
観覧料（税込） 

一般1,000円  団体（20名以上）900円  65歳以上700円  学生以下無料

「生誕300年記念 若冲展」のチケット（半券可）提示にて
無料でご入場いただけます　＊1枚につき1名様まで

＊ 5月18日（水）は「国際博物館の日」により入場無料
＊ 5月21日（土）、22日（日）は家族ふれあいの日により、18歳未満の子を同伴す
る保護者（都内在住、2名まで）は一般当日料金の半額

＊ 身体障害者手帳、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、被爆者健
康手帳をお持ちの方とその付添の方（1名）は無料

 いずれも証明できるものをご持参ください
＊ 都内の小学・中学・高校生ならびにこれらに準ずる者とその引率の教員が学校

教育活動として観覧するときは無料（事前申請が必要）

Best Selection 2016  
A cooperative exhibition by 27 selected major art groups and 
associations in Japan. Through works of various genres by 151 artists 
now in their prime, including Nihonga (Japanese-style Painting), Yoga 
(Western-style Painting), sculpture, print, watercolor and craft, the 
exhibition will demonstrate the power and appeal of the art groups’ 
“public entry exhibition.”

Peiod: May 4 (Wed-holiday) – May 27 (Fri), 2016  Closed: May 16 (Mon)  Venue: 
Tokyo Metropolitan Art Museum  Hours: 9:30-17:30. Open 9:30-20:00 on Fridays, 
except for May 27.  *Last admission 30 minutes before closing  Admisshon: 
General ¥1,000 / Groups ¥900 / Seniors 65+ ¥700  *Group rates - 20 or more people  
*Admission free for visitors College students and High school students or younger  
*Admission is free on presenting a ticket (or stub) for the concurrent “The 300th 
Anniversary of Birth: Jakuchu”
Organized by Tokyo Metropolitan Art Museum

交通案内 

JR「上野駅」公園口より徒歩7分、東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」
7番出口より徒歩10分、京成電鉄「京成上野駅」より徒歩10分
＊駐車場はございませんので車でのご来館はご遠慮ください

東京都美術館
〒110-0007 東京都台東区上野公園8-36 
TEL  03-3823-6921（代表）　http://www.tobikan.jp
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　東京都美術館は、1926（大正15）年に上野公園に開館して以来、公募団体とともに
歩み続けてまいりました。この「公募展発祥の地」としての歴史の継承と発展のため、
公募団体との連携展「公募団体ベストセレクション 美術 2016」を開催いたします。第
5回目の開催となる本展では、全国の美術公募団体の中から選定された27団体の総勢
151名の作品を展覧いたします。
　日本画、洋画、水彩画、版画、彫刻、工芸の作品163点が一堂に会する本展は、日本
を代表する芸術家を輩出してきた伝統と歴史を持つ美術公募団体が作品を通して相互
に刺激し合い、公募展全体のさらなる活性化に寄与することを目指しています。
　東京都美術館から発信する、公募団体の旬の作家による多様な表現をどうぞお楽し
みください。
　なお、本展出品者の中から、今後の活躍が期待される新進作家3–5名を選抜し、「都
美セレクション 新鋭美術家 2017」展を、2017（平成29）年2月19日─3月15日に開
催する予定です。

参加団体［50音順］・出品作家 

一陽会  ［洋画］ 大場吉美、三阪雅彦、大久保綾子、白井正浩  ［彫刻］ 神山茂樹   一水会  ［洋画］ 

田島健次、山名將夫、保坂 晶、伊藤尚尋   旺玄会  ［洋画］ 中村章子、奥山幸子、松本奈緒子   

行動美術協会  ［洋画］ 阿部直昭、石原恒人、辻 司、森井宏青  ［彫刻］ 津村健一、林 宜子、原 孝   

光風会  ［洋画］ 長谷川仂、竹久秀樹、堀 研一、茶谷雄司   国画会  ［洋画］ 井上 悟、岩岡航路、

遠藤正俊、塩出麻美  ［版画］ 小原喜夫、角田元美、大山恵美子  ［彫刻］ 笠原鉄明、渡辺 忍、渡部 直  

［工芸］ 古澤万千子、綿貫倫子、藤井慎介   示現会  ［洋画］ 中川澄子、瀧井利子、中西 敦   自由美術協会  

［洋画］ 髙橋敬子、高橋靖子、村田知子、吉見 博  ［彫刻］ 池田宗弘、森 真   主体美術協会  ［洋画］ 

井上樹里、グェン ディン ダン、﨤町勝治、水戸部千鶴   春陽会  ［洋画］ 高岸まなぶ、武田百合子、

畠山昌子、有吉宏朗  ［版画］ 安部一博、松島順子、髙浦とみ子   新制作協会  ［洋画］ 木嶋正吾、

樺山祐和、高堀正俊、渡辺有葵  ［彫刻］ 増井岳人、木方立樹、大野良一、杉田文哉   水彩連盟  

［水彩画］ 森相 實、越野邦夫、岩脇哲也、白井洋子   創画会  ［日本画］ 圡手朋英、津田一江、牧野一泉、

西久松吉雄、清水 豊   創元会  ［洋画］ 松﨑良夫、髙橋正一、池上わかな   東光会  ［洋画］ 難波 滋、

北本雅己、金子 剛、高田啓介   独立美術協会  ［洋画］ 福島瑞穂、佃 彰一郎、大原修一、橋本大輔   

二科会  ［洋画］ 吉井英二、五味祥子、寺田 眞、竹内幸子  ［彫刻］ 島田紘一呂、市川明廣、本多智雄   

二紀会  ［洋画］ 難波平人、木原正徳、舩岳紘行、樋口健介  ［彫刻］ 日野宏紀、横山 徹、上月佳代   

日洋会  ［洋画］ 三原捷宏、稲葉徹應、星川登美子、武田直美   日展  ［日本画］ 米倉正美、諸星美喜、

岩田壮平、松浦丈子、森 桃子  ［工芸］ 西山邦彦、原 典生、佐藤好昭、月岡裕二、青木宏憧、川口 満、

友定聖雄、早瀨郁惠、本間秀昭   日本水彩画会  ［水彩画］ 武澤冨士子、綱川サト子、宗廣恭子、李 志宏   

日本彫刻会  ［彫刻］ 寺山三佳、小宮山美貴、森 矢真人、武本大志   日本版画協会  ［版画］ 宮崎文子、

結城泰介、斉藤里香、坂井孝祥   日本美術院  ［日本画］ 國司華子、松岡 歩、谷 善徳、大石朋生、

川島 優   白日会  ［洋画］ 木原和敏、平澤 篤、丸山 勉、関口雅文  ［彫刻］ 清家 悟、辻畑隆子、

田原迫 華   美術文化協会  ［洋画］ 東 俊一、浜砂ルイ子、木谷 弘   モダンアート協会  ［洋画］ 石川早苗、

立花古陸、鶴見厚子、柳澤信男  ［立体］ 阪井ようこ、都築邦春  ［版画］ 片岡眞幸、柳沢美奈子

関連事業 

アーティストトーク
出品作家が自らの作品について語ります。

いずれも13:30より（各作家20分程度）
事前申込不要、ただし当日の観覧券が必要です

表 春陽会［洋画］畠山昌子《Vision 150401》2015年  油彩、方解末、カンヴァス  作家蔵
  1 日展［日本画］松浦丈子《秋の譜》2013年  紙本彩色  作家蔵
  2 国画会［彫刻］笠原鉄明《揺らぐ月》2014年  樟  作家蔵
  3 示現会［洋画］瀧井利子《父のいた作業場  待つ》2015年  油彩、カンヴァス  作家蔵
  4 創画会［日本画］津田一江《洋・驟雨》2015年  紙本彩色  作家蔵
  5 国画会［洋画］井上 悟《声にならない》2014年  油彩  作家蔵
  6 日展［工芸］青木宏憧《浮上》2013年  乾漆、蒔絵、漆、麻布、銀粉、鉄  作家蔵
  7 水彩連盟［水彩画］越野邦夫《散華》2015年  水彩、アクリル、インク、紙  作家蔵
  8 二紀会［洋画］難波平人《銃眼塔を持つ村ウシュグリ（ジョージア）》2014年  油彩､カンヴァス  作家蔵
  9 白日会［洋画］丸山 勉《十三夜》2014年  アクリル､金泥､カンヴァス､パネル  作家蔵 
10 日本版画協会［版画］宮崎文子《卓上の風景》2015年  リトグラフ、紙  作家蔵

5月4日（水・祝）
二科会［洋画］五味祥子
日本水彩画会［水彩画］李 志宏
春陽会［洋画］高岸まなぶ
一水会［洋画］田島健次
二紀会［洋画］木原正徳
日洋会［洋画］三原捷宏
一陽会［彫刻］神山茂樹
モダンアート協会［立体］都築邦春

5月5日（木・祝）
新制作協会［洋画］木嶋正吾
自由美術協会［洋画］吉見 博
示現会［洋画］中西 敦
国画会［版画］角田元美
日展［工芸］早瀨郁惠
白日会［彫刻］清家 悟
日本彫刻会［彫刻］寺山三佳
行動美術協会［彫刻］原 孝

5月8日（日）
日展［日本画］米倉正美
白日会［洋画］丸山 勉
旺玄会［洋画］奥山幸子
水彩連盟［水彩画］岩脇哲也
美術文化協会［洋画］東 俊一
行動美術協会［洋画］森井宏青
日本版画協会［版画］結城泰介
新制作協会［彫刻］杉田文哉

5月14日（土）
日本美術院［日本画］國司華子
光風会［洋画］長谷川仂
独立美術協会［洋画］福島瑞穂
水彩連盟［水彩画］白井洋子
モダンアート協会［洋画］鶴見厚子
一陽会［洋画］大場吉美
東光会［洋画］金子 剛
二紀会［彫刻］横山 徹

5月21日（土）
国画会［洋画］遠藤正俊
創元会［洋画］松﨑良夫
創画会［日本画］津田一江
主体美術協会［洋画］﨤町勝治
春陽会［版画］松島順子
二科会［彫刻］島田紘一呂
自由美術協会［彫刻］森 真

都合により変更になる場合がございます。
最新情報は当館ウェブサイトをご確認ください　
http://www.tobikan.jp/
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