
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74回　東洋美術学校　卒業制作展
東洋美術学校

デザイン、工芸、油彩画 2月5日（日）→2月10日（金）
初日14:00→17:30
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 03-3359-7421
https://www.to-bi.ac.jp

第76回　書道芸術院展
併催：第74回　全国学生書道展
公益財団法人　書道芸術院

書 2月5日（日）→2月11日（土）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

ロビー階　第3・4展示室
1階　第3・4展示室
2階　第2・3・4展示室

無料 03-3862-1954
http://lincs.co.jp/shogei/

第86回　龍峡書道展
龍峡書道会

書 2月5日（日）→2月11日（土）
9:30→17:30（入場は16:30まで）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第1・2展示室 無料 03-3414-8745
https://ryuukyou.sakura.ne.jp/

公募　第57回　天真書道会展
天真書道会

書 2月5日（日）→2月11日（土）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第1展示室 無料 03-3892-4811

第97回　国風盆栽展
一般社団法人　日本盆栽協会

盆栽 前期:2月9日（木）→12日（日）
後期:2月15日（水）→18日（土）
※2月13日（月）、14日（火）は展示替えの
ため休室
2月12日（日）、18日（土）は入場15:00ま
で／閉会15:30

ギャラリーA・B・C 一般1000円（700円）　※（ ）内は団体料金（20名以上）

大学生500円
前・後期共通券（各1回ずつ入場可）1500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

03-3821-3059
https://bonsai-kyokai.or.jp

第72回　東京都公立学校美術展覧会
東京都教育委員会

水彩画、彫塑・立体、工芸、書、
手芸作品

2月14日（火）→2月19日（日）
最終日入場11:30まで／閉会12:00

ロビー階　第1・2・3展示室 無料 03-5320-6841

第73回　台東区立小・中学校連合作品展
台東区教育委員会

書、平面作品、工芸、
彫塑・立体

2月14日（火）→2月19日（日）
最終日入場13:00まで／閉会13:30

ロビー階　第4展示室 無料 03-5246-1453

第67回　全日本学生美術展
全日本学生美術会

水彩画、油彩画 2月12日（日）→2月19日（日）
9:30→17:30（入場は16:30まで）
初日14:00→17:30 
最終日入場14:00まで／閉会15:00

1階　第1展示室 一般300円、大学生・高校生・中学生・小学生100円
未就学児以下無料
※入場は日時指定事前予約制
チケット購入・事前予約は団体ホームページへ

03-3862-3937
https://www.craypas.com/
artexhibition/

第4回　三軌ブリリアント展
公募美術団体　三軌会

油彩画、水彩画、工芸、
日本画、版画、写真、
彫塑・立体

2月13日（月）→2月19日（日）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

1階　第2展示室 無料 03-3380-3911
https://www.b-sankikai.jp

第35回　日本写真家連盟展「四季の彩り」
第11回　公募作品展
日本写真家連盟

写真 2月12日（日）→2月19日（日）
初日14:00→17:30
最終日入場13:30まで／閉会14:00

1階　第3展示室 無料 03-3552-1964
https://www.photopfj.com

第41回　全国公募　煌心展
併催：学生部
煌心書道会

書 2月13日（月）→2月19日（日）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第4展示室 無料 03-5246-4634
http://lincs.co.jp/koushin/

第55回記念　玄潮会書展
併催：第54回　全国学生書道展
玄潮会

書 2月13日（月）→2月19日（日）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

2階　第1・2・3展示室 無料 0463-77-1743

第10回　日本の水石展
一般社団法人　日本水石協会

水石 2月14日（火）→2月18日（土）
初日10:00→17:30
最終日入場17:00まで／閉会17:30

2階　第4展示室 一般500円（400円）　※（ ）内は団体料金（10名以上）

大学生・高校生400円
中学生以下無料

03-6638-9371
http://www.suiseki-assn.gr.jp

東京都美術館  

公募展カレンダー

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／2月6日（月）、2月20日（月）、3月6日（月）、3月20日（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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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
大東文化大学　書道学科　卒業制作展
大東文化大学大学院　書道学専攻　
修了制作展
大東文化大学文学部書道学科

書 2月21日（火）→2月27日（月）
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 無料 03-5399-7336

東北芸術工科大学卒業・修了展
【東京選抜展】
東北芸術工科大学

油彩画、日本画、工芸、
彫塑・立体、版画、テキスタイル

2月23日（木）→2月26日（日）
初日13:00→17:30
最終日入場17:00まで／閉会17:30

ロビー階　第2・3展示室 無料 023-627-2010
https://www.tuad.ac.jp/

第72回　高風会　全国書道展覧会
併催：学生展
高風会

書 2月22日（水）→2月27日（月）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第2展示室 無料 03-3842-3626

第45回　全日本水墨画記念展
全日本水墨画会

水墨画 2月22日（水）→2月27日（月）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

1階　第3展示室 無料 03-3983-7451
http://www.suibokuga.org

第104回　全国学校書初中央展
公益財団法人　日本習字学会

書 2月23日（木）→2月26日（日）
最終日入場17:00まで／閉会17:30

2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（1名）無料

03-3845-1854
http://www.shujigakkai.or.jp/

第51回　公募　書道一元會展
書道一元會

書 2月22日（水）→2月27日（月）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

2階　第3展示室 無料 03-3909-7807
http://shodoichigenkai.com

第50回　現代アーチストセンター展
現代アーチストセンター

インスタレーション、油彩画、
彫塑・立体

2月22日（水）→2月27日（月）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第4展示室
ギャラリーA 

無料 080-3408-9895
http://artistcenter.web.fc2.com

芸象万千展　2022
特定非営利活動法人
芸象万千文化教育学院

水墨画 2月21日（火）→2月27日（月）
初日14:00→17:30
最終日入場14:00まで／閉会14:30

ギャラリーB 無料 0721-56-9239
http://npoaca1985.web.fc2.com/

2023年　公募　たぶろう春季展
たぶろう美術協会

油彩画、日本画、水彩画、
アクリル画、ミクストメディア、
CG ほか

2月22日（水）→2月27日（月）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

ギャラリーC 無料 03-3683-9585（中島）
https://www.art-taburou.com/

東京都美術館  

公募展カレンダー
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東京都美術館からのご案内
特別展「レオポルド美術館　エゴン・シーレ展　ウィーンが生んだ若き天才」
会場：企画展示室
会期：2023年1月26日（木）～4月9日（日）
休室日：月曜日
開室時間：9:30～17:30 金曜日9:30～20:00 （入室は閉室の30分前まで）
※日時指定予約制
※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://www.egonschiele2023.jp
［お問い合わせ］TEL：050-5541-8600（ハローダイヤル）

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／2月6日（月）、2月20日（月）、3月6日（月）、3月20日（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
〒110-0007　東京都台東区上野公園8-36
TEL 03-3823-6921（代表）
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