
個　人　　   ３７０円　　 ２９０円　　　　　　　　　 ２９０円
団　体　　   ２９０円　　 ２３０円　　　　　　　　　 ２９０円

一　般　　　 大 学 生  　   高校生以下　　65歳以上

展示替え期間中と年末年始　※詳細は裏面

※団体は20名以上　※毎月第１月曜日はコレクション展無料
※企画展は展覧会ごとに定める

〒920-0963
石川県金沢市出羽町2－1
T E L ：076-231-7580
MAIL：ishibi@pref.ishikawa.lg.jp

コレクション展示室について

企画展利用案内

開館時間

休館日

アクセス

アンリ・マティス《襟巻の女》ポーラ美術館蔵

展覧会スケジュール

９：３０～１８：００（展示室への入室は17：30まで）
※季節により変更する場合があります。

◆小堀遠州と前田家

◆メイジ・スタイル
　

特別陳列 

4/24[日] ― 5/22[日]

コレクション展 観覧料

9/10[土] ― 10/23[日]

9/10[土] ― 10/23[日]

茶の湯への助言をはじめ、大名茶人・
小堀遠州が加賀藩の文化に与えた
影響の軌跡を、関連する書状や書跡、
茶道具、名物裂、文房具によってたどり
ます。

金沢と東京を中心に活動する中島範雄。
現在まで作家を育んだ石川の土地と
人々に思いを馳せ、鮮やかな色彩で
幻想的な世界を描いた近作を展示します。

明治時代、輸出陶磁器の主流となった
九谷焼、通称「ジャパンクタニ」を中心
に、同時代の金工・漆工を紹介します。
世界にはばたいた石川の工芸をお楽
しみください。

無　 料

12/17[土] ― 2/5[日]

◆前田育徳会尊經閣文庫分館

◆第１展示室
野々村仁清の国宝《色絵雉香炉》と
重要文化財《色絵雌雉香炉》を
常設展示しています。

◆北陸鉄道バス
ＪＲ金沢駅兼六園口（東口）
より乗車

「広坂・21世紀美術館」
下車徒歩5分

◆タクシー
ＪＲ金沢駅より約15分

◆自動車
北陸自動車道金沢西IC・森本ICより約20分

２０２２ (令和４) 年度

◆第２展示室
古九谷を中心に、江戸時代までの美術・工芸作品を展示します。

◆第３～６展示室
明治以降から現代における、石川県ゆかりの絵画・彫刻・書・工芸作品を中心
に展示します。

《色絵牡丹文平鉢》古九谷

◆師弟の共演

江戸時代から現在にいたるまで、「宝生
流の能の盛んな金沢」を意味する「加賀
宝生」ゆかりの能面と能装束など約80点を
とおして、地方独自の展開をみせた「加賀藩
の能楽史とその後」を紹介します。

石川県立美術館
U R L ：http://ishibi.pref.ishikawa.jp

★最新情報は公式ウェブサイトで！ 　SNSもやってます！

Museum Schedule
April 2022-March 2023

ー石川ゆかりの作家と巨匠たちー

◆Water Planets展

－石川から世界へ－

重文《十五首和歌》（部分）藤原定家 前田育徳会蔵

石川県ゆかりの代表的作家の優品と、
師となる著名な作家の秀作を集め、影響
関係や新たな創造への軌跡をたどり、
今日の石川の美術形成の一側面を約70
点の絵画・彫刻作品で紹介します。

1/4[水] ― 2/5[日]

◆かねは雄弁に語りき
－石川県立美術館の金属コレクション－（仮）

当館コレクションにおける金属素材による
作品を、分野を横断して一堂に展示し
ます。色彩、技巧、音、動きなどのひとあじ
違う視点から、金属の多彩な表情や知ら
れざる魅力をたっぷり紹介します。

日本有数の夢二コレクターである中右瑛氏
の貴重な所蔵品の中から、肉筆画や版画、
デッサンのほかに、最晩年の作品となった
滞欧米時のスケッチなども特別公開。哀愁
とロマンあふれる夢二の作品を紹介します。

《彩磁瑞花祥鳳文花瓶》ＭＯＡ美術館蔵

中島範雄《Water Planets 2》（部分）

陶芸家として初めて文化勲章を受章し
た板谷波山は、陶芸を芸術の粋に高め
た作家の一人です。本展は代表作に加
えて、故郷である筑西市における貴重
な資料を併せて展示し、生誕１５０年を
記念するものです。

九谷庄三《色絵金彩八仙人花鳥図大花瓶》

《港屋絵草紙店》個人蔵

《縫潰唐花蜀江模様厚板唐織》国立能楽堂蔵

金沢21世紀
美術館

しいのき
迎賓館

犀
川

浅
野
川

近江町いちば館
香林坊片町 武蔵ヶ辻

金沢市役所

石浦神社

県立歴史
博物館

石引駐車場 P

P

P

成巽閣

兼六
駐車場

兼六園

本多の森ホール

県立能楽堂
国立工芸館

JR金沢駅

修復工房
生活工芸ミュージアム

文化施設共用駐車場

山田宗美《鉄打出鳩置物》

6/25[土] ― 7/24[日]

◆生誕150年記念 板谷波山の陶芸

8/6[土] ― 9/4[日]

◆竹久夢二展 ー憧れの欧米への旅ー

9/17[土] ― 10/23[日]

◆加賀宝生のすべて ー能面と能装束ー

公益財団法人前田育徳会が所蔵する、加賀藩主・前田家に伝わった優れた
文化財をテーマに基づき展示します。

－永遠の瞬間を前にして－



9 10 11 12 1 2 3

4/24[日]ー5/22[日] 5/28[土]ー6/19[日] 6/25[土]ー8/1[月] 8/6[土]ー9/5[月] 9/10[土]ー10/23[日] 10/28[金]ー12/11[日] 2/11[土・祝]ー3/22[水]3/29[火]ー4/18[月] 12/17[土]ー2/5[日]

花鳥画の世界Ⅰ

古美術優品選

名刀と刀絵図

高光一也《立秋》東京国立近代美術館蔵

42022年度

洋画
工芸
写真

第78回
現代美術展

4/1[金]ー18[月]

第69回
日本伝統工芸展
金沢展

富本憲吉《染付藤文向付》

第
２
展
示
室

古
美
術

前
田
育
徳
会

尊
經
閣
文
庫
分
館

第
７
〜
９
展
示
室
　
企
画
展･

各
種
団
体
展

ー石川ゆかりの作家と
巨匠たちー

全館　　館日

洋画
工芸
写真

第78回
現代美術展

第31回
北國水墨画展
11/16[水]-20[日]

第44回
伝統加賀友禅工芸展
9/8[木]-12[月]

第11回
石川県日本画会展
7/28[木]-8/1[月]

第46回
公募日創展&新院展選抜金沢展
11/12[土]-13[日]

第50回記念
北陸二紀展
7/28[木]-31[日]

75周年記念
示現会巡回金沢展
11/23[水・祝]-27[日]

第33回
志賀町を描く美術展金沢展
12/8[木]-11[日]

令和4年（2022）
二科会写真部石川支部展
11/30[水]-12/4[日]

第31回
石川独立ＤＯ展
11/10[木]-13[日]

金沢大学卒業制作展
2/16[木]-19[日]

令和4年度
一陽会石川支部展
11/30[水]-12/4[日]

第28回
北陸国展
2/16[木]-20[月]

第46回
伝統九谷焼工芸展
3/10[金]-19[日]

　前衛書家表立雲軌跡展
　’23玄土社書展
　2/23[木・祝]-27[月]

休館日なし19[火]ー23[土] 6[火]ー7[水] 24[月]ー27[木] 12[月]ー16[金]
29[木]ー31[土] 1[日·祝]ー3[火] 6[月]ー10[金] 23[木]ー27[月]

第
３・４・５・６
展
示
室

近
現
代
工
芸
・
絵
画
・
彫
刻
・
書

ー雪舟筆《四季花鳥図》
を中心にー

優品選 【絵画･彫刻】

5 23[月]ー27[金]

第８回日展
金沢展

87 2[火]ー5[金]6 休館日なし

板谷波山の
陶芸

時の表現 【日本画】

優品選 【絵画･彫刻】

6/25[土]ー7/24[日]

オーギュスト・ロダン《青銅時代》
東京富士美術館蔵

8/6[土]ー9/4[日]

竹久夢二展 風の会
第6回展
9/8[木]-12[月]

加賀宝生の
すべて
ー能面と能装束ー

9/17[土]ー10/23[日]
10/28[金]ー11/6[日]

板谷波山《紫金磁葡萄彫紋花瓶》

特別陳列 小堀遠州と前田家

1/4[水]ー2/5[日]

古九谷と再興九谷Ⅰ

県文《色絵鳳凰図平鉢》 古九谷

国宝《日本書紀第十一》（部分）前田育徳会蔵

加賀藩の美術工芸

石川県の文化財
ー国宝・重文・県文・市文ー

Voyage ー海外を旅するー【油彩画】

画家の版画

千代女と加賀の俳人たち

婚礼調度と遊戯具

優品選 【絵画･彫刻】

かねは雄弁に
語りき

優品選 【絵画･彫刻】

音楽と舞 【絵画･彫刻】

長谷川八十《踊る女》

《荏柄天神縁起絵巻》と天神画像
ー前田家の天神信仰ー

脇田和《オダリスク》

大乗寺の文化財《十二句貼交屏風》（部分）千代尼

20[月]ー24[金]

4/24[日]ー5/22[日]
ー石川県立美術館の
　金属コレクションー（仮）5/28[土]ー6/19[日]

第８回日展
金沢展
5/28[土]ー6/19[日]金沢美大とその周辺

【絵画･彫刻】

山本知克《たそがれの街》

花鳥画の世界Ⅱ
ー雪舟筆《四季花鳥図》
を中心にー

歴代藩主の
甲冑·陣羽織と
加賀象嵌鐙Ⅰ

歴代藩主の甲冑·陣羽織
と加賀象嵌鐙Ⅱ

はじめての工芸Ⅰ【工芸】
みんなで楽しむ

鴨居玲　

鴨居玲《群がる》

【油彩画】

優品選 【絵画･彫刻】

創造の軌跡 Water Planets展
－永遠の瞬間を前にして－【油彩画】
特別陳列

優品選 【絵画･彫刻】

はじめての工芸Ⅱ【工芸】
みんなで楽しむ

書にみる文字の造形
優品選 【絵画･彫刻】

特別陳列

重文《四睡図》黙庵
前田育徳会蔵

《紅地開扇亀甲模様唐織》
前田育徳会蔵

ー憧れの欧米への旅ー

中島範雄《黎明》

《舞妓舞扇》個人蔵

重文《荏柄天神縁起絵巻》中巻（部分）前田育徳会藏

国宝《剣 銘吉光》 白山比咩神社蔵

4/1[金]ー18[月]

優品選 【工芸】

生誕150年記念

優品選 【工芸】

九谷庄三《色絵金彩花鳥文大香炉》

優品選 【工芸】

茶の湯の美

県文《黒楽茶碗　銘北野》 長次郎

《猪目文陣羽織》前田綱紀所用
前田育徳会蔵

加賀の工芸 古九谷と再興九谷Ⅱ

重文《葆光彩磁珍果文花瓶》
泉屋博古館東京蔵

波山と石川【工芸】
ー石川から世界へー【工芸】

木戸修《スパイラル'84》

重文《四季花鳥図》（部分）伝雪舟
前田育徳会蔵

特別陳列  尊經閣文庫所蔵
『古事記』と国宝『日本書紀』

メイジ・スタイル

師弟の共演



＊高校生以下無料　＊（　）内は65歳以上の方および20名以上の団体料金
＊企画展は展覧会ごとに定める

ご利用案内

開館時間

コレクション
展示室について

9:30～18:00（展示室への入室は17:30まで）

展示替え期間中と年末年始（12/29～1/3）休館日

コレクション展
観覧料

一般370円（290円）、大学生290円（230円）

前田育徳会尊經閣文庫分館
公益財団法人前田育徳会が所蔵する、加賀藩主・前田家に伝わっ
た優れた文化財をテーマに基づき展示。

第１展示室 ／ 雉香炉の部屋
野々村仁清の国宝《色絵雉香炉》と
重要文化財《色絵雌雉香炉》を常設展示。

第2展示室 ／古美術
古九谷を中心に江戸時代までの美術工芸作品を展示。

第3・４・６展示室（近現代絵画・彫刻・版画・書）
明治から現代における、石川県ゆかりの絵画・彫刻・版画・書を
中心に展示。

第5展示室（近現代工芸）
明治から現代における、石川県ゆかりの工芸を中心に展示。

アクセス

〈バス〉 JR金沢駅バスターミナル兼六園口（東口）から、路線バスで「出羽町」また
は「広坂・21世紀美術館」下車、徒歩5～7分。

〈タクシー〉JR金沢駅から4㎞、平常時で10～15分。

〈自家用車〉北陸自動車道「金沢西」または「金沢森本」ICから20～30分。来館者
専用駐車場（無料）あり。

金沢21世紀
美術館

しいのき
迎賓館

犀
川

浅
野
川

近江町いちば館
香林坊片町 武蔵ヶ辻

金沢市役所

石浦神社

県立歴史
博物館

石引駐車場 PP

P

P

成巽閣

兼六
駐車場

兼六園

本多の森ホール
県立能楽堂

国立工芸館

JR金沢駅

修復工房
生活工芸ミュージアム

文化施設共用駐車場

〒920-0963   石川県金沢市出羽町2-1
TEL：076-231-7580
https://www.ishibi.pref.ishikawa.jp/

公式ウェブサイト twitter facebook

加州刀をはじめ、館蔵品
の中から近年公開され
なかった刀剣を新たな
考察を加えて展示します。

重要美術品 《刀絵図》 （部分）

特別陳列 名刀と刀絵図
7/1（土）～7/23（日）

《噴水屏風》 小松芳光

没後30年にあたり小松芳光氏のモダン
なデザイン感覚と加飾による独創的な
意匠作品を紹介します。

特集 小松芳光
2/17（土）～3/20（水・祝）

《砂張三象花入》 初代魚住為楽

美術鑑賞ってむずかしそう？鑑賞の基本は
「よく見る」こと。本展の「よく見る」ための仕掛け
を楽しみながら、みんなで美術鑑賞に親しん
でみましょう。

みんなで楽しむ美術館
よく見てみっけ！
7/29（土）～9/11（月）

重要文化財 《富士茄子茶入》 前田育徳会蔵

前田育徳会尊經閣文庫分館の開館
40周年を記念して、歴代藩主ゆかりの
名品を選んで展示します。

特別陳列
前田家の至宝Ⅰ・Ⅱ
Ⅰ：9/16（土）～10/22（日）
Ⅱ：10/27（金）～11/26（日）

2F 主なコレクション展

《音色》 田中太郎

七尾市出身の彫刻家・田中太郎を特集
します。木の感触を活かしたやわらかな
木彫、意表をついた組み合わせが楽しい
人物像などを展示いたします。

特別陳列 没後30年
田中太郎 -誠をつくす彫刻 -
1/4（木）～2/12（月・休）

表紙：重要文化財 《色絵梅花図平水指》 野々村仁清 《色絵山水図大鉢》 初代德田八十吉

初代德田八十吉生誕150年を記念し、
古九谷を欽慕する初代八十吉の作品や
交流のあった洋画家たち、同時代を
生きた工芸作家の作品を紹介します。

特別陳列 生誕150年
初代德田八十吉と
その時代Ⅰ・Ⅱ
Ⅰ：11/9（木）～11/26（日）
Ⅱ：12/1（金）～12/24（日）

《瀟湘八景図屏風》 佐々木泉景 全昌寺蔵

岸派の祖・岸駒と加賀藩お抱え絵師・佐々木泉景は、ともに金沢城二の丸御殿
障壁画に携わっていました。今回は二人を中心に彼らの画業を紹介します。

金沢城の絵師たち 
2/17（土）～3/20（水・祝）

《高徳公赴末森城之救援図》 村田丹陵 前田育徳会蔵

特別陳列
利家を描く-再考と顕彰 -
4/23（日）～5/28（日）

明治時代以降、前田家では加賀藩祖前田利家の「再考」
が始まり、各所に伝わる利家の肖像画の模写と、歴史的
出来事の絵画化が行われました。利家の「顕彰」を目的に
描かれたさまざまな利家像を紹介します。

石川県立美術館
展覧会スケジュール

2023.4 -2024.3令和5年度



前田育徳会
尊經閣文庫分館

第2展示室（古美術）

第5展示室（近現代工芸）

第3・４・６展示室
（近現代絵画・彫刻・版画・書）

第７・８・９展示室
（企画展・各種団体展）

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室

幕末から近代にかけて発展した
金沢箔の紹介とともに、工芸に
おける金彩の魅力を考察します。
まばゆい輝きのみならず、闇の
なかでもわずかな光を映す金の
美を活かした、さまざまなわざを
ご覧いただきます。

陰翳のなかの金彩
4/23（日）～5/28（日）

東京富士美術館所蔵の近代絵画59点を一堂に
展示し、響き合う東西の美を伝えます。ルノワール

やモネ、セザンヌなど西洋の
巨匠たちの名品が揃い、橋本
雅邦や横山大観ら近代日本画
の大家にもスポットを当てます。
川瀬巴水、吉田博など大正期
の新版画も紹介します。

大正から昭和にかけて
活躍した木版画家・川瀬
巴水（1883～1957）。日本
全国を旅して四季折々の
風景を叙情的に描いた巴水
の生涯を、初期から晩年
までの代表的な作品約
180点と資料で紹介します。

7/28（金）～8/27（日）

川瀬巴水 旅と郷愁の風景
（主催：北陸中日新聞、石川テレビ放送）
9/2（土）～10/1（日）

第38回国民文化祭  第23回全国障害者芸術・文化祭
いしかわ百万石文化祭2023
石川県立美術館・国立工芸館 共同開催

三の丸尚蔵館名品展（仮称）

北國新聞創刊130年記念
東京富士美術館所蔵

東西近代絵画名品展

皇室に伝わる美術品類を保存、展示公開する三の丸尚蔵館。
本展では同館収蔵品から日本美術を代表する国宝や、加賀
前田家と皇室のつながりのある作品を紹介します。隣接の
国立工芸館では、時代を代表する作品や石川ゆかりの工芸品
を選りすぐり展示し、2館で1つの展覧会として開催します。

前期：10/14（土）～11/5（日）、 後期：11/7（火）～11/26（日）
加賀藩主・前田家は文化財保護
に高い意識をもって先駆的に
取り組んでおり、その精神は今日
まで本県に継承されています。
本展では前田家の事績、文化財
保存修復工房の実績や奈良県
の事例等を紹介します。

よみがえった文化財（仮称）
1/4（木）～2/12（月・休）

●は、
全館休館日令和5年度スケジュール

●21～24●13～16●1～3　●25～31●27～30●28～29 ●24～27●29～31●18～22
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

 《金澤下本多町》 旅みやげ第二集 渡邊木版美術画舗蔵《虎図（右隻・部分）》 岸駒

企
画
展
示
室

1F

2F

《赤い服の女》 ピエール＝オーギュスト・ルノワール 東京富士美術館蔵 重要文化財 《西湖図》 秋月等観国宝 《動植綵絵 群鶏図》 伊藤若冲 三の丸尚蔵館蔵 （展示替あり）

3/31（金）～4/17（月）

3/31（金）～4/17（月）

3/28（火）～4/17（月）

3/28（火）～4/17（月）

4/23（日）～5/28（日）

4/23（日）～5/28（日）

4/23（日）～5/28（日） 12/1（金）～12/24（日）

6/3（土）～6/25（日）

6/3（土）～6/25（日）

7/1（土）～7/23（日）

7/1（土）～7/23（日）

7/29（土）～9/11（月）

7/29（土）～9/11（月）

9/16（土）～10/22（日）

9/16（土）～10/22（日）

6/3（土）～6/25（日）

7/1（土）～7/23（日）

7/29（土）～9/11（月）
9/16（土）～10/22（日） 1/4（木）～2/12（月・休） 2/17（土）～3/20（水・祝）

10/27（金）～11/26（日）

10/27（金）～11/26（日）

11/9（木）～11/26（日）

12/1（金）～12/24（日）

12/1（金）～12/24（日）

1/4（木）～2/12（月・休）

1/4（木）～2/12（月・休）

2/17（土）～3/20（水・祝）

2/17（土）～3/20（水・祝）

4/23（日）～5/28（日） 6/3（土）～6/25（日） 7/1（土）～7/23（日） 7/29（土）～9/11（月） 9/16（土）～10/22（日）

11/9（木）～11/26（日） 12/1（金）～12/24（日）

1/4（木）～2/12（月・休） 2/17（土）～3/20（水・祝）

6/8（木）～6/12（月）

6/16（金）～6/20（火）

6/23（金）～6/27（火）

6/30（金）～7/3（月）

10/27（金）～11/5（日）

10/27（金）～11/5（日）

6/1（木）～6/5（月）

4/23（日）～5/28（日）

7/28（金）～8/27（日）

9/2（土）～10/1（日） 1/4（木）～2/12（月・休）

10/14（土）～11/5（日） 11/7（火）～11/26（日）

12/1（金）～12/4（月）

12/7（木）～12/10（日）

12/13（水）～12/17（日）

12/16（土）～12/19（火） 3/16（土）～3/18（月）

2/22（木）～2/25（日）

2/22（木）～2/26（月）

3/8（金）～3/17（日）

7/6（木）～7/10（月）
第36回二科会写真部
石川支部公募展

第45回伝統加賀友禅
工芸展

第109回光風会展金沢展

第52回日彫北陸展

第33回石川県
水墨画協会公募展

第76回示現会金沢展

第12回石川県日本画会

風の会第7回展

陰翳のなかの金彩 川瀬巴水 旅と郷愁の風景 よみがえった文化財（仮称）第38回国民文化祭
第23回全国障害者芸術・文化祭
いしかわ百万石文化祭2023
石川県立美術館・国立工芸館 共同開催
三の丸尚蔵館名品展（仮称）

第32回北國水墨画展

第34回志賀町を描く
美術展金沢展

令和5年度一陽会
石川支部展

第32回石川独立DO展 '23玄土社書展

金沢大学卒業制作展

第29回北陸国展

第47回伝統
九谷焼工芸展

第79回
現代美術展
［日本画・工芸・書］

第79回
現代美術展
［日本画・工芸・書］

第79回
現代美術展
［日本画・工芸・書］

第79回
現代美術展
［日本画・工芸・書］

3/31（金）～4/17（月）

第79回
現代美術展
［日本画・工芸・書］

第79回
現代美術展
［日本画・工芸・書］

絵画と調度

加賀文化の粋Ⅰ

特別陳列
利家を描く-再考と顕彰--再考と顕彰-

加賀文化の粋Ⅱ

優品選［絵画・彫刻］ 優品選［絵画・彫刻］

武の装いⅠ

仏教美術

武の装いⅡ

特別陳列
名刀と刀絵図

前田利為のコレクション

古九谷とその展開

特別陳列 前田家の至宝ⅠⅠ

茶道美術名品展Ⅰ

アンフォルメルの時代
-1950～60年代の絵画-
［油彩画・版画］

優品選［絵画・彫刻］ 近代の木版画
みんなで楽しむ美術館 よく見てみっけ！

近代逍遥［絵画・彫刻］

Rey Camoy
-鴨居玲 晩年の肖像-［油彩画］

バリエーションズ
-画家たちの変奏曲-
［日本画・油彩画］

特別陳列 前田家の至宝ⅡⅡ

茶道美術名品展Ⅱ

近代逍遥
［絵画・彫刻］

溶姫と婚礼調度

石川県の文化財

名物裂の精華

琳派と五十嵐派

天神画像と文房具

金沢城の絵師たち

第70回
日本伝統
工芸展金沢展

モダン モダン

四季の移ろいⅠ 四季の移ろいⅡ 四季の移ろいⅢ 四季の移ろいⅣ 模様を楽しむ 特別陳列 生誕150年
初代德田八十吉とその時代Ⅰ・Ⅱ

特集 小松芳光特集 毎田仁郎第70回
日本伝統
工芸展金沢展

（前期）（前期） （後期）（後期）

（Ⅰ）Ⅰ （Ⅱ）Ⅱ

北國新聞創刊130年記念
東京富士美術館所蔵
東西近代絵画名品展

北國新聞創刊130年記念
東京富士美術館所蔵

特別陳列 没後30年
田中太郎 -誠をつくす彫刻-

近代からの書の風景
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