Ⅰ 展示活動

１ 貸ギャラリーによる展覧会
創作活動の発表の場を提供し，地域の文化の振興に寄与する目的から,展示室を一般に貸出し，貸ギャラリーによる展覧会
を実施している。
会

期

4/8(火)
～4/13(日)
4/15(火)
～4/20(日)
4/22(火)
～4/27(日)

展 覧 会 名
第 30 回記念茨城現展

展 示 内 容
全国公募美術団体である現代美術家協会の茨城支部による展覧
会。絵画やデザイン，立体，工芸などさまざまなジャンルの作品
を展示。
[出品者数 39 名，出品点数 120 点]

790 人

第4回
彩光会を前身として発足した日本水彩画会茨城県支部による展覧
日本水彩画会茨城県支部展 会。静物，人物，風景などを水彩の絵の具を画材として描いた作
品を展示。
[出品者数 19 名，出品点数 72 点]

942 人

第 18 回紫流書道会展

書家 輿水紫石さんが指導する県南地域を中心に活動している書
道団体の展覧会。一般から小中学生までの作品を展示。
[出品者数 約 200 名，出品点数 269 点]

4/29(火)
～5/4(日)

しげえだまい展

5/13(火)
～5/18(日)

茨城の建築家の家づくり展 6 人の建築家ユニットによる展覧会。震災後それぞれに推し進めて
きた「ココチ良く安全安心な家づくり」についての想いをパネル
や模型で展示。
[出品者数 6 名，出品点数 55 点]

5/20(火)
～5/25(日)
5/27(火)
～6/1(日)

6/3(火)
～6/8(日)

6/17(火)
～6/22(日)
6/24(火)
～6/29(日)

入場者数

20 周年記念アートウェー
ヴつくば 2014

954 人

しげちゃんプロジェクトによる重枝舞さんの個展。大学時代専攻
した絵本作品や，社会人になってからのデザイン作品などを展示。
[出品点数 83 点] 1,022 人

つくば市を中心に県内外の作家が活動を続けるアートウェーヴつ
くばの展覧会。日本画，洋画，彫刻，書，工芸，写真などさまざ
まな作品を展示。
[出品者数 65 名，出品点数 133 点]

第 7 回極美つくば展

全国公募美術団体である新極美術協会による展覧会。洋画，日本
画，水彩画，水墨画，版画，工芸などのさまざまなジャンルの作
品を展示。
[出品者数 78 名，出品点数 106 点]

武蔵野美術大学校友会
第 12 回茨城南支部展

全国に支部のある武蔵野美術大学校友会の展覧会。油彩，水彩，
立体などさまざまなジャンルの作品を展示。
[出品者数 24 名，出品点数 80 点]

412 人

1,040 人

1,157 人

全日本写真連盟常総支部
第20回写真展

全国に支部のある全日本写真連盟の常総支部展。人物，風景，植
物など会員が思い思いに撮影した写真を展示。
[出品者数 21名，出品点数 85点]

第 14 回フォトグループ
いずみ写真展

土浦市を拠点に活動するフォトグループいずみの展覧会。自然，
動植物などテーマを決め，撮影した作品を展示。
[出品者数 11 名，
出品点数 55 点]

1,028 人

アトリエ・ハートタイム展 水彩画家 田中己永さんが指導する絵画教室の展覧会。身近な風景
2014
や人物，動植物などをテーマにした水彩や色鉛筆，パステルで描
かれた作品を展示。
[出品者数 53 名，出品点数 157 点]

1,075 人

フォトサークル土浦
第 27 回写真展

土浦市を拠点に活動するフォトサークル土浦の展覧会。植物や風
景，人物などの写真を展示。[出品者数 15 名，出品点数 114 点]

第 25 回
茨城自然写真の会写真展

「自然の美を求めて」をテーマに活動する茨城自然写真の会によ
る展覧会。四季折々の茨城の自然をとらえた作品を展示。
[出品者数 10 名，出品点数 30 点]
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834 人

展示活動 貸ギャラリー

会

期

展 覧 会 名

展 示 内 容

7/1(火)
～7/6(日)

第 20 回記念清明 21 美術展 画家 本堂清さんが講師を務める 7 つの油彩画と水墨画同好会(ポ
プラの会，油遊会，紫翠会，文人画会，千代田水墨会，清明会，
墨遊会)による展覧会。
[出品者数 60 名，出品点数 124 点]

7/8(火)
～7/13(日)

岡崎光子グループ作品展

7/15(火)～
7/21(月・祝)

第 18 回七彩会展（日本画） 日本画家 大坪由明さんを講師とする七彩会の展覧会。植物や動
物，人物をモチーフに描いた日本画を展示。
[出品者数 18 名，出品点数 93 点]
和親に親しむ仲間展
～和親～

7/27(日)
～7/31(木)

8/5(火)
～8/10(日)

つくば市在住のパッチワークキルト講師，岡崎光子さんとその教
室の生徒による展覧会。主に，大島などの古布を使った和の作品
を展示。
[出品者数 79 名，出品点数 約 150 点]

入場者数

914 人

1,063 人

「和紙に親しむ」を拠り所に集ったメンバー9 名による展覧会。
和紙を用いた版画，デザイン，絵手紙，書画，日本画，写真，影
絵を展示。
[出品者数 9 名，出品点数 67 点]

1,301 人

第 38 回全国高等学校総合 「文化部のインターハイ」といわれる第 38 回全国高等学校総合文
文化祭茨城大会写真部門全 化祭（略称「いばらき総文 2014」）の写真部門の展覧会。各都道
国展覧会
府県から選出された高校生の作品を展示。
[出品校数 258校，
出品点数 319点]

7,185 人

全国公募美術団体である二紀会の茨城支部展。県内や中央画壇な
どで活躍する支部員の作品を展示。
[出品者数 34 名，出品点数 52 点]

1,063 人

8/12(火)
～8/17(日)

Oh,Chang-rin
韓国で活躍中のデザイナー，オチャンリンさんによる個展。木魚
Graphic Design Exhibition をモチーフにした平面作品を展示。
[出品点数 15 点]

917 人

8/19(火)
～8/31(日)

第 3 回ブルーアート展 in
つくば選抜展 - ゴッホと
偉人へのオマージュ -

9/2(火)
～9/7(日)

～千年の時～常陸の国「筑 かすみがうら市在住の作家，今井義明さんによる個展。「『常陸
波嶺は，うるわしい」今井 の国，紫峰筑波山と水郷霞ヶ浦“湖畔”を世界文化遺産に登録し
義明展
よう！』つくばから発信の『美と歌詠』展」をテーマに，油彩作
品を中心に展示。
[出品点数 52 点]

9/9(火)～
9/15(月・祝)
9/17(水)
～9/21(日)

9/23(火)
～9/28(日)
9/30(火)
～10/5(日)

第 56 回茨城二紀展

川村美術教室展

国連総会において採択され，毎年 4 月 2 日に実施される世界自閉
症啓発デーの関連事業として，産官学連携体制から開催される国
際総合美術展覧会。
[出品者数 90 名，出品点数 約 100 点]

川村清さんが指導する絵画教室の展覧会。油彩，水彩，アクリル，
鉛筆などのさまざまな素材を用いて描いた作品を展示。
[出品者数 27 名，出品点数 146 点]

1,728 人

421 人

870 人

つくば・おとなりの建築家 家造り，街づくりの楽しさを伝えるために集まった，つくばにゆ
展6
かりのある建築家グループの住宅と建築の展覧会。
[出品者数 18 名，出品点数 63 点]

4 つの写真グループの展
覧会

写真家 髙野経将さんが指導する，にいはりフォトクラブ，守谷フ
ォトクラブ，フォトクラブあみ，グループ写遊によるグループ展。
[出品者数 37 名，出品点数 138 点] 1,333 人

第 33 回茗溪学園美術展

茗溪学園中学校高等学校の第 33 回美術展。美術の授業で制作した
作品を中心に，美術部，書道部，写真部の作品を展示。
[出品者数 約 800 人，出品点数 1,422 点]

第 2 回蒼騎会茨城支部展

1,681 人

1959 年（昭和 34 年）に結成された蒼騎会の茨城支部による展覧会。
人物画や風景画などさまざまな絵画作品を展示。
[出品者数 9 名，出品点数 34 点]

おっこのタイプアート作品 筑西市在住の画家，渡辺良子さんによる個展。絵筆の代わりにタ
展
イプライターで一文字一文字打ち重ね，色の濃淡をつけて描いた
作品を展示。
[出品点数 41 点]
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1,581 人

展示活動 貸ギャラリー

会

期

展 覧 会 名

展 示 内 容

10/7(火)～
平成 26 年度茨城県高等学 県内高等学校の生徒が制作した絵画（版画を含む)，立体造形，映
10/13(月・祝) 校総合文化祭高等学校美術 像，デザイン作品を展示。
展覧会「美術・工芸の部」
[出品校数 85 校，出品点数 248 点]
10/15(水)
第 5 回つくば美術展
～11/9(日) ～ときめく～

つくば市内在住の作家 18 名による展覧会。「ときめく」をテーマ
に，日本画，油彩画，版画，彫刻作品を展示。
[出品者数 18 名，出品点数 69 点]

入場者数

1,162 人

3,549 人

11/11(火)
第 11 回 筑波大学大学院人 筑波大学大学院博士後期課程芸術専攻の学生による展覧会。洋画，
～11/16(日) 間総合科学研究科博士後期 版画，日本画，彫塑，書を展示。
課程芸術専攻 洋画・版画・
[出品者数 16 名，出品点数 46 点]
日本画・彫塑・書作品展「DC
展」

738 人

11/18(火)～
第 30 回 筑波大学大学院
筑波大学大学院博士前期課程芸術専攻の学生による展覧会。洋画，
11/24(月・祝) 人間総合科学研究科博士前 日本画，版画作品を展示。 [出品者数 33 名，出品点数 53 点]
期課程芸術専攻 洋画・日本
画・版画作品展「MC 展」

847 人

11/26(水)
平成 26 年度茨城県高等学 茨城県高等学校総合文化祭における書道の部による展覧会。県内
～11/30(日) 校総合文化祭高等学校美術 高校生による書作品を展示。
展覧会「書道の部」
[出品者数 83 校，出品点数 263 点]

652 人

12/3(水)
平成 26 年度茨城県高等学 茨城県高等学校総合文化祭における写真の部による展覧会。県内
～12/7(日) 校総合文化祭高等学校美術 高校生による写真作品を展示。
展覧会「写真の部」
[出品校数 61 校，出品点数 369 点]

653 人

12/9(火)
第 18 回取手松陽美術科展
～12/14(日)

茨城県立取手松陽高等学校の美術科在校生による展覧会。油彩画，
日本画，彫刻，ビジュアルデザイン，クラフトデザインなど，さ
まざまなジャンルの卒業制作を含む生徒作品と美術科教員の作品
を展示。
[出品者数 101 名，出品点数 約 150 点]

953 人

12/16(火)
第 69 回県南高等学校連合 1946 年より開催されている県南高等学校連合美術展。県南地区の
高校 24 校が参加。美術部員の作品を中心に油彩，水彩，デザイン，
～12/21(日) 美術展
立体作品などさまざまな作品を展示。
[出品校数 24 校，出品点数 240 点]

430 人

12/23(火)
佐藤学展 地をつなぐ
～12/28(日) vol.5
写真で振り返る
「いばらき総文 2014」

筑波大学大学院人間総合科学研究科に在学中の佐藤学さんによる
個展。和紙を使った絵画作品を展示。
[出品点数 25 点]
茨城県内各地で開催され，全国から約 2 万人の高校生が参加した
芸術文化活動の祭典「いばらき総文 2014」の開催期間中の高校生
たちの様子を撮影した写真パネルを展示。 [出品点数 105 点]

701 人

現代美術家エリザベス・ロブレスさんが主催するエリザベスアー
トスクールの展覧会。鉛筆画，クレヨンイラスト，立体，ミクス
トメディアなど，様々なジャンルの作品を展示。
[出品者数 26 名，出品点数 143 点]

1,008 人

1/14(水)
第 23 回つくば市文化協会 つくば市全域で文化協会に加盟し，活動する会員による展覧会。
絵画，書，写真，手工芸の 4 部門の作品を展示。
～1/18(日) 芸術展
[出品者数 150 名，出品点数 180 点]

832 人

1/6(火)～
e[Art]展 3 エリザベス・
1/12(月・祝) アートスクール

1/20（火)
第 11 回ラパン展
～1/25(日)

守谷市在住の洋画家 渡邉丞さんが中心となり活動する絵画グル
ープの展覧会。静物，人物，風景などの油彩画を展示。
[出品者数 37 名，出品点数 86 点]

84

771 人

展示活動 貸ギャラリー

会

期

1/27(火)
～2/1(日)

展 覧 会 名

展 示 内 容

鈴木美津子 トールペイン
ト教室作品展

鈴木美津子さんが講師を務めるトールペイント教室の合同作品
展。家具，雑貨，衣服，食器などに絵付けしたトールペイント作
品を展示。
[出品者数 42 名，出品点数 502 点]

2/3(火）
～2/8(日)

平成 26 年度筑波大学芸術 筑波大学芸術専門学群の学生による卒業制作展。芸術学（美術史/
専門学群卒業制作展 前期 芸術支援)，美術(洋画/日本画/彫塑/書/版画)の作品を展示。
[出品者数 46 名，
出品点数 100 点]

2/10(火)
～2/15(日)

平成 26 年度筑波大学芸術 筑波大学芸術専門学群の学生による卒業制作展。構成（総合造形/
専門学群卒業制作展 後期 クラフト/構成/ビジュアルデザイン)，デザイン(情報/プロダクト
/環境/建築)の作品を展示。 [出品者数 60 名，出品点数 66 点]

2/17(火)
～2/22(日)

入場者数

FREEDOM PHOTO EXHIBITION 2010 年 2 月に結成された写真クラブ FREEDOM の第 4 回写真展。
STAGE4
人物，植物，自然風景など，ナチュラルな写真を追い求めて撮影
した写真を展示。
[出品者数 20 名，出品点数 98 点]

2,753 人
(前･後期の
合計）

筑波大学大学院博士前期課程芸術専攻の学生による修了制作展。
芸術学領域群（美術史/芸術支援/洋画/日本画/彫塑/書)，デザイ
ン学領域群(構成/総合造形/クラフト/ビジュアルデザイン/情報
デザイン/プロダクトデザイン/環境デザイン/建築デザイン)の作
品を展示。
[出品者数 61 名，出品点数 89 点]

1,292 人

2/24(火)
～3/1(日)

第 14 回チャレンジアート 障がいのある方が制作した絵画や造形物などの作品を展示。
フェスティバル in つくば
[出品団体数 31 団体，出品点数 606 点]

1,582 人

3/3(火)
～3/8(日)

新進芸術家育成交流作品展 絵画，版画，彫塑，書の美術分野で活躍する，国内の大学 26 校お
「FINE ART/UNIVERSITY
よび国外 7 校から選出された若手作家による作品展。
SELECTION 2014-2015」
[出品者数 86 名，出品点数 86 点]

724 人

第 1 回つくばメディアアー 「メディアアート」とは，新しい科学技術を使って生み出される
トフェスティバル
芸術表現の総称。メディアアート界において世界でもトップレベ
ルの筑波大学の作品を展示。
[出品者数 1団体/32名，出品点数 29点]

2,314 人

3/14(土)
～3/22(日)

3/25(水)
～3/29(日)

平成 26 年度 筑波大学大学
院 人間総合科学研究科 博
士前期課程 芸術専攻 修了
制作展

846 人

牧園絵画教室 10 周年展

2004 年に結成した，つくば市牧園地区周辺に在住の会員で構成さ
れている牧園絵画教室による展覧会。アクリルガッシュやポスタ
ーカラー，万年筆で描かれた作品を展示。
[出品者数 12 名，出品点数 170 点]

第 8 回グリーン・リーブス つくば，土浦，牛久，かすみがうら，龍ケ崎，稲敷，坂東などの
展
各市在住の会員が描いた油彩画を展示。
[出品者数 12 名，出品点数 65 点]

85

1,191 人

