
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107回　日本水彩展
公益社団法人　日本水彩画会

水彩画 6月6日（木）→6月13日（木）
9:30→17:30（入場は16:30まで）
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1・2展示室

一般700円、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
※｢特別展｣チケット持参の方は300円引き

03-5828-1616
http://www.nihonsuisai.or.jp

第43回　大翔展
大翔会美術連盟

油彩画、日本画、水彩画、水墨
画、切り絵、版画 ほか

6月5日（水）→6月13日（木）
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 090-7354-9909
090-8689-8826

2019年　第44回　全国公募写真展「視点」
日本リアリズム写真集団

写真 6月6日（木）→6月13日（木）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

1階　第4展示室 一般500円、大学生300円
高校生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（2名） 無料

03-3355-1461
http://www.jrp.gr.jp/

第73回　職美展
全日本職場美術協議会

油彩画、水彩画、パステル画、
アクリル画、工芸、日本画、水
墨画、版画、彫塑・立体

6月6日（木）→6月13日（木）
最終日入場12:30まで／閉会13:00

2階　第1・2展示室 一般500円、大学生200円
高校生以下・障害者手帳をお持ちの方と付添（2名） 無料
※職美展チラシ持参の方は100円引き
※6月8日（土）のみ無料

03-3269-0232
http://shokubi.art.coocan.jp/

第50回記念　新美展
新生美術会

油彩画、水彩画、日本画、水墨
画、写真 ほか

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

2階　第3展示室 無料 0550-89-2240
http://www.shinsei-art.org

第17回　新平成美術展
併催：第11回　「The　とき」展
新平成美術会

油彩画、水彩画、日本画、水墨
画、版画 ほか

6月5日（水）→6月13日（木）
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 03-3881-7514
http://heiseiart.arrow.jp/

2019　独立選抜書展
第13回　全国高校生大作書道展
公益財団法人　独立書人団

書 6月15日（土）→6月21日（金）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

ロビー階　第1・2・3展示室 無料 03-6809-4379
http://www.dokuritsu.or.jp

第29回　一般社団法人　工芸美術　日工会展
一般社団法人　工芸美術　日工会

工芸 6月15日（土）→6月21日（金）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

ロビー階　第4展示室 一般800円
大学生以下・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

03-3835-1413
http://www.nikkoukai.jp

第69回　板院展
一般社団法人　日本板画院

版画 6月15日（土）→6月21日（金）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

1階　第1・2展示室 一般800円、大学生・高校生600円
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無料

090-9977-0663
http://www.nipponhangain.com

第43回　風子会展
風子会

油彩画、日本画、彫塑・立体 ほか 6月14日（金）→6月21日（金）
初日13:00→17:30
最終日入場13:00まで／閉会14:00

1階　第3展示室 無料 03-5660-3055
http://home.catv.ne.jp/dd/
fushikai/index.htm

第41回　東京中美展
中央美術協会　東京支部

油彩画、水彩画、日本画 ほか 6月15日（土）→6月21日（金）
最終日入場13:00まで／閉会13:30

1階　第4展示室 無料 0278-25-3536
http://tokyochubi.cocolog-nifty.
com/tokyousibu/

第24回　国画水墨院展
国画水墨院

水墨画、彩墨画 6月14日（金）→6月21日（金）
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 03-3968-9548
http://kokugasuiboku.web.fc2.
com/

第41回　一創会展
一創会

油彩画、水彩画 6月15日（土）→6月21日（金）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第2展示室 一般500円（300円）、大学生・高校生400円（200円）
※（ ）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｣チケット持参の方は無料

045-713-9158

第45回　国際美術大賞展
日本選抜美術家協会

油彩画、水墨画、日本画、水彩
画、版画 ほか

6月14日（金）→6月21日（金）
初日14:00→17:30
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第3展示室 無料 042-410-3755
http://www.nissenbijutu.jp

2019年　國際書画選抜展
國際書画連盟

書、水墨画 6月15日（土）→6月21日（金）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

2階　第4展示室 無料 03-3837-4445
http://www.shubi.jp/kokusai

第80回記念展　国際文化交流
公益社団法人　大日本書芸院展
第2回　学生選抜　大日本書芸院展
公益社団法人　大日本書芸院

書、水彩画、水墨画 6月23日（日）→6月30日（日）
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 046-823-5940
http://www.d-n-shogeiin.or.jp

第98回　朱葉会展
一般社団法人　朱葉会

油彩画、水彩画、版画 6月23日（日）→6月30日（日）
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500円
学生以下･障害者手帳をお持ちの方と付添 無料
※｢特別展｣チケット持参の方は無料

03-5340-4636
http://www.shuyoukai.com

第91回　新構造展
一般社団法人　新構造社

油彩画、写真、工芸、水彩画、
版画、彫塑・立体

6月23日（日）→6月30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600円（500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（1
名）無料

03-5808-9976
http://www.shinkozo.or.jp/

アートオリンピア　2019
一般財団法人　アートオリンピア

日本画、油彩画、水彩画、彫
塑・立体、工芸、水墨画、版画、
写真、ミクストメディア

6月23日（日）→6月30日（日）
最終日入場13:00まで／閉会14:00

2階　第1展示室 無料 048-650-5544
http://www.artolympia.jp/

国際水墨芸術大展　2019
国際水墨芸術促進会

水墨画、日本画 6月23日（日）→6月30日（日）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第2展示室 無料 044-567-5355
http://suibokue.in.coocan.jp/
index.html

第10回記念　全日本パステルアート展　
全日本パステルアート連盟

パステル画 6月23日（日）→6月30日（日）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第3展示室 無料 03-3676-8801

第21回　国際書画交流会展
国際書画交流会

書、水墨画、油彩画、水彩画、
写真

前期：6月22日（土）→6月26日（水）
後期：6月27日（木）→6月30日（日）
初日14:00→17:30
※26日（水）は入場13：00まで／閉会13:30
※27日（木）は12:00→17:30
最終日入場12:00まで／閉会12:30

2階　第4展示室 無料 090-9396-6964
042-422-3690

http://taisyoukai-bijuturenmei.
com/

東京都美術館  

公募展カレンダー

2019.06

開室時間／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／6月3日（月）、6月17日（月）、7月1日（月）、7月9日（火）～7月16日（火）
※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
都美セレクション グループ展  2019
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する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：2019年6月9日（日）～6月30日（日）
休室日：6月17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14日（金）、6月21日（金）、6月28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］ 都美セレクション グループ展 2019  担当
TEL：03-3823-6921（代表）

「星座を想像するように－過去、現在、未来」
会場：ギャラリーA
グループ名：過去・現在・未来を考える

「彼女たちは叫ぶ、ささやく－ヴァルネラブルな集合体が世界を変える」
会場：ギャラリーB
グループ名：エゴイメ・コレクティヴ

「ヘテロトピア」
会場：ギャラリーC
グループ名：ヘテロトピア
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