
永井一正《作品　黒と黄》 1974年

コレクション展 Ⅳ

造形紀行 “デザイン”の楽しみ 2023. 2/2（木）～４/10（月）
［休展日］ 2023.3/8（水）

企画展「イメージの力 河北秀也のiichiko design」と
時期を同じく開催される本展では、当館所蔵品より
現代版画を中心に、幾何学的抽象やモダン・デザイン
の傾向を反映した作品をご紹介します。広い意味での
“デザイン”という切り口で、デザイナーに限らず、画家
や建築家などによる作品もピックアップ。中にはOPAM
初展示となる作品も。多様な表現をお楽しみください。

※（　）内は有料入場者20名以上の団体料金
※中学生以下は無料
※高校生は土曜日に観覧する場合は無料
※障がい者手帳等をご提示の方とその付添者（１名）は無料

https://www.opam.jp

メンバー募集!

詳しくはコチラ

「びび」とは、大分県立美術館とiichiko総合文化センターを中心
に大分県の芸術・文化を多くのみなさんに楽しんで、そして広げ
てもらうためのメンバーシップです。大分県立美術館の企画展、
コレクション展を無料または割引料金でご覧いただけます。

10:00～19:00
休館日 なし
駐車場　　 ◎屋外駐車場（143台）／利用時間24時間

　地下駐車場（107台）／利用時間 8:00～23:00
◎利用料金　最初の30分以内 無料／30分を超え１時間以内200円
　１時間を超え30分ごと100円

※金曜日・土曜日は20:00まで（入場は閉館の30分前まで）

※ただし23:00～8:00は900円を上限とする

※利用時間外出入庫不可

（館内点検等による臨時休館を除く）

https://emo.or.jp/bivi/

JR大分駅府内中央口（北口）から徒歩15分  大分ICから車で10分ACCESS

〒870-0036  大分市寿町2番１号
Tel : 097-533-4500  Fax : 097-533-4567

開館時間

教育普及 コレクション展

朝のおとなの１０１０[てんてん ] 講座
・お話から体験まで
美術の世界に親しみやすくなるワークショップ・レクチャーです。
夜は忙しくて参加できない方に向けて、午前１０時１０分から行います。

夜のおとなの金曜講座・お話から体験まで
日常の中にある美術や美術作品のお話会です。仕事帰りのひととき、美術
館で過ごしてみませんか。「視るは楽しい教材ボックス」「大分県から絵の具
をつくる」「美術からみた文化」「素材と技術」のテーマから行います。

ワークショップ 春夏秋冬・体験から鑑賞まで
身体と感覚を活性化させる遊びや制作と、みんなでコレクション展示室の作
品を視ることを組み合わせたワクワク・ドキドキのワークショップです。

アトリエ・ミュージアム　みんなでつくろっ！
小さい子どもから大人まで、美術館に来た人は誰でも参加できるワークショッ
プです。いろいろな素材に触ったり、描いたり、つくったりします。内容は
当日来てのお楽しみです。

特別ワークショップ＆レクチャー
美術の世界が広がるとっておきの時間です。美学・美術史の話や専門的な
技法講座をはじめ、美術以外の分野の専門家を招いての講座も開催します。

スクールプログラム
学校や園を対象とした「みる」＋「つくる」＋「かんじる」を組み合わせた美術
体験プログラムや、学校の先生のための講座などを開催します。

料金 一般／300（250）円
大学・高校生／200（150）円

会場 3階 コレクション展示室みる・つくる・かんじる

Education Program Collection Exhibition

©Hiroyuki Hirai

コレクション展 Ⅰ

コレクションの精華 4/15（金）～7/11（月）［休展日］ 5/11（水）、6/15（水）
大分県立美術館は大分県出身やゆかりの作家を中心とし
た約5,000点にのぼる美術作品や資料を収蔵し、年間を通し
てその魅力を発信しています。本展では、「コレクションの精
華」と題して、令和3年度新収蔵となった染織家・古澤万千子
の着物や、修復を終えて初公開となる福田平八郎の≪雲≫
(第6回日展出品作)など、新たな収蔵品を交えながら、様々
なジャンルからOPAMコレクションの名品をご紹介します。

コレクション展 Ⅲ

生命の輝きを求めて 9/16（金）～11/13（日）［休展日］ 10/12（水）
生きるとはなにか。多くの美術家たちは、この問いと向き合い
ながら創作を続けてきました。生誕110年を迎える髙山辰雄
を中心に生命の神秘や輝きを独自の手法で表現した作品
を紹介します。また、特集展示として大友宗麟とフランシスコ・
ザビエルの出会いがきっかけで大分の地に花開いたキリ
シタン文化を紹介します。

古澤万千子≪万緑≫

髙山辰雄《食べる》1973年

この特集展示（R4年度はvol.4～5を開催予定）では、
大分の竹工芸の歴史や変遷を、
毎回テーマを設定しご紹介します。

竹工芸特集展示 此君礼賛
－おおいた竹ものがたり vol.5特集展示

竹工芸特集展示 此君礼賛
－おおいた竹ものがたり vol.4特集展示

特集展示

岩尾光雲齋≪豊珠≫1975年

コレクション展 Ⅱ

冒険する美術－色・形・素材への挑戦－ 7/15（金）～9/12（月）
［休展日］ 8/10（水）企画展「国立国際美術館コレクション 現代アートの100年」

開催にあわせて、戦後美術の流れや大分の作家たちの動向
を、1950年代から1980年代頃を中心にご紹介します。さまざ
まな美術思潮が海外から押し寄せ、日常生活が飛躍的に変
化したこの時代。激動する美術界で現代作家たちが果敢に
挑んだ色、形、素材への挑戦とそのあくなき好奇心の魅力を
お楽しみください。

白野文敏《田園B》1959年

2022.4 2023.3年間スケジュール



企画展 Special Exhibition

コシノジュンコの創造の原点でもある大阪・岸和田の高校時代に描いた
デザイン画や装苑賞の受賞作から、60年代のブティックの風景、70年に
大阪で開催された万博のユニホーム、「対極」「宇宙」「合理」「永遠」などコ
シノがファッションを通じて創出した世界観や大分・久住を本拠地に国内
外で活躍するDRUM TAOとの仕事など、現在までの活動の全貌を紹介し
ます。会期中には、コシノジュンコ氏と企画する様々な関連イベントを開
催予定。常にモードの先端を走り、新たな創造を繰り広げる、その活動の
全貌をご覧ください。

総監督を務めた最新作『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が、興行収入100
億円を突破し、制作中の新作映画の公開も待ち遠しい庵野秀明。本展は、
アニメーター時代に参加した過去作品や、監督、プロデューサーとして活
躍する最新の仕事までを網羅し、創作活動の秘密に迫る。アマチュア時代
から最新作まで、膨大な資料が大公開！

コシノジュンコ「原点から現点」

料金 一般／1,400(1,200)円　大学・高校生／1,000(800)円
会場 1階 展示室A

料金 一般・大学生／1,500(1,300)円
高校・中学生／1,000(800)円
小学生／800(600)円　3歳以上／400(300)円

会場 1階 展示室A

4.15   金 5.29 日

庵野秀明展

2.14   月 4.3 日

※（　　）内は前売りおよび有料入場20名以上の団体料金　※障がい者手帳等をご提示の方とその付添者（１名）は無料　◎記載内容には変更が生じる可能性があります。予めご了承ください。

共催展 Art Group & School Education Exhibitions

第58回大分県美術展 会期 ： 9月27日（火）～10月30日（日）
休展日 ： 10月3日（月）※展示室Aのみ、10月10日（月）、
　　　　10月17日（月）、10月18日（火）
会場 ： 1階 展示室A／3階 展示室B
主催 ： 大分県美術協会
お問い合わせ ： 事務局長 池部俊之  Tel:097-541-3316

料金 : 
一般／500円
大学生・高校生／300円

第40回
髙山辰雄賞
ジュニア美術展

会期 ： 8月16日（火）～8月21日（日）
会場 ： 3階 展示室B
主催 ： 髙山辰雄賞ジュニア美術展実行委員会
お問い合わせ ： 大分合同新聞社イベント事業部
　　　　　　　Tel:097-538-9647観覧料：無料

第41回 大分県
ジュニアデザイン展

会期 ： 2023年3月21日(火)～3月26日（日）
会場 ： 3階 展示室B
主催 ： 大分県造形教育研究会
お問い合わせ ： 事務局 坂本卓也(別府市立鶴見台中学校) 
　　　　　　　 Tel:0977-23-7441

観覧料：無料
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第40回 髙山辰雄賞ジュニア美術展 第58回大分県美術展 第41回 大分県ジュニアデザイン展

京都の名刹・相国寺は、14世紀後半に室町幕府3代将軍の足利義満が創建した
寺院です。金閣（鹿苑寺）、銀閣（慈照寺）は、相国寺の塔頭寺院として広く知られ、
貴重な文化財を数多く守り伝えてきました。本展では、禅画や墨蹟、唐物や茶道具
などの美術工芸品の他、雪舟、長谷川等伯、円山応挙、伊藤若冲、本阿弥光悦、野々村
仁清、尾形乾山ら室町から江戸期の巨匠の名品、さらには日田市出身の現代日本
画家・岩澤重夫の鹿苑寺（金閣寺）客殿障壁画まで、選りすぐりの寺宝をご紹介します。
日本文化が誇る「美」の世界を存分にご堪能ください。

大本山 相国寺と金閣・銀閣の名宝
1 1.26 土 1.22 日

料金 一般／1,200(1,000)円　大学・高校生／800(600)円
会場 3階 展示室B コレクション展示室 伊藤若冲

《鸚鵡牡丹図》江戸時代
鹿苑寺所蔵

2023

国立国際美術館は、1977年より、国内外の優れた現代美術を発信する美術
館として、収集・保管・展示活動を行ってきました。本展は、4年に一度、他館
に名品・優品を貸し出す巡回展として、本年は広島県立美術館と大分県立
美術館で開催されます。カンディンスキーら抽象芸術の始まりから、多様化
する2000年以降のアートまで、およそ100年にわたる近現代美術の流れを
紹介します。感性を刺激し、世界に夢中になるきっかけを与えてくれる現代
アートの魅力に触れよう。

 　　
現代アートの100年　　　
― 世界に夢中になる方法 ―

6.1 1   土 8.21 日

ヴァシリー・カンディンスキー《絵の中の絵》1929年
　  国立国際美術館所蔵

料金 一般／1,200(1,000)円　大学・高校生／1,000(800)円
会場 1階 展示室A

料金 一般・大学生／800(600)円　小・中・高校生／500(300)円
会場 1階 展示室A

人気ゲームシリーズ『ポケットモンスター』に登場するふしぎな生き物
「ポケモン」にはカセキから復元されるポケモン（以下「カセキポケモン」
と呼ぶ）がいくつか知られています。この展示は、「カセキポケモン」
と私たちの世界で見つかる「化石・古生物」を見比べて、似ているとこ
ろや異なっているところを発見し、古生物学について楽しく学んでい
ただくものです。ポケモンの世界の「カセキ博士」とお手伝いの「発掘
ピカチュウ」、私たちの世界の博士たちの案内で展示をめぐり、それ
ぞれの世界の「かせき」をじっくり見比べてみましょう！

ポケモン化石博物館
2022

© 2022 Pokémon. © 1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは

任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
主催：大分県立美術館・国立科学博物館　　企画協力：株式会社ポケモン

年度冬

大分県宇佐市の酒造メーカー、三和酒類株式会社が販売
するロングセラー商品「いいちこ」。心地よい風景の中に佇
むボトルのポスターをはじめ、雑誌広告やCMなど、そのプ
ロモーションをすべて手がけてきたのがアートディレクター
の河北秀也です。1979年に発売されてから、九州で少しず
つ売上を伸ばしていた「いいちこ」は、河北が作り上げたイ
メージの力も手伝って、一気に全国に名を馳せるブランド
になりました。本展覧会は、一貫した世界観でデザインの本
質を提示してきたiichiko designの全貌を紹介するととも
に、河北秀也のデザイン思考についても掘り下げます。

イメージの力
河北秀也の iichiko design

料金 一般／８00(600)円
大学・高校生／500(300)円

会場 1階 展示室A

2.1 1 土 3.29 水

2023

B倍ポスター1994年3月

造形紀行 “デザイン”の楽しみ
竹工芸特集展示 此君礼賛
－おおいた竹ものがたり vol.4

竹工芸特集展示 此君礼賛
－おおいた竹ものがたり vol.5

国立国際美術館コレクション　 

コシノジュンコ
「原点から現点」

国立国際美術館コレクション
現代アートの100年

― 世界に夢中になる方法 ―

大本山 相国寺と
金閣・銀閣の名宝

ポケモン化石博物館

イメージの力
河北秀也の
iichiko design

庵野秀明展

コレクションの精華 冒険する美術－色・形・素材への挑戦－ 生命の輝きを求めて

企画展

共催展

コレクション展


