
展覧会名／団体名 展示内容 展覧会期（初日・最終日開催時間） 展示室・ギャラリー 観覧料 ※（ ）内は団体料金 問合せ電話番号
第51回　2018　国際書法芸術展
国際書法芸術協会

書 5月3日（木）→5月10日（木）
初日 14:00→17:30
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第1展示室 無料 03-3695-0700

第38回　創彩展
創彩会

油彩画、工芸、写真、水彩画、日本画、
水墨画、パステル、革作品

5月4日（金）→5月10日（木）
最終日入場12:30まで／閉会13:30

1階　第2展示室 一般600円（300円）、大学生・高校生400円（200円）、
中学生300円（100円）　※（ ）内は団体料金（10名以上）

小学生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（2名） 無料
※「特別展」チケット持参の方は200円引き

048-298-5670

第87回　朔日会展
朔日会

油彩画、写真、書、日本画、水彩画、
水墨画、版画、アクリル

5月4日（金）→5月10日（木）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第1・2・3展示室 一般700円（400円）、大学生・高校生400円（200円）
※（ ）内は団体料金（10名以上）

中学生以下・75歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（2名） 無料
※「特別展」チケット持参の方は200円引き

03-3823-0026
090-9318-0254

2018年　平泉会選抜展
特定非営利活動法人　平泉会

油彩画、水彩画、工芸、彫塑・立体、
写真、書、版画

5月4日（金）→5月10日（木）
最終日入場13:00まで／閉会13:30

2階　第4展示室 無料 03-3923-3880

第2回　現代造形表現作家フォーラム展
現代造形表現作家フォーラム

彫塑・立体、ミクストメディア、油彩画 5月3日（木）→5月10日（木）
初日13:00→17:30
最終日入場13:00まで／閉会13:30

ギャラリーA 無料 046-232-5443

第18回　新日陶展
新日本陶芸協会

工芸 5月4日（金）→5月9日（水）
最終日入場17:00まで／閉会17:30

ギャラリーB 無料 03-3897-1893

第27回　秋耕会小品展
一般社団法人　秋耕会

工芸、写真、油彩画、水彩画、日本画、
版画

5月4日（金）→5月10日（木）
最終日入場13:30まで／閉会14:30

ギャラリーC 無料 03-3416-9249

第78回　日本画院展
一般社団法人　日本画院

日本画 5月12日（土）→5月18日（金）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

ロビー階　第1・2展示室 一般500円
学生以下・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添

（1名） 無料
※「特別展」チケット持参の方は無料

03-6458-1219

第49回　公募　国書展
凌雲書道会

書 5月12日（土）→5月18日（金）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

ロビー階　第3展示室 無料 0422-41-1020

第45回　全国日曜画家展
全国日曜画家連盟

油彩画、水彩画 5月11日（金）→5月18日（金）
初日13:30→17:30
最終日入場12:00まで／閉会13:00

ロビー階　第4展示室 無料 03-3811-7077

第63回　新世紀展
新世紀美術協会

油彩画、水彩画、版画 5月12日（土）→5月18日（金）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第1・2・3・4展示室 一般700円（500円）　※（ ）内は団体料金（10名以上）

学生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（2名） 無料
※「特別展」チケット持参の方は無料

0246-63-8508

NHK学園生涯学習書道展・絵手紙展
学校法人　NHK学園

書、絵手紙 前期（書道）: 5月12日（土）
　　　　 →5月14日（月） 
後期（絵手紙）: 5月16日（水）
　　　　　 →5月18日（金）
※5月15日（火）は展示替のため休室
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第1・2展示室 無料 042-572-3151

第28回　国際書画芸術展
国際書画芸術協会

書、水墨画 5月12日（土）→5月18日（金）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第3展示室 無料 03-3837-4445

第40回記念　新洋画会展
新洋画会

油彩画、水彩画、工芸、彫塑･立体、
日本画

5月11日（金）→5月18日（金）
初日14:00→17:30
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第4展示室 一般500円（400円）、大学生･高校生300円（200円）
※（ ）内は団体料金（10名以上）

中学生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（1名） 無料

03-3850-7033

第6回　日本ステンドグラス作家協会展
日本ステンドグラス作家協会

工芸、ガラス作品 5月12日（土）→5月18日（金）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

ギャラリーA 無料 043-257-5401

第19回　東京湘南絵画会展
東京湘南絵画会

油彩画、水彩画、パステル 5月12日（土）→5月18日（金）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

ギャラリーB 無料 044-932-6536

第113回　公募　墨人展
墨人会

書 5月12日（土）→5月18日（金）
最終日入場12:00まで／閉会12:30

ギャラリーC 無料 090-2750-7016

東京都美術館  平成30年度

公募展カレンダー

2018.05

開館時間／9:30～17:30
展覧会初日の入場時刻及び最終日の最終入場時刻にご注意ください
休室日／5月7日（月）、5月21日（月）
※掲載情報については、変更となる場合がありますのでご注意ください

東京都美術館のウェブサイトでは、年間のおおよその各公募展スケジュールをご確認いただけます。
会期内の展覧会開催日程や閉会時間等については、団体ごとに異なりますので、各団体事務局で
最新情報をご確認の上、ご来館くださいますよう、よろしくお願いいたします。

東京都美術館からのご案内 募集情報
特別展「プーシキン美術館展－旅するフランス風景画」
会場：企画展示室
会期：2018年4月14日（土）～7月8日（日）
休室日：月曜日　※ただし、4月30日（月）は開室
開室時間：9:30～17:30（入室は閉室の30分前まで）
夜間開室：金曜日は9:30～20:00（入室は閉室の30分前まで）
観覧料：［当日券］一般 1,600円、大学生・専門学校生 1,300円、65歳以上 1,000円、高校生 800円

［前売・団体（20名以上）］一般 1,400円、大学生・専門学校生 1,100円、65歳以上 800円、高校生 600円
※中学生以下無料
※4月18日（水）、5月16日（水）、6月20日（水）はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料（当日は混雑が予想
されます）
※詳細はチラシまたは展覧会公式サイトをご覧ください。
展覧会公式サイト：http://pushkin2018.jp/

［お問い合わせ］ 03-5777-8600（ハローダイヤル）

都美セレクション グループ展 2019　公募
「都美セレクション グループ展」は、東京都美術館が、新しい発想によるアートの作り手の支援を目的として、企画公
募により開催する展覧会です。2012年のリニューアル以来毎年度実施し、2019年度で第8回目の開催予定です。
東京都美術館という場所の意味やギャラリーA・B・Cという空間の特性を活かした、独自の展覧会企画を募集してい
ます。

【応募締切】2018年7月10日（火）（当日消印有効）



展覧会名／団体名 展示内容 展覧会期（初日・最終日開催時間） 展示室・ギャラリー 観覧料 ※（ ）内は団体料金 問合せ電話番号
第84回　旺玄展
一般社団法人　旺玄会

油彩画、水彩画、日本画、版画、
水墨画、ミクストメディア、鉛筆、
色鉛筆、コラージュ ほか

5月20日（日）→5月27日（日）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

ロビー階　第1・2・3展示室 一般700円（500円）　※（ ）内は団体料金（10名以上）

学生以下・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（1名） 無料
※「特別展」チケット持参の方は無料

080-5382-1933

第61回　表装・内装作品展
一般社団法人　東京表具経師内装文化協会

掛軸、額、屏風、襖 ほか 5月20日（日）→5月27日（日）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

ロビー階　第4展示室 無料 03-5826-1773

第65回記念　日府展
一般社団法人　日本画府

油彩画、水墨画、日本画、工芸、写真、
彫塑･立体

5月19日（土）→5月27日（日）
初日13:30→17:30
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第1・2展示室 一般700円（600円） 　※（ ）内は団体料金（10名以上）

19歳以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（1名） 無料
※外国の方はパスポート提示で無料
※「特別展」チケット持参の方は無料

03-3970-2230

第22回　一陽会東京展
一陽会東京支部

油彩画、工芸、版画、彫塑･立体 5月19日（土）→5月27日（日）
初日14:30→17:30
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第3展示室 無料 03-5660-0320

第7回　東京自由美術展
自由美術協会

油彩画、彫塑･立体、版画 5月20日（日）→5月27日（日）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

1階　第4展示室 無料 042-561-1152

第71回　創造展
創造美術会

油彩画、工芸、日本画、彫塑･立体、
水彩画、写真

5月20日（日）→5月27日（日）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第1・2・3展示室 一般600円
学生以下・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添

（1名） 無料

0467-95-2087

第68回　新興展
一般社団法人　新興美術院

日本画、水墨画 5月20日（日）→5月27日（日）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第4展示室 一般・大学生700円（500円）
※（ ）内は団体料金（10名以上）

高校生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（1名） 無料
※外国の方はパスポート提示で無料

03-3935-1060

第66回　創型展
創型会

彫塑･立体 5月20日（日）→5月27日（日）
最終入場日14:00まで／閉会14:30

ギャラリーA・B・C 一般700円、大学生・高校生500円、中学生300円
小学生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添

（2名） 無料

0480-22-7508

第72回　女流画家協会展
女流画家協会

油彩画、版画、日本画、水彩画、水墨画 5月29日（火）→6月3日（日）
最終入場日14:00まで／閉会14:30

ロビー階　第1・2・3・4展示室
1階　第4展示室

一般700円、大学生・高校生500円
中学生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（1名） 無料
※「特別展」チケット持参の方は一般・学生共通で300円

03-3961-1100

第42回　東洋書芸院公募展
東洋書芸院

書 5月29日（火）→6月3日（日）
初日13:00→17:30
最終入場日13:30まで／閉会14:00

1階　第1展示室 無料 03-3711-4422

第57回　二元展
二元会

油彩画、水彩画、ミクストメディア、
パステル画、日本画、版画

5月29日（火）→6月3日（日）
最終日入場13:00まで／閉会14:00

1階　第2・3展示室 無料 06-6623-8676

第61回　新象展
新象作家協会

油彩画、水彩画、彫塑･立体、版画、
写真

5月29日（火）→6月3日（日）
最終日入場13:00まで／閉会14:00

2階　第1・2・3展示室 一般700円
学生以下･65歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添

（2名） 無料
※「特別展」チケット持参の方は無料

047-369-2486

第52回　手工芸作品展
一般財団法人　日本手工芸指導協会

アートフラワー、革工芸、クレイアート、
七宝、刺繍各種、シャドウボックス、
ステンドグラス、てまり、パッチワーク、
絽ざし ほか

5月30日（水）→6月3日（日）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第4展示室 一般1000円
学生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（1名） 無料
※「特別展」チケット持参の方は500円引き

03-6222-8558

第41回　日本染織作家展
一般社団法人　日本染織作家協会

工芸 5月29日（火）→6月3日（日）
最終日入場15:00まで／閉会15:30

ギャラリーA 無料 075-221-1966

第64回　全国写真展覧会
一般社団法人　日本写真文化協会

写真 5月28日（月）→6月3日（日）
初日13:30→17:30
最終日入場13:30まで／閉会14:00

ギャラリーB 無料 03-3351-2463

第51回　公募　創作手工芸展
公益財団法人　日本手工芸作家連合会

工芸 ほか 5月29日（火）→6月3日（日）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

ギャラリーC 無料 03-5282-5141

東京都美術館  平成30年度

公募展カレンダー

2018.05

開館時間／9:30～17:30
展覧会初日の入場時刻及び最終日の最終入場時刻にご注意ください
休室日／5月7日（月）、5月21日（月）
※掲載情報については、変更となる場合がありますのでご注意ください

東京都美術館のウェブサイトでは、年間のおおよその各公募展スケジュールをご確認いただけます。
会期内の展覧会開催日程や閉会時間等については、団体ごとに異なりますので、各団体事務局で
最新情報をご確認の上、ご来館くださいますよう、よろしくお願いいたします。

東京都美術館からのご案内
都美セレクション グループ展  2018
東京都美術館が公募で選抜した、新しい発想と表現を追求している3つのグループによる展覧会です。
会場：ギャラリーA･B･C
会期：2018年6月9日（土）～7月1日（日）
休室日：6月18日（月）
開室時間：9:30～17:30（入室は閉室の30分前まで）
夜間開室：6月15日（金）、6月22日（金）、6月29日（金）は9:30～20:00（入室は閉室の30分前まで）
観覧料：無料
主催：東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、各展覧会の実施グループ

【お問い合わせ】 東京都美術館
 都美セレクション グループ展 2018  担当
 TEL：03-3823-6921

「Quiet Dialogue：インビジブルな存在と私たち」
会場：ギャラリーA
グループ名：Back and Forth Collective
出品作家：小口なおみ／川村麻純／カサリナ・グルツェイ／坂本夏海／滝朝子*／セナ・バソズ／本間メイ／良知暁

「複数形の世界のはじまりに展」
会場：ギャラリーB
グループ名：複数形の世界のはじまりに展　アーティストグループ
出品作家：横谷奈歩*／船木美佳／さくま はな／井上明彦／小野環

「蝶の羽ばたき Time Difference 時差 vol.3  New York-Seattle-London-Tokyo」
会場：ギャラリーC
グループ名：ART BEASTIES
出品作家：曳野真帆*／Ko IRKT／中村ユキ／ポール駒田／Takayuki Matsuo／Tokio Kuniyoshi／北村早紀／
　　　　 浅井翔／中山誠弥／山本純子

*印はグループ代表者


