沿

革

天心記念五浦美術館
平成４年
(1992)
平成５年
(1993)
平成６年
(1994)

１月17日

県北市議会議長会の陳情

１月27日

五浦記念美術館（仮称）建設用地選定

１月10日
１月31日
８月26日
11月22日
平成７年 ４月１日
(1995) ５月29日
５月29日
９月１日
９月22日
９月27日
11月７日
平成８年 ６月18日
(1996) ９月１日
平成９年 ３月15日
(1997) ４月１日
６月１日
８月４日
９月１日
10月20日
11月７日
11月８日
12月14日
平成10年 ３月７日
(1998) ４月25日
７月25日
10月10日
平成11年 ３月11日
(1999) ４月24日
４月24日
７月17日
10月９日
平成12年 １月22日
(2000) ４月22日
７月１日
10月７日
平成13年 １月２日
(2001) ３月10日
４月７日
４月22日
７月20日

環境事前総合調査を開始
五浦記念美術館（仮称）建設基本構想策定懇談会（委員長 平山郁夫東京藝術大学学長）を設置
計画用地取得完了
建設基本設計を発注（内藤廣建築設計事務所）
「五浦美術館建設準備室」を教育庁文化課内に設置
建物・外構実施設計を発注（内藤廣建築設計事務所）
天心記念茨城賞の創設
第１回天心記念茨城賞の選考
建築・機械設備工事発注
電気設備工事発注
茨城県天心記念五浦美術館（仮称）工事起工式
屋外整備着手
第２回天心記念茨城賞の選考
茨城県天心記念五浦美術館（仮称）竣工
茨城県天心記念五浦美術館発足（規則上の位置付け 茨城県近代美術館天心記念五浦分館）
県庁第３附属庁舎を事務所とする（５月30日まで）
現地に事務所移転
ハイビジョン始動式
第３回天心記念茨城賞の選考
屋外整備工事完了
開館記念式典
茨城県天心記念五浦美術館開館
開館記念展「天心と五浦の作家たち」
（12月14日まで）
入館者10万人達成
「近代日本画に見る美人画名作展」
（４月５日まで）
「平山郁夫 わが心の風景展」
（５月31日まで）
「和紙 ＷＡＧＡＭＩ わがみ展」
（８月30日まで）
開館１周年記念展「インドに魅せられた日本画家たち」
（11月23日まで）
「再興第83回院展 茨城五浦展」
（３月28日まで）
「京都の日本画 －京都画壇の俊英たち－」
（５月30日まで）
入館者50万人達成
「六大浮世絵師名品展」
（８月22日まで）
「横山大観 －海・山を描く－」
（11月14日まで）
「平成11年度国立博物館・美術館巡回展 『風景表現の展開』－再発見 風景へのまなざし－」
（２月20日まで）
「大正ロマンの抒情画家 竹久夢二の世界」
（６月４日まで）
「京都市立芸術大学創立120周年記念展 －伝統と創造 京都の作家たち－」
（８月20日まで）
開館３周年記念展「日本絵画の精華 －狩野派、琳派から大観まで－」
（11月19日まで）
「目黒雅叙園美術館コレクション 雪月花 －近代日本画に描かれた美－」
（２月12日まで）
「再興第85回院展 茨城五浦展」
（３月28日まで）
「画業60年 村山密展 －セーヌの岸辺から－」
（５月27日まで）
入館者100万人達成
「織 －絹の美と技－」
（８月26日まで）
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10月20日
平成14年 １月２日
(2002) ４月20日
７月13日
10月５日
平成15年 １月２日
(2003) ３月13日
４月26日
７月19日
９月20日
10月25日
平成16年 １月２日
(2004) ４月17日
７月17日
10月16日
平成17年 １月２日
(2005) ２月24日
４月29日
７月16日
10月８日
平成18年 １月２日
(2006) ４月28日
７月22日
９月10日
10月21日
平成19年 １月２日
(2007) ３月８日
４月28日
７月28日
10月20日
平成20年 １月２日
(2008) ４月19日
７月19日
11月１日
11月22日
平成21年 ３月12日
(2009) ４月25日
７月11日
10月17日
10月24日
平成22年 １月２日
(2010) ４月24日
７月10日
10月16日
平成23年 ３月10日
(2011) ３月11日
11月１日
平成24年 １月２日
(2012) ３月２日

「大観・春草展 －日本画近代化への道－」
（11月25日まで）
「名都美術館コレクション 巨匠たちが描く日本の美」
（２月17日まで）
「田園詩人 －野口雨情生誕120年記念 描かれた雨情の詩心」
（５月27日まで）
「日本画40年展 1959－1999 －文化庁買上優秀美術作品－」
（８月25日まで）
「開館５周年記念 －山種美術館コレクション 再興日本美術院の画家たち」
（11月17日まで）
「華麗なる変貌 堂本印象の世界」
（２月16日まで）
「再興第87回院展 茨城五浦展」
（３月30日まで）
「いわさきちひろ展」
（６月１日まで）
「秋野不矩展 －創造の軌跡－」
（８月31日まで）
入館者150万人達成
「岡倉天心来五浦100年 下村観山・木村武山展 ―新しい日本画の創造をめざして―」
（11月30日まで）
「三代に受け継がれる美の系譜 上村松園・松篁・淳之展」
（２月15日まで）
「箱根・芦ノ湖 成川美術館所蔵現代日本画への誘い」
（６月13日まで）
「富山県水墨美術館所蔵 近代の水墨画－墨色の魅力」
（８月22日まで）
「京都国立近代美術館所蔵 京都日本画の精華」
（11月28日まで）
「足立美術館名品選 横山大観と近代日本画の巨匠たち」
（２月17日まで）
「再興第89回院展 茨城五浦展」
（３月13日まで）
「花めぐり －日本画にみる花－」
（６月５日まで）
「日本芸術院所蔵 芸術院の日本画」
（９月４日まで）
「天心記念茨城賞の画家たち」
（11月27日まで）
「生誕120年 川端龍子展」
（２月19日まで）
「伊東深水展」
（６月４日まで）
「広重と北斎の東海道五十三次と浮世絵名品展 歌麿・写楽から幕末バラエティーまで」
（８月27日まで）
入館者200万人達成
「日本美術院五浦移転100年 天心と日本美術院の俊英たち」
（11月26日まで）
「春を告げる花－椿絵名作展」
（２月12日まで）
「再興第91回院展 茨城五浦展」
（３月25日まで）
「小倉遊亀展」
（６月３日まで）
「千總コレクション 京の優雅～小袖と屏風～」
（９月２日まで）
「開館10周年記念 大倉集古館の名宝」
（12月９日まで）
「創画会60年展 －創造美術からの流れ－」
（２月11日まで）
「近代日本画にみる麗しき女性たち～松園と美人画の世界～」
（５月25日まで）
「ごんぎつねと黒井健の世界」
（８月31日まで）
「第23回国民文化祭いばらき2008美術展（日本画）
」
（11月９日まで）
「那波多目功一 牡丹幻想 －花のいのちに魅せられて－」
（平成21年１月18日まで）
「再興第93回院展 茨城五浦展」
（３月29日まで）
「万葉集1250年記念 万葉のこころを描く」
（６月７日まで）
「大正ロマン・昭和モダン 大衆芸術の時代展～竹久夢二から中原淳一まで」
（８月30日まで）
「日本画にみる世界遺産の旅」
（11月23日まで）
入館者250万人達成
「土とともに、水とともに 田園画人 小林巣居人の世界」
（２月14日まで）
「生誕 110 周年記念 山本丘人展－魂の抒情詩」
（５月 30 日まで）
「いのちのかがやき―花鳥画の現在」
（８月 29 日まで）
「没後 30 年 堅山南風展」
（11 月 28 日まで）
「再興第 95 回院展 茨城五浦展」
（※東日本大震災のため３月 11 日で中止）
東日本大震災により被災，翌日より休館（10月31日まで）
「没後70年 木村武山の芸術」
（12月４日まで）
「遠き道展―伝統からの飛翔 日本画のゆくえ」
（２月26日まで）
特別展示「甦る五浦―受け継がれし天心のこころ―」
（４月８日まで）
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４月14日
８月18日
10月13日
12月１日
平成25年 ３月８日
(2013) ４月13日
10月12日

｢花鳥風月－四季によせる想い｣（５月27日まで）
震災復興支援展覧会｢生誕110周年記念 ウォルト・ディズニー展｣（10月８日まで）
｢生誕110年記念 上村松篁展｣（11月25日まで）
｢茨城県近代美術館コレクション 再興院展 時代を拓く作家たち｣（平成25年１月14日まで）
｢再興第97回院展 茨城五浦展｣（４月７日まで）
「寺田コレクション わが心の山河 ―あなたに見せたい風景」
（６月９日まで）
「岡倉天心生誕150年・没後100年記念 岡倉天心と文化財―まもり、つたえる、日本の美術」
（11月24日まで）

平成26年 １月２日
(2014) ３月１日
４月19日
７月20日
８月２日
10月４日
平成27年 ２月28日
(2015) ４月８日
７月18日
９月４日
10月24日
平成28年 ２月20日
(2016)

「花が咲き、鳥は遊ぶ ―日立市郷土博物館コレクションを中心に」
（２月23日まで）
「生誕100年 佐藤太清展」
（４月13日まで）
「郷さくら美術館名作選 出かけよう、日本画世界紀行」
（６月８日まで）
入館者３００万人達成
「水のシンフォニー 形なき水に形を、色なき水に色を。
」
（９月28日まで）
「寺田コレクション 自然と生命への讃歌」
（11月30日まで）
「再興第99回院展 茨城五浦展－天心、大観の精神を受け継ぐ画家たち」
（３月29日まで）
「歌麿とその時代－黄金期の浮世絵」
（５月31日まで）
「異界へのいざない－妖怪大集合」
（８月30日まで）
「東西のバルビゾン コロー、ミレー、大観、春草」
（10月18日まで）
「没後70年 飛田周山展－五浦で学んだ画家たち」
（12月13日まで）
「郷さくら美術館名作選 受け継がれる日本のこころ」
（４月17日まで）
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