
展覧会名 会期 会場 大人一般料金 メンバー優待

加納俊輔：サンドウィッチの隙間 10/26～2022/1/23 ザ・トライアングル 無料 無料

コレクションルーム冬期 12/11～2022/3/26 本館 1階南回廊
730円

※市外料金

何度でも無料

(会員カード提示)

第8回日展京都展 12/18～2022/1/15

本館1階北回廊

2階北･南回廊

光の広間

1,100円

1回無料

2回目以降は団体料金

(会員カード提示)

KYOTO STEAM 2022

国際アートコンペティション
1/29～2/13 新館東山キューブ 1,000円

何度でも無料

(会員カード提示)

川人綾：斜めの領域 2/8～5/15 ザ・トライアングル 無料 無料

京都市京セラ美術館開館1周年記念展

森村泰昌：ワタシの迷宮劇場
3/12～6/5 新館東山キューブ 2,000円

1回無料

2回目以降は団体料金

(会員カード提示)

兵馬俑と古代中国～秦漢文明の遺産～ 3/25～5/22 本館 2階北回廊 未定 未定

第3回PATinKyoto 京都版画トリエンナーレ 2022 4/12～5/8 本館2階南回廊 未定 未定

ポンペイ（仮）
4/21～7/3

(予定)
本館 1階北回廊 未定 未定

アベンジャーズ展 7月～8月 新館東山キューブ 未定 未定

アンディ・ウォーホル・キョウト

ANDY WARHOL KYOTO
9/17～2023/2/12 新館東山キューブ 未定 未定

ボテロ展　ふくよかな魔法
10/8～12/11

(予定)
本館 1階北回廊 未定 未定

展覧会名 会期 会場 大人一般料金 メンバー優待

成安造形大学卒業制作展2022 1/27～1/30
本館2階北･南回廊

別館1階･2階
無料 無料

令和3年度京都府学校文化・芸術祭

―第53回教育美術展覧会

1/29～1/30

最終日15時まで

本館1階北回廊

光の広間
無料 無料

嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学

第50回制作展
2/3～2/6

本館1階北回廊

2階北･南回廊

光の広間

無料 無料

京都市立芸術大学作品展 2/9～2/13
本館1階北回廊

2階北･南回廊
無料 無料

第45回新芸術京都展
2/15～2/20

最終日16時30分まで
本館1階北回廊 無料 無料

公益事業

第47回京都教職員美術展
2/15～2/20 本館2階北回廊 無料 無料

第21回京都芸術高等学校卒業制作展
2/15～2/20

全日17時まで
本館2階南回廊 無料 無料

第39回公募京都水彩展
2/22～2/27

最終日17時まで
本館2階北回廊 無料 無料

第53回関西二科展 2/22～2/27 本館2階南回廊 600円 300円

現在日本画研究会 3/1～3/6 本館1階北西 無料 無料

第13回「瓜生山縦の会」日本画展 3/1～3/6 本館2階北西 無料 無料

※ 12月15日時点での情報です。（本館の主催展・共催展以外は3月末までのスケジュールとなります）

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、開催予定の展覧会が

　変更・中止となる可能性がございますのでご了承ください。

※京都市京セラ美術館又は各美術館・百貨店等のホームページで

　最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。

※ 月曜日（祝日の場合は開館）と年末年始（12/27～1/3）は休館日のためご注意ください。

■展覧会予定（京都市京セラ美術館　本館）

　<主催展　共催展＞

＜催し＞

展覧会のお知らせ
京都市京セラ美術館 メンバーシップ事務局

〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町 124

TEL 075－771-4107



第71回京都染色美術展 3/1～3/6 本館2階南回廊 無料 無料

第14回再興新創美術展 3/8~3/13 本館2階北西 無料 無料

Heart Art in KYOTO 2022

第24回エイズチャリティー美術展

3/9～3/13

最終日13時まで
本館1階北回廊 無料 無料

第45回泰友書道展
3/12~3/13

最終日16時まで
本館2階南東 無料 無料

「日本大判写真展」2022京都本展

3/15～3/20

初日14時から

最終日16時まで

本館2階南東 無料 無料

若年性認知症当事者作品展（仮）
3/15～3/20

全日17時まで
本館1階北東 無料 無料

第94回創紀展
3/15～3/20

最終日17時まで
本館1階北西 無料 無料

京都二紀展 3/22～3/27 本館2階南西 無料 無料

芸象万千展　アジア水墨画（公募）2021

（彩り豊かな芸術たち）

3/22～3/27

最終日15時まで
本館2階南東 無料 無料

第64回書窗展
3/26～3/27

最終日16時まで
本館1階北回廊 無料 無料

新美2022公募展 3/29～4/3 本館1階北回廊 無料 無料

第54回かこう会展
3/29～4/3

最終日16時まで
本館2階南西 無料 無料

展覧会名 会期 会場 大人一般料金 メンバー優待

アートグループ道作品展「ガラス越し」
1/11～1/16

最終日16時まで
別館1階 無料 無料

京都教育大学美術科 卒業修了制作展2022

 "きっさき"

1/11～1/16

最終日16時30分まで
別館2階 無料 無料

成安造形大学卒業制作展2022 1/27～1/30
本館2階北･南回廊

別館1階･2階
無料 無料

第44回京都市立小・中学校育成学級　京都教育大

学附属京都小中学校特別支援学級　附属特別支援

学校　大合同作品展「小さな巨匠展」

2/3～2/6

全日17時まで
別館1階･2階 無料 無料

示現会京都作家展
2/8～2/13

最終日17時まで
別館1階 無料 無料

第5回JIPF国際公募写真展

第28回国際交流合同写真展 併設
2/8～2/13 別館2階 無料 無料

第1回新企画写真展 2/22～2/27 別館1階 無料 無料

京都精華学園高等学校美術科 卒業作品展

2/25～2/27

全日17時まで

最終日16時まで

別館2階 無料 無料

公募第60回文化書道展
3/2～3/6

最終日14時30分まで
別館1階･2階 無料 無料

川島テキスタイルスクール修了展 3/8～3/13 別館1階 無料 無料

第67回京都上京児童美術研究所 児童作品展
3/9～3/13

最終日16時まで
別館2階 無料 無料

第60回新作家集団展

3/15～3/20

全日17時まで

最終日16時30分まで

別館1階 無料 無料

第45回児童画国際交流展
3/15～3/20

初日14時から
別館2階 無料 無料

一年おくれの卒展 —京都芸術大学通信教育部染

織コース2020年度卒業生
3/23～3/27 別館1階 無料 無料

第21回書友会関西展
3/23～3/27

最終日16時まで
別館2階 無料 無料

■2021年度展覧会予定（京都市美術館　別館の催し）



■展覧会予定（京都ミュージアムズ・フォー、細見美術館の催し）

会場 展覧会名 会期 大人一般料金 メンバー優待

2021年度 第4回コレクション展 11/11～2022/1/16 430円

上野リチ：ウィーンからきたデザイン・ファンタジー 11/16～2022/1/16 1,700円

2021年度 第5回コレクション展 1/20～3/13 430円

新収蔵記念 岸田劉生と森村・松方コレクション 1/29～3/6 1,500円

サロン！雅と俗―京の大家と知られざる大坂画壇 3/23 ～5/8 1,200円

特集展示　新収品展 1/2 ～2/6 700円

新春特集展示　寅づくし─干支を愛でる─ 1/2 ～2/13 700円

特集展示　後期古墳の実像

─播磨の首長墓・西宮山古墳─
1/2 ～2/13 700円

特集展示　雛まつりと人形 2/19～3/21 700円

創業200周年記念　フィンレイソン展―フィンランド

の暮らしに愛され続けたテキスタイル―
10/9～2022/1/10 1,500円

Kyoto Art for Tomorrow 2022 ―京都府新鋭選抜展― 1/22～2/6 未定

挑む浮世絵　国芳から芳年へ 2/26～4/10 1,400円

近代文化人ネットワーク―太田喜二郎の周辺― 11/27～2022/1/23 500円

画家・井澤元一と京都１ 12/4～2022/2/6 500円

工芸、ここが素敵！ 1/29～3/27 500円

雛人形名品展 2/12～4/3 500円

特別展　虫めづる日本の美

―養老孟司×細見コレクション―
10/29～2022/1/30 1,300円

細見コレクションの漆芸　根来 NEGORO

－朱と黒のかたち－
2/10～4/10 1,300円

■2021年度展覧会予定（百貨店の催し）

会場 展覧会名 会期 大人一般料金 メンバー優待

能面100

The Art of the Noh Mask
1/2 ～2/6 1,000円

900円

（会員カード提示）

京都 日本画新展 2022 2/11～2/20 無料 無料

安野光雅追悼展　安野先生のふしぎな学校

安野光雅美術館コレクション
2/25～3/27 900円

800円

（会員カード提示）

堀内誠一展 1/4～1/24 1,000円
無料

（会員カード提示）

第54回 京都書作家新春展 1/26～1/31 500円
無料

（会員カード提示）

２月、３月のメンバーシップ対象無料の展覧会は

ございません

京都高島屋7階

グランドホール
1月～3月は開催予定なし

■中信美術館

会場 展覧会名 会期 大人一般料金 メンバー優待

中信美術館 未定 未定 未定 未定

団体料金

（会員カード提示）

団体料金

（会員カード提示）

大丸京都店6階

大丸ミュージアム

細見美術館

京都文化博物館 ＜特別展＞

京都文化博物館 ＜総合展示＞

京都国立博物館

美術館「えき」KYOTO

ジェイアール京都伊勢丹７階隣接

優待料金

（会員カード提示）

団体料金

（会員カード提示）
京都国立近代美術館


