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Exhibition Schedule April 2018- March 2019
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Chiba Prefectural Museum of Art
三宅克己《ローマ》
（部分）

利 用 案 内
●開館時間 午前９時〜午後４時30分
●休館日

●入場料

毎週月曜日
ただし、月曜日が祝日・振替休日に当たるときは開館し、翌日
休館
年末年始 12月28日〜１月４日
臨時休館 ９月26日〜 28日、10月10・11日
アート・コレクション（収蔵作品展） 一般300円／高校・大学生150円
65歳以上／中学生以下／障害者手帳をお持ちの方及び介助者１名
は無料
企画展は別途料金が必要です。
20名以上は団体料金（それぞれ２割引）

●交通案内
▶電車・モノレール
ＪＲ京葉線・千葉都市モノレール千葉みなと駅下車徒歩約10分
▶千葉駅からバス利用
千葉駅西口《26番のりば》千葉みなとループバス／タワーコース
千葉ポートタワー行「県立美術館入口（千葉みなとリハビリ病院）
」下車
徒歩約３分
千葉駅東口《11番のりば》
【千41】【千42】
稲毛海岸駅・幸町団地・海浜病院行（ポートアリーナ経由）
「市役所中央署入口」下車徒歩約８分

▶自動車
東京方面から 東関東自動車道『湾岸習志野』I.Cから約20分
成田方面から 京葉道路『穴川』I.Cから約20分
東金方面から 千葉東金道路『千葉東』I.Cから約20分
館山方面から 京葉道路『松ヶ丘』I.Cから約20分
駐車場無料（78台利用可・うち２台は障害者用）
●お願い
▶館内は禁煙です。喫煙は所定の喫煙場所でお願いします。
▶館内での携帯電話の利用、飲食、傘・生花・ドライフラワーなどの持込
みはご遠慮ください。
▶ペットの入館はご遠慮ください。ただし、盲導犬等の補助犬同伴の方は
入館いただけます。
▶写真撮影については、会場内表示に従ってください。
ホテル
ポート
プラザ
ちば

旅 客 船 ター ミ ナル
千葉
ポートタワー
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オークラ
千葉ホテル
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千葉県立美術館 〒260-0024 千葉市中央区中央港１-10 -１ TEL 043(242)8311

平 成 30 年 度 に 予 定 さ れ て い る 団 体 展
4/3〜4/8
4/17〜4/22
4/17〜4/22
4/24〜4/30
4/24〜4/30
4/24〜4/30
4/24〜5/6
5/2〜5/6
5/2〜5/6
5/8〜5/13
5/15〜5/20
5/22〜5/27
5/22〜5/27
5/29〜6/3
6/5〜6/10
6/12〜6/17
6/12〜6/17
6/19〜6/24
6/19〜6/24
6/19〜6/24
6/26〜7/1
7/3〜7/8
7/3〜7/8
7/3〜7/8
7/10〜7/16
7/18〜7/22
7/18〜7/22

第34回千葉県日本水彩展
第43回武蔵美千葉支部展
第45回千葉新協展
第33回日本画四季展
第48回新構造 (社) 千葉支部展
第22回仲間達展
第44回歩会彫刻展
第49回表美展
第20回東華書院展
第56回千葉アマチュア美術会展
第42回公募墨の県展
第21回平成美術会展
第19回伝統工芸千葉展
第63回二科千葉支部展
第65回記念千葉県書道協会展
第21回千葉多摩美会展
第41回千葉一陽展
第12回写団モノクロ写真展
第46回水彩連盟千葉支部展
第４回千葉一水会展
フォトサークル ミルフィーユ 第３回写真展
第９回展 Water Color 千葉
第63回千葉二紀展
第27回玄鳥書院展
第50回千葉市水墨画同好会連合会展
平成30年度第62回千葉県小中学校書写展覧会
第50回習美会初夏大作展

7/18〜7/22
7/24〜8/5
7/24〜7/29
7/24〜7/29
7/24〜7/29
7/31〜8/5
7/31〜8/5
8/7〜8/12
8/7〜8/12
8/7〜8/12
8/7〜8/12
8/14〜8/19
8/21〜8/26
8/21〜8/26
8/21〜8/26
8/28〜9/2
8/28〜9/2
8/28〜9/2
9/4〜9/9
9/4〜9/17
9/11〜9/24
9/11〜9/17
9/19〜9/24
9/19〜9/24
9/29〜10/21
10/23〜10/28
10/23〜10/28

第28回千葉県木彫会展
第47回写真千葉県展
第26回三軌会千葉支部展
第35回千葉県医師会美術展
平成30年度千葉県特別支援学校作品展
第35回千葉中美展
ハングル書道・韓国伝統文化展
第56回新世紀千葉支部展
第50回第一美術協会千葉県支部展
千葉硯心会書作展
第48回いてふ彫刻展
第58回白扇書道会展
千葉県大学美術連盟展
第28回太平洋美術会千葉支部展
第15回なの花書道展
第28回キャノンフォトクラブ千葉写真展2018
第63回千葉県勤労者美術展
第43回陽画会油絵展
第29回千葉県教育芸術祭 (1)
第41回千葉県写真展
第68回千葉デザイン展2018
千葉県高等学校総合文化祭第51回合同写真展
第50回千葉現展
第43回葉美会展
第68回千葉県美術展覧会 (県展）
第29回千葉県教育芸術祭 (2)
一般社団法人二科会写真部第38回千葉支部展

10/23〜10/28
10/30〜11/4
10/30〜11/4
10/30〜11/4
11/6〜11/11
11/13〜11/18
11/20〜11/25
11/20〜11/25
11/20〜11/25
11/27〜12/2
11/27〜12/2
12/4〜12/16
12/18〜12/24
1/8〜1/14
1/8〜1/20
1/22〜1/27
2/5〜2/11
2/5〜2/11
2/5〜2/11
2/13〜2/17
2/13〜2/17
2/19〜2/24
2/26〜3/3
2/26〜3/3
3/5〜3/10
3/12〜3/17
3/19〜3/24

第47回千葉県身体障害者作品展
第15回日本春秋書院千葉書道団展
第30回平和を願う美術展
第24回創土会陶芸展
第30回千葉県高等学校総合文化祭「書道作品展」
第30回千葉県高等学校総合文化祭「美術工芸作品展」
第14回伝統工芸陶葉会展
第45回文化書道千葉県連合会公募展覧会
平成30年度がり版アート孔版画展
第19回東方国際美術展
第30回創造美術会千葉支部展
第63回こども県展
第30回日本童謡の書展
第46回富士百景写真展2019
第25回千葉読売写真展 (会員展/公募展)
第２回千葉県生涯大学校５学園・植草学園共同陶芸展示
第２回千葉県生涯大学校５学園・植草学園共同陶芸展示会
千葉大学教育学部美術科・図工科卒業・修了制作展
第30回書星選抜展
第71回千葉県小・中・高校書き初め展覧会
第44回子ども造形展
第53回千葉大学教育学部学生書道展
第45回千葉日報書道展
第10回千葉県写真連盟会員展
第44回千葉県民写真展
第24回翔洋展
第66回書星教育部展
千葉県立幕張総合高等学校書道美術作品展

４ April 2018

展 覧 会
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第１・２展示室

第３展示室

▶4/15 コレクション名品展

▶4/15 近代洋画の先駆者 浅井忠 6

Art Collection

５ May 2018


ワークショップ・実技講座

   
   

第８展示室
▶4/15 北詰コレクション

メタルアートの世界Ⅱ

Art Collection

Art Collection

原勝郎と板倉鼎

近代洋画の先駆者

ガラス工芸の魅力

- それぞれの巴里 -

浅井忠 ７

- 光と色彩の饗宴 -

- 浅井忠のドローイング-

5/5（土・祝）●ワークショップ
こどもの日記念カンバッジ
をつくろう

      
      
    

６ June 2018
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７ July 2018
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4/21（土）▶7/8（日）

原勝郎《街灯のある風景》

4/21（土）▶7/8（日）
1920年代にパリに渡った千葉
県ゆかりの洋画家原勝郎と板
倉鼎の油彩画およびスケッチ
を中心に紹介します。

藤田喬平《ヴェニス賛歌》

  
  

近代ガラス工芸に確固たる
足跡を残した各務鑛三、岩
田藤七、藤田喬平、石井康
治に焦点をあて、魅力あふ
れる世界を紹介します。

日本赤十字社の美術コレクションから、絵画や工芸の
優品を展示し、赤十字活動の理念である「人道」への
〜いつまでも変わらない人道への想い〜
作家の想いに触れていただくとともに、70周年を迎え
千葉県赤十字奉仕団創設70周年
7/14（土）▶9/24（月・祝） る千葉県赤十字奉仕団の活動を併せて紹介します。

      
      
     

浅井忠 ８

      
      

9/24（月・祝）

10

      
      
      
   

11

November 2018
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12

梅原龍三郎
《パリスの審判図》

浅井忠《漁婦》

December 2018
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１ January 2019
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前期：日本画
彫刻
書道

第68回 千葉県美術展覧会

11/3（土・祝）▶1/20（日）
日本芸術院会員で、日展理
事長などを務め、白日会の
会長としても活躍している
千葉県市川市在住の洋画家
中山忠彦（昭和10年〜）は
夫人をモデルとする気品あ
ふれる女性美を追求した作
品で人気が高く、現在の日
本洋画界を代表する洋画家
の一人です。初期の作品か
ら現在に至るまでの画業を
たどり、併せてモデルが着
用した貴重な衣装等も展示
し、中山忠彦の美の世界を
展覧します。

Art Collection

ْܑജȁ
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11/17（土）●中山忠彦展関連
ワークショップ
じぶんサイズあーと

２月開催予定●ワークショップ
粘土で遊ぼう
中山忠彦《四十五年目の良江》

具象彫刻展

Art Collection
近代洋画の先駆者

浅井忠 ９

      
      

- 浅井忠の京都時代 -

      
    

北詰コレクション

３ March 2019
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：休館日
：無料開放日

7/4・5・6・12
7/25・26・8/9
全７回 12:30 〜16:00

講師：鈴木久美子
定員：18名
締切：6/20
参加費：10,000円

中山忠彦《杏沙妃二十歳》

Art Collection

コレクション名品展

第７展示室

Art Collection +

具象彫刻の今
- 彫刻家宮坂慎司と
県美の収蔵作家たち -

コロー《ナポリ近郊の思い出》
宮坂慎司《遺標 - 踊 -》

帖佐美行
《谷間の蘭花》

1/29（火）▶4/14（日）

講座 金工（鍛金）
11/8・13・15
11/20・22・27
11/29
全７回 12:30 〜16:00

講師：平山記通
定員：15名
締切：10/25
参加費：14,000円
ホリデーアート
蜜蝋画Ⅱ
12/1・2
全２回 12:30 〜16:00

講師：上田靖之
定員：20名
締切：11/16
参加費：5,000円
講座 篆刻
-オリジナルの雅印をつくろう-

全４回 12:30 〜16:00

1/29（火）▶4/14（日）
当館の具象彫刻コレクション
から選りすぐりの作品を展示
し、具象彫刻の魅力を紹介し
ます。

全２回 12:30 〜16:00

1/25・2/1・8・15

メタルアートの世界Ⅲ
高村光太郎
《十和田裸婦像の
ための中型試作》

ホリデーアート
蜜蝋画Ⅰ
10/27・28
講師：上田靖之
定員：20名
締切：10/12
参加費：5,000円

10/12（金）▶10/21（日）

9/29（土）▶10/8（月・祝）
Special Exhibition

後期：洋画
工芸

9/29（土）●ワークショップ
オリジナルモノレール
をつくろう
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-皿づくりと加飾を学ぼう-

会場 : 茂原市立美術館・郷土資料館

      
      

２ February 2019

講座 陶芸中級

東郷青児《ナース像》
共催 : 日本赤十字社千葉県支部

October 2018
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全６回 12:30 〜16:00

講師：鈴木久美子
定員：20名
締切：5/2
参加費：8,000円

▶

7/14（土）



8/25（土）●ワークショップ
ぼくたちがつくる
みらいの千葉みなと

5/16・17・18
5/24・6/6・14

8/28（火）▶9/9（日）
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ワークショップへの参加方法など
については、当館ワークショップ
のチラシ、当館ホームページなど
をご覧になるか、詳しくはお問い
合わせください。

-使いたくなる器をつくろう-

千葉県移動美術館

- 浅井忠と周辺作家たち -

９ September 2018

6/16（土）●ワークショップ
きらめきガラスであーと

第42回

Art Collection
近代洋画の先駆者

※行事の日程等、都合により変更
することがあります。

4/21（土）▶7/8（日）

日本の洋画界に先駆的な
役割を果たした浅井忠の
ドローイング作品を中心
に展示し、絵画のジャン
ルを超えた浅井の線描画
の魅力を紹介します。

日本赤十字社所蔵美術展

８ August 2018


浅井忠《曳舟通り》

講座 陶芸基礎

1/29（火）▶4/14（日）

1/29（火）▶4/14（日）

当館のコレクションの中か
ら国内外の近現代美術の名
品を紹介します。

新進気鋭の彫刻家宮坂慎司
の具象彫刻作品と収蔵作品
のコラボレーション展示。

講師：那須大卿
定員：20名
締切：1/11
参加費：9,000円
実技講座申込み方法
往復はがきに希望講座名、住所、電
話番号、年齢を御記入の上、美術館
普及課宛ご応募ください。締切日必
着。応募多数の場合は抽選。

