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東京藝術大学創立125 周年記念事業
漆芸  軌跡と未来

展覧会スケジュール （2012年7月31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。）

日中国交正常化４０周年記念
特別展「草原の王朝 契丹 ―美しき3 人のプリンセス―」
東京藝術大学創立125 周年記念事業  漆芸 軌跡と未来
東京藝術大学創立125 周年記念事業 アジア現代芸術
研究事業 交流展「東京 北京 現代アート 紙非紙 2012」
尊厳の芸術展 ―The Art of Gaman―
中島千波退任展記念展　人物図鑑
東京藝術大学大学院美術研究科博士審査展
第 61回東京藝術大学卒業・修了作品展

谷川岳高山植物図鑑原画展
日本画第一研究室発表展 ICHIKENTEN 2012
イモノの景色 東京・金沢・高岡・秋田 鋳金展
第 3 回東京藝術大学教員有志による
被災地復興支援・文化財救済作品展（仮称）
東京藝術大学創立125 周年記念事業 アジア現代芸術
研究事業 交流展「東京 北京 現代アート 紙非紙 2012」
東京スカイツリー ® を描く絵画展
美しさの新機軸 ―日本画 過去から未来へ― 公益財団法人

芳泉文化財団  第一回文化財保存学日本画研究発表展
退任記念 山下了是 染色作品展 赧 -TANN-
渡辺好明遺作展 ―光ではかられた時
池田政治退任展 「空間の色あい」（仮称）
第 61 回東京藝術大学卒業・修了作品展

美しさの新機軸 ―日本画 過去から未来へ― 公益財団法人

芳泉文化財団  第一回文化財保存学日本画研究発表展
平櫛田中コレクション 2012 彫刻展示室（田中記念室）開室

  7月 12日（木）～  9月17日（月・祝）  

10月　5日（金）～10月21日（日）
10月 10日（水）～10月21日（日）

11月   3日（土・祝）～12月  9日（日）
11月 15日（木）～12月  2日（日）
12月 16日（日）～12月25日（火）
  1月 26日（土）～  1月31日（木）

  9月　4日（火）～  9月17日（月・祝）
  9月 20日（木）～  9月26日（水）
  9月30 日（日）～10月  6日（土）
10月 10日（水）～10月21日（日）

10月 10日（水）～10月21日（日）

10月30日（火）～11月  4日（日）
11月　1日（木）～11月11日（日）

11月 20日（火）～12月  2日（日）
12月　7日（金）～12月24日（月・祝）
  1月　4日（金）～  1月23日（水）（予定）

  1月 26日（土）～  1月31日（木）

11月　1日（木）～11月11日（日）

11月 15日（木）～12月12日（水）

入場料：一般1,400円　学生800円（中学生以下は無料）

入場料：一般500円　学生300円（中学生以下は無料）
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

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

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
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）。月曜休館。
　 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：六角紫水《岩に鶺鴒図蒔絵丸額》　1904（明治37）年　東京藝術大学
左：髙橋節郎《澄高》　1990（平成2）年　東京藝術大学
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1

東京藝術大学の漆芸研究領域は、東京美術学校創設時に開

設され125年に至る長い歴史を歩んできました。その間東京美術

学校第1期生の六角紫水をはじめとして、日本の漆芸界に影響を

与えた、数多くの漆芸家を輩出してきました。

本展は、125年培ってきた「軌跡」の部と、現代に

漆とともに生きる作家たちの「未来」の部で構成され

ています。

「軌跡」の部では、東京藝術大学に収蔵される作品

と資料とで振り返ります。

「未来」の部では、漆芸研究領域を卒業・修了し、

活躍する漆芸作家の作品を展示します。

漆が持つ輝きと、その魅力に彩られた作家たちの個性をお楽し

みください。
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東京藝術大学創立125 周年記念事業 
藝大アーツ・サミット 2012 参加公演
藝大 21 和楽の美 「悟空と九尾の狐」

※ 特にお断りのない限り、コンサートの会場はすべて本学構内の奏楽堂です。
※ 詳細につきましては、9月末発行予定の 「平成24年度コンサートスケジュール〈後期版〉」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。
※スケジュール・曲目・出演者等は都合により変更となる場合がございますので、ご了承ください。
※ 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    http://ticket.votre.co.jp/ 
　 ● チケットぴあ　　　　　　　　　TEL：0570-02-9999    http://t.pia.jp/
 　（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    http://c11sbany.securesites.net/ticket/
　 ● イープラス（e+）　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　  http://eplus.jp/
※ 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

藝祭 Ｅ年（声楽科 3 年）ミュージカル ‘CHICAGO’
藝祭　邦楽科大演奏会
藝祭　オルガン科学生有志コンサート
藝祭　藝＠オーケストラ
藝大オペラ定期第 58 回 
藝大オペラ定期第 58 回 
藝大 21 和楽の美　邦楽絵巻 「悟空と九尾の狐」
藝大プロジェクト2012「幕末～その時、世界は？」
　第 3 回 ジャポニスム～外から見たニッポン
藝大フィルハーモニア定期演奏会（藝大定期第 353 回）
藝大プロジェクト2012「幕末～その時、世界は？」
　第 4 回 黒船来航と外来音楽　
日中国交正常化 40 周年記念  中央音楽学院（北京）との交流演奏会
奏楽堂シリーズ特別演奏会  隅田川＋カーリュー・リヴァー
京都芸大、東京藝大学生オーケストラ交流演奏会
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校第 24 回定期演奏会
奏楽堂トーク＆コンサート「学長と語ろうⅩⅡ」
藝大フィルハーモニア・合唱定期演奏会（藝大定期第 354 回）
藝大定期吹奏楽 第 78 回
ハイドン・シリーズ 室内楽演奏会 （ハイドントータル完成記念）

邦楽定期演奏会 第 79 回
ハイドン・シリーズ 室内オーケストラ演奏会 

9月  7日（金）
9月  7日（金）
9月  8日（土）
9月  8日（土）
9月29日（土）
9月30日（日）

10月11日（木）
10月13日（土）

10月19日（金）
10月20日（土）

10月21日（日）
10月28日（日）
11月  1日（木）
11月  3日（土・祝）
11月10日（土）
11月23日（金・祝）
11月24日（土）
11月25日（日）

11月28日（水）
11月30日（金）

9月12日（水）、11月1日（木）、11月15日（木）

11:00開演
16:30開演
11:30開演
17:45開演
14:00開演
14:00開演
19:00開演
＜レクチャー＞15:00～
＜コンサート＞16:20開演
19:00開演
＜レクチャー＞15:00～
＜コンサート＞16:20開演
14:00開演
16:00開演
18:30開演
14:30開演
15:00開演
15:00開演
15:00開演
＜レクチャー＞14:30～
＜コンサート＞16:00開演
18:00開演
19:00開演

無料（要整理券）
無料（要整理券）
無料（要整理券）
無料（要整理券）
5,000 円
5,000 円
3,000 円
2,000 円 （セレクト券：2 枚・3,000 円、   

　　　　　　3 枚・4,500 円あり）

2,000 円
2,000 円 （セレクト券：2 枚・3,000 円、   

　　　　　　3 枚・4,500 円あり）

無料
S 席 6,000 円  A 席 5,000 円
無料
無料（往復ハガキによる申込み制）

無料（往復ハガキによる申込み制）

2,000 円
1,500 円
2,000 円

2,000 円
2,000 円

自由席
自由席
自由席
自由席
指定席
指定席
指定席
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
自由席

自由席
自由席

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 （2012年7月31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

TOPIC

2

Exhibition & Concert

2

音楽学部と美術学部の壁を超えたコラボレーション企画として、

高い評価を受けている「和楽の美」公演が、10月11日（木）、本

学の創立125周年を記念して開催される「藝大アーツ・サミット

2012」の参加公演として行われます。今年は一昨年よりスタート

した「西遊記」を翻案した孫悟空シリーズの最終回、「悟空と九

尾の狐」を上演します。

悟空の敵役として毎回登場する、籔内佐斗司教授（文化財保

存学）考案の魔物たちが話題を集めていますが、今回は中国起

源の伝説の妖獣「九尾の狐」です。「九尾の狐」は中国だけでなく、

日本やインドにも出没し、絶世の美女に変身しては世の中を惑わ

します。日本では鳥羽上皇の寵愛する「玉藻前」という美しい姫

に変化しますが、最後にはその正体が暴かれ、那須野の原で討

たれ殺生石に封じ込められるという伝説はあまりにも有名です。

悟空と九尾の狐によって繰り広げられる丁々 発止の戦いともど

も、数々の邦楽の名曲と新曲をお楽しみください。

藝大21 和楽の美 （前回公演より）


