

団体客受付
体の不自由な方
専用の入り口
遊歩道「SAUNDERS-MONTICELLO TRAIL」
（サンダース ー モンティチェロ トレイル）

ビジターセンターから道を下ったところに
「AFRICAN AMERICAN GRAVEYARD
(アフリカ系アメリカ人の墓地)」
があります。

中庭レベルにある劇場
「HOWARD AND ABBY
では15
MILSTEIN THEATER」
分間の映画『ThomasJefferson’s
World(トーマス･ジェファソンの世
界)』
を放映しています。

CENTER」
（カール
& ハンター・スミス
エデュケーション
センター）

ROOM」
（グリフィン
ディスカバリー
ルーム）

宣言起草後の33年間、
ジェファソンはバージニア邦議会と連邦議
会の議員、バージニア邦知事、駐フランス公使、国務長官、副大統
領、大統領 (1801 年～1809 年)として公職を務めました。大統領
時代の重要な功績としてはルイジアナ買収とルイス･クラーク探検
が挙げられます。

駐車場

「GRIFFIN DISCOVERY ROOM」
(グリフィン ディスカバリー ルーム）
では、体験型のアクティビティなどを通じ
てジェファソンの一生について学ぶこと
ができます。モンティチェロの邸宅や大
農園の復元などのアクティビティがあり、
お子様をはじめどなたでも楽しく参加で
きます。

ジェファソンは、
モンティチェロをあらゆる側面から設計し、40 年の
歳月をかけてその建物の建設や修正、造園を行いました。今日モン
ティチェロは、代表的な建築物であり世界遺産地にも指定されてい
ます。
ジェファソンは人類の置かれている状況は人間の理性と知識によ
って改善されるものだという信念を持ち、 科学も学び芸術の
「愛好
者」
として、
アメリカの公共建築に影響を与えた。
また、
そのほんの数
例としては、園芸、民族誌、古生物学、考古学、天文学などへの貢献
なども挙げられます。
ジェファソンは、
公職を離れたあとには、
バージ
ニア大学を設計・設立しました。

ギャラリー「 Robert H. and Clarice Smith Gallery 」(ロバート H. & クラリス･スミス ギャラリー)
 Monticello as Experiment:
「
「Thomas Jefferson and ‘the
（実験としての
Boisterous Sea of Liberty’」
‘To Try All Things’」
(トーマス・ジェファソンと
「活気に満ち モンティチェロ ー すべてを試してみる）
た自由の海」)では、壁いっぱいに展示
では、
ジェファソンが
「有益な知識」
は生活の
された液晶スクリーンを通じて、
ジェフ
効率と利便性を向上させるという自らの信念
ァソンの中核となっている自由思想の
の研究実験場所として、
どのようにモンティチ
展開と現在にいたるその影響について
ェロを利用したかを探索することができます。
の解説ががLCD平面パネルと7つの
双方向のタッチスクリーンで見ること
ができます。
「The Words of Thomas
（トーマス・ジェファソンの
Jefferson 」
言葉）
では、革新的なディスプレイに映
写されるイメージを通じて、
ジェファソン
の考えを学ぶことができます。

情報交換

「Making Monticello: Jefferson’s
(モンティチェロ
‘Essay in Architecture’」
邸宅の建設 ― ジェファソンの書いた
建築についてのエッセイから学ぶ）
では、
ア
メリカ建築史を代表する建築物として広く認
識されているモンティチェロ邸宅の建設の発
端や工事、40年間におよぶ再設計、増築が
紹介されています。

Thomas Jefferson’s
Monticello

@TJMonticello

monticello.org
1923 年設立の 501(c)(3) 非営利組織モンティチェロは保存と教育の
2 つの目的を掲げていますが、連邦政府および州政府からその運営に対す
る助成金は受けていません。

ユネスコ世界遺産地

monticello.org

モンティチェロ
邸宅内部の家具と調度品
玄関ホール

ジェファソンの生存中にモンティチェロを来訪したとした
ら、
2 階分の高さのあるこの玄関ホールで奴隷の執事バ
ーウェル･コルベールか下男に迎えられたことでしょう。
玄関ホールには、
ジェファソン大統領がルイス=
クラーク探検隊を太平洋に送った際にメリウェ
ザー･ルイスとウィリアム･クラークに贈ったとされるアメリ
カ先 住 人のオブ
ジェが 展 示され
ています。これら
のオブジェは、ヨ
ーロッパの芸術品
をはじめバージニ
ア州や既知の大陸
の地図、北米に
生息する動物や
絶滅した動物の骨、化石、
角、
皮などに並ぶジェファソンの
コレクションの一部です。
 大
時計は時間だけでなく曜日も
表示します。


サウス スクエア ルーム

この小さな部屋は、
1階に設けられたジェファソン家族専用の唯一の
部屋です。ジェファソンの引退後、長女マーサ･ジェファソン･ランドル
フが大勢の家族と一緒にモンティチェロに住んでいましたが、
この部
屋はその当時、彼女が居室あるいは仕事場、子供達の勉強部屋とし
て使用していたものです。 彼女は、大農園や邸宅内の家政婦や料理
人、
召使、保育士、給仕、門番など、奴隷として労働を提供
したおよそ 15 人の仕事ぶりをこの部屋から監督して
いました。
 壁にはジェファソン家族のシルエット画像
の絵がかかっています。ジェファソンの妻マーサ･ウ
ェイルズ･スケルトンは 1782 年に 33 歳で他界
しました。
ジェファソンは彼女との結婚生活を
「波
瀾のなかった幸福な 10 年間」
と述べ、彼女の他
界後、再婚しませんでした。二人の間には6人の子
どもがいましたが、
そのうちマーサとメアリー
だけが成人するまで生存しました。メアリ
ー･ジェファソン･エップスは難産のため
1804 年に他界しましたが、
マーサと
11 人の子どもは 1806 年から 1826
までモンティチェロで生活しました。


書庫

書斎と寝室

ジェファソンは、
この書庫をはじめ自身
のアパートやスイートに合計 6,700 冊
もの蔵書を所有していました。
1812年
戦争で、
イギリス軍が米国首都ワシント
ン DC を焼き払った際、
議会図書館は
首都ととも焼失してしまいました。
1815
年、多大な負債を抱えたジェファソンは
自らの蔵書を国家に売却しました。
このときの蔵書が現在の議会図書
館が所蔵する蔵書の中核となっています。
 売却後間もなく、
ジェファソ
ンはジョン･アダムズへの手紙で
「本なしでは生きられない」
ことを打ち
明け、
本の購入を再開しました。
 ジェファソンの死後、
蔵書の多くは邸
宅や調度品、奴隷として働いた人々とともに負債返済のために売却さ
れました。モンティチェロに残されていた彼のオリジナル蔵書で現存す
るものは、
ほんのわずかです。 ここに所蔵されているその他の蔵書は、
題名、
エディションともにオリジナル
と同じものです。 民主主義の存続
には、市民が教養を身につけるこ
とが不可欠であるという強い信念
を持っていたジェファソンは、
そうい
う市民を養成するため、
1817 年
にバージニア大学を設立しました。

ジェファソンは、私室や
書斎で読書や執筆をし
ながら毎日を過ごしまし
た。
彼の机の上には2本 ジェファソンのポリグラフ
のペンが付いたポリグラ (手紙複写機)
バージニア大学から無料提供
フ (複写機) が置かれて
います。
 このポリグラフは、
片方のペンで書くともうひとつの片方のペン
で複写されるという仕組みになっています。
 ジェファソンが生涯に書い
たおよそ1万9,000通の手紙のほぼすべてが複写で残されています。

彼のベッドは私室と寝室の間の窪
んだスペースに置かれています。 こ
れは、
フランスから持ち帰った場所
を取らない設計です。 そのすぐ上
は、高さがあり通気性に優れた衣
服の収納庫となっており、ベッドの
頭の部分にある扉から梯子で行け
る仕組みとなっています。
 ジェファ
ソンは、議会が独立宣言を受け入
れたちょうど 50 年後の 1826 年
7月4日にこの部屋で亡くなりまし
た。
第2代アメリカ大統領でありジ
ェファソンの政敵および友人でも
あったジョン･アダムズもマサチ
ューセッツ州で同じ日に亡くな
りました。
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トーマス･ジェファソンの胸像 (1789 年、
フランス人彫刻家ジーン=アントワーヌ・オードン作)
ギルダー･ラーマン コレクションの寄贈
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収納庫
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ジェファソンの家族は、来訪
客のもてなしにこの応接間を
使用しました。床が寄木細工
となった優雅なこの部屋で、
来訪客との会話や読書、
ゲー
ム、楽器の演奏などが行われ
ました。
 部屋には、
ジェファソ
ンがフランスから持ち帰った
調度品やモンティチェロの指
物工房でつくられたものが置
かれています。
壁には、新世界の航海士や探検家、国家に献身した愛国者や政治
家、
そしてジェファソンが
「世界が生んだ中でも最も偉大な 3 人」
と
呼んだフランシス･ビーコン (実証的研究を提唱)、
アイザック･ニュ
ートン (物理法則を明確に論じた)、
ジョン･ロック (社会契約として
の政治思想を提唱) の肖像画が飾られています。
また、
見た目に強
烈な印象のある聖書のシーンを描いた絵画も飾られています。

ダイニング ルーム
とティー ルーム

ジェファソン家族と来訪客の食事は、
当
時アメリカの主流であった 1 日 2 食
で、
朝食は朝の 8 時頃、
夕食は午後 4
時頃に供されました。 テーブルはその
時々の人数によって配置され、 使用し
ないときは、折りたたんで壁に立て掛け
ていました。 ティー ルームは夕食後に
ワインやお茶などを楽しむ快適な空間
として使用されました。 ジェファソン引退後、食事の準備は、奴隷で
あった料理人エディス･フォセットとフランシス･ハーンが邸宅の貯
蔵室にある調理室で行いました。
ダイニングルームでの給仕は、
執
事のバーウェル･コルベールとその手伝いの若い男性の給仕たちが
行いました。
 モンティチェロでの食事は、
バージニア州大農園の水
準よりも多様で、
イギリス植民地とアフリカ系アメリカ人の伝統にフ
ランスの影響を取り入れたものでした。

ノース オクタゴナル ルーム

STORAGE
CELLAR

この部屋は、
第4代アメリカ大統領ジェームズ･マディスンとその名
声高き妻ドリーが来訪した際に寝室として頻繁に使用しました。マ
ディスンはジェファソンにとって親しい友人であるとともに重要な支
持者でもありました。
マディスンの私有地モンペリエはモンティチェ
ロからおよそ 50キロのところにあり、
それは当時の交通事情では1
日がかりの距離でした。

貯蔵庫

地下は、モンティチェロの家事労働の様子を展示した CROSSROADS 展 示場となっています。

リーヴィ一族による管理

モンティチェロ
連結構造、菜園、敷地
連結構造

大農園

大農園は、
いくつかの小農地に分割され、住み込みの監督者が奴
隷として働いた男性、女性、
そして子供達の労働を指揮しました。
奴
隷のほとんどはジェファソンが相続したものでした。生涯の大半にお
いて、
およそ200人の奴隷を所有していましたが、
その3分の2はモ
ンティチェロで、残り3分の1はベッドフォード郡のポプラフォレストに
所属していました。
主要な換金作物として最初はタバコを
南側
栽培していましたが 1790 年代に小麦に切り替えました。
パビリオン
貯蔵室

MULBERRY ROW

乳製品
製作･
貯蔵所

燻製所

北側テラスとパビリオン

モンティチェロにある2つのテラスのうちのひ
とつ北側テラスは一段高くなっており、
「公共
のテラス」
として知られ、来訪客たちが「夜や
雨の日の散歩道」
として利用しました。このテ ワイン貯蔵庫
ラスの下は、奴隷として働いた人々が、邸宅の
維持に欠かせない家事労働を行っていた空間です。 このテラスの端
には 1808 年に完成された北側パビリオンがあります。
このパビリオ
ンは、
トーマス･ジェファソンの娘婿トーマス･マン･ランドルフが書斎と
して時折り使用することがありました。

南側テラス
とパビリオン

このテラスはジェファソン自身
と家族専用のテラスで、丘の
頂上にそびえる最初の建物、
南側パビリオンにつながって
います。
 ジェファソンは
モンティチェロ建設第
一期の 1770 年 11
月 からここで生活しま
した。彼と妻のマーサの
新婚生活は、1772年に
このパビリオンの上階で
始まりました。


料理人
の部屋

調理室

(桑の並木)

桑の木が並ぶ Mullberry Row は、
1770 年からジェ
ファソンが他界した 1826 年までモンティチェロの農
作業の中心となる場所でした。桑の木陰は、奴隷労働
者や自由労働者、契約労働者の生活と仕事の場でし
た。Mulberry Rowは歳月とともに変化
し、
モンティチェロのさまざまな建設ニー
ズとジェファソンの家プロジェクトと製造
プロジェクトに対応するようになりました。
1726 年当時は 23もの建物があり
ましたが、 そのほとんどが木造建
築であったため、ほんのわず
かしか現存していません。

奴隷の居住の場

ジェファソンが手掛けたモンティチェロの
設計で非常に印象深いのは、建物が「連
結構造」
になっている、
つまりさまざまな家
事労働が行われた各部屋が屋外に出る
必要なく行き来できることです。
 邸宅内の
公共空間からは見えませんが、 調理室と
燻製所、乳製品製作･貯蔵所、製氷室、厩
舎のある 2 つの棟が貯蔵室の階で全天
候型通路によって連結されています。この
通路に沿って、食物や飲み物、薪などの貯
蔵 室 が 並んでい
調理室のコンロと暖炉 ます。
 連結構造
となったこの通路
は、大農園と邸宅内の労働力，奴隷として扱
われたアフリカ系アメリカ人とジェファソン家
族のメンバーが交差する場でもありました。

連結された南側の棟は 1809 年に完成。

応接間

上: Mulberry Row
で発掘された陶器の破片

貯蔵庫

ビール
貯蔵庫

収納庫

花畑

ジェファソンは1808年までに、邸宅の四隅に楕円形の
花壇を20完成させ、西側芝生エリアは花で縁取られた
小石敷きの通路で囲みました。この花の散歩道は曲がり
くねった設計となっており、
楕円形の花壇がへびがくねったよ
うに配置されています。
これは、
ジェファソンが
「7つの芸術の
ひとつ」
と見なす領域、
造園への興味を反映したものです。

植樹

ジェファソンは植物を好みましたが、
中でも植樹に特に熱
心でした。 邸宅脇の美しい植え込みから、
周囲に設けら
れた桑やアメリカサイカチなどの散歩道まで、
160 種もの
植樹について文書に記しました。
 ジェファソンはこうした
植樹をよく来訪客に見せて回り、
ある人はこれを彼の
「ペ
ット植物」
と言い表しました。

温室

ジェファソンは、書庫に隣接する温室で花をはじめオレン
ジの木などの香りの高い植物を育てました。 園芸道具や
作業ベンチもそこに収納し、
ペットのマネシツグミの鳥小
屋もそこに設置されていたと言われています。 温室
に隣接して 2 つの屋外ポーチがあります。
ポーチに
は可動性のシャッターが取り付けられており採光量
が制御できるようになってい
ワイン
ます。
貯蔵庫

厩舎

馬小屋

CROSSROADS

クロスローズ
展示場

製氷室

連結棟の歴史的計画
北通用口

ジェファソンが
「ガーデン」
というと、
それは丘の南東側の斜面にある
「菜園」
を意味しました。
 家族の食卓にのぼる作物をつくっただけ
でなく、
99種の野菜やハーブなどのバラエティを330も育てた研
究の場でもありました。 これはアメリカでも今までにない画期的な
もので、
ジェファソンの園芸活動の中でも最も素晴らしい功績とな
っています。
 今日、
この菜園はジ
ェファソン時代と 19 世紀の野
菜種の種子バンクとして機能して
います。

ジェファソンの墓

サリー･へミングス

へミングス一族のひとりサリー･へミングス (1773～1835) はモン
ティチェロの奴隷の召使でした。 1998 年の DNA テストの結果、
ジェフ
ァソン一族とへミングス一族の間に遺伝的なつながりが確認されました。
科学的証拠や統計的証拠、現存する文書、言い伝え
に基づき、妻の死後にできた、
サリー･へミングスの四
人の子ども (ビバリー、
ハリエット、
マディスン、
エスト
ン)の父親はトーマス･ジェファソンであったということ
が今ではモンティチェロやその他の歴史学者の定説と
なっています。 詳細はウェブサイト monticello.org
をご覧ください。
Mulberry Row にある奴隷の居住地跡から
発掘された、錫釉陶器の入れ物

ジェファソンが自身の Garden Book (園芸ノート) に綴った野菜の詳細な記述
Garden Book (1766～1824 年トーマス･ジェファソン著、
50 ページ、
Massachusetts
Historical Society (マサチューセッツ歴史協会) より無料提供)

菜園

北側貯蔵室通路

南側貯蔵室通路

南通用口

貯蔵庫

北側
パビリオン
貯蔵室

モンティチェロが現存しているのは、
ジェ
ファソンの死後所有者となったユライア･
フィリップス･リーヴィー (米海軍初のユ
ダヤ人准将) とその甥ジェファソン･モン
ロー･リーヴィーの 2 人の貢献のおかげ
です。このリーヴィー一族の2 人は所有
者として、邸宅の修復と保存に取り組み
ました。1923 年のThomas Jefferson
ユライア･フィリップス･
リーヴィー准将
Foundation (トーマス･ジェファソン財
団) の設立とともに、財団はモンティチェ
ロをジェファソン･リーヴィーから購入しました。 リーヴィー一族が確
立した保存に関する伝統は、現在も財団に引き継がれています。

ガーデン パビリオンと
ジェファソンの菜園

ジェファソンは、
1773 年に自身
が指定したモンティチェロの一
角に家族とともに埋葬されていま
す。
この一角はジェファソンの子
孫が所有しており、今も一族の墓
地として使用されています。
 墓石
にはジェファソン自身が選んだ、
ただ三つの碑文が刻まれていま
す。
「Author of the Declara†on
of American Independence, of
the Statute of Vir¬nia for Reli¬ous Freedom, and Father of
the Universi™ of Vir¬nia(アメリカ独立宣言の起草者、
バージニ
ア信教自由令の起草者、
そしてバージニア大学の設立者)」

モンティチェロ
邸宅内部の家具と調度品
玄関ホール

ジェファソンの生存中にモンティチェロを来訪したとした
ら、
2 階分の高さのあるこの玄関ホールで奴隷の執事バ
ーウェル･コルベールか下男に迎えられたことでしょう。
玄関ホールには、
ジェファソン大統領がルイス=
クラーク探検隊を太平洋に送った際にメリウェ
ザー･ルイスとウィリアム･クラークに贈ったとされるアメリ
カ先 住 人のオブ
ジェが 展 示され
ています。これら
のオブジェは、ヨ
ーロッパの芸術品
をはじめバージニ
ア州や既知の大陸
の地図、北米に
生息する動物や
絶滅した動物の骨、化石、
角、
皮などに並ぶジェファソンの
コレクションの一部です。
 大
時計は時間だけでなく曜日も
表示します。


サウス スクエア ルーム

この小さな部屋は、
1階に設けられたジェファソン家族専用の唯一の
部屋です。ジェファソンの引退後、長女マーサ･ジェファソン･ランドル
フが大勢の家族と一緒にモンティチェロに住んでいましたが、
この部
屋はその当時、彼女が居室あるいは仕事場、子供達の勉強部屋とし
て使用していたものです。 彼女は、大農園や邸宅内の家政婦や料理
人、
召使、保育士、給仕、門番など、奴隷として労働を提供
したおよそ 15 人の仕事ぶりをこの部屋から監督して
いました。
 壁にはジェファソン家族のシルエット画像
の絵がかかっています。ジェファソンの妻マーサ･ウ
ェイルズ･スケルトンは 1782 年に 33 歳で他界
しました。
ジェファソンは彼女との結婚生活を
「波
瀾のなかった幸福な 10 年間」
と述べ、彼女の他
界後、再婚しませんでした。二人の間には6人の子
どもがいましたが、
そのうちマーサとメアリー
だけが成人するまで生存しました。メアリ
ー･ジェファソン･エップスは難産のため
1804 年に他界しましたが、
マーサと
11 人の子どもは 1806 年から 1826
までモンティチェロで生活しました。


書庫

書斎と寝室

ジェファソンは、
この書庫をはじめ自身
のアパートやスイートに合計 6,700 冊
もの蔵書を所有していました。
1812年
戦争で、
イギリス軍が米国首都ワシント
ン DC を焼き払った際、
議会図書館は
首都ととも焼失してしまいました。
1815
年、多大な負債を抱えたジェファソンは
自らの蔵書を国家に売却しました。
このときの蔵書が現在の議会図書
館が所蔵する蔵書の中核となっています。
 売却後間もなく、
ジェファソ
ンはジョン･アダムズへの手紙で
「本なしでは生きられない」
ことを打ち
明け、
本の購入を再開しました。
 ジェファソンの死後、
蔵書の多くは邸
宅や調度品、奴隷として働いた人々とともに負債返済のために売却さ
れました。モンティチェロに残されていた彼のオリジナル蔵書で現存す
るものは、
ほんのわずかです。 ここに所蔵されているその他の蔵書は、
題名、
エディションともにオリジナル
と同じものです。 民主主義の存続
には、市民が教養を身につけるこ
とが不可欠であるという強い信念
を持っていたジェファソンは、
そうい
う市民を養成するため、
1817 年
にバージニア大学を設立しました。

ジェファソンは、私室や
書斎で読書や執筆をし
ながら毎日を過ごしまし
た。
彼の机の上には2本 ジェファソンのポリグラフ
のペンが付いたポリグラ (手紙複写機)
バージニア大学から無料提供
フ (複写機) が置かれて
います。
 このポリグラフは、
片方のペンで書くともうひとつの片方のペン
で複写されるという仕組みになっています。
 ジェファソンが生涯に書い
たおよそ1万9,000通の手紙のほぼすべてが複写で残されています。

彼のベッドは私室と寝室の間の窪
んだスペースに置かれています。 こ
れは、
フランスから持ち帰った場所
を取らない設計です。 そのすぐ上
は、高さがあり通気性に優れた衣
服の収納庫となっており、ベッドの
頭の部分にある扉から梯子で行け
る仕組みとなっています。
 ジェファ
ソンは、議会が独立宣言を受け入
れたちょうど 50 年後の 1826 年
7月4日にこの部屋で亡くなりまし
た。
第2代アメリカ大統領でありジ
ェファソンの政敵および友人でも
あったジョン･アダムズもマサチ
ューセッツ州で同じ日に亡くな
りました。

DOME ROOM

丸天井の部屋

天窓

TEA ROOM

ティー ルーム

天窓

DINING ROOM

JEFFERSON’S
CHAMBER

PARLOR

ダイニング ルーム

応接間

衣服
収納庫

寝室

ジェファソンの部屋
SOUTH
PIAZZA/

NORTH
PIAZZA

GREENHOUSE

北側柱廊

南側柱廊/
温室

私室
STORAGE
CELLAR

貯蔵庫

トーマス･ジェファソンの胸像 (1789 年、
フランス人彫刻家ジーン=アントワーヌ・オードン作)
ギルダー･ラーマン コレクションの寄贈

WINE CELLAR

WARE ROOM

ワイン貯蔵庫

BEER CELLAR

収納庫

ビール貯蔵庫

ジェファソンの家族は、来訪
客のもてなしにこの応接間を
使用しました。床が寄木細工
となった優雅なこの部屋で、
来訪客との会話や読書、
ゲー
ム、楽器の演奏などが行われ
ました。
 部屋には、
ジェファソ
ンがフランスから持ち帰った
調度品やモンティチェロの指
物工房でつくられたものが置
かれています。
壁には、新世界の航海士や探検家、国家に献身した愛国者や政治
家、
そしてジェファソンが
「世界が生んだ中でも最も偉大な 3 人」
と
呼んだフランシス･ビーコン (実証的研究を提唱)、
アイザック･ニュ
ートン (物理法則を明確に論じた)、
ジョン･ロック (社会契約として
の政治思想を提唱) の肖像画が飾られています。
また、
見た目に強
烈な印象のある聖書のシーンを描いた絵画も飾られています。

ダイニング ルーム
とティー ルーム

ジェファソン家族と来訪客の食事は、
当
時アメリカの主流であった 1 日 2 食
で、
朝食は朝の 8 時頃、
夕食は午後 4
時頃に供されました。 テーブルはその
時々の人数によって配置され、 使用し
ないときは、折りたたんで壁に立て掛け
ていました。 ティー ルームは夕食後に
ワインやお茶などを楽しむ快適な空間
として使用されました。 ジェファソン引退後、食事の準備は、奴隷で
あった料理人エディス･フォセットとフランシス･ハーンが邸宅の貯
蔵室にある調理室で行いました。
ダイニングルームでの給仕は、
執
事のバーウェル･コルベールとその手伝いの若い男性の給仕たちが
行いました。
 モンティチェロでの食事は、
バージニア州大農園の水
準よりも多様で、
イギリス植民地とアフリカ系アメリカ人の伝統にフ
ランスの影響を取り入れたものでした。

ノース オクタゴナル ルーム

STORAGE
CELLAR

この部屋は、
第4代アメリカ大統領ジェームズ･マディスンとその名
声高き妻ドリーが来訪した際に寝室として頻繁に使用しました。マ
ディスンはジェファソンにとって親しい友人であるとともに重要な支
持者でもありました。
マディスンの私有地モンペリエはモンティチェ
ロからおよそ 50キロのところにあり、
それは当時の交通事情では1
日がかりの距離でした。

貯蔵庫

地下は、モンティチェロの家事労働の様子を展示した CROSSROADS 展 示場となっています。

リーヴィ一族による管理

モンティチェロ
連結構造、菜園、敷地
連結構造

大農園

大農園は、
いくつかの小農地に分割され、住み込みの監督者が奴
隷として働いた男性、女性、
そして子供達の労働を指揮しました。
奴
隷のほとんどはジェファソンが相続したものでした。生涯の大半にお
いて、
およそ200人の奴隷を所有していましたが、
その3分の2はモ
ンティチェロで、残り3分の1はベッドフォード郡のポプラフォレストに
所属していました。
主要な換金作物として最初はタバコを
南側
栽培していましたが 1790 年代に小麦に切り替えました。
パビリオン
貯蔵室

MULBERRY ROW

乳製品
製作･
貯蔵所

燻製所

北側テラスとパビリオン

モンティチェロにある2つのテラスのうちのひ
とつ北側テラスは一段高くなっており、
「公共
のテラス」
として知られ、来訪客たちが「夜や
雨の日の散歩道」
として利用しました。このテ ワイン貯蔵庫
ラスの下は、奴隷として働いた人々が、邸宅の
維持に欠かせない家事労働を行っていた空間です。 このテラスの端
には 1808 年に完成された北側パビリオンがあります。
このパビリオ
ンは、
トーマス･ジェファソンの娘婿トーマス･マン･ランドルフが書斎と
して時折り使用することがありました。

南側テラス
とパビリオン

このテラスはジェファソン自身
と家族専用のテラスで、丘の
頂上にそびえる最初の建物、
南側パビリオンにつながって
います。
 ジェファソンは
モンティチェロ建設第
一期の 1770 年 11
月 からここで生活しま
した。彼と妻のマーサの
新婚生活は、1772年に
このパビリオンの上階で
始まりました。


料理人
の部屋

調理室

(桑の並木)

桑の木が並ぶ Mullberry Row は、
1770 年からジェ
ファソンが他界した 1826 年までモンティチェロの農
作業の中心となる場所でした。桑の木陰は、奴隷労働
者や自由労働者、契約労働者の生活と仕事の場でし
た。Mulberry Rowは歳月とともに変化
し、
モンティチェロのさまざまな建設ニー
ズとジェファソンの家プロジェクトと製造
プロジェクトに対応するようになりました。
1726 年当時は 23もの建物があり
ましたが、 そのほとんどが木造建
築であったため、ほんのわず
かしか現存していません。

奴隷の居住の場

ジェファソンが手掛けたモンティチェロの
設計で非常に印象深いのは、建物が「連
結構造」
になっている、
つまりさまざまな家
事労働が行われた各部屋が屋外に出る
必要なく行き来できることです。
 邸宅内の
公共空間からは見えませんが、 調理室と
燻製所、乳製品製作･貯蔵所、製氷室、厩
舎のある 2 つの棟が貯蔵室の階で全天
候型通路によって連結されています。この
通路に沿って、食物や飲み物、薪などの貯
蔵 室 が 並んでい
調理室のコンロと暖炉 ます。
 連結構造
となったこの通路
は、大農園と邸宅内の労働力，奴隷として扱
われたアフリカ系アメリカ人とジェファソン家
族のメンバーが交差する場でもありました。

連結された南側の棟は 1809 年に完成。

応接間

上: Mulberry Row
で発掘された陶器の破片

貯蔵庫

ビール
貯蔵庫

収納庫

花畑

ジェファソンは1808年までに、邸宅の四隅に楕円形の
花壇を20完成させ、西側芝生エリアは花で縁取られた
小石敷きの通路で囲みました。この花の散歩道は曲がり
くねった設計となっており、
楕円形の花壇がへびがくねったよ
うに配置されています。
これは、
ジェファソンが
「7つの芸術の
ひとつ」
と見なす領域、
造園への興味を反映したものです。

植樹

ジェファソンは植物を好みましたが、
中でも植樹に特に熱
心でした。 邸宅脇の美しい植え込みから、
周囲に設けら
れた桑やアメリカサイカチなどの散歩道まで、
160 種もの
植樹について文書に記しました。
 ジェファソンはこうした
植樹をよく来訪客に見せて回り、
ある人はこれを彼の
「ペ
ット植物」
と言い表しました。

温室

ジェファソンは、書庫に隣接する温室で花をはじめオレン
ジの木などの香りの高い植物を育てました。 園芸道具や
作業ベンチもそこに収納し、
ペットのマネシツグミの鳥小
屋もそこに設置されていたと言われています。 温室
に隣接して 2 つの屋外ポーチがあります。
ポーチに
は可動性のシャッターが取り付けられており採光量
が制御できるようになってい
ワイン
ます。
貯蔵庫

厩舎

馬小屋

CROSSROADS

クロスローズ
展示場

製氷室

連結棟の歴史的計画
北通用口

ジェファソンが
「ガーデン」
というと、
それは丘の南東側の斜面にある
「菜園」
を意味しました。
 家族の食卓にのぼる作物をつくっただけ
でなく、
99種の野菜やハーブなどのバラエティを330も育てた研
究の場でもありました。 これはアメリカでも今までにない画期的な
もので、
ジェファソンの園芸活動の中でも最も素晴らしい功績とな
っています。
 今日、
この菜園はジ
ェファソン時代と 19 世紀の野
菜種の種子バンクとして機能して
います。

ジェファソンの墓

サリー･へミングス

へミングス一族のひとりサリー･へミングス (1773～1835) はモン
ティチェロの奴隷の召使でした。 1998 年の DNA テストの結果、
ジェフ
ァソン一族とへミングス一族の間に遺伝的なつながりが確認されました。
科学的証拠や統計的証拠、現存する文書、言い伝え
に基づき、妻の死後にできた、
サリー･へミングスの四
人の子ども (ビバリー、
ハリエット、
マディスン、
エスト
ン)の父親はトーマス･ジェファソンであったということ
が今ではモンティチェロやその他の歴史学者の定説と
なっています。 詳細はウェブサイト monticello.org
をご覧ください。
Mulberry Row にある奴隷の居住地跡から
発掘された、錫釉陶器の入れ物

ジェファソンが自身の Garden Book (園芸ノート) に綴った野菜の詳細な記述
Garden Book (1766～1824 年トーマス･ジェファソン著、
50 ページ、
Massachusetts
Historical Society (マサチューセッツ歴史協会) より無料提供)

菜園

北側貯蔵室通路

南側貯蔵室通路

南通用口

貯蔵庫

北側
パビリオン
貯蔵室

モンティチェロが現存しているのは、
ジェ
ファソンの死後所有者となったユライア･
フィリップス･リーヴィー (米海軍初のユ
ダヤ人准将) とその甥ジェファソン･モン
ロー･リーヴィーの 2 人の貢献のおかげ
です。このリーヴィー一族の2 人は所有
者として、邸宅の修復と保存に取り組み
ました。1923 年のThomas Jefferson
ユライア･フィリップス･
リーヴィー准将
Foundation (トーマス･ジェファソン財
団) の設立とともに、財団はモンティチェ
ロをジェファソン･リーヴィーから購入しました。 リーヴィー一族が確
立した保存に関する伝統は、現在も財団に引き継がれています。

ガーデン パビリオンと
ジェファソンの菜園

ジェファソンは、
1773 年に自身
が指定したモンティチェロの一
角に家族とともに埋葬されていま
す。
この一角はジェファソンの子
孫が所有しており、今も一族の墓
地として使用されています。
 墓石
にはジェファソン自身が選んだ、
ただ三つの碑文が刻まれていま
す。
「Author of the Declara†on
of American Independence, of
the Statute of Vir¬nia for Reli¬ous Freedom, and Father of
the Universi™ of Vir¬nia(アメリカ独立宣言の起草者、
バージニ
ア信教自由令の起草者、
そしてバージニア大学の設立者)」

