
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
JOSHIBISION 2022
（女子美術大学大学院・大学・短期大学部
学生選抜作品展）
女子美術大学・女子美術大学短期大学部

デザイン、工芸、日本画、
彫塑・立体、油彩画、版画、
写真 ほか

3月1日（水）→3月5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1展示室 無料 03-5340-4507（代表）
杉並キャンパス
https://www.joshibi.ac.jp/

JOSHIBISION 2022
（女子美術大学付属高等学校卒業制作展）
女子美術大学付属高等学校

油彩画、色彩構成、
イラストレーション、彫塑・立体、
工芸、写真 ほか

3月1日（水）→3月5日（日）
最終日入場17:00まで／閉会17:30

ロビー階　第2展示室 無料 03-5340-4507（代表）
杉並キャンパス
https://www.joshibi.ac.jp/

東京都立工芸高等学校　卒展　2023
東京都立工芸高等学校

工芸、ポスター、写真、水彩画、
彫塑・立体、版画 ほか

3月3日（金）→3月5日（日）
最終日入場17:00まで／閉会17:30

ロビー階　第3展示室 無料 03-3814-8755
https://www.metro.ed.jp/kogei-h/

2022年度　横浜美術大学　
卒業制作　学外展
横浜美術大学

映像、ビジュアルデザイン、
油彩画、工芸、彫塑・立体、
写真

3月2日（木）→3月5日（日）
最終日入場17:00まで／閉会17:30

ロビー階　第4展示室
1階　第4展示室

無料 045-962-2221
https://www.yokohama-art.ac.jp/

第60回記念　藍筍会書作展
併催：今関脩竹遺墨展・小中高校生書道展
書道研究 藍筍会

書 3月1日（水）→3月5日（日）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第1・2・3展示室 無料 03-3386-3175
http://ranjun.heelife.net/

第59回　菅菰書展
併催：全国学生展
書法研究 菅菰会

書 3月1日（水）→3月7日（火）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

2階　第1展示室 無料 03-3916-2719
https://kanko-kai.com/

第38回　書団嘯龍社展
日本書道学院（書団嘯龍社展）

書 3月1日（水）→3月7日（火）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第2展示室 無料 045-861-6266
03-3957-0397（池谷）
http://www.nihon-shodou-
gakuin.com/

第69回　詩歌自詠清真会書道展
清真会

書 3月1日（水）→3月7日（火）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

2階　第3展示室 無料 047-484-9335

第42回　國美藝術展
特定非営利活動法人　國美藝術家協会

油彩画、書、日本画、工芸、
彫塑・立体、水墨画、写真、
水彩画 ほか

3月1日（水）→3月7日（火）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第4展示室 無料 03-5467-6892

東京都立大学
インダストリアルアート学科・学域
卒業・修了制作研究展
東京都立大学システムデザイン学部・研究科
インダストリアルアート学科・学域

デザイン作品・研究 3月1日（水）→3月7日（火）
最終日入場11:30まで／閉会12:00

ギャラリーA・B 無料 042-585-8606

第59回　創玄展
学生部門=全国学生書道展
公益社団法人　創玄書道会

書 3月9日（木）→3月14日（火）
最終日入場17:00まで／閉会17:30

ロビー階　第1・2・3・4展示室
1階　第3・4展示室

無料 03-3953-8349
http://www.sogen.or.jp

第14回　行動美術TOKYO展
併催：第3回　行動美術受賞作家選抜展
行動美術協会

油彩画、水彩画、アクリル画、
彫塑・立体

3月9日（木）→3月15日（水）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第1・2展示室 無料 03-3624-8420
https://www.kodo-bijutsu.jp/

公募第40回　日本・中国水墨画合同展
公益社団法人　日本・中国水墨交流協会

水墨画 3月9日（木）→3月15日（水）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第1展示室 無料 03-5801-0120
http://www.suiboku.or.jp

公募第34回　蒼溟書展
併催： 第16回　全国競書大会 

第16回　教育部展
東京書学アカデミー蒼溟社

書 3月9日（木）→3月15日（水）
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第2展示室 無料 03-3818-8574

第18回　日中友好古墨書道展
日中古墨書道友好協会

書 3月9日（木）→3月15日（水）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

2階　第3展示室 無料 03-6820-0958

第37回　第一美術協会東京支部展
併催：第一美術協会選抜展
第一美術協会　東京支部

油彩画、水彩画、日本画、
工芸、パステル画、
ミクストメディア、アクリル画

3月8日（水）→3月15日（水）
初日14:00→17:30
最終日入場13:30まで／閉会14:00

2階　第4展示室 無料 042-360-0636
http://daiichibijyutu.com/

第16回　ガラス教育機関合同作品展
ガラス教育機関合同作品展

彫塑・立体 3月9日（木）→3月14日（火）
最終日入場17:00まで／閉会17:30

ギャラリーA・B 無料 06-6721-2332

第20回公募　東京陶族展
東京陶族

彫塑・立体、工芸、書、写真、
油彩画 ほか

3月9日（木）→3月15日（水）
最終日入場14:00まで／閉会14:30

ギャラリーC 無料 03-3320-2617

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
第85回　謙慎書道会展
謙慎書道会

書 3月17日（金）→3月23日（木）
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・3・4展示室
2階　第1・2・3・4展示室

無料 03-3221-1136
https://www.kensinn.org

第90回記念
池坊東京連合支部「いけばな池坊展」
池坊東京連合支部

いけばな 3月21日（火）→3月30日（木）
21日（初日）
11:00→16:00（入場は15:30まで）
22・24・26・28日
10:30→15:00（入場は14:30まで）
23・25・27・29日
10:30→16:00（入場は15:30まで）
30日（最終日）
10:30→15:00（入場は14:30まで）

ギャラリーA・B・C 一般・大学生・高校生500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無料

03-3291-9321
https://www.ikenobo.jp/

第31回　東京二紀展
一般社団法人　二紀会

油彩画、彫塑・立体 3月25日（土）→3月31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 03-5685-6791
https://niki-kai.or.jp/

第3回　全書会展
一般社団法人　全国書写書道教育振興会

書 3月25日（土）→3月30日（木）
最終日入場17:00まで／閉会17:30

ロビー階　第4展示室 無料 0428-24-1139
https://zenshokai.or.jp

2023　独立春季新人選抜展
独立美術協会

油彩画 3月25日（土）→3月31日（金）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第1展示室 無料 03-3490-5881
http://www.dokuritsuten.com

第16回　
AJCクリエイターズコレクション展2023
ＡＪＣクリエイターズコンテスト実行委員会

工芸 3月26日（日）→3月30日（木）
9:30→17:30（入場は16:30まで）
初日13:00→17:30
最終日入場16:30まで／閉会17:30

1階　第2展示室 無料 080-2261-9153
https://ajc.jpn.com/

第23回　NPO法人国際書画交流会展
特定非営利活動法人　国際書画交流会

油彩画、水彩画、水墨画、書、
日本画

3月25日（土）→3月30日（木）
最終日入場12:00まで／閉会12:30

1階　第3展示室 無料 090-9396-6964
042-422-3690

第46回　从展
从会

水彩画、油彩画、日本画、
彫塑・立体、水墨画、版画 ほか

3月25日（土）→3月31日（金）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

1階　第4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（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
※「特別展」チケット持参の方は200円引き

090-9103-2285
https://hitohitokai.org

第64回　東方書展
東方書道院

書、水墨画 3月25日（土）→3月31日（金）
最終日入場14:30まで／閉会15:00

2階　第1・2・3・4展示室 無料 080-9173-1040
http://www.tohoshodouin.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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