
 

 

第13回京都学生祭典
開催日：10月11日(日)
場　所：平安神宮前・岡崎公園一帯

おトクな情報が
い～～っぱい！！Student Days 学生無料

［24施設］
全国の大学・短期大学に在籍する学生
対象施設の入口で「学生証」を提示してください。

平成２７年
１０月９日（金）～１２日（月・祝日）の４日間

対 象 者

実施期間

利用方法

対象施設

※大谷大学博物館に限り10月10日(土)～10月1６日（金）まで
※実施期間中に休館日がある施設があります。

全国の大学生の皆さん大注目！！
10月9日（金）～12日（月・祝日）まで，京都の24文化施設の入場が無料となります！

さぁ出かけよう
  秋の京都へ！！

各施設へは快適・便利な市バス・地下鉄を御利用ください。

京都市 StudentDays

京都市ホームページのリンクから
電子ブックも見られるよ!!
京都散策に活用しよう♪

お
問
合
わ
せ

京都いつでもコール（年中無休　朝８時～夜９時まで）

電話番号. 075-661-3755
み な こ こ

ＦＡＸ番 号.  ０７５-６６１-５８５５
ごようは こ こ

※おかけ間違いに御注意ください。お急ぎの場合は，直接コールセンターにお問い合わせください。
　ＦＡＸ及び電子メールを御利用の場合は，必ず「Student Days」と記載してください。

電子メールでのお問い合わせも可能です。
ホームページの送信フォームを御利用ください。
ホームページは，「京都いつでもコール」で検索。



Student Days
平成２７年
１０月９日（金）～１２日（月・祝日）の４日間

※無料となる内容は各施設により異なります。また実施期間の異なる
　施設や期間中に休館日のある施設があります。
　詳細は各施設の掲載ページを御覧ください。

実施期間
対象 24施設が無料で御入場いた

だけます。
対象者 全国の大学・短期大学に在籍

する学生
利用方法 対象施設の入り口で「学生証」

を提示してください。
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立命館大学
国際平和
ミュージアム

立命館大学
国際平和
ミュージアム

京都府立堂本印象美術館京都府立堂本印象美術館

京都万華鏡
ミュージアム
京都万華鏡
ミュージアム

京都産業大学
ギャラリー
京都産業大学
ギャラリー

芸術資料館芸術資料館
京都市立芸術大学京都市立芸術大学

日本伝統音楽研究センター日本伝統音楽研究センター

京都嵯峨芸術大学
附属博物館
京都嵯峨芸術大学
附属博物館
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同志社大学
ハリス理化学館同志社ギャラリー
同志社大学
ハリス理化学館同志社ギャラリー

京都造形芸術大学
芸術館
京都造形芸術大学
芸術館

京都市立芸術大学
ギャラリー＠ＫＣＵＡ（アクア）
京都市立芸術大学
ギャラリー＠ＫＣＵＡ（アクア）

京都文化
博物館
京都文化
博物館

京都市
動物園
京都市
動物園
無鄰菴無鄰菴

京都国立
近代美術館
京都国立
近代美術館

京都大学
総合博物館
京都大学
総合博物館

京都府立
陶板名画の庭
京都府立
陶板名画の庭 京都工芸繊維大学

美術工芸資料館
京都工芸繊維大学
美術工芸資料館京都府立植物園京都府立植物園

大谷大学博物館大谷大学博物館

学生PLACE+
（キャンパスプラザ京都1階）

10/11（日）は
第１３回京都学生祭典
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A エリア ⇒ 2ページ
B エリア ⇒ 3ページ
C エリア ⇒ 4ページ
D エリア ⇒ 5,6ページ
E エリア ⇒ 6,7ページ

各施設の
お得な情報を
掲載しています！

番号の施設はStudent Days期間のみ無料
番号の施設は学生に限らずどなたでも無料



期間中の開館時間 11:00～19:00（入館は１８：３０まで）

アクセス 市バス「堀川御池」下車すぐ
地下鉄東西線「二条城前」駅下車徒歩約3分

期間中の休 館 日 なし

期間中の開館時間 10:00～18:00（入館は17:30まで）

アクセス 市バス「烏丸御池」下車徒歩約3分
地下鉄「烏丸御池」駅下車徒歩約3分

期間中の休 館 日 なし

期間中の開館時間 10:00～19:30（入室は19:00まで）
※特別展は10:00～18:00  金曜日は19:30分まで延長

アクセス 市バス「堺町御池」下車徒歩約２分
地下鉄「烏丸御池」駅下車徒歩約３分

元離宮二条城
京都市中京区二条通堀川西入二条城町541番地
TEL.075-841-0096

慶長8年(1603年)，徳川将軍家康が，京都御所の守護と将軍上洛のと
きの宿泊所として造営。世界遺産。築城４００年記念 展示・収蔵館では，
10/1（木）～11/29（日）まで「権力の荘厳～＜大広間＞に描かれた鳥
と巨松～」を開催中！

京都文化博物館
京都市中京区三条高倉
TEL.075-222-0888

京都の歴史と文化をわかりやすく紹介する総合的な文化施設で，多彩な
特別展のほか，京都ゆかりの優品を紹介。期間中は次の３つの総合展示
とフィルムシアターが無料で御覧いただけます。

期間中の休 城 日 なし

期間中の開館時間 8:45～17:00（入城は16:00まで）
※二の丸御殿観覧時間9:00～16:00
※展示・収蔵館観覧時間９：００～１６：３０

入城料600円
展示・収蔵館
100円
▼
無料！
合計700円
もお得！！

企画展・
総合展示

（フィルムシアター
含む）
４００円
▼
無料！

京都万華鏡ミュージアム
京都市中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3
TEL.075-254-7902

京都市中京区油小路通御池押油小路町238-1
TEL.075-253-1509

入館料
30０円
▼
無料！

アクセス 市バス「二条城前」下車徒歩約３分
地下鉄東西線「二条城前」駅下車徒歩約５分

Aエリア
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無料
従来から

鯉山見送金山天王寺縁起絵巻 盧山寺蔵

＜総合展示＞
「再興十周年記念  洛陽三十三所－観音霊場の再興―」
「近衞家　王朝のみやび　陽明文庫の名宝５」
「祇園祭－鯉山の名宝－」

学外とのコラボレーションなど対外的な発信と交流の機能を持つ京都の
まちなかのギャラリー。
期間中は，国際交流展タデウシュ・カントル生誕１００周年記念事業「死の
劇場―カントルへのオマージュ展」を開催しています。

演劇のみならず奇才の美術家で
あったポーランドの異才タデウシュ・
カントルの生誕１００周年を迎える
にあたり，彼の偉業を演劇・美術の
双方からのアプローチで回顧する展
覧会。

10／9（金）
は休館日

京都市立芸術大学 ギャラリー
＠ＫＣＵＡ（アクア）

様々な種類の万華鏡を
収蔵し，その中から常時
50点程展示。また１時
間おきに約5分間，展示
室内の天井，壁画，床に
万華鏡が投影され幻想
的な空間を楽しめます！

作者不詳（レオナルド・ダ・ヴィンチに基づく）《タヴォラ・ドーリア》
（《アンギアーリの戦い》の軍旗争奪場面）
16世紀前半 油彩とテンペラ／板 85.5×115.5cm
フィレンツェ，ウフィツィ美術館（2012年，東京富士美術館より寄贈）

＜特別展＞※特別展は有料です （大学生 ８００円）
レオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリの戦い」展
～日本初公開 「タヴォラ・ドーリア」の謎～を開催
　（８／２２(土）～１１／２３（月，祝）まで）

「秋草」 作者：中里  保子 「金閣寺」 作者：山見  浩司

2007年第19回ザ・ブリュースター・
カレイドスコープソサエティ・コンベン
ションで最優秀作品賞を受賞。

「投影式万華鏡」
まるで万華鏡の
中に入ったよう！

本格修理事業に２００円募金して，オリジナル缶バッジをゲットしよう！！

Check!
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Student Days実施期間１０月９日（金）～１２日（月・祝日）の４日間，学生証の提示で全国の大学生の
皆さんを対象施設に無料御招待！！ ※各施設の料金は大学生料金を記載

重要文化財 藤原忠通書状
（為房記云）後期
１０／２１（水）～１１／１５（水）まで



期間中の開館時間 9：30～16:30（入館は16:00まで）

アクセス 市バス「百万遍」下車徒歩約2分
京阪電車「出町柳」駅下車徒歩約15分

期間中の休 館 日 なし

期間中の開館時間 9:00～17:00（入場は16:30まで）

アクセス 市バス「京都会館美術館前」下車徒歩約9分
地下鉄東西線「蹴上」駅下車徒歩約7分

＜コレクション展＞
国内外の近現代美術作品を収
蔵。コレクション・ギャラリーで
は，日本の近代美術の代表作や
記念的な作品を中心に，欧米の
近・現代の作品もあわせて展示。

期間中の休 館 日 なし

期間中の開館時間 9:00～17:00（入館は16:30まで）

アクセス 市バス「岡崎公園  美術館・平安神宮前」下車すぐ
地下鉄東西線「東山」駅下車徒歩約10分

京都国立近代美術館
京都市左京区岡崎円勝寺町
TEL.075-761-4111

4階コレクション
ギャラリー観覧料
130円
▼
無料！

無鄰菴
ム リン アン

京都市左京区南禅寺草川町31番地
TEL.075-771-3909

京都大学総合博物館
京都市左京区吉田本町
TEL.075-753-3272

入場料
41０円
▼
無料！

入館料
300円
▼
無料！

Bエリア
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無鄰菴は，明治27-29年
（1894-1896）にかけて
山県有朋が京都に造営した
別荘です。
ここで日露戦争開戦直前
の日本の外交方針を決め
る「無鄰菴会議」が開かれ
ました。

260万点の学術標本資料
から選りすぐった楽しい展
示が目白押し！
１０／７（水）～１１／８（日）
まで特別展「研究を伝える
デザイン」を開催します。

常設展示（自然史）「ランビルの森」

磯野行久≪Work 64-14 ＆15：舞楽≫ 
1964年 京都国立近代美術館

＜企画展＞
※企画展は有料です。
１０／９（金）から琳派４００年記念
「琳派イメージ展」を開催します。
本展覧会は琳派の魅力に引き
付けられて，近代から現代にか
けての作家達が生み出した絵
画，工芸，ファッション等の約８０
点の作品により「琳派」の広がり
を紹介するものです。

（琳派イメージ展）

第13回京都学生祭典
日時／平成27年10月11日（日）
 11：00～19：00
会場／平安神宮前，岡崎公園一帯

コンセプトは，「京都があなたを魅了する」。平安神宮前・岡崎公園一帯
で開催される本祭では，「京都」と「国際」をテーマに，ダンス・食・音楽・
スポーツなど多彩なジャンルの企画で来場者を魅了します。平安神宮
をバックにした神宮道メインステージでは，会場全体を見渡す迫力ある
ステージでまつりの一体感を生み出します。産学公地域が連携して創
る「学生のまち京都」ならではの「おまつり」にぜひご期待ください！

百万遍・岡崎地域を中心としたエリアで見どころ盛りだくさん!!

10／12（月・祝）
は休館日

300円でお抹茶

（菓子付）も楽しめ
る♫

期間中の休 園 日 なし

期間中の開園時間 9:00～17:00（入園は16:30まで）

アクセス 市バス「岡崎公園動物園前」下車すぐ
地下鉄東西線「蹴上」駅」下車徒歩約5分「東山」駅下車徒歩約10分

京都市動物園
京都市左京区岡崎法勝寺町（岡崎公園内）
TEL.075-771-0210

入園料
６００円
▼
無料！
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明治36（1903）年4月に開園
し，日本で2番目に古い歴史を持
つ動物園。約130種，550点を
飼育展示。今年の７月には「ゾウ
の森」が全面オープン。
また，レストランや図書館カフェ
を併設した正面エントランスも
完成しました。

ラオスから来園した４頭の子ゾウが元気いっぱい遊ぶ姿を御覧いただけます。

９／5日（土）には，京都
の緑豊かな自然を再現
した「京都の森」がオー
プン！！
身近な森に住む野生動
物とヒトとの関わりを
感じていただけます。

上野リチ プリント服地
「キャンディー」下絵2 1920年代

毎年１０万人以上が来場する学生プロデュースのおまつり！

見て触って（展示品の一部）

楽しめる常設展示（自然史）

「ランビルの森」は必見！！



期間中の開館時間 10:00～17:00（入館は16:30まで）

アクセス JR・近鉄・地下鉄烏丸線「京都」駅徒歩約１２分
市バス「西本願寺前」下車徒歩約2分
地下鉄烏丸線「五条」駅下車徒歩約10分

龍谷大学 龍谷ミュージアム
京都市下京区堀川通正面下る（西本願寺前）
TEL.075-351-2500

入館料
８００円
▼
無料！

むすびわざ館内にあるギャラリーで，大学の所蔵品や美術品の展示のほ
か，企画展を開催しています。
今年は大学創立50周年を迎え，これを記念して，「京都産業大学図書館
所蔵優品展」（前期：９／２４（木）～１０／２４（土）まで，後期１１／２（月）
～１２／１２（土）まで）を開催します。
図書館が所蔵する資料の中から，初代総長 荒木俊馬が宇宙物理学
者であったことにちなみ，天文関係の貴重な洋書を公開します。また，
大学が所在する京都ならびに賀茂の地に関する歴史的な資料を展示
します。

期間中の開館時間 10:00～16:30（入館は16:00まで）

アクセス JR丹波口駅下車徒歩約4分
阪急大宮駅下車徒歩約7分
京福電鉄嵐山本線四条大宮駅下車徒歩約7分

京都産業大学ギャラリー
京都市下京区中堂寺命婦町1-10
TEL.075-277-0254

Cエリア
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龍谷ミュージアムは，インドでの仏教
の誕生からアジアへの広がり，日本の
仏教の展開までを視野に入れ，仏教
を中心とする文化財を広く公開する
ことを通じて，仏教文化への理解を深
めてもらうとともに，その成果を社会
に発信するために特別展や平常展を
開催しています。２０１１年４月の開館
以降，約36万人の方々が来館されま
した。

コペルニクス著
『天球の回転について』 

吉田初三郎作『京都圖繪』

学生Place＋（学生プラス）は，学生による京都
の活性化につながる活動や，社会貢献する活
動を総合的にサポートする場所です。活動する
スペースの提供や，コーディネーターによる活
動へのアドバイスなどで学生の活動を応援し
ます。
◎オープン時間／火曜日～日曜日9:00～21:30
◎スタッフ対応時間／火曜日～土曜日14:00～21:30　日曜日9:30～17:00
◎住所／京都市下京区西洞院塩小路下るキャンパスプラザ京都1階
◎電話／075-353-3107（受付はスタッフ対応時間のみ）
◎URL／http://www.kagayaku.st 社会貢献活動に

興味のある学生必見!!

京都では，明治2年（1869年）に，日本で最初に番組小学校とよばれる
学区制の小学校が６４校つくられました。
京都市学校歴史博物館は，番組小学校に関する資料をはじめ，京都市の
学校に遺された教科書や教材・教具な
どの教育資料，また卒業生などが学校に
寄贈した数々の美術工芸品を収集・保
存して展示しています。
また，10/10(土)～12/8(火)まで企
画展「近代京都画壇の名品にみる 日
本画 余白の美」を開催します。
日本画家たちが大切にした「余白」をテー
マに，京都画壇で活躍した上村松園，小
野竹喬ら近代の名品を展示します。

期間中の休 館 日 なし

期間中の開館時間 9:00～17:00（入館は16：30まで）

アクセス 阪急「河原町」駅徒歩約10分／地下鉄烏丸線「四条」駅徒歩約12分
市バス「四条河原町」下車徒歩約10分，「河原町松原」徒歩約5分

京都市学校歴史博物館
京都市下京区御幸町通仏光寺下る橘町４３７
TEL.075-344-1305

入館料
20０円
▼
無料！

11
C

無料
従来から

ベゼクリク石窟復元展示

ブラフマー/撮影：山﨑  信一

10／11（日）
10／12（月・祝）
は休館日

上村松園  新蛍  昭和７年 松伯美術館蔵
前期展示（１０／１０（土）～１１／１０（火）まで）

西山翠嶂  雨餘  昭和27年頃  木下美術館蔵
前期展示（１０／１０（土）～１１／１０（火）まで）

アンコール・ワットへのみち
ほとけたちと神々のほほえみ

特集記事！！ 龍谷大学龍谷ミュージアム

10/10(土)～12/20（日）まで，秋
季特別展「アンコール・ワットへのみ
ち ほとけたちと神々のほほえみ」を
開催しています。
本展では，アンコール朝時代のカン
ボジア石造彫刻を中心に，タイ，ミャ
ンマーの彫刻もあわせ，東南アジア
史上に燦然と輝くその神秘的な造
形の変遷をたどります。

10
C

Student Days実施期間１０月９日（金）～１２日（月・祝日）の４日間，学生証の提示で全国の大学生の
皆さんを対象施設に無料御招待！！ ※各施設の料金は大学生料金を記載

中国・新疆ウイグル自治区のト
ルファン郊外にあるベゼクリク
石窟寺院。ベゼクリクとは，ウ
イグル語で「絵のあるところ」
という意味です。かつて寺院内
部は華麗な壁画で飾られてい
ました。

10／9（金）
は休館日
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期間中の開館時間 10:00～17:00（入館は16：30まで）

アクセス 市バス「北大路バスターミナル」下車徒歩約3分
地下鉄烏丸線「北大路」駅下車すぐ

名画の美しさをそのままに再現した丈夫な陶板画を屋外で鑑賞できる
世界で初めての絵画庭園です。レオナルドダヴィンチの「最後の晩餐」や
ミケランジェロの「最後の審判」など計8点を，安藤忠雄氏設計の施設に
展示しています。

期間中の休 園 日 なし

期間中の開園時間 9:00～17:00（入園は16:30まで）

アクセス 市バス「北山駅前」下車徒歩約５分
地下鉄烏丸線「北山」駅下車３番出口すぐ

甲子園の約6個分の広大な敷地に，約1万2千種類12万本の植物を栽
培。比叡山を借景にした「ばら園」は人気のエリア。日本最大級の温室も
見ごたえ十分。

期間中の休 園 日 なし

期間中の開園時間 9:00～17:00（入園は16:00まで）

アクセス 市バス「植物園前」下車北へ徒歩約５分
地下鉄烏丸線「北山」駅下車３番出口すぐ

京都府立陶板名画の庭
京都市左京区下鴨半木町
TEL.075-724-2188

京都府立植物園
京都市左京区下鴨半木町
TEL.075-701-0141

入園料
10０円
▼
無料！

京都市北区小山上総町
TEL.075-411-8483

大谷大学博物館 特別展入場料
50０円
▼
無料！

国内私立大学では最大の口径1.3ｍの大型望遠鏡「荒木望遠鏡」を有する
天文台。10／10（土）の天体観望会では，荒木望遠鏡を直接覗いて天体
観望を行うほか，研究員が天体の解説を行います。
天気が悪く天体観望会を行えない場合は，宇宙の３Ｄ映像上映会を実施します。

期間中の開館時間 8:45～16:45まで
ただし，10月10日（土）14:00～20:00（入館は19:30まで）

アクセス 市バス「京都産大前」下車徒歩約5分
京都バス「京都産業大学前」下車徒歩約5分

京都産業大学神山天文台
京都市北区上賀茂本山
TEL.075-705-3001

期間中の開館時間 10:00～17:00（入館は16:30まで）

アクセス 地下鉄烏丸線 「今出川」駅から徒歩約1分
市バス「烏丸今出川」から徒歩約1分

同志社大学
ハリス理化学館同志社ギャラリー
京都市上京区今出川通烏丸東入  同志社大学今出川キャンパス
TEL.075-251-2716

入園料
20０円
▼
無料！

実施期間は10／10(土)～
10／16（金）まで
（10／9日（金），10／12日
 （月・祝）は休館日）

12
D

13
D

14
D

神山天文台マスコットキャラクター
ほしみ～るちゃん®

同志社の歴史と創
立者・新島襄の今
に息づく精神を，
貴重な資料によっ
て紹介する展示施
設です。現在，国の
重要文化財に指定
されています。
9 / 2 6 ( 土 ) ～
11/8(日)まで，第
7回企画展示「縄
文貝塚研究と酒詰
仲男～没後50年
～」を開催します。

真宗・仏教文化財をはじめ多分野
にわたる典籍を中心とした資料
を所蔵。年間4回の企画展と1回
の特別展を開催。
10／10（土）～11／28（土）ま
で特別展「生誕６００年　蓮如」を
開催します。

10／10（土）18：00から
天体観望会に無料で参加
できるよ！！

無料
従来から

無料
従来から

「蓮如上人半身御影」

10／12（月・祝）
は休館日

温室観覧は有料

日本最大級の温室も見応え十分！！
温室観覧は有料（２００）円です。

10／11（日）
は休館日

15
D

16
D

Student Days実施期間１０月９日（金）～１２日（月・祝日）の４日間，学生証の提示で全国の大学生の
皆さんを対象施設に無料御招待！！ ※各施設の料金は大学生料金を記載
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京都工芸繊維大学美術工芸資料館
京都市左京区松ヶ崎橋上町
TEL.075-724-7924 期間中無料！

期間中の休 館 日 なし

期間中の開館時間 10:00～17:00（入館は16:30まで）

アクセス 地下鉄烏丸線「松ヶ崎」駅下車徒歩約8分

期間中の開館時間 10:00～17:00（入館は16:40まで）

アクセス 市バス「上終町京都造形芸術大前」下車すぐ

京都造形芸術大学芸術館
京都市左京区北白川瓜生山2-116
TEL.075-791-9182

期間中の休 館 日 なし

期間中の開館時間 9:30～16:30（入館は16:00まで）

アクセス 市バス「立命館大学前」下車徒歩約5分 期間中の休 館 日 なし

期間中の開館時間 9:30～17:00（入館は16:30まで）
１０月９日（金）は９：３０～１９：００（入館は１９：３０まで）

アクセス 市バス「立命館大学前」下車徒歩約1分

立命館大学国際平和ミュージアム
京都市北区等持院北町56-1
TEL.075-465-8151 京都府立堂本印象美術館

京都市北区平野上柳町26-3
TEL.075-463-0007

常設展
入場料相当
400円
▼
無料！

入館料
40０円
▼
無料！NEW

ガイドブックは
有料となります。

17
D

19
E

20
E

無料
従来から

冨田溪仙 風神雷神 1929年頃 滋賀県立近代美術館

堂本印象 遍界芳彩（襖６面） 1969年 西芳寺

建物の外壁からポーチ，柱，玄
関，窓枠，館内装飾，椅子等に
いたるまですべて印象自身の
デザインによるものであり，昭
和41年に開館しました。
個人の名を冠する美術館の中
でも，作家が存命中に自らの，
デザインで設立した例は世界
でも稀有であります。
10／7（水）～11／29（日）
までは，特別企画展として「琳
派 400年記念 京都画壇にみ
る琳派のエッセンス―ユーモ
アとウィット―」を開催します。

絵画，彫刻，金工，漆工，陶磁器，繊維品，考古品，建築図面，ポスター等多
岐にわたる作品を収蔵。
SDレビュー２０１５（建築家の登竜門と言われる実際に建てることを前提
とした建物の建築案のコンペ（設計競技）の入選作品展）を，9／28（月）
～10／12（月・祝）まで開催します。なお，開催中は日・祝日も開館。無料。

NEW

大正から昭和にかけて京都で活躍し，
1961（昭和36）年には文化勲章も
受章した日本画家・堂本印象。
彼の大きな特徴の１つは「多彩な作品」
を制作したことにあります。風景画，人
物画，動植物画，宗教画，抽象画など
の絵画をはじめ，彫刻，陶芸，染織，金
工，そして美術館にいたるまで，その
表現はとどまることを知りません。

堂本印象美術館は館内から館外にかけて，すべてが印象自身のデ
ザインによるもの。美術館が，堂本印象の世界を表した大きな１つ
の作品です。目を凝らせば辺り一面が堂本印象のデザインで溢れ
返っていますので，ぜひ，美術館自体も楽しんでいってください。

特集記事！！ 堂本印象美術館

美術館が大きな１つの作品

左から： エントランス柱, 椅子とタペストリー，１階ロビー壁面レリーフ

大学の施設が目白押し！！ は27年度から新しく参加頂いた施設です。NEW

18
D

戦争の歴史から平和をめぐる今日の様々な課題を展示しています。
平和の創造を考える展示も備えた，平和のための総合的な博物館で
す。戦没画学生の作品を集めた「無言館／京都館（いのちの画室）」も
あります。

左から： 「風神」１９６１年，「華厳」１９６９年

10／11（日）
10／12（月・祝）
は休館日

詩人の宗左近氏寄贈の縄文時代の土器，装身具，
土偶などのコレクション約200点，考古学者・江上
波夫氏寄贈のシルク
ロード沿道の工芸品
約170点， 京都芸
術短期大学の元学
長である大江直吉氏
の浮世絵師・豊原国
周の作品約360点，
伏見人形をはじめと
する全国の土人形
550点余りを収蔵。
9／18（金）～10／
10（土）まで，コレク
ション展「環境ポス
ター展」を開催しま
す。

伊藤守正 「あじさい」地階展示室
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大学の調査・研究によって蓄積された，考古学・民俗学・歴史学・美術史・
禅文化の資料を広く公開。
9／24（木）～12／12（土）まで，中興開山鉄山宗鈍禅師400年遠諱記
念「武蔵野の禅刹 平林寺―伝来の書画名宝展―」を開催します。

期間中の開館時間 10:00～16:00

アクセス 市バス「太子道」下車徒歩約5分
ＪＲ嵯峨野線「円町」駅下車徒歩約8分

花園大学歴史博物館
京都市中京区西ノ京壺ノ内町8-1
TEL.075-811-5181

期間中の開館時間 １０：００～１７：００

アクセス 市バス「車折神社前」下車徒歩約3分
京福電鉄嵐山線「車折神社」駅下車徒歩約5分

京都嵯峨芸術大学附属博物館
京都市右京区嵯峨五島町1番地
TEL.075-864-7898

期間中の開館時間 10:00～17:00

アクセス 市バス「新林池公園」下車徒歩約20分
京阪バス「芸大前」下車すぐ

京都市立芸術大学
日本伝統音楽研究センター
京都市西京区大枝沓掛町13-6
TEL.075-334-2204

期間中の休 館 日 なし

期間中の開館時間 9:00～17:00

アクセス 市バス「新林池公園」下車徒歩約20分
京阪バス「芸大前」下車すぐ

京都市立芸術大学芸術資料館
京都市西京区大枝沓掛町13-6
TEL.075-334-2232

10／9（金）のみ開館

発行　京都市総合企画局総合政策室
印刷物番号　第 274928号
発行年月　平成27年９月

この印刷物が不要になれば
「雑がみ」として古紙回収等へ！

年2月21日平
成

日28

ノーマイカーデーにご協力お願いします。

第5回
大会!!

大学コンソーシアム京都加盟大学・短期大学の学生さんは登録すると，
元離宮二条城や動物園など京都の様々な施設で優待が受けられます！！
詳細は「京都市キャンパス文化パートナーズ制度」で検索

登録はこちらの
ＱＲコードから➡

京都市キャンパス
文化パートナーズ制度

京都市立芸術大学
日本伝統音楽研究
センターは，日本
の伝統音楽・芸能
を総合的に研究す
る国内唯一の公的
研究機関です。新
研究棟の６階から
８階にあります。
期間中は，７階展
示ギャラリーにお
いて，収蔵品展「日

本の楽器」を開催しています。お手持ちのスマートフォンなどを使って，
琵琶や笙など展示楽器の音を聴くこともできます。６階図書閲覧室でも
プチ展示コーナーを設けて，当センター教職員一押しの資料を展示して
います。

学生の卒業作品や教員作品をはじめ，教育活動の中で収集されたものを
展示しています。9／22（火・祝）～10／25（日)まで「人・花・鳥土佐派
絵画資料展」と題し，中世から近代初頭にかけて受け継がれた稀有の粉
本である土佐派絵画資料の中から，人・花・鳥を主題とした粉本類を紹介
します。

10／10（土）は14：00まで
10／11（日）は休館日

10／11（日）
は休館日

無料
従来から

無料
従来から

無料
従来から

無料
従来から

展覧会名： 
「特別公開・ピコピコカケラ村のヒトビト・秘宝展（仮称）」
企画展示内容：
本学の卒業生でグラフィックデザイナー・立体イラストレーターとして活
動する菊川法子と，「おしりかじり虫」をはじめ多くの楽曲を手がける作曲

家の松前公高によるアーティストユニッ
トのピコピコカケラ村。
この展覧会はピコピコカケラ村による立
体造形作品＆音楽と本学の所蔵品がコ
ラボレーションするという異色の試み
で，展示室内に多数の造形物を配置した
ジオラマ風のインスタレーションが展開
される予定です。
本学所蔵品の柱のひとつである郷土玩
具と，ピコピコカケラ村の造形作品＆音
楽がどのような物語と風景を見せてくれ
るのかご期待ください！

21
E

22
E

23
E
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E

Student Days実施期間１０月９日（金）～１２日（月・祝日）の４日間，学生証の提示で全国の大学生の
皆さんを対象施設に無料御招待！！ ※各施設の料金は大学生料金を記載


