
新たに寄贈された型絵染の作家、伊砂利彦
（1924-2010）の初期の貴重な臈纈の作品を
はじめ、大きなテー
マであった松や水、
音楽を表した作品
な ど を、師 で あ る
稲垣稔次郎（1902-
1963）や 小合友之
助（1898-1966）ら
の作品とともに紹
介します。

日本近代の画家小川千甕は、
西洋風俗をアレンジして「西洋
風俗大津絵」を描きました。こ
の作品を中心に近代京都の大
津絵主題の作品を展観します。

日本考古学の父・濱田耕作と、画業を通じて親
交を深めた洋画家の太田喜二郎。彼らから近
代の「アートと考古学」の世界を探ります。

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。

明治20年（1887）に京都の地で創業した便利堂が手掛
けてきた文化財の複製を展示し、連綿と受け継がれて
きた複製による保存と活用、文化財撮影の歴史をたど
ります。また、熟練
の職人技と最新の
技術を駆使した現
在 の 複製制作 や、
今後に向けた取組
みを紹介します。
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戦国時代展
パリ・マグナム写真展

武家の服飾 近代京都の大津絵 伊砂利彦作品展
京都（うち）だって猫展 近衞家 王朝のみやび　陽明文庫の名宝7ユネスコ「世界の記憶」東寺百合文書

祇園祭―放下鉾の名宝― 祇園祭―白楽天山の名宝―祇園祭―山鉾巡行の歴史と文化―

近代京都へのまなざし
絵画の愉しみ、画家のたくらみ

至宝をうつす
ターナー 風景の詩いつだって猫展

京都の画家と考古学 木島櫻谷の世界 保存と修理の文化史（仮）
洛陽三十三所３

祇園祭―伯牙山の名宝― 祇園祭―役行者山の名宝―

戦国時代展
―A CENTURY of DREAMS―

いつだって猫展 世界最高の写真家集団マグナム・フォト創立70周年
パリ・マグナム写真展

ウッドワン美術館コレクション

絵画の愉
たの

しみ、画家のたくらみ
―日本近代絵画との出会い―

便利堂130周年記念 至宝をうつす
―文化財写真とコロタイプ複製のあゆみ―

2017年2月25日㊏―4月16日㊐ 2017年4月29日㊏㊗―6月11日㊐ 2017年7月1日㊏―9月18日㊊㊗ 2017年10月3日㊋―12月3日㊐ 2017年12月16日㊏― 2018年1月28日㊐

2018年1月20日㊏―2月4日㊐

2018年2月17日㊏―4月15日㊐
相次ぐ戦乱により秩序が大きく乱れた時代だとイメー
ジされてきた戦国時代。ところが近年では、各地で対立・
戦乱がおきながらも、文化的・経済的な実りをもたらし
た時期だと考えられています。本展覧会では、合戦の
様子や武将の姿を伝える歴史資料、貴重な美術工芸品
を展示し、多様な広がりを見せたこの時代とたくまし
く生きた人々の姿に迫ります。

2017年7月1日㊏―9月18日㊊㊗

武家の服飾
―2017年4月23日㊐
京都府所蔵の資料より、江戸時代の武家の服
飾文化を示す資料を紹介します。これまで展
示等の機会の少なかった男性の服飾資料を中
心に、また、御所解（ごしょどき）文様の小袖な
ど女性の衣裳もお楽しみください。

本展覧会では、京都に残された数々の京
都の姿をとらえた古写真を紹介します。
古都と呼ばれる京都において、人びとは
何にカメラを向け、どのようなまなざし
を注いできたのでしょうか。古写真に写
された様相と、写された被写体に関連す
る品々の展示を通して、歴史と文化の都
市である京都のすがたを追求します。

近代京都の大津絵
―小川千甕「西洋風俗大津絵」を中心に―

京都の画家と考古学
―太田喜二郎と濱田耕作―

2017年4月29日㊏㊗―6月18日㊐

2017年6月24日㊏―8月20日㊐
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。 京都府内 の 各地

に残されてきた、
地域の歴史を語
る貴重な品々。古
くから大切に受
け継いできた品々
の保存と、修理に
関する歴史的な
取り組みを紹介
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。

2017年8月26日㊏―10月22日㊐

2018年1月5日㊎―3月4日㊐

2018年3月10日㊏―5月6日㊐

京都（うち）だって猫展

京都府新鋭選抜展2018

伊砂利彦作品展 木島櫻谷の世界

洛陽三十三所３

2017年4月29日㊏㊗―6月18日㊐

2017年8月26日㊏―10月22日㊐ 2017年10月28日㊏―12月24日㊐

2018年3月10日㊏―5月6日㊐

京都府が所蔵する猫を題材
とした美術工芸品や、猫の郷
土玩具などを公開すると共
に、京都の猫にゆかりの歴史
スポットを紹介し、京にまつ
わる猫の文化について探り
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。

新たに京都府に寄贈された作品を中心に、近代
京都の日本画家木島桜谷の描いた世界を紹介
します。

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 ―放下鉾の名宝―

祇園祭 ―山鉾巡行の歴史と文化―

祇園祭 ―役行者山の名宝―祇園祭 ―白楽天山の名宝―

祇園祭 ―伯牙山の名宝―

2017年4月8日㊏―6月18日㊐

2017年6月20日㊋―7月30日㊐

2018年1月20日㊏―4月1日㊐2017年8月5日㊏―10月15日㊐

2017年10月21日㊏―1月14日㊐

祇園祭の山鉾巡行を彩る鉾のひとつで、放
下僧の像を祀るところからその名があると
いう放下鉾。鉾頭には日と月と星の三光が
あしらわれ、世の中を照らすとされる放下
鉾に伝来する名宝の数々を紹介します。

祇園祭の山鉾巡行の歴史や文化について紹
介をする展覧会です。７月は祇園祭の祭り
月です。にぎわう祭りの雰囲気の中で、長
い京都の歴史と共に歩んできた祇園祭の奥
深さに触れてみて下さい。

後祭巡行に登場する
役行者山は、役行者
の霊験を語る逸話の
中から、大峰山と葛
城山の間に橋を架け
ようとした物語を題
材とした意匠で人び
とを魅了してきまし
た。本展覧会 で は、
役行者山を飾る優品
の数々を紹介します。

白楽天山は、唐の高名
な 詩人白楽天 が、道林
禅師と問答を交わした
という逸話を題材にし
た趣向をもつ山です。
本展覧会 では、学業成
就の山としても知られ
る白楽天山のもつ貴重
な品々を紹介します。

中国の春秋時代の琴の名
手であった伯牙の伝説と、
技芸の道にゆかりのある
載逵の琴割りの物語に取
材した伯牙山は、別名を

「琴割り山」とも呼ばれ親
しまれてきました。展覧
会では、その伯牙山所蔵
の名品を紹介します。

※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。

今から200年前の江戸時代にも、猫ブームがありました。
本展では、歌川国芳の浮世絵や土人形の招き猫などを
ご覧頂きながら、江戸の猫ブームの諸相を紹介します。

小川千甕「西洋風俗大津絵」　1914年

張子猫 
京都府 朏健之助郷土玩具コレクションから

伊砂利彦　ローマの松　1967年

太田喜二郎　石舞台古墳発掘見学絵巻 春日権現霊験記絵巻 巻第十一
狩野永納落款　樹下遊猿図屏風

長岡京市・個人蔵　江戸時代（17世紀）

加藤宗巌　仔狐「装い」　1982年

因幡堂縁起絵巻 巻上　平等寺

木島櫻谷「初夏」　1903年

ロバート・キャパ、アンリ・カルティエ=ブレッソン、デ
ビッド・シーモアらを擁した世界最高の写真家集団で
あるマグナム。彼らがパリをテーマにとらえた作品か
ら精選した130点あまりを展観します。

ウッドワン美術館が所蔵する約800点の美術作品の中
から、上村松園、黒田清輝、岸田劉生、藤田嗣治など日
本近代を代表する画家の描く名品約90点を展観。各画
家が取り組んだモチーフや描き方の違いなどに焦点を
あて、テーマごとに作品を展示することで、絵画の見方・
楽しみ方や画家の工夫をわかりやすく紹介します。 
  

京のまつり2階総合展示室3階企画展

重要文化財　真如堂縁起　下巻(部分)
真正極楽寺蔵

歌川広重
名所江戸百景 浅草田甫酉の町詣（部分）
安政4年（1857）　個人蔵

歌川国芳
猫の当字 　かつを　
天保14年（1843）　個人蔵

「凱旋門」1952年　ロバート・キャパ
©Robert Capa / International Center of Photography /
Magnum Photos 黒田清輝「木かげ」　1898年

コロタイプ工房　1937年

コールトン・ヒルから見たエディンバラ
1819年頃　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

放下鉾胴懸　朝鮮毛綴

白楽天山見送万寿山図
役行者山見送登り龍図

伯牙山前懸慶寿詞
祇園石段下
京都府立京都学・歴彩館　京の記憶アーカイブから

近衞家 王朝のみやび 陽明文庫の名宝７
保存と修理の文化史（仮）

―2017年4月23日㊐
2015年にユネスコ「世界の記憶」に登録され
た京都府立京都学・歴彩館所蔵の東寺百合文
書。世界屈指の古文書が持つ魅力を紹介しま
す。

ユネスコ「世界の記憶」東寺百合文書展
―人・物・情報が行き交う中世―

京に響く彫鍛金の技　詩情溢れる生命の息吹

加藤宗巌・忠雄展近代京都へのまなざし
―写真にみる都の姿―

加藤宗巌・忠雄展

京都府新鋭選抜展

ターナー 風景の詩


