川上澄生美術館

企画展一覧

※展覧会に際して当館から刊行された図録については「刊行物一覧」をご覧ください。 ※◎は図録を作成した企画展です。
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平成4年度

平成5年度
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平成9年度
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平成12年度
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び

常

設
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◎開館記念特別展「若き日の川上澄生」
・平常展
◎開館記念展「ガラス絵と肉筆の川上澄生」
・平常展
◎企画展「南蛮の川上澄生」
・平常展
◎企画展「北海道の川上澄生」
・平常展
◎企画展「机の上の川上澄生」
◎企画展「アラスカ物語の川上澄生」
・平常展
◎川上澄生 生誕100年記念企画展「文明開化と川上澄生」
◎企画展「川上澄生 創造の秘密」
◎企画展「竹久夢二と川上澄生」
◎企画展 ｢詩人の川上澄生｣
◎企画展「蔵書票の川上澄生」
◎企画展「風景の川上澄生」
◎市制50周年記念特別展｢塚田泰三郎と川上澄生｣
◎市制50周年記念特別展｢棟方志功と川上澄生｣
・平常展「らんぷの川上澄生」
◎企画展「詩集の川上澄生」
◎企画展「南蛮船の川上澄生」
◎企画展「ゑげれすいろはの川上澄生」
◎企画展「20世紀の川上澄生」
◎企画展 ｢川上澄生の女性像｣
◎企画展 ｢川上澄生の版画教室｣
・企画展 ｢追悼 長谷川勝三郎コレクション展｣
◎開館10周年記念展「創作版画の川上澄生」
◎木版画大賞の10年「いま木版画に何が出来るか」

開催期間
平成4年9月8日(火)～12月6日(日)
平成4年12月8日(火)～12月17日(木)
平成4年12月23日(水･祝)～平成5年3月21日(日)
平成5年3月23日（火)～4月15日（木）
平成5年4月20日(火)～９月19日(日)
平成5年9月21日(火)～10月23日(土)
平成5年11月2日(火)～平成6年2月27日(日)
平成6年3月1日(火)～4月8日(金)
平成6年4月12日(火)～7月31日(土)
平成6年8月5日(金)～11月27日(日)
平成6年11月29日(火)～平成７年4月2日(金)
平成7年4月8日(土)～8月31日(木)
平成7年10月13日(金)～平成8年3月31日(日)
平成8年4月6日(土)～8月31日(土)
平成8年9月7日(土)～平成9年3月23日(日)
平成9年4月8日(土)～8月31日(日)
平成9年9月9日(火)～平成10年3月29日(日)
平成10年4月7日(火)～8月25日(火)
平成10年9月5日(土)～12月23日(水･祝)
平成11年1月5日(火)～3月22日（月･祝）
平成11年4月3日(土)～9月23日(木･祝)
平成11年10月2日(土)～平成12年3月20日(月･祝)
平成12年4月1日(土)～9月23日(土･祝)
平成12年10月3日(火)～平成13年3月25日(日)
平成13年4月7日(土)～9月24日(月･祝)
平成13年10月6日(土)～平成14年3月24日(日)
平成14年4月2日(火)～5月6日(月･祝)
平成14年10月26日(土)～平成15年2月23日(日)
平成15年3月1日(土)～3月23日(日)
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・常設展「川上澄生・南蛮シリーズと文明開化期」
◎市制55周年記念特別展「川上澄生木版画名作あ・ら・かると」
◎「1921～45 木版画家 川上澄生の前期」
◎「1945～72 木版画家 川上澄生の後期」
◎川上澄生 生誕110周年「創作版画の流れのなかで

開催期間
平成15年4月8日(火)～9月23日(火･祝)
平成15年10月1日(水)～平成16年3月28日(日)
平成16年4月3日(土)～9月23日(木･祝)
平成16年10月1日(金)～平成17年3月27日(日)

山口進と川上澄生」 平成17年4月5日(火)～9月25日(日)

◎川上澄生 生誕110周年「コレクター長谷川勝三郎と川上澄生」
◎鹿沼市・粟野町合併記念

平成17年10月1日(土)～平成18年3月26日(日)
平成18年4月7日(火)～6月25日(日)

「川上澄生と創作版画の仲間たち－長谷川コレクションを中心に
平成18年7月1日(土)～11月5日(日)
・鹿沼市・粟野町合併記念「澄生と旅する明治の記憶『少々昔噺』」
・鹿沼市・粟野町合併記念「川上澄生と物語

平成19年度

常

－南蛮の系譜をたどって－ 」 平成18年11月11日(土)～平成19年4月8日(日)

◎開館15周年記念「栃木の川上澄生 －その足跡をたどる－ 」 平成19年4月14日(土)～7月16日(月）
◎開館15周年記念・アートリンクとちぎ2007「わたしの川上澄生」平成19年7月21日(土)～11月11日(日)
◎開館15周年記念「川上澄生と身辺のデザイン －日常から生まれるもの－ 」 平成19年11月17日(土)～平成20年1月27日(日)

・「これまでの木版画大賞 Ⅰ」展
◎市制60周年記念「川上澄生 ユーモアの世界」
◎市制60周年記念「美しき静の世界 曽我芳子回顧展」
・市制60周年記念「川上澄生 木口木版へのまなざし」
◎市制60周年記念「佐伯留守夫と川上澄生 木版画が結んだ絆」
・市制60周年記念「澄生が愛したもの 煙管・時計・玩具」
・「新収蔵作品展ー富田、長谷川コレクション」展
◎「川上澄生と民芸

平成20年2月9日(土)～平成20年4月6日(日)
平成20年4月12日（土）～6月22日（日）
平成20年6月28日(土)～9月7日(日)
平成20年9月13日（土）～11月3日（月･祝）
平成20年11月8日（土）～平成21年1月12日（月･祝）

平成21年1月18日（日）～4月5日（日）
平成21年4月11日（土）～5月31日（日）
平成21年6月5日（金）～8月30日（日）

ー濱田庄司、芹沢銈介、塚田泰三郎、棟方志功と共に」
・「川上澄生 ガラス絵と肉筆 ー絵筆から生まれるもの」
平成21年9月5日（土）～11月8日（日）
◎「川上澄生が描いた女性ーノスタルジアを求めて」
平成21年11月14日（土）～1月11日（月）
・「文明開化の川上澄生ー澄生が描く明治への想い」
平成22年1月16日（土）～4月4日（日）
平成22年4月9日（金）～6月6日（日）
・「南蛮好みの川上澄生 －みれば見るほどめづらしいものばかり－」
◎生誕115周年記念特別企画展「川上澄生 詩歌と版画の世界」 平成22年6月11日（金）～9月5日（日）
◎川上澄生 生誕115周年記念特別企画展
平成22年9月10日（金）～11月7日（日）
「黒船、ペリーの世界 ー黒船館の川上澄生コレクション」
平成22年11月13日（土）～1月10日（月）
・「川上澄生 創造の軌跡 －スケッチが木版画になるまで－」
平成23年1月14日（金）～4月2日（日）
・「川上澄生、カナダ・アラスカ紀行 －よみがえる若き日の記憶－」

年

度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

企

画

展

及

び

常

設

展

開催期間

平成23年4月8日（金）～6月12日（日）
・「創作版画の川上澄生 －豊かな版表現の魅力－」
平成23年6月18日（土）～9月25日（日）
◎川上澄生来宇90周年記念特別企画展
「川上澄生と宇都宮中学校 －へっぽこ先生のまなざし－」
平成23年10月1日（土）～平成24年1月9日（月）
◎川上澄生来宇90周年記念特別企画展
「川上澄生と宇都宮女子高等学校 ～マドンナ・リリー輪のなかで～」
平成24年1月14日（土）～平成24年4月8日（月）
・「北海道の川上澄生 －北国からのメッセージ－」
平成23年4月29日（金）～5月31日（火）
・特別展示「初夏の風」
平成24年4月14日（土）～7月1日（日）
・「川上澄生が愛した街並み －東京、横浜、宇都宮－」
平成24年7月7日（土）～9月30日（日）
◎開館20周年記念特別企画展 「創作版画の宝石箱 川上澄生・
武井武雄・川西英・谷中安規… －コレクター長谷川勝三郎の眼－」
平成24年10月6日（土）～平成25年1月14日（月･祝）
◎開館20周年記念特別企画展
「川上澄生と棟方志功 －日本版ルソーとゴッホの対決－」
平成25年1月19日（土）～平成25年4月7日（日）
・「川上澄生 暮らしのデザイン」
平成24年4月28日（土）～6月3日（日）
・特別展示「初夏の風」
平成25年4月13日（土）～7月7日（日）
・「川上澄生 文明開化へのあこがれ」
◎特別企画展「川上澄生の平峯劉吉時代 －岸田劉生にあこがれた青 平成25年7月13日（土）～9月29日（日）
◎特別企画展「山の版画家 畦地梅太郎と木版画の詩人 川上澄生」 平成25年10月5日（土）～12月23日（月･祝）
平成26年1月5日（日）～4月6日（日）
・「川上澄生 南蛮へのあこがれ －遠目金で見たいもの－」
平成25年4月27日（土）～6月2日（日）
・特別展示「初夏の風」
・「川上澄生のめずらしものづくし ～ガラス絵、水彩画を中心に 平成26年4月12日（土）～7月6日（日）
平成26年7月12日（土）～9月28日（日）
◎「川上澄生と東西のものがたり」
平成26年10月4日（土）～12月23日（火）
◎特別企画展「永瀬義郎と川上澄生 －愛と浪漫と詩情－」
平成27年1月6日（火）～4月5日（日）
・「川上澄生 身辺静物へのまなざし」
平成26年4月26日（土）～6月1日（日）
・特別展示「初夏の風」
・川上澄生 生誕120年・合併10周年記念
平成27年4月11日（土）～7月5日（日）
「木版画の詩人 川上澄生の軌跡Ⅰ－若き日のあこがれ－」
・川上澄生 生誕120年・合併10周年記念
平成27年7月11日（土）～9月27日（日）
「木版画の詩人 川上澄生の軌跡Ⅱ －北海道での収穫－」
◎川上澄生 生誕120年・合併10周年記念 「川西 英と川上澄生」 平成27年10月3日（土）～11月23日（月･祝）
・川上澄生 生誕120年・合併10周年記念
平成27年11月28日(土）～平成28年4月3日（日）
「木版画の詩人 川上澄生の軌跡Ⅲ－円熟期の多彩な活動－」
平成27年4月25日（土）～5月31日（日）
・特別展示「初夏の風」
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・「くらしを彩る〈木のしごと〉―菓子木型と川上澄生の静物画
・「川上澄生が描いた栃木―「下野国」の住人として―」
◎特別企画展「前田藤四郎と川上澄生―モダニズム版画の実験室
・「身近に楽しむ木版画ー川上澄生・頒布会とその時代―」

開催期間
平成28年4月9日（土）～7月3日（日）
平成28年7月９日（土）～9月25日（日）
平成28年10月1日（土）～11月27日（日）
前期：平成28年12月3日(土)～平成29年1月29日(日)
後期：平成29年2月4日(土）～4月2日（日）

平成29年度

平成30年度

平成31年度

・特別展示「初夏の風」
・「モノクロームの川上澄生―木版墨刷にみる澄生の版画表現
◎「川上澄生の北米体験―忘れがたい夏の物語―」
◎開館25周年記念特別企画展
「武井武雄と川上澄生―コドモとオトナのあいだに―」
・特別展示「初夏の風」
・鹿沼市制70周年記念
「川上澄生と旅に出よう！～とちぎの木版画をたどる～」
・鹿沼市制70周年記念「文明開化の川上澄生―幻想の明治懐古
◎鹿沼市制70周年記念「斎藤清と川上澄生 版表現のいろどり」
・鹿沼市制70周年記念「手紙のなかの川上澄生」
・特別展示「初夏の風」
・「川上澄生 驚異と好奇心の世界～Masterpieces100～」
◎「川上澄生 戦時下の創作―モノ言ヘバ唇寒シ春風モ―」
◎特別企画展「静謐の画家 清宮質文」
・「詩人の川上澄生」※清宮質文展と同時開催
・「川上澄生 あそびとかたちとかざりの世界
―木版画をもっと工藝的に楽しんだら如何だらう―」
・特別展示「初夏の風」
・「川上澄生の1960年代―明日への希望―」
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため5/12から開始

令和2年度

・「川上澄生のいきもの図鑑」
・「北海道と川上澄生 北の大地での収穫」
・「わたしたちの“へっぽこ先生”

平成28年4月23日（土）～5月31日（火）
平成29年4月8日（土）～7月2日（日）
平成29年7月8日（土）～10月1日（日）
平成29年10月7日（土）～12月10日（日）
平成29年4月22日（土）～6月4日（日）
平成30年4月1日（日）～7月1日（日）
平成30年7月7日（土）～9月30日（日）
平成30年10月6日（土）～11月25日（日）
平成30年12月1日（土）～平成31年3月31日（日）
平成30年4月21日（土）～6月3日（日）
平成31年4月6日（土）～令和元年7月15日（月･祝）
令和元年7月20日（土）～9月29日（日）
令和元年10月5日（土）～11月24日（日）
令和元年11月30日（土）～令和2年4月5日（日）
平成31年4月20日（土）～令和元年6月2日（日）
令和2年4月11日（土）～6月28日（日）
令和元年7月4日（土）～9月27日（日）
令和2年10月3日（土）～11月29日（日）
令和2年12月5日（土）～令和3年4月4日（日）

――宇都宮中学校・宇都宮女子高等学校教師時代の川上澄
・特別展示「初夏の風」※新型コロナウイルス感染拡大防止のため5/12から開始 令和2年4月25日（土）～6月7日（日）
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・「川上澄生 言葉と版画のCollaboration＋新収蔵作品展」
◎特別企画展「大貫芳一郎 モダン広重の描く昭和風景」
・「川上澄生 『彫り』というパラダイス」
・特別展示「初夏の風」

開催期間
令和3年4月10日（土）～9月26日（日）
令和3年10月2日（土）～12月26日（日）
令和4年1月8日（土）～4月3日（日）
令和3年4月24日（土）～6月6日（日）

