
※12月10日時点での情報です。

※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。

展覧会名 会期 会場 大人一般料金 メンバー優待

コレクションルーム冬期 12/3～3/14 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)

改組 新 第7回日展京都展 12/19～1/15
本館1階北回廊

2階北南回廊
1,100円

一回無料

(会員カード提示)

「CONNECT⇄　」

～ 芸術・身体・デザインをひらく～
12/3～12/20

 メインエントランス 周辺、

ガラス・リボン
無料 無料

荒木優光：わたしとゾンビ 12/12～2/28 ザ・トライアングル 無料 無料

平成美術：うたかたと瓦礫
  デブリ

 1989-2019 1/23～4/11 新館東山キューブ 2,000円
一回無料

(会員カード提示)

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2021 1/27～1/31
本館1階北回廊

2階北南回廊
無料 無料

嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学 第49回制作展 2/3～2/7
本館1階北回廊

2階北南回廊
無料 無料

京都市立芸術大学 作品展 2/10～2/14
本館1階北回廊

2階北南回廊
無料 無料

第38回公募京都水彩展
2/16～2/21

最終日は17時まで
本館1階北回廊 無料 無料

公益事業 第46回京都教職員美術展 2/16～2/21 本館2階南回廊 無料 無料

第17回土と色―ひびきあう世界―京都展 2/23～2/28 本館2階南回廊 無料 無料

第45回グッドアート展 3/2～3/7 本館2階南回廊 無料 無料

Heart Art in KYOTO 2021

第23回エイズチャリティー美術展
3/2～3/7 本館1階北回廊 無料 無料

第70回京都染色美術展 3/3～3/6 本館2階北回廊 無料 無料

第13回再興新創美術展 3/9～3/14 本館1階北回廊 無料 無料

第52回関西二科展
3/9～3/14

最終日は17時まで
本館2階北回廊 600円 600円

第12回「瓜生山縦の会」日本画展 3/9～3/14 本館2階南回廊 無料 無料

第26回日本大判写真展2020京都展 3/16～3/21 本館2階南回廊 無料 無料

第19回高麗書芸研究会京都展
3/17～3/21 

最終日は15時まで
本館1階北回廊 無料 無料

安達嶽南回顧展併催

中野越南の精神をうけた書家たち
3/24～3/28 本館2階南回廊 無料 無料

第63回書窗展
3/27～3/28

最終日は16時まで
本館1階北回廊 無料 無料

かこう会展
3/30～4/4

最終日は17時まで
本館1階北回廊 無料 無料

アジア水墨画展(公募)2020 3/30～4/4 本館2階南回廊 無料 無料

※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。

■2020年度展覧会予定（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



展覧会名 会期 会場 大人一般料金 メンバー優待

アートグループ道展
1/12～1/17

最終日は16時まで
別館1階 無料 無料

示現会京都作家展
1/12～1/17

最終日は17時まで
別館2階 無料 無料

第27回日本・コリア友好美術展2021/京都
1/19～1/24

最終日は16時まで
別館1階 無料 無料

第20回京都芸術高等学校卒業制作展
1/26～1/31

全日17時まで
別館1階・2階 無料 無料

第43回 京都市立小・中学校育成学級 京都教育大

学付属京都小・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」

2/4～2/7

全日17時まで
別館1階・2階 無料 無料

第27回国際交流合同写真展 2/9～2/14 別館2階 無料 無料

令和2年度京都教育大学美術科卒業修了制作展
2/24～2/28

最終日は16時まで
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
2/25～2/28

最終日は16時まで
別館2階 無料 無料

公募第59回文化書道展
3/3～3/7

最終日は14時半まで
別館1階・2階 無料 無料

第11回染めと写真の文化交流展2021「写楽彩」

～光と水の交わる所～
3/9～3/14 別館2階 無料 無料

川島テキスタイルスクール修了展 3/10～3/14 別館1階 無料 無料

第92回創紀展
3/16～3/21

最終日は17時まで
別館1階 無料 無料

第66回京都上京児童美術研究所 児童作品展
3/17～3/21

最終日は16時まで
別館2階 無料 無料

第59回新作家集団展 3/23～3/28 別館2階 無料 無料

第20回書友会関西展
3/24～3/28

最終日は15時半まで
別館1階 無料 無料

第62回京都写真連盟展
3/30～4/4

最終日は17時まで
別館1階 無料 無料

第44回児童画国際交流展
3/30～4/4

初日は14時から
別館2階 無料 無料

展覧会名 会期 会場 大人一般料金 メンバー優待

湊茉莉 3/16～6/13 ザ・トライアングル 無料 無料

コレクションルーム春期 3/20～6/20 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)

るろうに剣心展 4/23～6/6 新館東山キューブ

コレクションルーム夏期 6/26～9/26 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)

THE ドラえもん展 KYOTO 2021 7/10～9/5 新館東山キューブ 未定
一回無料

(会員カード提示)

京都市京セラ美術館 開館1周年記念展

「上村松園」
7/17～9/12 本館 1階北回廊

京都市京セラ美術館 開館1周年記念展

「モダン建築の京都」
9/25～12/26 新館東山キューブ 未定

一回無料

(会員カード提示)

コレクションルーム秋期 10/2～12/5 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)

京都市京セラ美術館 開館1周年記念展

「コレクションとの対話：6つの部屋(仮称)」
10/9～12/5 本館 1階北回廊

コレクションルーム冬期 12/11～3/13 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)

京都市京セラ美術館 開館1周年記念展

「森村泰昌展(仮称)」
2022年3月～6月(仮) 新館東山キューブ

■2020年度展覧会予定（京都市美術館　別館の催し）

■2021年度以降の展覧会予定（京都市京セラ美術館本館）

　＜主催展　共催展＞

一般料金、及びメンバー優待内容が

決定次第ご案内いたします。

一般料金、及びメンバー優待内容が

決定次第ご案内いたします。

一般料金、及びメンバー優待内容が

決定次第ご案内いたします。

一般料金、及びメンバー優待内容が

決定次第ご案内いたします。



■2020年度展覧会予定（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

京都国立近代美術館 分離派建築会100年 建築は芸術か？ 1/6～3/7 1,500円
団体料金

（会員カード提示）

文化財保存修理所開所40周年記念 特別企画

文化財修理の最先端
12/19～1/31 700円

新春特集展示　丑づくし―干支を愛でる－ 12/19～1/31 700円

仏教美術研究上野記念財団設立50周年記念特別企画

新聞人のまなざし－上野有竹と日中書画の名－
2/2～3/7 未定

日本書紀設立1300年記念　特集展示

国宝「日本書紀」と東アジアの古典籍
2/4～2/28 未定

特集展示　雛まつりと人形 2/9～3/7 未定

凝然国師没後700年　特別展

鑑真和上と戒律のあゆみ（※）
3/27～5/16 未定

Kyoto Art for Tomorrow 2021

－京都府新鋭選抜展－
1/23～2/7 未定

木梨憲武展

Timing－瞬間の光り－
2/16～3/28 1,600円

近代博覧会と京都の産業

－明治初期の観光と染織産業を中心に
11/7～1/11 500円

動乱の世から太平の世へ

－戦国を乗り越えた人々のくらし－
12/12～1/31 500円

創立75周年記念 京都工芸美術作家協会展

－煌・KIRAMEKI－
1/15～2/7 未定

雛人形名品展 2/2～4/4 未定

映画『羅生門』展 2/6～3/14 未定

細見美術館 日本の色－吉岡幸雄の仕事と蒐集－ 1/5～4/11 1,400円
団体料金

（会員カード提示）

■2020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

京の至宝Ⅱ 江里佐代子 截金の世界

―宙の輝きを康慧･朋子とともに―
1/2～1/24 900円

一回無料

（会員カード提示）

日本画新展2021 1/29～2/8 未定
100円割引

（会員カード提示）

ニューヨークが生んだ伝説の写真家

永遠のソール･ライター
2/13～3/28 1,000円

100円割引

（会員カード提示）

デビュー45周年記念

キキ＆ララ展　星に願いを…
1/4～1/25 700円

無料

（会員カード提示）

第53回　京都書作家新春展 1/27～2/1 500円
無料

（会員カード提示）

京都高島屋7階

グランドホール
没後70年　吉田博展 1/5～1/18 1,000円

無料

（会員カード提示）

美術館「えき」KYOTO

ジェイアール京都伊勢丹７階隣接

大丸京都店6階

大丸ミュージアム

京都国立博物館

京都文化博物館

＜特別展＞

京都文化博物館

＜総合展示＞

団体料金

（会員カード提示）

（※）凝然国師没後700年　

特別展は新型コロナウイル

スの影響により、優待を受

けられない場合もございま

す。詳細は博物館のホーム

ページにてご確認くださ

い。

団体料金

（会員カード提示）


