
美のワンダーランド
十五人の京絵師

今からおよそ200年前の京都では、独創性にあ
ふれる、個性的な表現者たちが競い合うように
作品を創り出していました。この時代の京都を
代表する、与謝蕪村、池大雅、円山応挙、伊藤若
冲、曾我蕭白、長沢芦雪など15人の絵師に光を
あてた近世絵画の大展覧会。九州初公開の優
品、新発見の話題作も続々登場します。

特別展

※イベント及び展示の内容は都合により変更になる場合があります。予めご了承ください。 7月・8月のイベントは裏面へ続きます

一 般：420円（210円）
大学生：130円（70円）

※（ ）内は20名以上の団体料金です。※高校生以下、18歳未満及び満70歳以上の方は文化交流展無料。
※7月10日（火）～9月2日（日）は特別展「美のワンダーランド十五人の京絵師」の半券でもご覧いただけます。

観覧料

一般：1,300円（1,100円）高大生：1,000円（800円）
小中生：600円（400円） ※（ ）内は前売りおよび20名以上の団体料金です。
※上記料金で九州国立博物館「文化交流展」もご覧いただけます。
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7月10日（火）～9月2日（日）
3階特別展示室

観覧料

中国陶磁名品展
横河民輔コレクション

文化
交流展
トピック展示

後 期 【開催中】9月2日（日）まで 「明・清時代のやきもの」
4階文化交流展示室 関連第9・10室

7月4日（水）～9月9日（日）
文化交流展示室 関連第１１室

前期とはまた
ひと味違う
美の世界だよ

7/4（ ）、8/28（火）
15:00～ミュージアム
トーク開催 !

9：30～17：00（入館は16：30まで） 
※閉館時間は変更されることがあります

開館時間

休館日 月曜日 ※祝日・振替休日の場合は翌日
※ただし、7月16日（月・祝）、8月13日（月）は開館。7月17日（火）は休館。

文化
交流展
トピック展示

日朝交流の軌跡
－対馬宗家文書８万点の調査を終えて－

重要文化財新指定記念

写生画風を確立した応挙の代表作。リアルな龍に思わず息をのむ。
江戸時代・安永二年（１７７３年）／個人蔵
〈展示期間〉前期：７月１０日（火）～８月５日（日）

雲龍図屏風（右隻） 円山応挙 筆
うんりゅうずびょうぶ まるやまおうきょ

【重要文化財】

抜群の筆さばきが存分に発揮された、芦雪30代の傑作。
江戸時代・十八世紀／個人蔵
〈展示期間〉前期：７月１０日（火）～８月５日（日）

岩上猿・唐子遊図屏風（右隻） 長沢芦雪 筆
がんじょうさる    から   こ あそび ず びょう ぶ ながさわろ せつ

景徳鎮窯 明・１５世紀
青花束蓮文大皿
せい   か  そく れん もん おお ざら

後 期

清・１８世紀【雍正年間】
琺瑯彩梅樹文皿
ほうろうさいばいじゅもんさら

後 期

江戸時代・１８世紀
海豹図
あざらし ず

朝鮮時代・１９世紀
対馬藩主宗義和図書
つ しま はんしゅ そうよしより と しょ

前期・後期でほとんどの作品が入れ替わります。
前期 後期7月10日（火）～8月5日（日） 8月7日（火）～9月2日（日） 

7月  8月 展示・イベントのご案内

蕪村晩年の清明な境地が描き出された、透明感あふれる名画。
江戸時代・十八世紀／文化庁蔵
〈展示期間〉後期：８月７日（火）～９月２日（日）

新緑杜鵑図 与謝蕪村 筆
よ   さ   ぶ  そん

【重要文化財】
しんりょく と   けん   ず

精緻で美しい陶磁器文化が花開いた
明・清時代のやきものを愛でる後期
の展示がスタート。景徳鎮窯で生ま
れ青の文様が優美な青花、隆盛を極
めた明・清時代の五彩や粉彩などの
至宝が目を楽しませます。

『対馬宗家文書』とは、江戸時代
の日朝交流を読み解く近世大名
家有数の第一級資料。35年の調
査を経て新たに重文指定された
資料や、ゴマフアザラシと思わ
れる海獣の図など、さまざまなお
宝が披露されます。

つ  しま そう   け   もん じょ

【重要文化財】

    



九州国立博物館 050-5542-8600 NTT ハロー
ダイヤル http://www.kyuhaku.jp

お問い
合わせ

〒818-0118福岡県太宰府市石坂４－７－２

イベントスケジュール8月   7月   

※イベント及び展示の内容は都合により変更になる場合があります。予めご了承ください。

7月21日（土） 13:30～15:00

「十八世紀の
 京画壇」

記念講演会 無 料要申込

※応募多数の場合は抽選。
応募締切7/5（木）必着
※定員280名※特別展の
観覧券（半券）が必要

パネリスト：山下善也氏（京都国立博物館連携協
力室長）・野口剛氏（根津美術館学芸主任）・福士雄
也氏（静岡県立美術館学芸員）・水谷亜希氏（京都
国立博物館研究員）
コーディネーター：榊原悟氏（群馬県立女子大学
教授・岡崎市美術博物館館長）
司会:畑靖紀（当館主任研究員）

※応募多数の場合は抽選。
応募締切7/12（木）必着
※定員50名※特別展の観
覧券（半券）が必要

無 料要申込

「京絵師の
  魅力にせまる」

シンポジウム

※応募多数の場合は抽選。
応募締切7/19（木）必着
※定員280名※特別展の
観覧券（半券）が必要

無 料要申込

「華丸・大吉と学ぶ
  日本美術講座」

今回の展覧会で企画協力をいただいた京都国立
博物館の館長であり、18世紀京画壇研究の第一
人者である佐々木丞平氏による講演会。

「美のワンダーランド 十五人の京絵師」特別展関連イベント

お問い合わせ／西日本新聞イベントサービス内「十五人の京絵師」係 （092）711-5491（平日10:00～18:00）

「日朝交流の軌跡
－対馬宗家文書８万点の調査を終えて－」

「対馬宗家文書調査のあゆみ」 講師：阿比留德生氏（長崎県立対馬歴史民
俗資料館館長）／「近世日朝交流と倭館」 講師：田代和生氏（慶應義塾大学
名誉教授）／「新発見！日朝交流の証し『図書（としょ）』」 講師：山口華代
氏（長崎県立対馬歴史民俗資料館主任学芸員）【パネルディスカッション】
コーディネーター：中野等氏（九州大学大学院教授）李薫氏（韓国・東北ア
ジア歴史財団第一研究室室長）東昇氏（京都府立大学准教授）田代和生氏・
山口華代氏

トピック展示関連イベント

7月8日（日） 13:00～16:30

無 料当日受付
（先着順）

※定員280名『対馬宗家文書からみた日朝交流』
講演会 パネルディスカッション

講師：荒木和憲（当館研究員）
宗家文書の概略と展覧会の見どころをお話しします。

お問い合わせ／九州国立博物館（NTTハローダイヤル）  （050）5542-8600

8月19日（日） １４：００～１５：００
【開催場所】１階研修室

無 料当日受付

※定員50名対馬宗家文書の世界
～「日朝交流の軌跡」展へのいざない～

ミュージアム講座 コンサート

無 料申込不要

「中国陶磁名品展
  横河民輔コレクション」

❶7月14日（土） ❷7月28日（土） 14:00～15:00

トピック展示関連イベント

お問い合わせ／九州国立博物館（NTTハローダイヤル）  （050）5542-8600

中国陶磁史を究める！！
連続講座（後期）

【開催場所】研修室
中国陶磁の歴史と魅力を、最新の研究成果などをまじえてお話しいたします。
❶「明のやきもの」講師：三笠景子氏
（東京国立博物館）
❷「清のやきもの」講師：今井敦氏
（東京国立博物館）

無 料当日受付
（先着順）

※定員50名

茶道体験

お問い合わせ／九州国立博物館
（NTTハローダイヤル）  （050）5542-8600

第3回 ガムランワークショップ
～ジャワのガムラン演奏を体験～ 

実際にガムランの演奏を体験することで、楽器の造形の美しさ、その響きの
豊かさを五感で受け取り、合奏の楽しさを味わってください。

7月7日（土） 13：30～15：30
【開催場所】ミュージアムホール

お問い合わせ／九州国立博物館交流課   （092）929-3294

要申込
（先着順） 無 料

※定員28名
※対象：小学生以上

子ども向け夏休みイベント
いこうよ！あじっぱ夏祭り2012

アジアの国々の衣装体験やこま回し、お面作りなど、アジアや日本の文化に親
しめる楽しいイベントが盛りだくさんです。ぜひ、親子でご参加ください。

7月28日（土） 7月29日（日） 11:00～15:00
【開催場所】ミュージアムホール

お問い合わせ／九州国立博物館交流課   （092）929-3294

無 料申込不要

※対象：中学生以下

茶道初心者を対象に、九博茶室で開催するイベント

お問い合わせ／九州国立博物館交流課  （092）929-3602

①10：00～11：00 ②11：30～12：30 ③13：00～14：00 ④15：00～16：00

第19回・20回 親子で茶道体験

茶道初心者の親子（子どもは小中高生）を対象に茶道体験を行います。
お茶のお点前（てまえ）を楽しみながら体験できます。

7月28日（土） 7月29日（日）
有 料

要申込
（先着順）

※定員各回5組10名程度

茶道初心者（高校生以上）を対象に茶道体験を行います。
作法の練習、お茶のお点前（てまえ）を楽しみながら茶道に親しみます。

第13回 はじめての茶道体験
7月22日（日） ①10：00～11：00 ②13：00～14：00

要申込
（先着順） 有 料

※定員各回10名程度

7月29日（日） 13:30～17:00 8月4日（土） 13:00～14:00
【開催場所】ミュージアムホール 【開催場所】研修室 【開催場所】ミュージアムホール

出演はMOTOKI（津軽三味線）、
みやざき都（筝・１７絃筝・２５絃筝）、藤島聖子（フルート）です。

きゅーはくミュージアムコンサート
彩音 - ayane -音の雫
7月22日（日） ①13:00～ ②15:00～
【開催場所】ミュージアムホール

【開催場所】茶室（宝満亭）【料金】親子1組（合計2名）500円【開催場所】茶室（宝満亭）【料金】1名500円

トークショー

ぜひお立ち寄り
ください！

中国陶磁がもっと
好きになる！

テレビの
人気者に
会える！

キッズイベントワークショップ

博多華丸氏、博多大吉氏をゲストに迎え、学芸員
が日本美術の魅力をわかりやすくお話しします。
人気コンビを交えた楽しいトークです。
ぜひ、親子でお出かけ
ください。

【開催場所】ミュージアムホール

    


