
京都府所蔵 の 資料 か ら、
女性の装束の代表的な存
在といえる袿を中心に紹
介します。

ターナー（1775〜1851）は20代で英国ロイヤル・アカ
デミーの正会員となり生涯第一線で活躍した風景画家
です。画材を抱えて山や海をかけめぐる冒険家であっ
たターナーだからこそ描けた珠玉の風景画を多数残し
ています。本展はスコットランド国立美術館群所蔵の
作品を中心にイギリス全土と日本各地から集めた油彩
画、水彩画、版画を紹介します。
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ターナー 風景の詩
西尾維新大辞展

京・後藤家の軌跡 袿（うちき） 小牧源太郎展
信長上洛 近衞家 王朝のみやび　陽明文庫の名宝8 古社寺保存法の時代

祇園祭―蟷螂山の名宝― 祇園祭―油天神山の名宝―祇園祭―山鉾巡行の歴史と文化―

平安博物館回顧展
華ひらく皇室文化展 北野天満宮　信仰と名宝オットー・ネーベル展

伝統と創生の美桂離宮のモダニズム 京都府内の学校所蔵
考古・歴史資料展２洛陽三十三所３

祇園祭―八幡山の名宝― 祇園祭―郭巨山の名宝―

色彩の画家 オットー・ネーベル展
シャガール、カンディンスキー、クレーとともに 西尾維新大辞展 華ひらく皇室文化展

明治150年記念 明治宮廷を彩る技と美
北野天満宮　信仰と名宝
―天神さんの源流―

2018年4月28日㊏―6月24日㊐ 2018年7月7日㊏―9月17日㊊㊗ 2018年10月2日㊋―11月25日㊐ 2019年2月23日㊏―4月14日㊐2019年1月19日㊏―2月3日㊐2018年2月17日㊏―4月15日㊐
20世紀にスイス、ドイツで活動した画家オットー・ネー
ベル（1892〜1973）。本展では、クレーやカンディン
スキー、シャガールなど同時代の画家たちの作品も併
せて紹介することで、ネーベルが独自の様式を確立し
ていく過程に迫ります。知られざる画家「オットー・ネー
ベル」の日本初の回顧展です。

桂離宮のモダニズム
2018年5月12日㊏―7月1日㊐
簡潔でありながらも細部まで創意が凝らされた桂
離宮を、写真家石元泰博がバウハウス流モダニズム
の視点でとらえた写真作品で紹介します。

公家の名家、近衞家に伝わった平安時代以来の貴重
な資料の中から、国宝「御堂関白記」を始めとする
選りすぐりの名品を紹介します。

2016年度に続き、京
都府内 の 学校 が 収
集・研究・継承してき
た考古・歴史関連資
料を紹介します。

京都の前衛絵画を牽引した
画 家・ 小 牧 源 太 郎（1906-
1989）の特異な世界を、同
時代を生きた画家・須田国太
郎らの作品とともに紹介し
ます。

一枚の金属板を叩いて伸ばしなが
ら形づくっていく鍛金と鏨や鎚で
金属を装飾していく彫金の技法を
駆使しながら、生あるものへの温
かな眼差しを詩情溢れる金工の世
界で花開かせた宗巌、忠雄親子の
作品を京都府への寄附を機に紹介
します。

2018年9月9日㊐―11月4日㊐

2019年3月9日㊏―4月21日㊐2019年1月5日㊏―3月3日㊐

―2018年5月6日㊐

信長上洛
〜京都・織田信長入京から４５０年〜

Kyoto Art for Tomorrow 2019
―京都府新鋭選抜展―

袿
うちき

古社寺保存法の時代京都文化力プロジェクト連携事業・明治150年

伝統と創生の美（仮称）
―京都府無形文化財保持者を中心に―

洛陽三十三所３

2018年7月7日㊏―9月2日㊐

2018年9月15日㊏―11月4日㊐

2019年1月5日㊏―3月3日㊐

2018年11月10日㊏―12月24日㊊◯振

―2018年5月6日㊐

日本史上の大きなイ
ンパクトとして知ら
れる織田信長の上洛
から450年を迎える
のを期に、京都の信
長関連の資料を展示
します。

京・後藤家の軌跡
2018年7月7日㊏―9月9日㊐
あらたに京都府所蔵資料となった後藤勘兵衛家旧
蔵資料を中心に、金工師・豪商として活躍しつつ、有
力大名とも交渉をもった当該一族の姿と都市文化
の関わりを紹介します。

京都で活躍している新進作家の作品を紹介し、若手作
家の育成と京都の美術工芸の振興をはかります。

明治時代に制定された「古社寺保存法」は、その後の
文化財保護の基
礎となった重要
な法律です。本
展示では、明治
以来、日本の政
治と社会が取り
組んできた文化
財保護の様々な
あり方を紹介し
ます。

京都府無形文化財保持者と
京都の重要無形文化財保持
者たちが卓越した技術で織
りなす、素晴らしい創造美
の世界をお楽しみください。

かつて京都において、三十三の観音菩薩を巡礼する
という信仰がありました。2005年に再興された観音
霊場が所蔵する寺宝を紹介します。

祇園祭 ―蟷螂山の名宝―

祇園祭 ―山鉾巡行の歴史と文化―

祇園祭 ―郭巨山の名宝―

祇園祭 ―油天神山の名宝― 祇園祭 ―八幡山の名宝―
2018年4月7日㊏―6月17日㊐

2018年6月23日㊏―8月5日㊐

2019年1月19日㊏―3月31日㊐

2018年8月11日㊏㊗―10月21日㊐ 2018年10月27日㊏― 2019年1月14日㊊㊗
中国の故事「蟷螂の斧」にちなみ蟷螂のか
らくりを搭載した山で、南北朝争乱時に活
躍した四条隆資の逸話にもゆかりのある蟷
螂山の所蔵品を展示します。

祇園祭山鉾巡行の歴史や文化について紹介
します。長い京都の歴史とともに歩んでき
た祇園祭の奥深さをご堪能下さい。

中国の史話である『二十四孝』に登場する
親孝行の物
語「 郭巨釜
掘り」に取
材した郭巨
山の名宝の
数々を紹介
します。

古くから風早町内に祀られていた天神様を
勧請した山で、勧請の日にちなみ牛天神山
とも呼ばれる油天神山の名宝を紹介します。

町内に祀られてきた
八幡宮を山の上に勧
請し、黄金の小祠を
搭載した八幡山の名
品の数々を展示しま
す。

※年間スケジュールの情報については主催者の都合で変更になる場合があります。※2階総合展は、期間中、展示替のため休室する場合があります。※各展覧会の詳細は当館HPでご確認ください。

「京都の二十歳、西尾維新」というキャッチフレーズで
デビューした小説家・西尾維新。本展は、京都が舞台に
もなっているデビュー作「クビキリサイクル」にはじま
る戯言シリーズ、初の
アニメ化作品となっ
た < 物語 > シリーズ、
初の実写ドラマ化作
品となった忘却探偵
シリーズの3つのシ
リーズを主軸として、
西尾維新の小説世界
を紹介します。

織田信長禁制(東寺百合文書)

袿　亀甲に牡丹丸文様

春日権現霊験記絵巻 巻第7 陽明文庫蔵

1960年代の郷土史部による発掘風景
(京都府立網野高等学校蔵)小牧源太郎《景観No.10》1970年

加藤宗巌　仔狐「装い」　1982年

因幡堂縁起絵巻 巻上　平等寺（鳥取県立博物館提供）

鳥獣戯画模本(部分)　明治26年（1893）
京都府蔵（京都文化博物館管理）

竹中浩　白磁しのぎ大壺

明治から150年。永く続いた幕藩体制から脱し、欧米に
比肩する近代国家を目指した明治政府は、天皇を中心
とした国家作りを進めます。皇室と深い関係にあった
京都の美術・産業界は、天皇が東京へ移った後も深いつ
ながりをもち、明治宮殿の造営には京都の多くの職人
も関わりました。帝室技芸員など皇室を支えた美術・工
芸の粋美を展観し皇室文化の諸相をお伝えします。

平安時代の政治家・漢学者・漢詩人・歌人であった菅原
道真は、死後、天満大自在天神として崇められて信仰が
広まり、現在に至るまで「天神さま」として親しまれて
います。全国で1万数千社の天神社（道真公を祀る神社）
が存在しますが、京都の北野天満宮は総本社として知
られています。
本展覧会は、北野天満宮が所蔵する神宝を中心に、数々
の美術工芸品、歴史資料を一堂に集め、そこから浮かび
上がる神社とその信仰の歴史を紹介します。

京のまつり2階総合展示室　京の至宝と文化

オットー・ネーベル《ナポリ》(部分)『イタリアのカラー・アトラス(色彩地図帳)』より、
1931年、インク、グアッシュ・紙、オットー・ネーベル財団　In cooperation with Otto 
Nebel Foundation,Bern 金華山鳳凰文様（紋織壁張試織・試刺）　二代川島甚兵衛　明治20年（1887）頃

(織物文化館蔵）

J・M・W・ターナー《コールトン・ヒルから見たエディンバラ》
1819年頃　水彩・紙　エディンバラ、スコットランド国立美術館群
©Trustees of the National Galleries of Scotland ©西尾維新／講談社

蟷螂山御所車旧胴巻裂「鳳凰花卉文様」刺繍

油天神山見送「宮廷園遊図」毛綴織　文化12年（1815）
郭巨山胴懸「陳平飼虎の図」刺繍
天明５年（1785）

近衞家 王朝のみやび 陽明文庫の名宝8

京都府内の学校所蔵
考古・歴史資料展２小牧源太郎展

京に響く彫鍛金の技　詩情溢れる生命の息吹

加藤宗巌・忠雄展

加藤宗巌・忠雄展

京都府新鋭選抜展

ターナー 風景の詩
うた

国宝　北野天神縁起絵巻 巻六 （北野天満宮蔵）

2018年7月10日㊋―9月9日㊐
平安博物館は当館の前身の一つです。昭和43年に古代学協会
が設立し、平安文化という特色あるテーマを掲げた博物館活
動を約20年にわたっ
て展開しました。平
安京跡を主とする国
内外の考古調査、『源
氏物語』など重要史
料の収集・研究など、
同博物館による数々
の成果と貴重な品々
を紹介します。

3階企画展

平安博物館回顧展
―古代学協会と角田文衞の仕事―

天徳内裏歌合図

八幡山見送「波濤に飛龍文様」


