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Exhibition & Concert
香り かぐわしき名宝
Fragrance - the Aroma of Masterpieces

展 覧 会 & 演 奏 会

情 報
Information 

展覧会スケジュール （2011年2月10日現在の情報です。今後予告なく変更することがございます。）

芸大コレクション展 – 春の名品選
「香り かぐわしき名宝」展
海外の日本美術品の修復 在外日本古美術品保存修復協力事業

うらめしや～、冥途のみやげ 
―全生庵・三遊亭圓朝　幽霊画コレクションを中心に―

区長賞創設 30 周年記念 台東区コレクション展（仮称）

平成本「源氏物語絵巻」（仮称）

「中国現代美術の断面」ほか（仮称）

木島教授企画展（仮称）

日本画第 2 研究室「素描展」（仮称）

日本画第 1 研究室 ICHIKENTEN（仮称）

島田教授企画展（仮称）

彫刻展示室（田中記念室）開室

4月7日（木）～ 5月29日（日）
4月7日（木）～ 5月29日（日）
6月7日（火）～ 6月19日（日）
7月2日（土）～ 8月21日（日）

7月5日（火）～ 8月21日（日）（予定）
9月9日（金）～ 9月25日（日）（予定）

5月  9日（月）～ 6月20日（月）
6月24日（金）～ 7月10日（日）
7月（未定）
8月30日（火）～ 9月11日（日）（予定）
9月（未定）

4月29日（金・祝）～ 5月12日（木）

入場料：一般300円　学生100円（中学生以下は無料）
入場料：一般1,300円　学生800円（中学生以下は無料）
入場料：無料
入場料：一般1,000円　学生600円（中学生以下は無料）

入場料：無料
入場料：未定

入場料：未定
入場料：無料
入場料：無料
入場料：無料
入場料：無料

入場料：無料

※ 開館時間は、10:00～17:00（入館時間は16:30まで）。
　 ただし、月曜日が祝日の場合は開館し、翌日に休館することがあります。
　 なお、展覧会によっては、開館時間および休館日が異なる場合がございますので、
　 その都度ご確認ください。

※ 展覧会の名称・会期については、変更することがございます。

※ 本学には駐車場はございませんので、お車でのご来館はご遠慮ください。

※ 展覧会についてのお問い合わせ先
　 ● ハローダイヤル　　TEL：03-5777-8600
　 ● 大学美術館　　　　TEL：050-5525-2200

※ 展覧会の紹介は、下記ウェブサイトでご覧になれます。
　 http://www.geidai.ac.jp/museum/

右：速水御舟「夜梅」
1930年（昭和5）東京国立近代美術館所蔵

（全会期展示）

下：鈴木春信「梅の枝折り」
江戸時代 18世紀 山種美術館所蔵

（展示期間4月7日～ 5月8日）

大学美術館本館

陳列館

正木記念館

TOPIC
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4月7日から 5月29日まで、本学大学美術館において「香り
かぐわしき名宝」展が開催されます。

6世紀、仏教伝来とともに日本人は香木を焚くことを知りま
した。以来、日本では「香り」を仏教文化、貴族文化、武家文化、
庶民文化のなかで育み、世界に稀な香りの文化を生み出して
きました。本展は、香りにまつわるさまざまな美術作品を紹
介しながら、目に見えない香りの魅力を、人間の五感や想像
力を頼りに味わっていただこうというものです。

本展は、「香りの日本文化」「香道と香りの道具」「絵画の香り」と
いう3つの大きな柱で構成されます。「香りの日本文化」は2章に
わけて、古代から近代までの日本人と香りとのかかわりを名宝の
数々を通じて概観します。「香道と香りの道具」では室町時代以降、
茶道、華道とともに独特な発展をとげた香道の世界を選りすぐっ
た香道具を中心に史料を交えて紹介します。そして、「絵画の香り」
では、江戸から近代にかけての絵画作品のなかから、<描かれた
香り>をテーマに精選した名作を展示いたします。
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和楽の美

※ 詳細につきましては、3月下旬発行予定の
　 「平成23年度コンサートスケジュール〈前期版〉」をご覧ください。

※ 演奏会の曲目、開演時間などの詳細については、
　 決定次第、大学ホームページで発表いたします。
　 http://www.geidai.ac.jp/

※ 本学には駐車場はございませんので、お車でのご来館はご遠慮ください。

※ チケットの取り扱い
　 ● 藝大アートプラザ　　　　　　　TEL：050-5525-2102 
　 ● ヴォートル・チケットセンター　TEL：03-5355-1280 
　 ● チケットぴあ　　　　　　　　　TEL：0570-02-9999
　 （一部携帯電話・PHS・IP電話はご利用いただくことができません。） 

　 ● 東京文化会館チケットサービス　TEL：03-5685-0650

※ 「学内演奏会」の日程については、下記までお問い合わせください。
　 ● 音楽学部教務係　　　　　　　   TEL：050-5525-2309

※ 演奏会についてのお問い合わせ先
　 ● 演奏藝術センター　　　　　　　TEL：050-5525-2300
　 ● 音楽学部附属音楽高等学校　　　TEL：050-5525-2406

同声会新人演奏会　＜第1回＞ 古楽・ピアノ・弦楽器　　　　　　
　　　　　　　　　＜第2回＞ 邦楽・管打楽器・声楽
創造の杜　藝大 現代音楽の夕べ
藝大フィルハーモニア新卒業生紹介演奏会

「元禄～その時、世界は？」江戸の音風景～歌舞伎と文楽　

室内楽コンサート第1日
室内楽コンサート第2日

「元禄～その時、世界は？」琳派の美、ロココのこころ

学生オーケストラ定期演奏会
弦楽シリーズ　フェリックス・アーヨの「四季」
藝大フィルハーモニア定期演奏会
上野の森オルガンシリーズ
学長と語ろうⅨ　ゲスト：片岡護（イタリアンシェフ）
学生オーケストラ　プロムナード・コンサート
藝大ブラス学内演奏会～ソウル大学ブラスを迎えて
藝大とあそぼう　子どもの歌はだれのもの？
東京藝大チェンバーオーケストラ定期演奏会
管打楽器シリーズ　D.ヨナスとW.フックスを迎えて
時の響き
和楽の美

4月  9日（土） 

4月15日（金）
4月28日（木）
5月  7日（土）

5月11日（水）
5月14日（土）
5月15日（日）

5月27日（金）
6月  4日（土）
6月10日（金）
6月12日（日） 
6月18日（土）
6月28日（火）
6月30日（木）
7月  2日（土） 
7月  3日（日） 
7月14日（木）
8月  6日（土） 
9月 8日（木）

4月21日、  5月12日、19日、26日、 
6月2日、23日、30日、  7月7日、14日（いずれも木曜日）

13:00開演　
18:00開演
19:00開演
18:30開演
＜レクチャー＞15:00 ～
＜コンサート＞16:30開演
11:00開演
14:00開演
＜レクチャー＞15:00 ～
＜コンサート＞16:30開演
19:00開演
15:00開演
19:00開演
15:00開演
15:00開演
11:00開演
19:00開演
15:00開演
15:00開演
19:00開演
15:00開演
18:30開演

2,000円
（第1回・第2回共通券）

2,000円
1,500円

2,000円
2,000円
2,000円

2,000円
1,500円
2,000円
2,000円
2,000円
無料（事前申込制）
無料
無料
入場料未定
1,500円
2,000円
3,000円
3,000円

自由席

自由席
自由席

自由席
自由席
自由席

自由席
自由席
自由席
自由席
自由席
指定席
自由席
自由席
自由席
自由席
自由席
指定席
指定席

モーニング・コンサート 11:00開演 無料（要整理券） 自由席

演奏会スケジュール （2011年2月10日現在の情報です。今後予告なく変更することがございます。）

奏楽堂
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「和楽の美」は毎年9月上旬、演奏藝術センターと邦楽科が手
を携えて開催する演奏会で、その特徴は邦楽科各専攻の枠を取
り払った横断的なコラボレーションにあります。それは時には
邦楽というジャンルさえ飛び越え、洋楽との相互浸透など、従
来の邦楽演奏会では味わえない新鮮な体験に満ちています。

さらにそのコラボレーションは音楽学部内だけにとどまらず、
美術学部との共同作業も大きな見どころのひとつです。昨年は、
平城遷都1300年の公式マスコット “せんとくん” の生みの親、
籔内佐斗司教授がデザインした孫悟空など、ユニークなキャラ
クターが登場する「南都の夢―悟空ひとり旅」が上演されまし
た。今年はその続編が予定されています。「和楽の美」2010年公演「邦楽絵巻 南都の夢―悟空ひとり旅」より


