
展覧会名 会期 会場 大人一般料金 有料メンバー　優待

アンディ・ウォーホル・キョウト /

ANDY WARHOL KYOTO
2022/9/17～2/12 新館東山キューブ

土日祝 2,200円

平　日 2,000円

1回目 無料

2回目以降は一般料金

(会員カード提示)

藤田 紗衣：仮想ボディに風 2022/10/8～1/29 ザ・トライアングル 無料 無料

［2022 冬期］コレクションルーム

 特集「東アジアと近代京都の美術」
2022/12/4～3/5 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9回日展京都展 2022/12/24～1/20

本館1階北回廊

本館2階北回廊

本館2階南回廊 光の広間

1,100円

1回目 無料

2回目以降は団体料金

(会員カード提示)

八幡亜樹 2/14～5/28 ザ・トライアングル 無料 無料

特別展　跳躍するつくり手たち：

人と自然の未来を見つめるアート、デザイン、

テクノロジー

3/9～6/4 新館東山キューブ 1,800円

1回目 無料

2回目以降は団体料金

(会員カード提示)

展覧会名 会期 会場 大人一般料金 有料メンバー　優待

第89回 独立展 1/24～1/29 本館2階北回廊 700円
無料

(会員カード提示)

第106回 二科展京都巡回展 1/24～1/29 本館2階南回廊 700円
350円

(会員カード提示)

令和4年度京都府学校文化・芸術祭

ー第54回 教育美術展覧会

1/28～1/29

最終日15時まで
本館1階北回廊 無料 無料

嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学

第51回 制作展
2/2～2/5

本館1階北回廊

本館2階北･南回廊
無料 無料

京都市立芸術大学 作品展 2/8～2/12
本館1階北回廊

本館2階北･南回廊
無料 無料

成安造形大学卒業制作展2023 2/16～2/19
本館1階北回廊

本館2階北･南回廊
無料 無料

第46回 新芸術京都展

2/21～2/26

最終日入場は16時まで

最終日16時30分まで

本館1階北西 無料 無料

第75回 記念二紀展 2/21～2/26 本館2階北･南回廊 800円
300円

(会員カード提示)

第96回 創紀展
2/28~3/5

最終日17時まで
本館1階北西 無料 無料

公益事業 第48回 京都教職員美術展 2/28~3/5 本館2階北回廊 無料 無料

第40回 記念公募京都水彩展
2/28~3/5

最終日17時まで
本館2階南回廊 無料 無料

第47回 グッドアート展
3/7~3/12

最終日17時30分まで
本館2階南西 無料 無料

「日本大判写真展」2023京都本展

3/7～3/12

初日14時から

最終日16時まで

本館2階南東 無料 無料

第16回 泰山書道会展
3/14～3/19

全日16時まで
本館2階北西 無料 無料

有職御鎧司 明珍阿古 アッサンブラージュ展

ー御所文化と王朝の鎧ー

3/14～3/19

最終日15時まで
本館2階北東 1,000円

無料

(会員カード提示)

第15回 再興新創美術展（京都展） 3/14~3/19 本館1階北西 無料 無料

第72回 京都染色美術展 3/17~3/19 本館2階南回廊 無料 無料

※12月20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

※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

　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。

　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。

■展覧会予定（京都市京セラ美術館　本館）

　<主催展　共催展＞

　＜催し＞

※月曜日（祝日の場合は開館）と年末年始（12/28～1/2）は休館日のためご注意ください。

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



芸象万千展2022

3/21~3/26

全日17時まで

最終日15時まで

本館1階北西 無料 無料

新美 2023 公募展 3/21~3/26 本館2階北回廊 無料 無料

第65回 書窗展
3/25~3/26

最終日16時まで
本館2階南回廊 無料 無料

第55回 かこう会展
3/28~4/2

最終日16時30分まで
本館1階北東 無料 無料

第61回 関西一陽展 3/28~4/2 本館2階南西 無料 無料

第46回 泰友書道展
4/1~4/2

最終日16時まで
本館2階南東 無料 無料

展覧会名 会期 会場 大人一般料金 有料メンバー　優待

第68回 警察美術展
1/11～1/15

全日17時まで
別館2階 無料 無料

第22回 京都芸術高等学校卒業制作展
1/17～1/22

全日17時まで
別館1階･2階 無料 無料

第1回 睦展 1/24～1/29 別館2階 無料 無料

第45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

京都教育大学附属特別支援学校

大合同作品展「小さな巨匠展」

2/2～2/5

全日17時まで
別館1階･2階 無料 無料

第2回 新企画写真と絵画展 2/7～2/12 別館2階 無料 無料

成安造形大学卒業制作展2023 2/16～2/19 別館1階･2階 無料 無料

京都精華学園高等学校美術科卒業作品展

2/23～2/26

全日17時まで

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2023
2/23～2/26

最終日16時まで
別館2階 無料 無料

示現会京都作家展
2/28～3/5

最終日17時まで
別館1階 無料 無料

川島テキスタイルスクール修了展
3/1～3/5

全日17時まで
別館2階 無料 無料

公募第61回 文化書道展
3/8～3/12

最終日14時30分まで
別館1階･2階 無料 無料

令和4年度介護の日記念事業

「未来のかいごイラストコンテスト」作品展

/KYOTOかいごフォトコンテスト「いい日いい

日写真展」

3/15～3/19

入場は16時30分まで

全日17時まで

別館1階 無料 無料

第22回 書友会関西展
3/15～3/19

最終日16時まで
別館2階 無料 無料

アートグループ道展
3/21～3/26

最終日16時まで
別館1階 無料 無料

第68回 京都上京児童美術研究所 児童作品展
3/22～3/26

全日16時まで
別館2階 無料 無料

第46回 児童画国際交流展
3/28～4/2

初日14時から
別館2階 無料 無料

■2022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 一般料金 有料メンバー　優待

2022年度 第4回コレクション展 2022/10/8～1/22 430円

ルートヴィヒ美術館展

20世紀美術の軌跡

－市民が創った珠玉のコレクション

2022/10/14～1/22 2,000円

リュイユ―フィンランドのテキスタイル：トゥオ

マス・ソパネン・コレクション
1/28～4/16 430円

2022年度 第5回コレクション展 1/28～4/16 430円

開館60周年記念 甲斐荘楠音の全貌

ー絵画、演劇、映画を越境する個性
2/11～4/9 1,800円

新春特集展示 卯づくし

ー干支を愛でるー
1/2～1/29 700円

特集展示 雛まつりと人形 2/4～3/5 700円

Kyoto Art for Tomorrow 2023

―京都府新鋭選抜展―
1/21～2/5 500円

知の大冒険

―東洋文庫 名品の煌めき―
2/21～4/9 1,400円

京都府内の学校所在資料展2 2022/12/10～1/29 500円

信仰の美 2022/12/17～2/5 500円

続・戦後京都の「色」はアメリカにあった！ 2/4～4/2 500円

雛人形名品展 2/11～4/9 500円

原派、ここに在りー京の典雅ー 2/18～4/9 500円

細見コレクション 江戸時代の絵画

〈特集展示〉細見古香庵 数寄がたり
2022/12/13～2/12 1,300円

初代 志野宗信没後五百年記念展

香道 志野流の道統
3/4～5/31 1,500円

会場 展覧会名 会期 一般料金 有料メンバー　優待

溝縁ひろし写真展

昭和の祇園 ～花街とともに～
1/2～1/29 900円

無料

（会員カード提示）

京都 日本画新展 2023 2/3～2/12 無料 無料

ミュシャ展 マルチ・アーティストの先駆者 2/17～3/26 1,000円
100円割引

（会員カード提示）

大丸京都店6階

大丸ミュージアム
第55回京都書作家新春展 2/17～2/22 500円

300円

（会員カード提示）

会場 展覧会名 会期 一般料金 有料メンバー　優待

中信美術館 下村良之介展 2/8～3/17 無料 無料

京都文化博物館

＜5階展示室＞

第35回京都美術文化賞受賞記念展

※お問合せ先：公益財団法人中信美術奨励基金

(075-223-8385)

1/20～1/29 無料 無料

美術館「えき」KYOTO

ジェイアール京都伊勢丹

7階隣接

■2022年度展覧会予定（百貨店の催し）

京都文化博物館

＜総合展示＞

細見美術館
100円割引

（会員カード提示）

団体料金

（会員カード提示）

京都文化博物館

＜特別展＞

京都国立博物館

京都国立近代美術館
団体料金

（会員カード提示）

100円割引

（会員カード提示）


