
 

9/19（土）  
～ 

11/23（月・祝） 

（特別展） 

パウル・クレー だれにも ないしょ。 
 

●会期中毎週日曜日の 11 時より 『ミュージアム・ボランティアによる解説会』(無料) 

展

覧

会

料

金 

一  般：1,400 円 
大学生：1,000 円 
高校生・65 歳以上：700 円 
中学生以下無料 

7/18（土）  
～ 

11/8（日） 

（県美プレミアム展） 

小企画：美術の中のかたち－手で見る造形 
手塚愛子展 Stardust Letters－星々の文

ふみ

 
特  集：ＶＳ（ヴァ―サス）－コレクション新旧対決!? 

   ●会期中の金・土・日曜日の13時より『ミュージアム・ボランティアによるガイドツアー』(無料、ただし内容により、要観覧券） 

一  般：510 円 
大学生：410 円 
高校生：260 円 
65 歳以上：255 円 
中学生以下無料 

9/19（土）  
～ 

11/23（月・祝） 

 

神戸ビエンナーレ 2015 ニッポンのマンガ*アニメ*ゲーム 

※10:00～18:00  

ギャラリー棟 ３階 

一  般：1,000 円 
大学生：700 円 
高校生・65 歳以上：500 円 
中学生以下無料 

10/29（木）  
～ 

11/29（日） 
チャンネル６ 国谷隆志 Deep Projection 

アトリエ１ 

エレベーターホール 
無  料 

3日（土） 
美術館の調べ 鬼一薫、城沙織デュオリサイタル 

●曲目：バッハ＝ブゾーニ「シャコンヌ」／小林秀雄「落葉松」 ほか ●出演：鬼一薫（ソプラノ）、城沙織（ピアノ） 

アトリエ１ 

14：00～ 

無 料 
（定員：150 名） 

10日（土） 

世界の音楽 ラッシーコンサート ～アーリーアメリカンの香り～ 
●曲目：ロング・ロング・アゴー（久しき昔）／アニーローリー／真白き富士の根 ほか 

●出演：安田佳民（ギター、ダルシマー、バンジョー、ボーカル）、安田こづゑ（オートハープ、 
ボーカル）、森田二郎（ウッドベース） 

アトリエ１ 

14：00～ 

無 料 
（定員：150 名） 

ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン 「みんなのアムステルダム国立美術館へ」 
●監督：ウケ・ホーヘンダイク ●出演：アムステルダム国立美術館の館長、学芸員ほか 

【①10：30～ ②13：00～ ③15：00～】（各回入替） 
●オランダ最大の美術館が 10年も閉ざされた事件を追いながら“美”をつくる現場を覗き込むことのできる 

ドキュメンタリー。日本では考えられないほど包み隠さず描かれる美術館商売の舞台裏。 
新たな美術館に、きっとあなたも訪れたくなる。 

ミュージアムホール 

1,000円 
※友の会会員 
は 500 円 

（定員：250名） 

ＶＳ（ヴァ―サス）―コレクション新旧対決!? 関連事業 
学芸員によるギャラリー・トーク 

●担当学芸員が作品を前にお話しします。※エントランスに集合してください。 

2 階展示室 

16：00～ 

無 料 
※ただし要観覧券 

パウル・クレー だれにも ないしょ。 関連事業 学芸員による解説会 
●担当学芸員が展覧会の見どころをわかりやすく解説します。 

レクチャールーム 

16：00～ 

無 料 
（定員：100 名） 

11日（日） 

四季シリーズコンサート＜秋＞ 香織リサイタル～あなたの心に届けたい～ 
●曲目：山田耕筰「からたちの花」／ベルリーニ「どうか満たしておくれ」／フォーレ「夢のあとに」 ほか 
●出演：筒井香織（ソプラノ）、松本素矢子（ピアノ）、棚田めぐみ（ヴァイオリン）、武村直子（ピアノ） 

アトリエ１ 

15：00～ 
2,000円 

パウル・クレー だれにも ないしょ。 関連事業 ワークショップ 
「クレーに挑戦！－脳がめざめるアート体験－」 

【① 10：00～ ②13：00～ ③16：00～】（各回約 60分） ※要事前申込 
●臨床美術をベースにしたアートプログラムで、感性をカタチにしよう！クレー展の解説付です。 

アトリエ２ 
500円 

（定員：各回 50 名） 

16日（金） Beau Soir francais ～美しきフランスの宵～ 
●主催：La Bonne Chanson 

アトリエ 1 

18：00～（開場：17：30） 

一般：1,500 円 
学生：1,000 円 

17日（土） 

美術館の調べ 有居恵ピアノリサイタル 
●曲目：ショパン「夜想曲 第 2番 変ホ長調 作品 9-2」／「アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ  

作品 22」／「スケルツォ 第 3番 嬰ハ短調 作品 39」 ほか  ●出演：有居恵（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 

無 料 
（定員：150 名） 

神戸ビエンナーレ 2015関連事業 記念講演会 
「メディア芸術、四半世紀の発展 ～アニメと日本社会を中心に～」 

●講師：氷川竜介氏（アニメ特撮研究家／明治大学大学院客員教授） 

レクチャールーム 

14：00～ 

無 料 
（定員：100 名） 
※ただし要観覧券 

18日（日） 

パウル・クレー だれにも ないしょ。 関連事業 記念講演会 
「自然に＜触れる＞絵画 －パウル・クレーのイメージ・コード」 

●講師：前田富士男氏（中部大学客員教授） 

ミュージアムホール 

14：00～ 

無 料 
（定員：230 名） 
※ただし要観覧券 

One and Only vol.8 アンサンブル編 ア・カペラの魅力 ～声あそび♪～ 
●主催：OandO プロジェクト 

アトリエ 1 

14：30～（開場：14：00） 

前   売：2,500 円 
前売ペア：4,500 円 
当   日：3,000 円 

24日（土） 

第 26 回日本福祉文化学会全国大会神戸大会 
●主催：日本福祉文化学会神戸大会事務局 

ミュージアムホール 

12：45～（開場：12：00） 
1,000 円 

パウル・クレー だれにも ないしょ。 関連事業 こどものイベント 「こども鑑賞ツアー」 
●低学年と高学年に分けてツアー形式で案内します。 ※要事前申込 

展示室／アトリエ 2 

13：30～ 

100円 
（定員：20 名） 

美術館の調べ 岡本暁子ピアノリサイタル ～バッハから現代の響きまで～ 
●曲目：バッハ「平均律クラヴィーア曲集より」／ショパン「バラード１番、４番」／プロコフィエフ 

「ピアノソナタ ２番」 ●出演：岡本暁子（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 

無 料 
（定員：150 名） 

25日（日） 
神戸ビエンナーレ 2015 関連事業  

Site Specific Dance Performance #5 【動物の謝肉祭】 
●総合演出・監督・振付：関典子氏 （神戸大学准教授） ●振付・出演：神戸大学舞踏ゼミ ほか 

屋外大階段 

15：00～ 
無料 

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）：10月14日（水）、10月28日（水）に実施。予約制。有料。 
お問合わせ先 「NPO法人子育ち家族サポートふるーる」 090-3948-3719 

※こどものイベントの詳細については 078-262-0908（こどものイベント係）まで 
★アートとともだち！ 平成２７年度兵庫県立美術館「芸術の館友
の会」美術情報センター内 カウンターにてお申込み受付中！！ 
お問合せ：078-262-0916 

１０月のイベント 


