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
展 覧 会 名
4/7(火)
日中韓「国画」展
～4/12(日)
4/14(火)
～4/19(日)

第 31 回茨城現展

第5回
日本水彩画会茨城県支部展
4/21(火)
～4/26(日)

カーサココチ茨城の建築家
展

4/28(火)
～5/3(日)
5/5(火)
～5/10(日)

第 1 回アジアン・アートピ
ック夢・未来を結ぶアジア
の子どもたち作品展
アートウェーヴつくば
第 21 回展覧会 2015

5/12(火)
～5/17(日)

和紙に親しむ仲間展
～和心～

5/19(火)
～5/24(日)

第 8 回極美つくば展

武蔵野美術大学校友会
第13回茨城南支部展

展 示 内 容
入場者数
日本，中国，韓国の作家による展覧会。それぞれの国の伝統的な
技法によって描かれた絵画作品を展示。
[出品者数 136 名，出品点数 233 点]
850 人
全国公募美術団体である現代美術家協会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作品を展示。
[出品者数 26 名，出品点数 60 点]
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
会。静物，人物，風景などを描いた水彩画作品を展示。
[出品者数 22 名，出品点数 71 点] 1,447 人
6 人の建築家ユニットによる展覧会。「子どもがのびのび健やかに
育つ木の家づくり」をテーマにした作品パネルや模型を展示。
[出品者数 6 名，出品点数 77 点]
397 人
アジアの芸術文化交流を目的とした展覧会。日本とバングラデシ
ュの子どもたちの絵画作品を展示。
[出品校数 2,240 名，出品点数 2,240 点] 2,007 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 67 名，出品点数 257 点] 1,300 人
「和紙に親しむ」を拠り所に集ったメンバー12 名による展覧会。
和紙を用いた版画，水墨画，デザイン，きり絵，写真，書さまざ
まな作品を展示。
[出品者数 12 名，出品点数 95 点]
887 人
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作品を展示。
[出品者数 81 名，出品点数 107 点]
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作品を展示。
[出品者数 24 名，出品点数 84 点]
1,091人
書家 松川昌弘さんが指導する悠響会による 8 年ぶりの展覧会。一
般から児童生徒までの作品を展示。
[出品者数 144 名，出品点数 144 点] 1,633 人
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 285 点] 1,032 人

5/26(火)
～5/31(日)

悠響書展

6/2(火)
～6/7(日)

第 19 回紫流書道会展

6/16(火)
～6/21(日)

全日本写真連盟常総支部
第 21 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，花
の作品などを展示。
[出品者数 17 名，出品点数 69 点]

茨城の古民家再生展

古民家をどう次の世代へ繋いでいくかテーマとした展覧会。作品
パネルや古材を展示。
[出品者数 2 名，出品点数 17 点]

1,383 人

6/23(火)
松山敦子キルトスタジオ 土浦市出身のキルト作家 松山敦子さんとその教室の生徒による
～6/28(日) A-two 第 17 回パッチワーク 展覧会。心をこめて縫い上げたパッチワークキルトと小物を展示。
キルト展
[出品者数 36 名，出品点数 108 点] 1,187 人
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会
期
6/30(火)
～7/5(日)

展 覧 会 名
フォトサークル土浦
第 28 回写真展
第 26 回
茨城自然写真の会写真展

7/7(火)
～7/12(日)

7/14(火)～
7/20(月・祝)

自然生クラブ 25 周年記念
異才の芸術アール・ディフ
ァレンシェ展
～障がい者アートの衝撃～
ヴィジュアル・コミュニケ
ーション展 第四回展
「Because we all belong
…」
第 15 回写友「河童」写真展

7/22(水)
第 21 回清明 21 美術展
～7/26(日)

展 示 内 容
入場者数
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 約100点]
「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 12 名，出品点数 36 点]
851 人
筑波山南麓で，知的ハンディキャップのある方々と共同生活をし
ている自然生クラブによる展覧会。絵画や立体作品を展示。
[出品者数 43 名，出品点数 108 点]
1,164 人
4 人の外国人招待作家と 11 人の若手作家による展覧会。写真と映
像作品を展示。
[出品者数 15 名，出品点数 15 点]

牛久市を拠点に活動する写真グループ 写友「河童」の展覧会。自
然や人物などの写真を展示。[出品者数 16 名， 出品点数 73 点]

821 人

画家 本堂清さんが指導する 5 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)による展覧会。
[出品者数 45 名，
出品点数 98 点]

708 人

7/28(火)
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
～8/2(日) 2015
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 54 名，出品点数 172 点]
8/4(火)
下妻一高 OB とその仲間た 下妻一高 OB と在校生，ゆかりのある作家による展覧会。洋画，日
～8/9(日) ち 為桜美展
本画，木版画，書，彫刻，写真，イラストなどのさまざまな作品
を展示。
[出品者数 58 名，出品点数 128 点]
8/11(火)
第 11 回茨城一陽展
～8/16(日)
8/18(火)
第 23 回つくば絵画会展
～8/23(日) ‐絵画どうぶつえん‐
8/25(火)
～8/30(日)
9/1(火)
～9/6(日)

平成 7 年から隔年で開催してきた，公募団体茨城一陽会の展覧会。
「今，つたえたいもの ～表現の深化・茨城から～」をテーマに
した絵画，彫刻作品を展示。[出品者数 27 名，出品点数 65 点]

1,139 人

1,042 人

851 人

蓮乗院一雲さんが指導する絵画教室の展覧会。夏休み中の子供達
に絵画の楽しさを感じてもらう為，動物の絵画を中心に展示。
[出品者数 64 名，
出品点数 108 点]

2,223 人

夏休みアート・デイキャン 7 月に筑波大学で開催されたイベント「夏休みアート・デイキャン
プ 2015 展
プ」の中で制作された絵画作品を展示。
[出品者数 327 名，出品点数 327 点]

1,029 人

第 15 回フォトグループい 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。
ずみ写真展
[出品者数 12 名，出品点数 72 点]
第15回3つの写真グループ 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
の展覧会
ォトクラブ，グループ写遊によるグループ展。
[出品者数 28 名，出品点数 122 点]

9/8(火)
～9/13(日)

第 3 回四季遭遇
松崎稔写真展

809 人

土浦市在住の松崎稔さんによる個展。四季折々の自然を撮影した
写真を展示。
[出品者数 1 名，出品点数 55 点]

第 19 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 11 名，出品点数 55 点]
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464 人

会
期
9/15(火)
～9/20(日)

展 覧 会 名
鳥越義弘展
“景色は生長する”

展 示 内 容

入場者数

つくば市在住の鳥越義弘さんによる個展。筑波大学大学院博士
後期課程在学中作成した洋画作品を展示。

[出品者数 1 名，出品点数 22 点]
土浦市在住の石井良市さんによる個展。「尚仁沢湧水群」をテー
マに，15 年かけて撮影した写真を展示。
[出品者数 1 名，出品点数 155 点]
1000 人の顔・かお・カオ－ 筑波大学芸術 40 周年記念事業の一環として，これまで収蔵してき
筑波大学芸術 40 年の自画 た洋画，版画，日本画を学んだ学生たちの 1309 点の自画像を初め
像展
て一挙に展示。
[出品者数 約 1200 名，出品点数 1309 点]
やさとの椅子展 in つくば 石岡市八郷地区を中心に集まった「やさとの椅子展実行委員会」
vol.2「集う椅子」
による展覧会。20 人の作り手による椅子を展示。
[出品者数 20 名，
出品点数 117 点]
行到水窮処
…石井良市写真展…

9/23(水)
～10/4(日)
10/6(火)
～10/11(日)

第3回
蒼騎会茨城支部絵画展
10/20(火)
～10/25(日)

10/27(火)
～11/1(日)

11/3(火)
～11/8(日)

第 3 回伊賀玲子洋裁アトリ
エコレクション ～ドレス
からカジュアルまで～
ステンドグラス仲間展

第 34 回茗溪学園美術展

第 4 回合同展
つくばアートＧ4 展

11/10(火)
～11/15(日)

第 12 回筑波大学大学院人
間総合科学研究科博士後期
課程芸術専攻 洋画・版画
・日本画・彫塑・書作品展
「DC 展」
11/17(火)～
第 31 回筑波大学大学院人
11/23(月・祝) 間総合科学研究科博士前期
課程芸術専攻 洋画・日本
画・版画作品展「MC 展」
11/28(土)
つくばメディアアートフェ
～12/6(日) スティバル 2015
12/8(火)
～12/13(日)
12/15(火)
～12/20(日)

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 33 点]
つくば市在住の伊賀玲子さんと教え子による展覧会。伊賀さんの
作品を中心に,ウェディングドレスやイブニングドレスなどを展
示。
[出品者数 24 名，出品点数 78 点]
牛久市在住の金森洋子さんとその仲間,教え子による展覧会。ラン
プシェードやパネルなどさまざまなステンドグラス作品を展示。
[出品者数 13 名，
出品点数 131 点]
茗溪学園中学校高等学校の第 34 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。他に卒業
生や父母,教職員の作品も展示。
[出品者数 約 800 人，出品点数 1,474 点]
アトリエあづま，彩芽会，G．アルス，游画会の 4 つの絵画グルー
プによる合同展覧会。油彩，水彩，日本画，立体などさまざまな
作品を展示。
[出品者数 46 名，出品点数 228 点]
筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程芸術専攻の学生
による展覧会。洋画，版画，日本画，彫塑，書を展示。
[出品者数 16 名，出品点数 47 点]

1,779 人

1,325 人

1,664 人

1,954 人

1,080 人

794 人
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の学生
による展覧会。洋画，日本画，版画作品を展示。
[出品者数 35 名，出品点数 53 点]
805 人
「メディアアート」とは，科学技術と芸術を融合した表現の総称。
筑波大学の教員,学生,卒業生の作品を展示。
[出品者数 27 名， 出品点数 21 点] 1,748 人

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 31 校お
「FINE ART/UNIVERSITY
よび国外 9 校から選出された 30 歳以下の若手作家による作品展。
SELECTION 2015-2016」
[出品者数 96 名，出品点数 96 点]
第 19 回取手松陽美術科展

888 人

771 人

茨城県立取手松陽高等学校の美術科による展覧会。洋画，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
分野の生徒作品と教員の作品を展示。
[出品者数 116 名，出品点数 120 点]
1,183 人
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会
期
12/22(火)
～12/27(日)

1/5(火)～
1/11(月・祝)

1/13(水)
～1/17(日)

展 覧 会 名
第 70 回
県南高等学校連合美術展

展 示 内 容
入場者数
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 22 校が参加。美術部員の作品を中心に洋画，水彩，デザイン，
立体作品などさまざまな作品を展示。
[出品校数 22 校，出品点数 256 点]
751 人
e[Art]展 4
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
ELIZABETH ART SCHOOL
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
トメディアなどさまざまな作品を展示。
[出品者数 35 名，
出品点数 240 点] 1,368 人
FREEDOM PHOTO EXHIBITION 2010 年 2 月に結成された写真クラブ FREEDOM の第 5 回写真展。
STAGE 5
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
した作品を展示。
[出品者数 18 名，出品点数 92 点]
609 人

1/19(火)
～1/24(日)

第 24 回
つくば市文化協会芸術展

1/26(火)
～1/31(日)

第 12 回 ラパン展

2/2(火）
～2/7(日）

平成 27 年度筑波大学芸術
専門学群卒業制作展 前期

2/9(火)
～2/14(日)

平成 27 年度筑波大学芸術
専門学群卒業制作展 後期

2/16(火)
～2/21(日)

2/23(火)
～2/28(日)

3/1(火)
～3/6(日)
3/9(水)
～3/13(日)

平成 27 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 前期
平成 27 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 後期
第 15 回チャレンジアート
フェスティバル in つくば

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，切り絵，俳句，陶芸の 7 部門の作品を
展示。
[出品者数 134 名，出品点数 275 点]
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，風景などの洋画を展示。
[出品者数 31 名，出品点数 102 点]
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/
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 53 名，
出品点数 124 点]
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/
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 67 名，出品点数 73 点]
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/版画/日本画/彫塑/書)の作
品を展示。
[出品者数 32 名，出品点数 60 点]
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。
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/プロダクト/環境/建築)の作品を展示。
[出品者数 30 名，出品点数 39 点]
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。
[出品団体数 30 団体，出品点数 617 点]

3/15(火)～
3/21(月・祝)

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７
かりのある若手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 64 点]
第2回
全国公募美術団体である新象作家協会会員による展覧会。絵画と
新象エクスプレスの会展
立体作品を展示。
[出品者数 14 名，出品点数 40 点]
東光会茨城支部展
全国公募美術団体である東光会茨城支部による展覧会。洋画を中
心とした絵画作品を展示。 [出品者数 58 名，出品点数 58 点]

3/23(水)
～3/27(日)

全日本写真連盟土浦支部写 全国に支部のある全日本写真連盟の土浦支部展。人物，風景，植
真展
物などの写真を展示。
[出品者数 12名，出品点数 116点]
第9回
グリーン・リーブス展

つくば，土浦，牛久，かすみがうら，稲敷などの各市在住の会員
が描いた洋画を展示。
[出品者数 13 名，出品点数 73 点]
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805 人

811 人

2,746 人
(前･後期の
合計）

1,811 人
(前･後期の
合計）

1,556 人

877 人
965 人

984 人

