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特別展

2月7日（日）まで

田中敦子《作品》1958年
当館蔵（山村コレクション）
© Kanayama Akira and Tanaka Atsuko Association

コレクション展

2021年 コレクション展Ⅰ
2月13日（土）～ 7月4日（日）
前期：2月13日（土）～ 4月18日（日）
後期：4月24日（土）～ 7月4日（日）
《特

集》

「同級生・同窓生」

《小企画》
え

がわ

「頴川コレクション・
ばい じょ てき

梅舒適コレクション受贈記念展」

※小企画は後期に開催予定

国枝金三《さくら》1934年
油彩・布
第21回二科展
当館蔵

月曜日（ただし、１月11日（月）は開館、翌12日（火）は休館）

観覧料

一般：1,300円／大学生：900円／高校生以下無料／ 70歳以上：650円／
障がいのある方（一般：300円、大学生：200円）

コレクション展

特別展

展 覧 会

休館日

※予約優先制。当館Webサイトからご予約ください。
（予約に関する問合せTEL：078－262-1011）

2月7日（日）まで

2月13日（土）～ 7月4日（日） 前期：2月13日（土）～ 4月18日（日） 後期：4月24日（土）～ 7月4日（日）
※4月19日（月）～ 4月23日（金）は展示替えのため休室
休館日

月曜日（ただし5月3日（月・祝）は開館し、5月6日（木）は休館。）

観覧料

一般： 500（400）[300] 円／大学生：400（300）[200] 円／高校生以下無料／ 70歳以上：250 円／障がいのある方（一般：100（100）[50] 円、大学生：100（50）[50]円）

※( )内は20名以上の団体料金／ [ ]内は特別展とのセット料金
※割引には証明できるものが必要です。
※毎月第2日曜日は公益財団法人伊藤文化財団の協賛により無料で鑑賞できます。

※障がいのある方1名につき介護の方1名は無料です。
※2つの割引を併用することはできません。
※団体鑑賞をご希望の場合は事前にご連絡ください。

当館蔵

《特集》「同級生・同窓生」

吉原治良《黒地に赤い円》1965年

当館では、前身の県立近代美術館が開館した1970年以来、作品の充実に努めてきました。それらを
積極的に紹介し変化ある常設展示室の演出を心がけるために、当館では2019年度より、１年を２回
に分けて、それぞれ展示のテーマを設けることによって、横断的にコレクションを紹介しています。
2021年のコレクション展第Ⅰ期の特集「同級生・同窓生」では、当館所蔵品のうち、いわゆる官展や
団体展に出品された作品を、それぞれの展覧会ごとにまとめて展示します。

当館蔵

見どころ！
女性作家のめざましい活躍

池田永治《まど》
1934（昭和9）年
第15回帝展
当館蔵

最初期から具体に在籍した山崎つる子、田中敦子、白髪富士子らの作品
には、新素材への鋭敏な感覚がみられます。たとえば山崎つる子は、な
めらかに伸びる塗料を用いて、色彩あふれる絵画を描きました。また白
髪富士子の作品には、和紙のもつ物質性や輝く画材への、異なるアプ
ローチが見て取れます。具体で活躍した多くの女性メンバーの作品に、
このグループの多様性があらわれています。

《小企画》
え がわ

関連イベント

展覧会特設サイト
www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/t_2012/

当館所蔵品の中から具体美術協会（具体、
1954-1972）の作品を取り上げます。このグ
ループは、戦後の日本美術を語る上で欠かせ
ない“GUTAI”として、国際的にも高い評価を
受けています。
1970年の県立近代美術館の開館以来、長年に
わたって築かれた当館の「具体」コレクション
は、充実した点数、豊かな内容ともに、最も誇
れるもののひとつです。この展覧会では、兵庫
県立近代美術館から現在にいたる50年間の収
集を視野に入れながら、ひとつのイメージに
収れんしない多角的な「具体」像を考えます。

2021年コレクション展Ⅰ

■学芸員による解説会 2月27日
（土）
、
4月17日
（土）
、
7月3日
（土）
各日16：00～16：45 レクチャールームにて
※聴講無料、
先着40名
■こどものイベント 3月20日
（土・祝）
10：30～12：00
詳細は決まり次第、
当館Webサイトにてお知らせします。

ばい じょ てき

「頴川コレクション・梅舒適コレクション受贈記念展」
※後期に開催

旧・頴川美術館のコレクションと篆刻家・梅舒適（1916 ～ 2008）が収集した中国近代書画、
篆刻を核としたコレクションが、晴れて兵庫県の所蔵品となったことを記念して、この両
コレクションをご紹介します。

関連イベント

■50周年記念事業

■水曜日のミニトーク

講演会

具体最年少会員であった今井氏にお話を伺います。
「具体と私」今井祝雄氏（造形作家、元具体美術協会会員）
1月11日
（月・祝）
14:00～15:00 ミュージアムホールにて
※聴講無料 当日先着125名

■テーマ・レクチャー

当館特別展等解説員が作品鑑賞のポイントをご紹介します。
毎週水曜日14:00～14:30 レクチャールームにて
※聴講無料 当日先着40名
メ ー ル

■こどものイベント「はがき アートでコンクール！」

具体の作家たちも取り組んでいたはがきのアート。あなたの一
枚をぜひ美術館まで！
対象部門： ①小学生 ②中学生・高校生
応募締切：1月12日（火）※必着
作品展示：1月26日（火）～ 2月7日（日）
※作品テーマ、作品規定、賞、応募制限、応募方法、応募にあ
たっての注意事項、返却方法等、詳細は当館 Web サイトを
ご確認ください。
問合せ先：兵庫県立美術館 こどものイベント係
TEL 078-262-0908

当館学芸員が毎回違うテーマでお話しします。
「具体18年の歩み、そして今」鈴木慈子
1月10日（日）
「兵庫県美の50年と具体」江上ゆか
1月24日（日）
各日14:00～15:00 ミュージアムホールにて
※聴講無料 当日先着125名

イベント

美術館の調べ

■ １・１７レクイエムコンサート

四季シリーズコンサート＜ファイナル＞

KEN-Vi名画サロン

３月28日（日）14：00 ～

２月19日（金）、20日（土）

■ 誉田真弓

武岡早紀ピアノリサイタル

１月16日（土）14：00 ～

アトリエにて
（定員60人、無料。当日13：00から整理券、来場者カード配布）
曲目：バッハ「パルティータ第５番、第６番」

塚本芙美香 デュオコンサート

大人2,000円、学生1,500円
曲目：ムソルグスキー
「組曲＜展覧会の絵＞より
（連弾）」ほか

アトリエにて

ピアノ
武岡早紀

四季シリーズコンサート＜冬＞

落語の会

■ 蔭山真理子バイオリンリサイタル

２月21日（日）14：00 ～

大人2,000円、学生1,500円
曲目：モーツァルト
「バイオリンソナタkv.378」
ほか

with プラシド・ドミンゴ」

イタリアの若き男性オペラ歌手によるボーカルユニット「イ
ル・ヴォーロ」が、３大テノールの一人プラシド・ドミンゴと
共演、フィレンツェのサンタ・クローチェ聖堂前広場で開催し
たコンサートをスクリーンで。美しい星空の下、２万人の大観
衆が熱狂した圧巻の歌声を収録（2016年）。
監督：クリスチャン・ビオンダーニ
指揮：プラシド・ドミンゴ、マルチェロ・ロータ

ピアノ
塚本芙美香

ミュージアムホールにて 両日とも①10：30 ②14：00
（入れ替え制。当日受付時にお名前などの届けをお願いします）
１人2,800円（前売り2,300円）
「芸術の館友の会」会員1,000円

１月29日（金）14：00 ～

ピアノ
内藤雪子

2021年度の特別展ラインナップ
※新型コロナウイルス感染拡大防止等のため、予定を変更する場合があり
ます。当館Webサイトより最新の情報をご確認ください。

■ コシノヒロコ展（仮題）

会期：４月８日（木）～６月20日（日）

■ アイノとアルヴァ

二人のアアルト
フィンランド－建築・デザインの神話

会期：７月３日（土）～８月29日（日）予定
■ ハリー・ポッターと魔法の歴史

会期：９月11日（土）～ 11月７日（日）予定

■ ライデン国立古代博物館所蔵

古代エジプト展

会期：11月20日（土）～ 2022年２月27日（日）予定

アトリエにて

各主催者によるイベント
いずれのイベントも入場料は無料

■ 21世紀関西女性絵画展

■ ART

ギャラリー棟3階にて
主催：21世紀関西女性美術家連盟
問合せ先：078-997-6511

ギャラリー棟3階にて
主催：学校法人神戸学園 専門学校アートカレッジ神戸
問合せ先：078-857-3005

■ 第36回明石高校美術科展

■ 第43回國際書画関西展

ギャラリー棟3階にて
主催：兵庫県立明石高等学校
問合せ先：078-911-4376

ギャラリー棟3階にて
主催：國際書画連盟
問合せ先：03-3837-4445

■ 第49回現代芸術国際AU展

■ 兵庫県障害者芸術・文化祭

ギャラリー棟3階にて
主催：現代芸術国際AU展実行委員会
問合せ先：090-3703-9810

ギャラリー棟3階にて
主催：兵庫県障害者芸術・文化祭実行委員会
問合せ先：078-362-4090

■ 第9回未来のまち夢のわが家こども

■ 俵万智さんとつづる榎倉香邨の書

1月6日（水）～ 11日（月・祝）
10:00 ～ 18:00（最終日は15:30まで）

1月15日（金）～ 17日（日）
10:00 ～ 18:00（最終日は15:00まで）

■ HAT神戸連携防災イベント

「イザ！美かえる大キャラバン2021」

１月31日（日）13:00 ～ 16:00

会場：JICA関西／人と防災未来センター（神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2）
入場料：無料
消防や防災教育に取り組む機関・NPO・各種団体と協力・協働し、楽
しみながら学べるをテーマとした防災教育の見本市的イベントを実施
します。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年より規模を縮小します
が、オンラインでのイベントも実施予定です。
イベントの詳細は「イザ！カエルキャラバン！」公式Webサイトでご
確認ください。
kaeru-caravan.jp

絵画コンテスト作品展示 及び
なぎさ小学校6年生の作品の展示
「伝えよう HAT神戸の“ステキ”」

2月3日（水）～ 7日（日）
10:00 ～ 18:00（最終日は13:00まで）

ギャラリー棟3階にて
主催：神鋼不動産株式会社
問合せ先：078-261-2121

■ 鬼の回帰・テオヘイズ展【現代美術】

2月18日（木）～ 2月23日（火・祝）
10：00 ～ 18：00（最終日は15:30まで）
※2月20日（土）14:00より三味線パフォーマ
ンス
ギャラリー棟3階にて
主催：ANGWAY ARTS
問合せ先：090-4273-2326

桂花團治

露の吉次

©Angelo Trani

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開館時間、各イベントなどの日程
は変更する場合がございます。最新の情報や詳しい情報は当館Webサイトで
ご確認ください。

1月20日（水）～ 24日（日）
10:00 ～ 18:00（最終日は15:00まで）

共催：JICA関西／国際防災研修センター／
阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター／兵庫県立美術館／
兵庫県国際交流協会
企画・運営協力：NPO法人プラス・アーツ

～今年モー宜しく も丑あげます。頑張るぞ ウッシー！～

500円（定員50人。当館Web
サイトから予約受付）
演目：露の吉次「ごんべえ狸」
桂花團治「お楽しみ」
バイオリン
蔭山真理子

ピアノ
誉田真弓

■「イル・ヴォーロ

■ 県美亭ワンコイン寄席～

アトリエにて

長次郎
銘 無一物》（中興名物）
桃山時代 （16世紀）
重要文化財
当館蔵（頴川コレクション）

《赤楽茶碗

山崎つる子《作品》1963年 当館蔵（山村コレクション）

白髪富士子《無題》1957年頃 個人蔵

＊新型コロナウィルス感染拡大防止のため、マスク着用にご協力をお願いします。
＊マスク着用でない方、発熱症状のある方はお断りいたします。

WORKS 2020

成果発表展

2月19日（金）～ 21日（日）
10:00 ～ 18:00（最終日は15:00まで）

2月25日（木）～ 28日（日）
10:00 ～ 17:30（最終日は15：00まで）

3月5日（金）～ 7日（日）
10:00 ～ 17:30（最終日は14：00まで）

―牧水の恋―展

3月24日（水）～ 28日（日）
10:00 ～ 17:00（最終日は16：00まで）

ギャラリー棟3階にて
主催：榎倉香邨書作展実行委員会
問合せ先：0795-48-5495

SCHEDULE 2021
January

1 金・祝 ～ 4 月 年末年始休館
■「今こそ GUTAI」水曜日のミニトーク
6 水
■ 21

10

■「今こそ

GUTAI」テーマ・レクチャー
  
「具体 18 年の歩み、そして今」

日

■「今こそ GUTAI」50 周年記念事業講演会

11

月・祝

12
13
15
16
18
20

火

休館

水

■「今こそ

金

■第

土

■ 美術館の調べ

「具体と私」今井祝雄氏

14:00

休館

水

■「今こそ

GUTAI」水曜日のミニトーク

GUTAI」テーマ・レクチャー
「兵庫県美の 50 年と具体」

25

月

26

火

過去に「こどものイベント」で行ったワークショップの中から、家庭にある身
近な材料と道具で取り組むことができるようにアレンジし、ご紹介します。

14:00

〈その2〉
『ヒゲンジツをつくれるか？』(公開中)

27
29

水

■「今こそ

金

■ 落語の会

1
3

月

休館

水

■「今こそ

～身近な印刷物をコラージュし、
「ヒゲンジツ」の世界をつくろう～～

14:00

GUTAI」こどものイベント
「はがきアートでコンクール！」作品展開幕
メ

ー

ル

GUTAI」水曜日のミニトーク

14:00

(2019年6月15日(土)に開催した「境界のむこう」展関連こどものイベント
「ヒゲンジツをつくれるか？」を元にしました。)

GUTAI」水曜日のミニトーク

14:00

■ 第９回未来のまち夢のわが家こども絵画コンテ

スト作品展示、なぎさ小学校 6 年生の作品の展
示「伝えよう HAT 神戸の“ステキ”」
（～ 7 日）

WORKS 2020
（～ 21日）

10：30/14：00

土

■ KEN-Vi名画サロン

日

■ 四季シリーズコンサート＜冬＞

月

休館

木

■ 第43回國際書画関西展
（～

土

■ 学芸員による解説会

14:00

❷集めた素材の中から、自分がいいなと思うものをはさみで切り取っていく。
❸切り取った紙を土台用の紙に自由に貼り付けて、
「ヒゲンジツ」世界をつくる。

※詳しくは、
「こどもプログラム」ページをチェックしてください。

②
「みる・みる・ひろば」 (準備中)

28日）

会期中の展覧会の中から、展示作品

「つながる ひろがる 美術館」

をいくつか紹介し、当館コレクショ

ぜひ、まわりの人と一緒に

ンの魅力を伝えていきます。

取り組んでみてね♪

「こどもプログラム」ページ

artm.pref.hyogo.jp/kids/index.html

美術館の妖精
イベチャン

2020年度

ミュージアムスタンプラリーを開催しています！

実施期間：2月14日（日）まで（休館日を除く）

月

休館

金

■ 兵庫県障害者芸術・文化祭
（～７日）

月

休館

日

■ 2021年コレクション展Ⅰ無料の日

月

休館

土・祝

■ こどものイベント

月

※コラージュ･･･さまざまな素材を組み合わせ、貼り合わせて作品をつくり上げる
技法のこと。

２０２１年コレクション展Ⅰ

■ ART

❶今回のワークショップは、現実世界を切り取ってコラージュし、非現実の世
界を自由に表現しようというもの。まずは、広告や新聞、雑誌など、素材とな
る印刷物を集める。

メール

14:00

■「今こそ GUTAI」閉幕
7 日
8 月 ～ 12 金 休館
■ 2021年コレクション展Ⅰ開幕
13 土
■ 2021年コレクション展Ⅰ無料の日
14 日
休館
15 月
■ 鬼の回帰・テオヘイズ展
【現代美術】（～ 23日）
18 木
■ KEN-Vi名画サロン
10：30/14：00
19 金

March

①
「つくって・みる・ひろば」

休館

February

3

触れることができるプログラムや鑑賞プログラムをご紹介します。

14:00

■「今こそ

ひろがる 美術館

当館Webページ(「こどもプログラム」ページ)にて、館外でも身近に美術に

14:00

■「今こそ

日

1
5
8
14
15
20
22

■つながる

49 回現代芸術国際 AU展（～ 24日）

24

20
21
22
25
27

詳細は決まり次第、当館Webサイトにてお知らせします。

こどものイベント
「はがきアートでコンクール！」作品展

2

GUTAI」水曜日のミニトーク

14:00

申込み・問合せ先：078－262-0908

■こどものイベント

36 回明石高校美術科展（～ 17 日）

月

■第

14:00

世紀関西女性絵画展（～ 11 日）

特別展
「今こそＧＵＴＡＩ」

1

こどものイベント

兵庫県立の美術館・博物館・図書館等９館が連携してスタンプラ
リーを実施しています。
３館、４館のスタンプを集めた方には、それぞれにつき招待券１枚
（７館共通）をプレゼント。５館達成した方は招待券２枚（７館共
通）
・各館オリジナルグッズ１個をプレゼント。さらに、協賛社提
供の宿泊券や入浴券などが当たる抽選にご応募できます。
３館、４館、５館達成者はインフォメーションにお声掛け下さい。

休館
■ 俵万智さんとつづる榎倉香邨の書―牧水の恋―展

24

水

28
29

日

■ 四季シリーズコンサート＜ファイナル＞

月

休館

（～ 28 日）

14:00

■特別展 ■コレクション展 ■チャンネル ■各主催者によるイベント

※県立美術館ではエントランス（北入り口側）に設置しています。新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、手の消毒にご協力ください。

実施施設
兵庫陶芸美術館、県立美術館、横尾忠則現代美術館、県立人と自然の博物館、県立歴史
博物館、県立考古博物館、県立円山川公苑、県立図書館、県立コウノトリの郷公園

■ミュージアムコンサート ■KEN-Viセミナー ■舞台芸術

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目1番1号
artm.pref.hyogo.jp

Tel 078-262-0901

開館時間：
10:00 ～ 18:00（入場は17:30まで）

休 館 日：
月曜日（祝休日の場合は翌日）、年末年始（12/28 ～ 1/4）、2/8 ～ 2/12

神戸文学館 ●
●原田の森
ギャラリー

●

●
●ＢＢプラザ美術館

新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、
開館時間、各イベント
などの日程は都合に
より変更する場合が
ご ざ い ま す。最 新 の
情報や詳しい情報は
当館Webサイトでご
確認ください。
発行：2021年1月
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