
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88回　東光展
一般社団法人　東光会

油彩画、水彩画、版画 4月26日（火）→5月10日（火）
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・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
※外国人の方は無料
※5月1日（日）は観覧料無料

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

第38回　墨美展
墨美会

水墨画、書、日本画 5月4日（水）→5月10日（火）
最終日入場13:00まで／閉会13:30

1階　第1展示室 無料 042-452-6848
http://sumibikai.web.fc2.com/

第50回　齣展
齣展

油彩画、水彩画、彫塑・立体、
水墨画、写真、デジタルプリント、
工芸

5月3日（火）→5月10日（火）
初日14:00→17:30
最終日入場12:00まで／閉会13:00

1階　第2展示室 一般500円（400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

048-465-3538
https://komaten1.web.fc2.com/

第49回　全国日曜画家展
全国日曜画家連盟

油彩画、水彩画 5月3日（火）→5月10日（火）
初日13:30→17:30
最終日入場12:00まで／閉会13:00

1階　第3展示室 無料 03-3811-7077

第51回　純展
美術協会　純展

油彩画、水彩画、日本画、
水墨画、版画

5月4日（水）→5月10日（火）
9:30→17:30（入場は16:30まで）
最終日入場13:00まで／閉会15:00

2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・60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

090-2150-0454
http://www.junten.net

第46回　悠美会国際美術展
悠美会国際美術展

工芸、油彩画、水彩画、写真、
日本画、彫塑・立体

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

2階　第3展示室 無料 03-3663-8850
https://www.yuubikai.com

第11回　九条美術展
九条美術の会

油彩画、日本画、彫塑・立体、
版画、水彩画

5月4日（水）→5月10日（火）
最終日入場13:30まで/閉会14:00

2階　第4展示室 無料 080-3585-6020
https://www.9-bi.com/

第4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、平面作品、
インスタレーション

5月3日（火）→5月10日（火）
初日14:00→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31回　秋耕会小品展
一般社団法人　秋耕会

写真、油彩画、水彩画、工芸、
日本画

5月4日（水）→5月10日（火）
10:00→17:00（入場は16:30まで）
最終日入場13:30まで／閉会14:30

ギャラリーC 無料 043-285-4048
http://www.syukoukai.jp/

第66回　新世紀展
新世紀美術協会

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

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

大学生以下・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

042-585-0693
https://shinseikiten.com

第81回　美術文化展
美術文化協会

油彩画、水彩画、彫塑・立体、
写真、版画

5月12日（木）→5月18日（水）
最終日入場13:00まで／閉会13:30

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
※「特別展」チケット持参の方は半額

080-1190-0250
http://bibun.jp/

第55回　書真会展
書真会

書 5月12日（木）→5月18日（水）
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

NHK学園　心をつなぐ作品展
～書道展・絵手紙展・絵画展・写仏展～
学校法人　NHK学園

書、絵手紙、水彩画、写仏 5月12日（木）→5月18日（水）
最終日入場13:00まで／閉会14:00

2階　第1・2展示室 無料 042-572-3151
http://www.n-gaku.jp/life/event/

第34回　全日中展・東京書画芸術大展
全日本中国水墨芸術家連盟

水墨画、書、日本画、水彩画 5月12日（木）→5月18日（水）
最終日入場12:30まで／閉会13:00

2階　第3展示室 一般500円（300円）　※（ ）内は団体料金（10名以上）

学生以下・18歳以下・65歳以上・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

080-5682-8416（工藤）

第68回　陶彫展
日本陶彫会

彫塑・立体 5月12日（木）→5月18日（水）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

ギャラリーA 無料 090-1118-2423
https://www.nihontouchoukai.com/

第23回　公募　東京湘南絵画会展
東京湘南絵画会

油彩画、水彩画、デッサン、
パステル画

5月12日（木）→5月18日（水）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

ギャラリーB 無料 044-932-6536
http://www.tokioshounan.com/

第10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

ガラス作品 5月12日（木）→5月18日（水）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

ギャラリーC 無料 043-257-5401
https://jsgaa.org/

東京都美術館

公募展カレンダー

2022.05

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／4/4（月）、4/18（月）、5/16（月）
※新型コロナウイルスの影響により中止の場合があります。
　最新情報はウェブサイトでご確認ください。

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。
展覧会開催日程や開催時間等については、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「スコットランド国立美術館　THE GREATS　美の巨匠たち」
会場：企画展示室
会期：2022年4月22日（金）～7月3日（日）
休室日：月曜日　※ただし、5月2日（月）は開室
開室時間：9:30～17:30（入室は閉室の30分前まで）
※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://greats2022.jp
［お問い合わせ先］050-5541-8600（ハローダイヤル）

http://www.tokokai.com
http://sumibikai.web.fc2.com/
https://komaten1.web.fc2.com/
http://www.junten.net
https://www.yuubikai.com
https://www.9-bi.com/
http://www.syukoukai.jp/
https://shinseikiten.com
http://bibun.jp/
http://www.n-gaku.jp/life/event/
https://www.nihontouchoukai.com/
http://www.tokioshounan.com/
https://jsgaa.org/
https://greats2022.jp


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88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・色鉛筆画、コラージュ 
ほか

5月20日（金）→5月27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 一般700円（500円）　※（ ）内は団体料金（10名以上）

学生以下・18歳以下・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

080-4855-3767
http://www.ohgenkai.org

第71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（金）→5月27日（金）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

ロビー階　第4展示室 一般700円（500円）　※（ ）内は団体料金（10名以上）

大学生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（1名） 無料
※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

03-3935-1060
https://shinkou-art.org

第69回　日府展
一般社団法人　日本画府

油彩画、写真、工芸、日本画、
水墨画、彫塑・立体

5月19日（木）→5月27日（金）
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）

学生以下・20歳未満・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
http://nipputen.sakura.ne.jp/

第44回　新洋画会展
新洋画会

油彩画、水彩画、彫塑・立体、
工芸、日本画、きれ画、アートス
テンシル

5月19日（木）→5月27日（金）
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 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

049-263-1814
https://shinyouga.net/new/

第11回　東京自由美術展
自由美術協会

油彩画、版画、水彩画、
彫塑・立体、写真

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

1階　第4展示室 無料 0422-01-7560
http://jiyubijutsu.org/

第75回　創造展
創造美術会

油彩画、工芸、日本画、
彫塑・立体

5月20日（金）→5月27日（金）
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
※外国籍の方はパスポート提示で無料

0467-95-2087
http://www.souzouten.org/

第3回　OUTOTSU版展
特定非営利活動法人　アトリエ凹凸

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

2階　第4展示室 無料 0798-23-2629
http://www.outotsu.com/

第68回　創型展
創型会

彫塑・立体 5月20日（金）→5月27日（金）
最終日入場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

048-964-6029
http://www.soukeikai.org/

第81回　日本画院展
一般社団法人　日本画院

日本画 5月29日（日）→6月4日（土）
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
大学生以下・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無料

03-6458-1219
http://nihonga-in.or.jp/

第100回記念　朱葉会展
一般社団法人　朱葉会

油彩画、水彩画、版画 ほか 5月29日（日）→6月4日（土）
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の方無料
※「特別展」チケット持参の方は無料

03-5340-4636
https://shuyoukai.com

第26回　一陽会東京展
一陽会東京支部

油彩画、彫塑・立体、水彩画、
版画

5月28日（土）→6月4日（土）
初日14:30→17:30
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第1展示室 無料 03-5660-0320
https://ichiyokait.jimdofree.com

第26回　国画水墨院展
国画水墨院

水墨画、彩墨画 5月28日（土）→6月4日（土）
初日13:00→17:30
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第2展示室 無料 03-3968-9548
http://kokugasuiboku.web.fc2.com/

第44回　一創会展
一創会

油彩画、水彩画 5月29日（日）→6月4日（土）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

1階　第3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・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付添
（2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

045-713-9158

FAA展
富士美術協会

油彩画、水彩画、水墨画、
日本画 ほか

5月28日（土）→6月4日（土）
初日14:00→17:30
最終日入場14:00まで／閉会14:30

1階　第4展示室 無料 04-7131-4591

2022年　第63回　新象展
新象作家協会

油彩画、水彩画、彫塑・立体、
写真、版画、インスタレーション、
ビデオアート ほか

5月29日（日）→6月4日（土）
最終日入場13:00まで／閉会14:00

2階　第1・2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

090-8444-3176
https://www.shinshoten.com/

国際公募第15回記念　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、水彩画、油彩画、
日本画

5月29日（日）→6月4日（土）
最終日入場13:00まで／閉会13:30

2階　第3展示室 無料 0427-19-6305
http://jiia.web.fc2.com

第56回　手工芸作品展
一般財団法人　日本手工芸指導協会

手芸、工芸、手工芸小作品 5月30日（月）→6月4日（土）
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無料

03-6222-8558
https://www.syukougei.org

第45回記念　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（日）→6月4日（土）
最終日入場15:00まで／閉会15:30

ギャラリーA 無料 075-221-1966
http://www.sakkakyoukai.com/

第68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（土）→6月4日（土）
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
https://www.sha-bunkyo.or.jp

第55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（日）→6月4日（土）
最終日入場12:30まで／閉会13:00

ギャラリーC 無料 03-5282-5141
http://www.syukogei-sakka.or.jp

東京都美術館

公募展カレンダー

2022.05

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）

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／4/4（月）、4/18（月）、5/16（月）
※新型コロナウイルスの影響により中止の場合があります。
　最新情報はウェブサイトでご確認ください。

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。
展覧会開催日程や開催時間等については、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。
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