
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 問い合わせ先
第69回　モダンアート展
モダンアート協会

油彩画、彫塑・立体、版画、
デザイン、工芸、写真

4月3日（水）→4月16日（火）
最終日入場12:00まで／閉会13:00

ロビー階　第1・2・3・4展示室
ギャラリーA・B

一般800円（400円）、大学生400円（200円）、
高校生200円（100円） ※（ ）内は団体料金（10名以上）
中学生以下・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200円引き

048-622-2967
http://modernart-kyokai.com

第67回　光陽展
光陽会

油彩画、水彩画、染色画、
うるし絵、版画、日本画、水墨画

4月3日（水）→4月8日（月）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

1階　第1・2展示室 一般700円
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

042-207-5067
080-6634-8323
http://koyokai.jp/

第68回　日本書道院展
併催：第68回　全国学生書道展覧会
一般社団法人　日本書道院

書 4月3日（水）→4月8日（月）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第3・4展示室
2階　第1・2・3・4展示室

無料 03-3821-1246
http://www.n-shodouin.jp

第10回記念　新美協展
新美術団体協議会

油彩画、水彩画、書、
彫塑・立体、写真、水墨画、
工芸、日本画

4月3日（水）→4月8日（月）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

ギャラリーC 無料 03-6912-3966

第79回　美術文化展
美術文化協会

油彩画、水彩画、彫塑・立体、
日本画、写真

4月10日（水）→4月16日（火）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

1階　第1・2・3展示室 一般800円（500円）、大学生・高校生500円（300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
（1名）無料

03-3754-6913
http://bibun.jp/

第52回　書真会展
書真会

書 4月10日（水）→4月16日（火）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

1階　第4展示室 無料 0555-22-1432

第51回　大道展
大道書学院

書 4月10日（水）→4月16日（火）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第1展示室 無料 03-5309-2996
http://daido.onamae.jp/

第53回　光展
日本光画会

写真 4月10日（水）→4月16日（火）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第2展示室 無料 06-4304-4355
http://nihon-kougakai.jp

第7回　書縁會展
書縁會

書、刻字、拓本 4月10日（水）→4月16日（火）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第3展示室 無料 0565-45-6404

第13回　国際公募　国際書画大賞展
特定非営利活動法人　日本國際藝術研究院

水墨画、書、日本画、油彩画、
水彩画、版画

4月10日（水）→4月16日（火）
最終日入場13:00まで／閉会13:30

2階　第4展示室 無料 03-5761-9537
http://jiia.web.fc2.com

第95回記念　日本パステル画会展
日本パステル画会

パステル画 4月10日（水）→4月16日（火）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

ギャラリーC 無料 047-374-1961
http://www.nihon-pastel.jp

第58回　日本現代工芸美術展
一般社団法人　現代工芸美術家協会

工芸 4月18日（木）→4月24日（水）
初日12:00→17:30
最終日入場13:00まで／閉会13:30

ロビー階　第1・2展示室 一般500円（400円） ※（ ）内は団体料金（20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

03-3841-8314
http://www.gendaikougei.or.jp

2019　春季二科展
公益社団法人　二科会

油彩画、彫塑・立体 4月17日（水）→4月24日（水）
初日14:00→17:30
最終日入場14:00まで／閉会14:30

ロビー階　第3・4展示室 一般･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

03-3354-6646
http://www.nika.or.jp

第3回　新日春展
新日春会

日本画 4月18日（木）→4月24日（水）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第1・2・3展示室 一般500円（200円） ※（ ）内は団体料金（50名以上）
大学生200円
高校生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（1名）無料

03-3624-2166
http://www.sinnissyunten.jp/

第52回　日本水墨画展
日本水墨画協会

水墨画 4月18日（木）～4月24日（水）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第4展示室 一般500円
学生以下 無料

048-474-2239

東京都美術館  

公募展カレンダー

2019.04

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／4月1日（月）、4月15日（月）、5月7日（火）、5月20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「クリムト展　ウィーンと日本 1900」
会場：企画展示室
会期：2019年4月23日（火）～7月10日（水）
休室日：5月7日（火）、20日（月）、27日（月）、6月3日（月）、17日（月）、7月1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：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、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
※中学生以下無料
※5月15日（水）、6月19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://klimt2019.jp
［お問い合わせ］ 03-5777-8600（ハローダイヤル）



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 問い合わせ先
第30回　全日中展・東京国際美術大展
全日本中国水墨芸術家連盟

水墨画、書、水彩画、油彩画、
日本画

4月18日（木）→4月23日（火）
最終日入場17:00まで／閉会17:30

2階　第1展示室 無料 048-259-0171
080-5682-8416（工藤）
http://e-art.kir.jp/

第42回　東邦書画公募展
東邦書院

書、水墨画 4月18日（木）→4月24日（水）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第2展示室 無料 03-5393-0696

第48回　鶏聲展
併催：学生作品
日本書道普及連盟

書 4月18日（木）→4月24日（水）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第3展示室 無料 03-3261-3121

第15回　ベラドンナ・アート展
ベラドンナの會

油彩画、日本画、水彩画、
彫塑・立体、工芸、版画、書、
水墨画、写真、人形

4月18日（木）→4月23日（火）
最終日入場17:00まで／閉会17:30

2階　第4展示室 一般500円（300円）、大学生・高校生100円（50円）
※（ ）内は団体料金（20名以上）
中学生以下・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

03-6263-0957
https://art-belladonna.jp

第49回　日本彫刻会展覧会（日彫展）
公益社団法人　日本彫刻会

彫塑・立体 4月20日（土）→5月2日（木）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

ギャラリーA・B・C 一般700円（400円） ※（ ）内は団体料金（20名以上）
大学生以下・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
※外国の方はパスポート提示で無料

03-3209-1861
http://niccho.com/

85回記念　東光展
一般社団法人　東光会

油彩画、水彩画、版画 4月26日（金）→5月10日（金）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

ロビー階　第1・2・3・4展示室
1階　第3・4展示室

一般700円（350円） ※（ ）内は団体料金（20名以上）
学生以下・70歳以上・外国籍の方・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
※5月1日（水）は観覧料無料

03-5834-8221
http://www.tokokai.com

第58回　大調和展
大調和会

油彩画、水彩画、アクリル画、
日本画、版画

4月26日（金）→5月2日（木）
最終日入場13:00まで／閉会14:00

1階　第1・2展示室 一般500円（300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
（1名）無料

0463-78-3013
http://大調和会.jp

第31回　現代パステル協会展
現代パステル協会

パステル画 4月26日（金）→5月2日（木）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第1展示室 一般500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無料

070-1466-8880
http://www7b.biglobe.ne.jp/
genpasu/index.html

第24回　彩美展
日本彩美会

油彩画、水墨画、日本画、
水彩画、書 ほか

4月26日（金）→5月2日（木）
最終日入場13:00まで／閉会13:30

2階　第2展示室 無料 027-221-2084

第36回　墨美展
墨美会

水墨画、書、日本画、篆刻 4月26日（金）→5月2日（木）
最終日入場13:00まで／閉会13:30

2階　第3展示室 無料 042-452-6848
http://sumibikai.web.fc2.com/

第44回　悠美会国際美術展
悠美会国際美術展

工芸、写真、油彩画、
彫塑・立体、水彩画、日本画、
書、水墨画、版画

4月25日（木）→5月2日（木）
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 無料 03-3663-8850
http://www.yuubikai.jp

東京都美術館  

公募展カレンダー

2019.04

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／4月1日（月）、4月15日（月）、5月7日（火）、5月20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。

http://www7b.biglobe.ne.jp/genpasu/index.html



