
令和元年10月時点 

近代美術館 鎌倉別館

1/10～3/26
10/22～1/15 

◆展覧会の名称及び日程は現時点での予定となります。最新の情報は各館のホームページ等でご確認ください。
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近代美術館 葉山
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住所 葉山町一色2208-1
電話 046-875-2800
アクセス
　JR横須賀線「逗子駅」東口、京浜急行「新逗子駅」南口から京浜急行バス「逗11､12系統(海岸回り)」乗車、
  「三ヶ丘・神奈川県立近代美術館前」下車
休館日
　・月曜日（祝日と振替休日は開館）
　・年末年始
　・展示替期間
   ※ホームページ等でご確認の上、ご来館ください。
開館時間　9:30～17:00
              （入館は16:30まで）

住所 鎌倉市雪ノ下2-8-1
電話 0467-22-5000
アクセス
　JR横須賀線、江ノ島電鉄線「鎌倉駅」から徒歩15分
休館日
　・月曜日（祝日と振替休日は開館）
　・年末年始
　・展示替期間
   ※ホームページ等でご確認の上、ご来館ください。
開館時間　9:30～17:00
              （入館は16:30まで）
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日本・ポーランド国交樹立100年記念

「ポーランド・ポスター展」
神奈川県立近代美術館は、日本でいち早く1975

年と1980年に旧鎌倉館でポーランドのポスターを

紹介する展覧会を開催しました。そして、その出

品作品を含む1960年代と1970年代を中心とする

ポスター290点が1980年にポーランド政府から寄

贈されました。この度、ワルシャワ国立美術館の

分館ヴィラノフ・ポスター美術館の協力を得てそれ

らを改めて調査・整理し、14作家（１デザインチー

ムを含む）176点によるポーランド・ポスター黄金

期の作品を展覧します。

「柚木沙弥郎の「鳥獣戯画」」
染色家・柚木沙弥郎（1922- ）が民藝との出会

いを機に染色の道を志したのは終戦直後のこと。

以後70年余にわたり、日々の生活で「もの」に

触れ、ふと気づいた喜びを豊かな色と形に染め

抜いてきました。その創作世界は染色にとどま

らず、絵本、版画、立体と幅広いものです。本展

では古典絵巻の「鳥獣戯画」に取材した新作を

はじめ、絵本の原画や当館の所蔵作品を紹介

し、作家の「今」を伝えます。

日本・フィンランド国交樹立100年記念

没後30年「カイ・フランク」
カイ・フランクは、機能美に富んだ日用品を数

多くデザインしたことから「フィンランド・デザイ

ンの良心」と称される、同国で最も偉大なデザ

イナーの一人です。日本初の大規模な個展と

なる本展では、アート・グラスや当時のプロダク

トなど代表作約150点を展示し、このデザイ

ナーの全貌に迫ります。また、1950年代の来

日時に作家自身が撮影した写真や資料なども

紹介し、この作家の日本への深い関心とその

つながりを明らかにします。

4/6～6/23

9/21～12/25

コレクション展 「音をみる、色をきく

美術が奏でる音楽」
美術作品の中には、音を視覚的に表現した

ものがあります。絵の中の人物が楽器を演奏

したり踊っていたり、楽譜や音楽記号をモチー

フにしたものや、楽曲のようなタイトルがついた

作品もあります。また、自然を描いた作品から

は雨や風の音が、街を描いた作品からは喧噪

やざわめきが聞こえてくるようです。絵の中の

色と形の響きあいが音楽のハーモニーやリズ

ムにも似た感覚を私たちに届けてくれる、さま

ざまな作品をお楽しみください。

9/21～12/25

令和元年10月11日

まで休館

公開講座や講演会な

どを開催しますので、

ご利用ください。
http://www.moma.pref.
kanagawa.jp

鎌倉別館リニューアル・オープン記念展

「ふたたびの「近代」」
2016年に閉館した旧鎌倉館の歴史と伝統を受

け継ぎ、常に新たな眼で世界の美術を捉えるとい

う開館以来の理念を再確認しつつ、鎌倉別館は

再スタートを切ります。岸田劉生《童女図（麗子立

像）》、古賀春江《窓外の化粧》、松本竣介《立てる

像》といった当館を代表する近代美術の名品にと

どまらず、近世から現代まで幅広く作品を紹介す

る本展では、記念イベントや美術館アーカイブの

資料展示も行い、鎌倉別館の新たな魅力をお伝

えします。

10/12～1/19

令和２年１月から６月まで展示休止予定

展示休止中は、彫刻のある庭園、美術図書室をご利用ください。

また、公開講座やワークショップなども開催しますので、ご参

加ください。

http://www.moma.pref.kanagawa.jp/

生誕120年・没後100年 関根正二展

前期 2/1－16

後期 2/18－3/22

2/1～3/22

「みえるもののむこう」
生の美しさを世界に探り、眼に見えるかたち

にして、作品へと映しだすアートの力。眼と精神、

そして身体を同時代の空間に置き、そこから見

えるものとその向こうに感じ取ったものを表現

に起こしていく清新な感性の今を、絵画・写真・

インスタレーション・映像・ダンスなどの多様な

ジャンルで展開する5人の現代作家、一之瀬ち

ひろ（1975- ）、酒井幸菜（1985- ）、白石由子

（1956- ）、津上みゆき（1973- ）、三嶽伊紗

（1956- ）の仕事を通してとらえます。

7/13～9/87/13～9/8

コレクション展「彫刻のある風景」
当館における野外での彫刻展示の歴史は、

開館してまもない1950年代に始まっています。

本展では、第二次世界大戦後の世界的な動向

を受けて旧鎌倉館で開催された野外彫刻展に

出品していた作家の同時代の作品をはじめとし

て、彫刻家の様々な試みを当時のポスターやパ

ンフレットも交えながら展示し、加えて現在の当

館庭園に展示されている作家たちの作品を紹

介します。

4/6～6/23

http://www.moma.pref.
http://www.moma.pref.kanagawa.jp/


令和元年10月時点 

金沢文庫 歴史博物館 生命の星・地球博物館

◆展覧会の名称及び日程は現時点での予定となります。最新の情報は各館のホームページ等でご確認ください。

住所 小田原市入生田499
電話 0465-21-1515
アクセス
　箱根登山鉄道「入生田(いりうだ)駅」から徒歩３分
休館日
　・月曜日（祝祭日、夏休み期間は開館）
　・館内整備日（８月を除く毎月第二火曜日、12月～
　　２月中の火曜日）
　・燻蒸期間（６月18日～６月23日）
　・年末年始（12月28日～１月４日）
　※その他の休館日は、当館ホームページをご覧くだ
　　 さい。
開館時間　9:00～16:30
              （入館は16:00まで）
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住所 横浜市金沢区金沢町142
電話 045-701-9069
アクセス
　京浜急行「金沢文庫駅」東口からバスまたは徒歩12
　分、
　またはシーサイドライン「海の公園南口駅」から徒歩
　10分
休館日
　・月曜日（祝祭日は開館）
　・年末年始
　・展示替期間
   ※ホームページ等でご確認の上、ご来館ください。
開館時間　9:00～16:30
              （入館は16:00まで）

住所 横浜市中区南仲通5-60
電話 045-201-0926
アクセス
　みなとみらい線「馬車道駅」５番出口から徒歩１分、
　市営地下鉄 ｢関内駅」９番出口から徒歩５分、
   JR｢桜木町駅｣｢関内駅｣から徒歩８分
休館日
　・月曜日（祝祭日は開館）
　・年末年始
　・資料整理休館日
　※ホームページ等でご確認の上、ご来館ください。
開館時間　9:30～17:00
              （入館は16:30まで）
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常設展（通年）

特別展

「アオバトのふしぎ～森のハト、海へ

行く～」
アオバトは若草色の羽が美しいハトです。

普段は丹沢や箱根などの森にくらしていま

すが、春から秋にかけて、毎日のように群

れで大磯町の海岸に舞い降りて海水を飲

む姿が観察されています。地元で30年以

上も観察を続けている「こまたん」の協力を

いただき、アオバトの一風変わった生態を

標本や写真で紹介します。

7/20～11/10

企画展

「ゴンドワナ大陸 ～岩石が語る大地

の衝突と分裂～（仮称）」
今、私たちが暮らす大地は、長い年月をか

けて大陸が分裂と集合をした結果であるこ

とがわかっています。しかし何故、このよう

なことがわかるのでしょうか？現在のアフリ

カ、南アメリカ、オーストラリア、さらには南

極が一つになった巨大大陸、ゴンドワナ体

陸を構成した太古の岩石からその謎を解き

明かします。

2/29～5/10

常設展（通年）

特別展 「横浜開港160年 横浜浮世絵」

横浜開港160年を機に、開港により人々の

関心を集めるようになった横浜の町の様子

や外国人の容姿を描いた横浜浮世絵を、当

館と川崎・砂子の里資料館の所蔵品で紹介

します。

4/27～6/23

特別展 「－北からの開国－」
ペリー来航以前に北から開国を求めたロ

シアとの関係や、海防防禦態勢を強化する

ための幕府のさまざまな活動を紹介し、これ

までの開国史に新たな視点を提供します。

特別展 「真教と時衆」
一遍亡き後に時衆をまとめ、今日に至る時

宗の礎を作った二祖他阿真教の没後700年に

なる当年に遊行寺宝物館と当館で連携して時

宗寺院に遺る寺宝や真教ゆかりの資料を紹

介します。

コレクション展

「桜井家文書－

戦国武士がみた

戦争と平和－」
戦国大名北条氏

家臣の桜井氏に関

わる古文書を紐解

き、戦争から平和へ

転換していく社会の

変動を伝えます。

11/19～12/22

特別展 「井伊直弼と横浜」
井伊直弼銅像が掃部山に建立されてから

110年を迎えることから、井伊直弼が開港の

地横浜でどのように記憶されてきたのか考え

ます。

7/13～9/1

10/5～11/10

特別展「東京大学東洋文化研究所×金

沢文庫 東洋学への誘い」
アジア研究の拠点である東京大学東洋文

化研究所の漢籍、敦煌遺書、キジル石窟壁

画などを金沢文庫が保管する古書（国宝）と

ともに公開。昭和初期の神奈川県立金沢文

庫の設立を東洋学研究という視点から考え

ます。

特別展 「浄土宗七祖聖冏と関東浄土教

－常福寺の名宝を中心に－」
水戸徳川家の菩提寺である常福寺（茨城

県）が所蔵する文化財を金沢文庫にて公開し、

関東における浄土教の広まりをご覧いただき

ます。未公開の仏像も出展される、貴重な機

会となります。

特別公開「国宝 文選集注」
特殊文庫連携を記念して国宝「文選集注」

を特別公開します。

特別展 「いろいろとりどり～国宝に見る

「色」～」
国宝の称名寺聖教・金沢文庫文書を中心に

「色」にまつわる資料を集め、それぞれの「色」

に付された意味などを紹介し、中世の称名寺

周辺で見られた「色」について考えます。

3/15～5/12

5/17～7/15

7/20～9/16

特別展「聖徳太子信仰－鎌倉仏教の基

層と尾道浄土寺の名宝－」

飛鳥時代に活躍し日本仏教史上における

最重要人物である聖徳太子。この聖徳太子

に対する中世の人々の信仰について関連す

る仏像・仏画・史料を通して明らかにします。

9/21～11/17

令和元年11月から

令和２年３月まで

休 館 予 定
特別陳列 「古文書が語る富士山宝永噴

火」
宝永4年の富士山大噴火で大きな被害を

被った神奈川県域の被災状況や復興過程を

古文書や絵図などの資料から振り返ります。

1/7～2/2

企画展 「江戸刷り物品定メ～二代目金

沢文庫長の秘策～」
金沢文庫の郷土資料コレクションのうち、広

重、北斎の浮世絵から十返舎一九の戯作ま

で、江戸時代の刷り物を特集し、いつもと違う

金沢文庫の一面をご紹介します。

３月下旬～５月中旬
2/8～3/22

かながわの遺跡展

「縄文と弥生－時代

と文化の転機を生

きた人々」

11/27～12/22


