
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 問い合わせ先
第71回　立軌展
立軌会

油彩画 10月31日（水）→11月8日（木）
初日14:00→17:30
最終日入場14:00まで／閉会14:30

ロビー階　第1展示室 一般700円、大学生500円、高校生300円
中学生以下・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

048-736-8231
http://www.ryukikai.jp

第67回　奎星展
奎星会

書 11月1日（木）→11月8日（木）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

ロビー階　第2展示室
1階　第1・2・3・4展示室

無料 045-784-8776
http://www.keisei-kai.com/

第92回　国展受賞作家展・国展秋季展
国画会

写真、彫塑・立体、工芸、版画、
油彩画

11月1日（木）→11月8日（木）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

ロビー階　第3・4展示室
ギャラリーA

無料 03-3438-1470
http://www.kokuten.com

公募第34回　ニュークリエイティブ展
現代手工芸作家協会

工芸、彫塑・立体 ほか 11月1日（木）→11月8日（木）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第1展示室 無料 03-6804-1125
http://www.gssk.jp/

第49回　元陽展
元陽会

油彩画、水彩画、日本画、
水墨画

11月1日（木）→11月8日（木）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第2・3展示室 一般700円（400円）、大学生500円（400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
※「特別展」チケット持参の方は300円引き

03-5229-4031
http://www.fukashin.com/genyou/

第45回　青枢展
青枢会

油彩画、水彩画、日本画、
水墨画

11月1日（木）→11月8日（木）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第4展示室 無料 04-7176-4843
http://www.seisukai.net/

第36回　日本アートメダル展
日本芸術メダル協会

メダル、レリーフ、彫塑・立体 11月1日（木）→11月8日（木）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

ギャラリーB 無料 03-5689-6881
http://www.jama-artmedal.jp

平成30年度　第69回
東京都立高等学校定時制通信制課程芸術祭
東京都公立高等学校定通校長会

油彩画、水彩画、彫塑・立体、
写真、書

11月1日（木）→11月8日（木）
最終日入場11:30まで／閉会12:00

ギャラリーC 無料 03-3392-6436

第66回　書星展
一般社団法人　書星会

書 11月10日（土）→11月16日（金）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

ロビー階　第1・2展示室 無料 043-306-7188
https://shoseikai.wixsite.com/shoseikai

第70回記念　中美展
中央美術協会

油彩画、日本画、水彩画、
版画、工芸、水墨画

11月10日（土）→11月16日（金）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

ロビー階　第3・4展示室 一般600円（300円）　※（ ）内は団体料金（20名以上）

25歳以下・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（2名） 無料

0466-33-3647
http://www.chubi.org/

第44回　現代童画展
現代童画会

油彩画、水彩画、日本画、
版画、イラスト、彫塑・立体

11月10日（土）→11月16日（金）
最終日入場13:30まで／閉会14:30

1階　第1・2・3展示室 一般600円（400円）　※（ ）内は団体料金（10名以上）

学生以下・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300円引き

03-3816-5281
http://www.gendoh.jp/

第41回　JAG展
特定非営利活動法人　日本芸術家協会

油彩画、水彩画、アクリル画、
パステル画、彫塑・立体、
日本画、工芸

11月9日（金）→11月16日（金）
初日13:00→17:30
最終日入場14:00まで／閉会14:30

1階　第4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

（2名） 無料
※「特別展」、「上野アーティストプロジェクト」チケット持参の方は無料

048-792-0790
http://www.jag-ten.jp/

第54回　書心展
第53回　書心学生展
日本書道研究会

書 11月10日（土）→11月16日（金）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第1・2展示室 無料 03-3433-1529
http://www.shonokokoro.com/

第40回記念　日本書道学院展
日本書道学院（日本書道学院展）

書、篆刻 11月10日（土）→11月16日（金）
9:30→17:30（入場は16:30まで）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第3・4展示室 無料 03-5273-7615
http://www.gakubun.co.jp/shodou/

第46回
東京私立中学高等学校　生徒写真・美術展
一般財団法人　東京私立中学高等学校協会

油彩画、水彩画、版画、
水墨画、デザイン、レリーフ、
鉛筆画、パステル画 ほか

11月18日（日）→11月24日（土）
最終日入場12:30まで／閉会13:00

ロビー階　第1展示室 無料 03-3263-0541

第29回　JPA展
一般社団法人　日本写真作家協会

写真 11月18日（日）→11月24日（土）
最終日入場13:00まで／閉会13:30

ロビー階　第2展示室 無料 03-3535-6251
http://www.jpa-photo.jp

第41回　日本きりえ美術展
日本きりえ協会

きりえ 11月18日（日）→11月24日（土）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

ロビー階　第3展示室 一般600円（400円）　※（ ）内は団体料金（10名以上）

大学生・高校生300円
中学生以下・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100円引き

03-6231-7166
http://jpkirie.com

第77回　受賞作家展　東京支部展
一般社団法人　創元会

油彩画、水彩画、日本画 11月17日（土）→11月24日（土）
初日13:00→17:30
最終日入場13:00まで／閉会13:30

ロビー階　第4展示室 無料 03-5976-4386
http://www.sogenkai.or.jp/

第45回記念　近代日本美術協会展
一般社団法人　近代日本美術協会

油彩画、水彩画、日本画、
水墨画、和紙画

11月18日（日）→11月24日（土）
最終日入場12:00まで／閉会13:00

1階　第1・2展示室 一般600円
学生以下・75歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添

（1名） 無料
※「特別展」、「上野アーティストプロジェクト」チケット持参の方は400
円引き

080-3028-4534（高梨）
090-1573-6009（渡辺）
http://www.kinbi.jp

第40回記念　清興展
一般社団法人　日本清興美術協会

油彩画、日本画、
ボタニカル・アート、押花絵、
水彩画、水墨画、書、版画、
工芸、写真

11月17日（土）→11月24日（土）
初日14:00→17:30
最終日入場14:00まで／閉会14:30

1階　第3展示室 無料 090-6022-0916
http://www.j.seiko-art.org/index.html

第44回　太陽美術展
太陽美術協会

油彩画、水彩画、日本画、
版画、写真 ほか

11月17日（土）→11月24日（土）
初日14:00→17:30
最終日入場13:30まで／閉会14:00

1階　第4展示室 無料 0480-85-7380

第45回記念　秋季蒼騎展
蒼騎会

油彩画、水彩画、日本画、
コラージュ、版画

11月17日（土）→11月24日（土）
初日13:00→17:30
最終日入場14:30まで／閉会15:00

2階　第1展示室 無料 049-235-4654
http://www.sokikai.com

第43回　新芸術展
新芸術協会

油彩画、水彩画、日本画、
キルト、写真、水墨画、工芸

11月17日（土）→11月24日（土）
初日13:00→17:30
最終日入場14:30まで／閉会15:00

2階　第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

（2名） 無料
※「特別展」、「上野アーティストプロジェクト」チケット持参の方は無料

049-242-6411
https://tamaki-g.wixsite.com/
shingeijyutukyoukai/home

第54回　都展
東京都民美術展運営会

油彩画、日本画、水彩画、
水墨画

11月18日（日）→11月24日（土）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第3・4展示室 無料 03-3952-2983
http://toten.jp.net/

東京都美術館  平成30年度

公募展カレンダー

2018.11

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／10月1日（月）、10月15日（月）、11月5日（月）、11月19日（月）
※掲載情報については、変更となる場合があります。

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。
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。

https://tamaki-g.wixsite.com/shingeijyutukyoukai/home


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 問い合わせ先
第59回　書燈社展
一般社団法人　書燈社

書 11月26日（月）→12月1日（土）
最終日入場17:00まで／閉会17:30

ロビー階　第1・2展示室 無料 045-542-3340
http://www.shotousha.net/

第59回　日本版画会展
日本版画会

版画 11月26日（月）→12月2日（日）
最終日入場14:00まで／閉会15:00

ロビー階　第3・4展示室 無料 090-6229-1160
http://www.nipponhanga.jp

全国公募第40回　東京書作展
東京書作展

書 11月26日（月）→12月2日（日）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

1階　第1・2・3・4展示室 一般・大学生500円
高校生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（1名） 無料

03-3833-5549
http://www.tokyo-np.co.jp/event/sho/

公募第33回　日本和紙絵画展
公益社団法人　日本和紙絵画芸術協会

和紙絵画 11月26日（月）→12月2日（日）
9:30→17:30（入場は16:30まで）
最終日入場13:00まで／閉会14:00

2階　第1展示室 一般500円、大学生・高校生250円
中学生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（1名） 無料
※65歳以上100円引き
※案内はがき持参の方は100円引き
※「特別展」チケット持参の方は100円引き

03-3203-2103
http://www.washigei.org/

第44回　現創展
現創会

油彩画、日本画、水彩画、工芸 11月26日（月）→12月2日（日）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

2階　第2展示室 一般500円（300円）、大学生・高校生300円（200円）
※（ ）内は団体料金（20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

（2名） 無料
※「特別展」、「上野アーティストプロジェクト」チケット持参の方は100
円引き

03-3899-6114

第57回　群炎展
群炎美術協会

油彩画、工芸、パステル画、
彫塑・立体、写真、水彩画

11月26日（月）→12月2日（日）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第3展示室 一般500円、大学生・高校生300円
中学生以下・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」、「上野アーティストプロジェクト」チケット持参の方は100
円引き

070-6644-9513
http://www.gunen.com

第11回　秀彩展
秀彩会

油彩画、水彩画、日本画、
水墨画、版画、押花絵

11月25日（日）→12月2日（日）
初日13:00→17:30
最終日入場14:30まで／閉会15:00

2階　第4展示室 無料 0568-94-3133
http://www.mizoyasu.jp/
newpage4.html

東京都美術館  平成30年度

公募展カレンダー

2018.11

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／10月1日（月）、10月15日（月）、11月5日（月）、11月19日（月）
※掲載情報については、変更となる場合があります。

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。
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。

東京都美術館からのご案内
特別展「ムンク展―共鳴する魂の叫び」
会場：企画展示室
会期：2018年10月27日（土）～2019年1月20日（日）
休室日：月曜日（ただし、11月26日、12月10日、24日、1月14日は開室）、12月25日（火）、1月15日（火）

〔年末年始休館〕12月31日（月）、1月1日（火・祝）
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、11月1日（木）、3日（土・祝）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、高校生800円、65歳以上1,000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、高校生600円、65歳以上800円
※12月は高校生無料
※中学生以下無料
※11月21日（水）、12月19日（水）、1月16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：https://munch2018.jp

［お問い合わせ］ 03-5777-8600（ハローダイヤル）

上野アーティストプロジェクト2018 「見る、知る、感じる──現代の書」
会場：ギャラリーA・C
会期：2018年11月18日（日）～2019年1月6日（日）
休室日：11月19日（月）、12月3日（月）、17日（月）、25日（火）、31日（月）、1月1日（火・祝）
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：一般500円、団体（20名以上）400円、65歳以上300円
※学生以下無料（要証明）
※特別展「ムンク展―共鳴する魂の叫び」のチケット（半券可）提示にて入場無料
※11月21日（水）、12月19日（水）は「シルバーデー」により、65歳以上の方は無料
※詳細はウェブサイトをご覧ください。
ウェブサイト：http://www.tobikan.jp

［お問い合わせ］ 東京都美術館　03-3823-6921（代表）

http://www.mizoyasu.jp/newpage4.html

