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

4/12(火)
～4/17(日)

4/19(火)
～4/24(日)
4/26(火)
～5/1(日)

展 覧 会 名
第 32 回茨城現展

5/17(火)
～5/22(日)

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 88 点]

1,046 人

カーサココチ茨城の建築家 建築家ユニットによる展覧会。「子どもがのびのび育つ木の家づ
展
くり」をテーマにした作品パネルや模型を展示。
[出品者数 7 名，出品点数 59 点]

429 人

世界遺産中尊寺山田貫首と 中尊寺山田貫首の書作品と画家 山﨑理惠子さんの絵画作品を展
山﨑理惠子 2 人展
示。
～復興を念じて！～
[出品者数 2 名，
出品点数 48 点]
つくば市在住の田中愛子さんによる個展。色鮮やかな鳥や花を描
いた洋画を中心に展示。
[出品点数 47 点]

春の風展

つくば市在住の土田志のぶさんによる個展。人物画を中心とした
油彩や水彩，パステルによる作品を展示。
[出品点数 52 点]

第 1 回環境アート展
WATER・LIFE

つくば市在住の多田満さんと小神野豊さんによる展覧会。「水と
生命（いのち）」をテーマにした平面作品や映像作品を展示。
[出品者数 2 名，出品点数 11 点]

1,200 人

665 人

アートの世界「花の美」606 かすみがうら市在住の今井義明さんによる個展。「花の美」をテ
今井義明展
ーマにした絵画作品を展示。
[出品点数 616 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。絵筆の代わりにタイ
展
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 36 点]

5/24(火)
～5/29(日)

入場者数

第6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，風景などを描いた水彩画作品を展示。
[出品者数 20 名，出品点数 61 点]

田中愛子・彩華の楽園展

5/3(火)
～5/8(日)

展 示 内 容

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 64 名，出品点数 約 150 点]

1,136 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 232 名，出品点数 293 点]

1,097 人

全国に支部のある武蔵野美術大学校友会の展覧会。洋画，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 93 点]

901 人

6/14(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
～6/19(日) 2016
や人物，動植物などをテーマにした水彩や色鉛筆，パステルによ
る作品を展示。
[出品者数 60 名，出品点数 180 点]

1,166 人

5/31(火)
～6/5(日)
6/7(火)
～6/12(日)

アートウェーヴつくば
第 22 回展 2016

1,098人

第 20 回紫流書道会展

武蔵野美術大学校友会
第 14 回茨城南支部展
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会

期

展 覧 会 名

6/21(火)
全日本写真連盟常総支部
～6/26(日) 第 22 回写真展

展 示 内 容
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 18 名，出品点数 73 点]

第 27 回茨城自然写真の会 「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
写真展
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 77 点]
6/28(火)
フォトサークル土浦
～7/3(日) 第 29 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 13 名， 出品点数 104 点]

7/5(火)～
第 9 回極美つくば展
7/10(日)

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 72 名，出品点数 98 点]

和紙に親しむ仲間展
～伝統とモダン～

「和紙に親しむ」を拠り所に集ったメンバーによる展覧会。和紙
を用いた版画，水墨画，デザイン，きり絵，写真，書などのさま
ざまな作品を展示。
[出品者数 11 名，出品点数 94 点]

7/12(火)～
7/18(月・祝)

梶山翔鶴 書と写真展

7/26(火)
一本の線の絵の実験
～7/31(日)

画家 本堂清さんが指導する 5 つの洋画と水墨画同好会(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 41 名，
出品点数 90 点]

594 人

1,316 人

1,020 人

551 人

ハラタミホコさんによる展覧会。2014 年から取り組んでいる「一
本の線の絵の実験」ワークショップで制作された作品を展示。
[出品点数 31 点]

第 16 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，
ずみ写真展
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 61 点]
8/2(火)
第 58 回茨城二紀展
～8/7(日)

1,391 人

鉾田市在住の書家 梶山翔鶴さんによる展覧会。書展に出品した書
作品，京都を題材にした写真作品と早稲田大学ゆかりの文人作品
を展示。
[出品者数 16 名，出品点数 125 点]

7/20(水)
第 22 回清明 21 美術展
～7/24(日)

入場者数

631 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絵画作品を展示。
[出品者数 32 名，出品点数 70 点]

1,043 人

8/23(火)
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
～8/28(日) プ展 2016
プ」の中で制作された絵画作品を展示。
[出品者数 321 名，出品点数 321 点]

1,239 人

8/30(火)
第 4 回茨城県独立書展
～9/4(日)
9/6(火)
第 20 回七彩会日本画展
～9/11(日)

9/13(火)～
9/19(月・祝)

茨城県独立書人団による展覧会。屏風や掛け軸など，大作を中心
とした書作品を展示。
[出品者数 23 名，出品点数 33 点]

603 人

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 64 点]

460 人

キルトリーダーズ茨城
日本手芸普及協会キルト部門に所属する，茨城県在住の講師・指
第 9 回パッチワークキルト 導員による展覧会。キルトの大作を中心に，つるし雛などを展示。
展
[出品者数 21 名，出品点数 200 点] 1,069 人
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会

期

9/21(水)
～9/25(日)

展 覧 会 名
陳剛中国山水画展

展 示 内 容

入場者数

山水画家 陳剛さんによる個展。滝や万里の長城などを描いた作

品を展示。
[出品点数 36 点]
茨城陶芸文化協会
35 周年記念展

9/27(火)
～10/2(日)

創立 35 周年を記念した茨城陶芸文化協会による展覧会。県南ブロ
ックと県西ブロックのメンバーの作品を展示。
[出品者数 42 名，出品点数 107 点]

762 人

木下博寧の 50 年とそして
これから

守谷市在住の画家 木下博寧さんによる個展。半世紀にわたる画業
を回顧する，大作を中心とした洋画作品を展示。
[出品点数 89 点]

つくば･おとなりの建築家
展

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
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 10 名，出品点数 50 点]

952 人

10/4(火)
第6回
つくば市内在住の作家 18 名による展覧会。「きらめく」をテーマ
～10/16(日) つくば美術展～きらめく～ に，日本画，洋画，版画，彫刻作品を展示。
[出品者数 18 名，出品点数 66 点]

2,563 人

10/18(火)
川村美術教室展
～10/23(日)
10/25(火)
第 35 回茗溪学園美術展
～10/30(日)

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，
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 30 名，出品点数 131 点]

804 人

茗溪学園中学校高等学校の第 35 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 900 名，出品点数 1,508 点]

1,590 人

11/1(火)
平成 28 年度茨城県高等学 茨城県高等学校総合文化祭 写真部会による展覧会。選出された茨
～11/6(日) 校総合文化祭美術展覧会写 城県の高校生の作品を展示。
真展
[出品者数 435 名，出品点数 435 点]

978 人

11/8(火)
第 13 回筑波大学大学院人 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
～11/13(日) 間総合科学研究科博士後期 による展覧会。洋画，日本画，彫塑，書を展示。
課程芸術専攻 洋画・日本
[出品者数 13 名，出品点数 46 点]
画・彫塑・書作品展
「DC 展」

729 人

11/15(火)
第 32 回筑波大学大学院人 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
～11/20(日) 間総合科学研究科博士前期 による展覧会。洋画，日本画，版画作品を展示。
課程芸術専攻 洋画・日本
[出品者数 29 名，出品点数 47 点]
画・版画作品展「MC 展」

591 人

11/26(土)
つくばメディアアートフェ 「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。
～12/4(日) スティバル 2016
筑波大学の教員,学生,卒業生の作品を展示。
[出品者数 28 名， 出品点数 17 点] 2,281 人
12/6(火)
第 71 回
～12/11(日) 県南高等学校連合美術展

12/13(火)
第 20 回取手松陽美術科展
～12/18(日)

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 223 点]

750 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 95 名，出品点数 約 100 点] 1,128 人

12/20(火)
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 44 校お
～12/25(日) 「FINE ART/UNIVERSITY
よび国外 10 校から選出された 30 歳以下の若手作家による作品展。
SELECTION 2016-2017」
[出品者数 125 名，出品点数 125 点] 1,000 人
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会

期

展 覧 会 名

展 示 内 容

入場者数

1/7(土)
平成 28 年度
全国規模で活躍している県内在住作家による展覧会。日本画，洋
～1/15(日) 茨城県移動展覧会
画，彫刻，デザイン各分野の作家の代表作品が展示されます。
「茨城の美術セレクショ
[出品者数 39 名，出品点数 39 点]
ン」

1,387 人

1/17(火)
筑波山と万葉集フェスティ 「筑波山と万葉集～人との出会い，そして感謝の気持ち～」をテ
～1/22(日) バル
ーマに全国から募集した短歌と小学生・中学生・高校生の絵画や
書道などの作品を展示。 [出品者数 481 名，出品点数 481 点]

1,141 人

1/24(火)
第 13 回 ラパン展
～1/29(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，風景などの洋画を展示。
[出品者数 34 名，出品点数 110 点]

891 人

1/31(火)
筑波学院大学メディアデザ 筑波学院大学ビジネスデザイン学科メディアデザインコースの卒
～2/5(日) インコース 卒業制作展
業制作展。デザイン，WEB デザイン，映像，感性認知心理学を学ぶ
学生の作品を展示。
[出品者数 26 名，出品点数 23 点]
第4回
蒼騎会茨城支部絵画展

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 10 名，出品点数 42 点] 1,182 人

2/7(火）
平成 28 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/
～2/12(日) 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 55 名，
出品点数 126 点]
2/14(火)
平成 28 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/
～2/19(日) 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 48 名，出品点数 56 点]

2,579 人
(前･後期の
合計）

2/21(火)
平成 28 年度 筑波大学大学 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。
～2/26(日) 院 人間総合科学研究科 博 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
士前期課程 芸術専攻 修了 品を展示。
[出品者数 24 名，出品点数 52 点]
制作展 前期
2/28(火)
平成 28 年度 筑波大学大学 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。
～3/5(日) 院 人間総合科学研究科 博 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
士前期課程 芸術専攻 修了 /情報/プロダクト/環境/建築)の作品を展示。
制作展 後期
[出品者数 24 名，出品点数 32 点]
3/7(火)
第 16 回チャレンジアート
～3/12(日) フェスティバル in つくば
3/14(火)～
3/20(月・祝)

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 35 団体，出品点数 505 点]

1,957 人
(前･後期の
合計）

1,643 人

FREEDOM PHOTO EXHIBITION 2010年2月に結成された写真クラブFREEDOMの第6回写真展。
STAGE 6
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 93点]
第 10 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 16 名，出品点数 65 点]
1,191 人

3/22(水)
第 25 回
～3/26(日) つくば市文化協会芸術展

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 154 名，出品点数 257 点]
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785 人

