平成３１年４月２日～平成３２年４月５日
展覧会名
2019 中部新制作絵画展

愛知県美術館ギャラリー展覧会スケジュール
展示室

展覧会期

A～C

平成３１年４月２日(火)～平成３１年４月７日(日)

D

平成３１年４月２日(火)～平成３１年４月７日(日)

E～F

平成３１年４月２日(火)～平成３１年４月７日(日)

G

平成３１年４月２日(火)～平成３１年４月７日(日)

女の仕事展 9th

Ｈ～Ｉ

平成３１年４月２日(火)～平成３１年４月７日(日)

第95回 白日会展名古屋展

A～D

平成３１年４月９日(火)～平成３１年４月１４日(日)

E

平成３１年４月９日(火)～平成３１年４月１４日(日)

第26回 創日展
2019 日中現代美術交流展
第54回 中部染色展

第51回 彩雲社書展
第63回 書道東門展

F

平成３１年４月９日(火)～平成３１年４月１４日(日)

G～I

平成３１年４月９日(火)～平成３１年４月１４日(日)

第42回 グループ虹 水彩画展

J1

平成３１年４月９日(火)～平成３１年４月１４日(日)

第64回 パステル画展

J2

平成３１年４月９日(火)～平成３１年４月１４日(日)

第64回 中部一水会展

A～C

平成３１年４月１６日(火)～平成３１年４月２１日(日)

第9回 聡美会選抜展

D

平成３１年４月１６日(火)～平成３１年４月２１日(日)

第25回 ポン・デ・ザール記念展

E～F

平成３１年４月１６日(火)～平成３１年４月２１日(日)

第66回 公募東海書道藝術院展

第67回 形象派展

G～I

平成３１年４月１６日(火)～平成３１年４月２１日(日)

第39回 グループウム展

J1

平成３１年４月１６日(火)～平成３１年４月２１日(日)

第27回 夢大社書展

J2

平成３１年４月１６日(火)～平成３１年４月２１日(日)

第78回 水彩連盟展

A～D

平成３１年４月２３日(火)～平成３１年４月２９日(月)

中部クリエーターズクラブポスター展2019

E～F

平成３１年４月２３日(火)～平成３１年４月２９日(月)

G

平成３１年４月２３日(火)～平成３１年４月２９日(月)

H～I

平成３１年４月２３日(火)～平成３１年４月２９日(月)

J

平成３１年４月２３日(火)～平成３１年４月２９日(月)

第50回 東海伝統工芸展
名古屋芸術大学開学50周年記念事業 名古屋芸術大学展
藤井養堂遺墨展併設第47回愛知書学院展
第58回 日本現代工芸美術展 東海展

A～C

平成３１年５月１日(水)～平成３１年５月６日(月)

第28回 東海かな展

D

平成３１年５月１日(水)～平成３１年５月６日(月)

第56回 中部一陽展

E～F

平成３１年５月１日(水)～平成３１年５月６日(月)

第60回 以文会全国公募書展

G～I

平成３１年５月１日(水)～平成３１年５月６日(月)

第74回 東洋南画院展

J1

平成３１年５月１日(水)～平成３１年５月６日(月)

第59回 創彫会彫刻展

J2

平成３１年５月１日(水)～平成３１年５月６日(月)

第105回 光風会展

A～H

平成３１年５月８日(水)～平成３１年５月１２日(日)

I

平成３１年５月８日(水)～平成３１年５月１２日(日)

第58回-I 美術集団８月展

J1

平成３１年５月８日(水)～平成３１年５月１２日(日)

第55回 書玄展・公募書玄展

J2

平成３１年５月８日(水)～平成３１年５月１２日(日)

第70回 2019中部自由美術展

第79回 美術文化展

A～D

平成３１年５月１４日(火)～平成３１年５月１９日(日)

第60回 彩日会展

E

平成３１年５月１４日(火)～平成３１年５月１９日(日)

第41回 ＢＡＫ展

F

平成３１年５月１４日(火)～平成３１年５月１９日(日)

G～H

平成３１年５月１４日(火)～平成３１年５月１９日(日)

I

平成３１年５月１４日(火)～平成３１年５月１９日(日)

第49回 日彫東海展
第71回 中部女流美術春艸会展
第43回 公募梓会書道展

J

平成３１年５月１４日(火)～平成３１年５月１９日(日)

第96回 春陽展名古屋展

A～I

平成３１年５月２１日(火)～平成３１年５月２６日(日)

ＮＳＧ彫刻展

J1

平成３１年５月２１日(火)～平成３１年５月２６日(日)

第20回 アートミラ ’２１展

J2

平成３１年５月２１日(火)～平成３１年５月２６日(日)

第93回 国展名古屋展

A～I

平成３１年５月２８日(火)～平成３１年６月２日(日)

第64回 水彩画展 グループ水の会

J1

平成３１年５月２８日(火)～平成３１年６月２日(日)

第29回 公募雪峰会選抜書展

J2

平成３１年５月２８日(火)～平成３１年６月２日(日)

第47回 「日本の書展」中部展

A～G

平成３１年６月５日(水)～平成３１年６月９日(日)

ジャパネスク2019 温故知新

H

平成３１年６月５日(水)～平成３１年６月９日(日)

展覧会名

展示室

展覧会期

第64回 双燿会展

I

平成３１年６月５日(水)～平成３１年６月９日(日)

第62回 游心書展

J1

平成３１年６月５日(水)～平成３１年６月９日(日)

第66回ちくさ美術展

J2

平成３１年６月５日(水)～平成３１年６月９日(日)

第69回中日書道展

A～G

平成３１年６月１２日(水)～平成３１年６月１６日(日)

第66回日府展

H～I

平成３１年６月１２日(水)～平成３１年６月１６日(日)

J1

平成３１年６月１２日(水)～平成３１年６月１６日(日)

第56回YAG美術展
第59回版画伍人展

J2

平成３１年６月１２日(水)～平成３１年６月１６日(日)

第58回二元展（名古屋）

A～D

平成３１年６月１９日(水)～平成３１年６月２３日(日)

第44回 2019JPS展 名古屋展

E～F

平成３１年６月１９日(水)～平成３１年６月２３日(日)

第69回モダンアート展

G～I

平成３１年６月１９日(水)～平成３１年６月２３日(日)

第60回工芸燦々会展

J1

平成３１年６月１９日(水)～平成３１年６月２３日(日)

第25回Ｋ展

J2

平成３１年６月１９日(水)～平成３１年６月２３日(日)

A～C

平成３１年６月２６日(水)～平成３１年６月３０日(火)

D

平成３１年６月２６日(水)～平成３１年６月３０日(火)

第33回 日洋展 名古屋会場巡回展
青美会同人展2019
第64回新世紀名古屋展

E～G1

平成３１年６月２６日(水)～平成３１年６月３０日(火)

第85回旺玄会名古屋展

G2～I

平成３１年６月２６日(水)～平成３１年６月３０日(火)

第56回中部旺玄展

J1

平成３１年６月２６日(水)～平成３１年６月３０日(火)

2019ジュンコ・人見のはなクラフトークレイで創るお花の展示会「ルナ・フ
ローラ展」

J2

平成３１年６月２６日(水)～平成３１年６月３０日(火)

第75回現展名古屋展

A～C

平成３１年７月３日(水)～平成３１年７月７日(日)

第71回三軌展東海展

D～G1

平成３１年７月３日(水)～平成３１年７月７日(日)

第72回示現会展名古屋展

G2～I

平成３１年７月３日(水)～平成３１年７月７日(日)

J

平成３１年７月３日(水)～平成３１年７月７日(日)

日本リアリズム写真集団「視点」展及愛知展
第90回 第一美術展

A～C

平成３１年７月９日(火)～平成３１年７月１５日(月)

D

平成３１年７月９日(火)～平成３１年７月１５日(月)

第71回中部独立展

E～F

平成３１年７月９日(火)～平成３１年７月１５日(月)

第115回太平洋展

G～I

平成３１年７月９日(火)～平成３１年７月１５日(月)

第60回 光陵展

'19 心象展

J1

平成３１年７月９日(火)～平成３１年７月１５日(月)

第33回 真空感展

J2

平成３１年７月９日(火)～平成３１年７月１５日(月)

第55回記念 白士会展

A～D

平成３１年７月１７日(水)～平成３１年７月２１日(日)

会員第65回 公募第40回 筧水展

E～Ｆ

平成３１年７月１７日(水)～平成３１年７月２１日(日)

第107回 日本水彩展 同時開催 日本水彩東海展

G～I

平成３１年７月１７日(水)～平成３１年７月２１日(日)

第59回 あいち平和美術展

J1

平成３１年７月１７日(水)～平成３１年７月２１日(日)

第25回 美術家集団Ｇ回路展

J2

平成３１年７月１７日(水)～平成３１年７月２１日(日)

あいちトリエンナーレ2019

A～J

平成３１年８月１日(木)～平成３１年１０月１４日(月)

第55回 主体展

A～D

平成３１年１０月２２日(火)～平成３１年１０月２７日(日)

第27回未来の芸術家たち展

E～F

平成３１年１０月２２日(火)～平成３１年１０月２７日(日)

G

平成３１年１０月２２日(火)～平成３１年１０月２７日(日)

Ｈ～Ｉ

平成３１年１０月２２日(火)～平成３１年１０月２７日(日)

J

平成３１年１０月２２日(火)～平成３１年１０月２７日(日)

2019金属造形展
全日本大判写真連盟 第23回写真展
モダンアート中部作家展
第63回日本表現派展

A～C

平成３１年１０月２９日(火)～平成３１年１１月４日(月)

D

平成３１年１０月２９日(火)～平成３１年１１月４日(月)

第66回愛知県私学美術展

E～F

平成３１年１０月２９日(火)～平成３１年１１月４日(月)

第70回一線美術会展名古屋巡回展

G～I

平成３１年１０月２９日(火)～平成３１年１１月４日(月)

J

平成３１年１０月２９日(火)～平成３１年１１月４日(月)

第71回毎日書道展東海展

A～G

平成３１年１１月６日(水)～平成３１年１１月１０日(日)

公募BRUSH ART SHOW’18

H～I

平成３１年１１月６日(水)～平成３１年１１月１０日(日)

J1

平成３１年１１月６日(水)～平成３１年１１月１０日(日)

第10回ポスターグランプリ入賞･入選作品展

ネイチャーズベストフォトグラフィーアジア展2019

Ｊ．Ａｒｔ展

展覧会名
第52回中部南画会展
第73回二紀展（名古屋展）

展示室
J2

展覧会期
平成３１年１１月６日(水)～平成３１年１１月１０日(日)

A～D

平成３１年１１月１２日(火)～平成３１年１１月１７日(日)

第42回一般社団法人二科会写真部愛知支部公募展

E

平成３１年１１月１２日(火)～平成３１年１１月１７日(日)

第24回日中書画篆刻交流展（公募）

F

平成３１年１１月１２日(火)～平成３１年１１月１７日(日)

G～I

平成３１年１１月１２日(火)～平成３１年１１月１７日(日)

J1

平成３１年１１月１２日(火)～平成３１年１１月１７日(日)

第36回産経国際書展 中部展
名古屋イラストレーターズクラブ展
場展

J2

平成３１年１１月１２日(火)～平成３１年１１月１７日(日)

A～C

平成３１年１１月１９日(火)～平成３１年１１月２４日(日)

第26回清新美術会展

D

平成３１年１１月１９日(火)～平成３１年１１月２４日(日)

第47回中部新世紀展

E

平成３１年１１月１９日(火)～平成３１年１１月２４日(日)

第46回公募玄玄展

F～G

平成３１年１１月１９日(火)～平成３１年１１月２４日(日)

第22回公募 現代かな書展

H～I

平成３１年１１月１９日(火)～平成３１年１１月２４日(日)

J

平成３１年１１月１９日(火)～平成３１年１１月２４日(日)

第45回創画展 日本画2018

第63回日本水彩画会 名古屋支部展
第36回読売書法展 中部展

A～G

平成３１年１１月２７日(水)～平成３１年１２月１日(日)

第45回中部現展

H～I

平成３１年１１月２６日(火)～平成３１年１２月１日(日)

第49回瀬戸造形集団展

J1

平成３１年１１月２６日(火)～平成３１年１２月１日(日)

第9回日本板画院東海支部展

J2

平成３１年１１月２６日(火)～平成３１年１２月１日(日)

第81回一水会名古屋展

A～F

平成３１年１２月３日(火)～平成３１年１２月８日(日)

第44回新芸術展

G～I

平成３１年１２月３日(火)～平成３１年１２月８日(日)

2019ザ・スペースショウ

J1

平成３１年１２月３日(火)～平成３１年１２月８日(日)

第50回記念美術展「欅」

J2

平成３１年１２月３日(火)～平成３１年１２月８日(日)

第104回二科展

A～I

平成３１年１２月１０日(火)～平成３１年１２月１５日(日)

第49回あかね会工芸展

J1

平成３１年１２月１０日(火)～平成３１年１２月１５日(日)

名古屋市立工芸高等学校デザイン科卒業制作展

J2

平成３１年１２月１０日(火)～平成３１年１２月１５日(日)

A～C

平成３１年１２月１８日(水)～平成３１年１２月２２日(日)

D

平成３１年１２月１８日(水)～平成３１年１２月２２日(日)

E～F

平成３１年１２月１８日(水)～平成３１年１２月２２日(日)

G

平成３１年１２月１８日(水)～平成３１年１２月２２日(日)

H～I

平成３１年１２月１８日(水)～平成３１年１２月２２日(日)

J

平成３１年１２月１８日(水)～平成３１年１２月２２日(日)

第83回新制作絵画展
第61回公募書典展
第68回旭美展
第52回公募 清華書道展
第37回愛知県独立書展
愛知総合工科高校 デザイン工学科展
第60回暢心書道展

A～D

平成３１年１２月２４日(火)～平成３２年１月５日(日)

第44回愛知県文連美術展（公募）

E～I

平成３１年１２月２４日(火)～平成３２年１月５日(日)

J

平成３１年１２月２４日(火)～平成３２年１月５日(日)

平成31年度アートフェスタ -愛知県高等学校総合文化祭‐
第83回 2019自由美術展（巡回展）

A～C

平成３２年１月７日(火)～平成３２年１月１３日(月)

D

平成３２年１月７日(火)～平成３２年１月１３日(月)

第50回記念 公募春月書道会展

E～F

平成３２年１月７日(火)～平成３２年１月１３日(月)

第27回 閑輝会展

G～I

平成３２年１月７日(火)～平成３２年１月１３日(月)

J

平成３２年１月７日(火)～平成３２年１月１３日(月)

第68回南風展

平成31年度 中京大学書道卒業展

A～G

平成３２年１月１５日(水)～平成３２年１月１９日(日)

書道研究陽山会嚶鳴書作展

H

平成３２年１月１５日(水)～平成３２年１月１９日(日)

第24回それぞれの現在展

I

平成３２年１月１５日(水)～平成３２年１月１９日(日)

小野道風公奉賛全国書道展覧会（道風展）

J1

平成３２年１月１５日(水)～平成３２年１月１９日(日)

表現者たち第27回作品展

J2

平成３２年１月１５日(水)～平成３２年１月１９日(日)

A～D

平成３２年１月２１日(火)～平成３２年１月２６日(日)

E

平成３２年１月２１日(火)～平成３２年１月２６日(日)

名古屋学芸大学メディア造形学部第15回卒業・修了制作展

’20今日の書展
第38回隆墨會選抜書作展併設隆墨會書道文化展
第15回 アートセッション2020
第50回記念有根会書展及び第36回公募展・第7回書初め公募展

G

平成３２年１月２１日(火)～平成３２年１月２６日(日)

Ｈ～Ｉ

平成３２年１月２１日(火)～平成３２年１月２６日(日)

展覧会名
日本デザイナー芸術学院 第52回卒業制作展

展示室

展覧会期

J

平成３２年１月２１日(火)～平成３２年１月２６日(日)

改組 新第6回日展 東海展

A～J

平成３２年１月２９日(水)～平成３２年２月１６日(日)

第27回名古屋造形大学卒展／第16回大学院修了展

A～I

平成３２年２月１８日(火)～平成３２年２月２４日(月)

J

平成３２年２月１８日(火)～平成３２年２月２４日(月)

愛知県立瀬戸窯業高等学校セラミック陶芸専攻科修了制作展
第74回水彩協会展

A～F

平成３２年２月２６日(水)～平成３２年３月１日(日)

11th. 糸布＝ｉｆ EXHIBITION

G

平成３２年２月２６日(水)～平成３２年３月１日(日)

第28回等迦会名古屋支部展

H～I

平成３２年２月２６日(水)～平成３２年３月１日(日)

J2

平成３２年２月２６日(水)～平成３２年３月１日(日)

第39回彩画展
第42回國際書画中部展

E～F

平成３２年３月３日(火)～平成３２年３月８日(日)

第68回東美展（公募）

H～I

平成３２年３月３日(火)～平成３２年３月８日(日)

J

平成３２年３月３日(火)～平成３２年３月８日(日)

2019年度 愛知産業大学造形学部卒業研究・制作展
第61回中部行動展

A～B

平成３２年３月１０日(火)～平成３２年３月１５日(日)

D

平成３２年３月１０日(火)～平成３２年３月１５日(日)

第54回主体美術中部作家展

E～F

平成３２年３月１０日(火)～平成３２年３月１５日(日)

第42回中部二元展

G～I

平成３２年３月１０日(火)～平成３２年３月１５日(日)

J

平成３２年３月１０日(火)～平成３２年３月１５日(日)

第69回中部二科展

A～F

平成３２年３月１７日(火)～平成３２年３月２２日(日)

第66回公募ふぢなみ展

H～I

平成３２年３月１７日(火)～平成３２年３月２２日(日)

J

平成３２年３月１７日(火)～平成３２年３月２２日(日)

第48回玄之会書展（会員展･公募展）

A～B

平成３２年３月２４日(火)～平成３２年３月２９日(日)

第24回東海書作家協会展

E～F

平成３２年３月２４日(火)～平成３２年３月２９日(日)

第42回牛刀書道展

H～I

平成３２年３月２４日(火)～平成３２年３月２９日(日)

J

平成３２年３月２４日(火)～平成３２年３月２９日(日)

第48回創炎展

第54回東方展

第54回写真公募展

第51回正筆会菁華書作展併催第21回名古屋地区会員展
第57回 謙慎書道会中部展

A～D

平成３２年３月３１日(火)～平成３２年４月５日(日)

23回 ファクトリー２１展

H

平成３２年３月３１日(火)～平成３２年４月５日(日)

第17回 新陶彫名古屋展

I

平成３２年３月３１日(火)～平成３２年４月５日(日)

第50回 青炎展

J

平成３２年３月３１日(火)～平成３２年４月５日(日)

