
ISSN　1340－5985

広 島 県 立 美 術 館

第 23 号

2 0 2 0

研  究  紀  要

広
島
県
立
美
術
館

研

　究

　紀

　要

第
二
十
三
号

二
〇
二
〇

BULLETIN

OF

HIROSHIMA PREFECTURAL ART  MUSEUM

HIROSHIMA  PREFECTURAL  ART  MUSEUM

HIROSHIMA  JAPAN

No.23

2020

発表概要報告

広島県立美術館蔵中央アジアコレクションの全容

～長い旅の末にたどり着いた染織とジュエリー …………………………  福 田　浩 子 1

広島県立美術館の特別展一覧 1968－2018…………………………………  岡 地　智 子 7

�T�h�e� �C�e�n�t�r�a�l� �A�s�i�a�n� �C�o�l�l�e�c�t�i�o�n� �o�f� �t�h�e� �H�i�r�o�s�h�i�m�a� �P�r�e�f�e�c�t�u�r�a�l� �A�r�t� �M�u�s�e�u�m�:� 
�T�r�a�d�i�t�i�o�n�a�l� �C�o�s�t�u�m�e� �a�n�d� �J�e�w�e�l�r�y
�F�U�K�U�D�A�,� �H�i�r�o�k�o� �S�i�d�d�i�q�i

�L�i�s�t� �o�f� �S�p�e�c�i�a�l� �E�x�h�i�b�i�t�i�o�n�s� �a�t� �H�i�r�o�s�h�i�m�a� �P�r�e�f�e�c�t�u�r�a�l� �A�r�t� �M�u�s�e�u�m� �f�r�o�m� �1�9�6�8� �t�o� �2�0�1�8
�O�K�A�J�I�,� �S�a�t�o�k�o

 1

 

7



ISSN　1340－5985

広 島 県 立 美 術 館

第 23 号

2 0 2 0

研  究  紀  要

広
島
県
立
美
術
館

研

　究

　紀

　要

第
二
十
三
号

二
〇
二
〇

BULLETIN

OF

HIROSHIMA PREFECTURAL ART  MUSEUM

HIROSHIMA  PREFECTURAL  ART  MUSEUM

HIROSHIMA  JAPAN

No.23

2020

発表概要報告

広島県立美術館蔵中央アジアコレクションの全容

～長い旅の末にたどり着いた染織とジュエリー …………………………  福 田　浩 子 1

広島県立美術館の特別展一覧 1968－2018…………………………………  岡 地　智 子 7

�T�h�e� �C�e�n�t�r�a�l� �A�s�i�a�n� �C�o�l�l�e�c�t�i�o�n� �o�f� �t�h�e� �H�i�r�o�s�h�i�m�a� �P�r�e�f�e�c�t�u�r�a�l� �A�r�t� �M�u�s�e�u�m�:� 
�T�r�a�d�i�t�i�o�n�a�l� �C�o�s�t�u�m�e� �a�n�d� �J�e�w�e�l�r�y
�F�U�K�U�D�A�,� �H�i�r�o�k�o� �S�i�d�d�i�q�i

�L�i�s�t� �o�f� �S�p�e�c�i�a�l� �E�x�h�i�b�i�t�i�o�n�s� �a�t� �H�i�r�o�s�h�i�m�a� �P�r�e�f�e�c�t�u�r�a�l� �A�r�t� �M�u�s�e�u�m� �f�r�o�m� �1�9�6�8� �t�o� �2�0�1�8
�O�K�A�J�I�,� �S�a�t�o�k�o

 1

 

7



広島県立美術館の特別展一覧 1968－2018
 岡　地　智　子

はじめに

広島県立美術館は、明治百年記念事業の一環として、1968（昭和43）年９月22日に開館した。場所

は広島市中心部に近い旧広島藩主・浅野家の別邸があった縮景園内の一角で、同じく園内に1960（昭

和35）年に開館していた県立図書館の西側に建設された。1980年代後半に入り、県立図書館の移転・

改築整備が行われると、これに伴って図書館跡地を利用した県立美術館の改築整備計画が浮上し、

1992（平成４）年10月から両施設の敷地を統合した新館建設がすすめられた。新館は1995（平成７）年

12月に竣工、1996（平成８）年10月６日にリニューアルオープン（一般公開）し、今日に至る。

本稿は、2018（平成30）年に開館50周年を迎えた当館のあゆみを特別展を中心に概観し、一覧にま

とめることを目的とする１。

1968（昭和43）年　開館記念行事

設立当初の建築（以後、旧館とする）は、大小八つの展示室を備えた地上三階、地下一階の建物で、

こけら落としには県の公募展である「第20回広島県美術展（県美展）」が全館規模で開催された。当時

の新聞記事２によれば、旧館が開館する以前は県内には美術館に代わるような施設が全くなく、県美

展にしても全作品を一度に展示できる場所がなかったため百貨店など三会場に分けて展示していた

が、旧館の完成によって初めて一会場に全作品３を展示することが可能になったという。

続いて、開館記念行事として「松方コレクション展」、「明治・大正・昭和名作美術展」、「第15回日

本伝統工芸展広島展」が順に開催された。「松方コレクション展」は、当時年二回地方巡回していた国

立西洋美術館所蔵の同コレクションを広島地方で初めて公開したもので、オーギュスト・ロダン

（1840-1917）の《考える人》（1881-82年）をはじめとする彫刻18点、絵画59点が展示された。次の「明

治・大正・昭和名作美術展」は、明治からの百年間に活躍した作家の作品を文化庁が選んで地方巡回

させていたもので、横山大観（1868［明治元］-1958［昭和33］）の《御苑春雨》（1924［大正13］年）や

藤島武二（1867［慶応３］-1943［昭和18］）の《鉸剪眉》（1927［昭和２］年）、朝倉文夫（1883［明治

16］-1964［昭和39］）の《墓守》（1910［明治43］年）など、日本近代美術の錚々たる名品が並んだ。ど

ちらの展覧会も企画の主体は外部にあり、また、続く「日本伝統工芸展」も公募展の巡回展ではあっ

たが、広島の中心部に芸術文化の新たな拠点が誕生したことは意義深く、県民にとって画期的な出来

事であった。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

１　一覧の編纂にあたっては、年報、展覧会カタログ、広報資料（開催要項、チラシ、ポスターなど）、年間スケジュール
（カレンダー）を基本典拠とした。本文も特に注記していない部分は主にこれらの資料と『広島県立美術館コレクション選』
（1996年）を典拠としている。
２　「広島県立美術館の課題（上）」、『中国新聞』、1968年９月26日。
３　書、洋画、写真、日本画、工芸、彫刻の６部門の作品合わせて約1,150点が展示された。
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1969（昭和44）年－1995（平成７）年　旧館時代

美術館建設の動機については、上記の状況からも見て取れるとおり、展示会場不足からくる「会場

の確保」にあったと言われている。まずは施設の整備ということもあり、その結果、旧館開館時にお

ける収蔵品は皆無に等しく、常設展示が開設されたのは開館の翌年の1969（昭和44）年４月からで

あった。これは開設記念ということで特別展仕立てで開催され、本県ゆかりの作家の作品を中心に約

120点が展示された。

1971（昭和46）年からは郷土作家の功績を顕彰する「郷土物故作家展」シリーズが始まり、全六回

（71年、72年、73年、74年、79年、85年４）のなかで、頼山陽５、南薫造６、靉光７、池田快造８、田中万

吉９、山路商10、丸木スマ11、楠瓊州12、岡部繁夫13、太田忠14、猪原大華15と、姫谷焼をはじめとする広

島のやきものを紹介した。また、「児玉希望16回顧展」（1970年）、「平櫛田中17展」（1973年）、「金島桂

華18の人と芸術」（1975年）、「小林和作19とその師友展」（1975年）、「高橋秀20新作81展」（1981年）、「児

玉希望展」（1983年）、「角浩21展」（1983年）、「南薫造展」（1983年）、「頼山陽を中心とした南画展」

（1984年）、「圓鍔勝三22展」（1985年）、「紫水23と南山24展」（1986年）、「靉光－青春の光と闇－展」（1988

年）といった郷土作家の名を冠した特別展が作家の生誕・没後の周年などに合わせて開催された。ま

た、戦後の洋画史を展望した「日本の洋画展」（1982年）や、それまであまり知られることのなかった

渡米画家に焦点を当てた「太平洋を越えた日本の画家たち展」（1987年）のなかでも、金光松美25や小

林千古26といった本県ゆかりの作家を近代洋画の一つの流れのなかに位置づけた。そのほか地域に密着
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

４　展覧会タイトルについて、1985年開催の第６回のみ「郷土作家シリーズ６」となっている。
５　頼山陽（1780［安永９］-1832［天保３］）。文人、儒者。大阪出身。1781（天明元）年に父が広島藩の儒学者に登用された
ため、城下の袋町（現・広島市中区袋町）へ移住。

６　南薫造（1883［明治16］-1950［昭和25］）。洋画家。広島県賀茂郡（現・呉市）出身。
７　靉光（1907［明治40］-1946［昭和21］）。洋画家。広島県山県郡（現・北広島町）出身。
８　池田快造（1911［明治44］-1944［昭和19］）。洋画家。広島県三原市出身。
９　田中万吉（1895［明治28］-1945［昭和20］）。洋画家。香川県出身。1913（大正２）年、広島市の修道中学校を卒業。
10　山路商（1903［明治36］-1944［昭和19］）。洋画家。新潟県出身。1920（大正９）年に広島市に移住。
11　丸木スマ（1875［明治８］-1956［昭和31］）。画家。広島県安佐郡（現・広島市）出身。
12　楠瓊州（1892［明治25］-1956［昭和31］）。日本画家。広島県尾道市出身。
13　岡部繁夫（1912［明治45］-1969［昭和44］）。洋画家。広島県呉市出身。
14　太田忠（1908［明治41］-1971［昭和46］）。洋画家。広島県広島市出身。
15　猪原大華（1897［明治30］-1980［昭和55］）。日本画家。広島県深安郡（現・福山市）出身。
16　児玉希望（1898［明治31］-1971［昭和46］）。日本画家。広島県高田郡（現・安芸高田市）出身。
17　平櫛田中（1872［明治５］-1979［昭和54］）。彫刻家。岡山県出身。1882（明治15）年に広島県沼隈郡（現・福山市）の平
櫛家に養子入り。

18　金島桂華（1892［明治25］-1974［昭和49］）。日本画家。広島県安那郡（現・福山市）出身。
19　小林和作（1888［明治21］-1974［昭和49］）。洋画家。山口県出身。1934（昭和９）年に広島県尾道市に移住。
20　高橋秀（1930［昭和５］-）。画家・彫刻家。広島県芦品郡（現・福山市）出身。
21　角浩（1909［明治42］-1994［平成６］）。洋画家。茨城県出身。父が広島県芦品郡（現・府中市）出身で、しばしば帰郷 
した。

22　圓鍔勝三（1905［明治38］-2003［平成15］）。彫刻家。広島県御調郡（現・尾道市）出身。
23　六角紫水（1867［慶応３］-1950［昭和25］）。漆芸家。広島県能美島（現・江田島市）出身。
24　清水南山（1875［明治８］-1948［昭和23］）。彫金家。広島県豊田郡（現・三原市）出身。
25　金光松美（1922［大正11］-1992［平成４］）。洋画家。アメリカ出身。両親は広島市出身で、1904（明治37）年移民として
渡米。３歳のときに日本で教育を受けるため帰国し広島市の祖父母のもとで育つ。
26　小林千古（1870［明治３］-1911［明治44］）。洋画家。広島県佐伯郡（現・廿日市市）出身。
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した企画としては、「能面と能装束展：厳島神社蔵」（1978年）、「草戸千軒展：河底に埋れた中世の町」

（1979年）、「上田宗箇ゆかりの名品展」（1982年）、「山陽路の国宝・重文展」（1982年）、「近世広島の絵

画展」（1990年）などを開催している。これらの展覧会がきっかけで作家、遺族、所蔵家から作品を譲

り受けたケースも少なくなく、こうした展覧会の積み重ねによってコレクションの核が形成され、ま

た、新たな作品が加わることによって展覧会活動の幅も広がっていった。開館から20年を経た頃には

所蔵品の数は1900点に達し、その形成過程を振り返る「広島県立美術館収集20年の軌跡展」（1990年、

91年）が二回にわたり開催された。

そのほか、全国公募の巡回展である日本伝統工芸展は開館時より年に１回のペースで、日展は1974

（昭和49）年から約二年に１回のペースで開催が続けられた。

入館者数でみると、開館記念行事の「松方コレクション展」（1968年）が約７万３千人で長らくトッ

プを保っていたが、1987（昭和62）年に「エルミタージュ美術館展」が約９万４千人を動員して旧館時

代で最も多い入館者数を記録した。翌年開催のベルリン国立博物館（ボーデ博物館）所蔵品による

「大エジプト展」（1988年）も約８万１千人で２位となった。なお、５万人以上の入館者を記録した展

覧会はほかに、「安宅コレクション東洋陶磁展」（約６万３千人、1979年）、「救世熱海美術館名品展」

（約５万４千人、1979年）、「ミレー、コロー展」（約５万７千人、1980年）で、有名美術館あるいは有

名コレクションの所蔵によるものが大半を占めた。展覧会の質は数だけで測れるものでは決してない

が、いずれも開催日数25日前後でこの数字を達成したことは特筆すべきことだろう。

旧館は1992（平成４）年８月の「第44回広島県美術展」をもって閉館し24年の歴史を閉じたが、美術

館休館中も所蔵作品を活かした展覧会や県美展、日本伝統工芸展などは、県立博物館や資料館、百貨

店の会場を借りて開催され、展覧会活動は続けられた。

1996（平成８）年　リニューアルオープン

新館は地上四階、地下一階の建物で、開館当時は全国で四番目、西日本では最大の規模を誇った27。

展示室は二、三階と地下にあり、用途別に階層を分け、二階はコレクションを紹介する常設展示室、

三階は特別展を開く企画展示室とし、旧館では企画展示室と共用していた貸会場を地下の県民ギャラ

リーとして独立させた。旧館と比べると、全体の展示面積は約2.5倍、収蔵庫は約９倍に拡張された。

施設の充実化とともに収集活動も三つの重点収集方針「広島県ゆかりの美術」「日本とアジアの工芸」

「1920－30年代（両大戦間）の美術」に沿って進められ、1991（平成３）年からの五ヶ年間で50億円を

かけて約1500点が集められた。

四年ぶりの開館を記念する「20世紀美術の誕生展」は、1920・30年代の美術状況を欧米と日本を比

較しながら紹介したもので、約200点の出品作品の三分の一を所蔵作品が占め、開館に向けて新たに

収集したサルバドール・ダリ（1904-1989）の《ヴィーナスの夢》（1939年）やアレクサンダー・コール

ダー（1898-1976）の《ヴァーティカル・ホワイト・フレーム》（1936年）などが公開された。続く「ア

ジアの染織展」はアジアの工芸を取り上げるシリーズの第一回目で、インド、インドネシア、タイ、

沖縄、中央アジアの各地域の多様な染織の世界を、岩立広子コレクションや渡辺万知子コレクショ

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

27　「充実の殿堂」、『中国新聞』、1996年10月５日。
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ン、加藤九祚・定子コレクション、新収蔵のウズベクの経絣やトルクメンの刺繍などによって紹介し

た。両展覧会はこれまで「広島県ゆかりの美術」にほぼ限定されていた当館のコレクションがより充

実したことを示すとともに、新しい広島県立美術館の特色と姿勢を鮮明に打ち出すものだったといえ

よう。以後、新しく定めた三つの重点収集方針に沿った内容のものが企画の軸となっていく。

1997（平成９）年－2018（平成30）年

「広島県ゆかりの美術」に関するものとしては、「奥田元宋28展」（1997年）、「南薫造展」（1998年）、

「発掘・名井萬龜29展」（2000年）、「児玉希望」（2000年）、「靉光と交友の画家たち」（2001年）、「日本画

の異彩三人展：福田恵一30・猪原大華・和高節二31」（2002年）、「靉光展」（2007年）、「平山郁夫32」

（2007年）、「六角紫水展」（2008年）、「船田玉樹33展」（2013年）、「平山郁夫展」（2014年）、「榮久庵憲司
34の世界展」（2014年）、「磯江毅35展」（2015年）、「彫金家 清水南山」（2017年）といった郷土作家の回顧

展のほか、戦前から戦後にかけての広島の洋画を36人の郷土作家によって再考した「広島洋画の粋：

1940-60年代」（2004年）などを開催している。そのほか、三会場を巡回した「抱きしめたい！近代日

本の木彫展」（2011年）では、平櫛田中、圓鍔勝三、水船六洲36に加え、中谷翫古37など埋もれていた地

域の作家も発掘し全国的に紹介した。また、船田玉樹や丸木位里38など広島の作家も深く関与した日

本画団体「歴程美術協会」の活動を紹介した「「日本画」の前衛 1938-1949」（2011年）も地域美術との

関わりが深い展覧会といえる。平和都市・広島という地域性との関わりでいうと、「廣島から広島」

（2010年）、「ピース・ミーツ・アート！」（2013年）、「戦争と平和展」（2015年）などが挙げられ、これ

らは地域性を考慮しつつ、グローバルな視点で平和のあり方を発信した。そのほか、「毛利元就展」

（1997年）、「平家納経と厳島の宝物」（1997年）、「秀吉・織部と上田宗箇展」（2000年）、「-松島・天橋

立・厳島-日本三景展」（2005年）、「大名庭園展」（2009年）、「平清盛」（2012年）、「江戸の広島をめぐ

る名品展」（2013年）など近世以前の広島を取り上げた展覧会もいくつか開催されている。

「日本とアジアの工芸」という収集方針は、当時国内の美術館ではおそらく初めてのテーマで、こ

の分野の主要なコレクションについて説明しておくと、まず、河井寛次郎（1890［明治23］-1966［昭

和41］）らの近代陶芸、走泥社をはじめとする現代陶芸が一つの核をなし、漆芸では、明治期に活動

した作家に始まり、六角紫水、松田権六（1896［明治29］-1986［昭和61］）に至る近代の作品を収蔵し

ている。一方、アジアの工芸は中央アジアの民族衣装、刺繍作品、銀製装身具、インドおよびインド
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

28　奥田元宋（1912［明治45］-2003［平成15］）。日本画家。広島県双三郡（現・三次市）出身。
29　名井萬龜（1896［明治29］-1976［昭和51）］）。洋画家。広島県広島市出身。
30　福田恵一（1895［明治28］-1956［昭和31）］）。日本画家。広島県福山市出身。
31　和高節二（1898［明治31］-1990［平成２）］）。日本画家。広島県安芸高田市出身。
32　平山郁夫（1930［昭和５］-2009［平成21］）。日本画家。広島県瀬戸田町（現・尾道市）出身。
33　船田玉樹（1912［大正元］-1991［平成３］）。日本画家。広島県賀茂郡（現・呉市）出身。
34　榮久庵憲司（1929［昭和４］-2015［平成27］）。工業デザイナー。東京都出身。両親が広島県出身で、母の古里福山市や、
僧侶の父が受け持つ寺があった広島市で育つ。1947（昭和22）年、広島県立福山誠之館中学校卒業。

35　磯江毅（1954［昭和29］-2007［平成19］）。画家。大阪府出身。2005（平成17）年に広島市立大学芸術学部教授に就任。
36　水船六洲（1912［明治45］-1980［昭和55］）。彫刻家、版画家。広島県呉市出身。
37　中谷翫古（1868［明治元］-1937［昭和12］）。彫刻家。広島県江波村（現・広島市）出身。
38　丸木位里（1901［明治34］-1995［平成７］）。日本画家。広島県安佐郡（現・広島市）出身。
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ネシアの染織品を収蔵している。これらのコレクションを生かした特別展には、アジアの工芸シリー

ズ第２回の「トルクメン・ジュエリー展」（1999年）と、五会場を巡回した「八木一夫39展」（2005年）な

どが挙げられる。前者は、質・数ともに世界最高と言われるスイスのクルト・グル・トルクメン・コ

レクション750点を一括収蔵したことにより実現したもので、それらを一堂に展示した。後者は、展

示作品285点のうち、作家を語るうえで外すことはできない重要な作品13点を当館から出品した。そ

のほか、このテーマに連なる特別展としては、「楠部彌弌展」（1997年）、「古伊万里・金襴手展」（1998

年）、「朝鮮王朝の美展」（2002年）、「竹の造形：ロイド・コッツェン・コレクション展」（2004年）、

「日本のおしゃれ展：池田重子コレクション」（2004年）、「ペルシャ（ペルシア）絨毯の世界」（2006

年）、「ブータン しあわせに生きるためのヒント」（2017年）などがある。また、日本伝統工芸展も引

き続き年に１回のペースで続けられている。

「1920－30年代（両大戦間）の美術」というテーマは、広島市内には主要な美術館が三館あり、19世

紀後半から20世紀初頭の西洋美術を収蔵するひろしま美術館（私立）、第二次世界大戦以降の芸術を

範疇とする広島市現代美術館とのいわば「棲み分け」から導き出された。この分野の主要なコレク

ションは、前述のダリ《ヴィーナスの夢》とコールダー《ヴァーティカル・ホワイト・フレーム》を筆

頭に、パブロ・ピカソ（1881-1973）の版画《フランコの夢と嘘》（1937年）、ダリの版画集《マルド

ロールの歌》（1934年）や、バウハウス関連の作品を収蔵している。また、日本人作家では、本県ゆか

りの作家以外に、井上長三郎（1906［明治39］-1995［平成７］）や桂ゆき（1913［大正２］-1991［平成

３］）、里見勝蔵（1895［明治28］-1981［昭和56］）らの、この時代の傾向を色濃く反映した作品を収

蔵している。これらのコレクションと関わる特別展としては、「ピカソの版画展」（1998年）、「「ダリ

の世界」展」（1999年）、「バウハウス展」（2000年）、「アレクサンダー・カルダー」（2001年）、「ピカソ

と20世紀美術の巨匠たち」（2009年）などを開催している。とりわけ、「ピカソと20世紀美術の巨匠た

ち」では、ルートヴィヒ美術館のコレクション60点と一緒に当館所蔵作品10点を展示したことで、

1920・30年代美術のコレクションがいかに20世紀前半の西洋美術の重要なポジションに位置している

かをあらためて示した。

重点収集方針に関わるこれらの特別展と県美展、そしてマスコミ等を主催に加えた海外美術展等を

組み合わせて、年に６～９回程度の特別展を開催するかたちがしばらく続いていたが、2006（平成

18）年あたりからマンガやアニメ、絵本の原画を扱った展覧会がここに加わるようになってきた。特

に近年は夏休みの時期にこういった特別展を開催するのが一つのパターンとなりつつあり、入館者数

も「ウルトラマン伝説展」（約４万人、2006年）、「MOOMIN！ムーミン展」（約５万８千人、2014

年）、「藤子・F・不二雄展」（約11万２千人、2015年）、「ひつじのショーン展」（約６万人、2017年）、

「ジブリの大博覧会」（約29万６千人、2018年）と増加傾向にある。これらの数字から見えてくるもの

は様々あるが、これまで美術に関心を持たなかった人たちも、イラストやアニメという媒体によって

アートを身近に感じるようになってきていると好意的に受け止めたい。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

39　八木一夫（1918［大正７］-1979［昭和54］）。陶芸家。京都市出身。前衛陶芸集団「走泥社」の主要メンバー。
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おわりに

50年間で開催した特別展の数は延べ353回で、790万人を超えるお客様を迎えた。建物は旧館から新

館へと変わり、2008（平成20）年からは指定管理者制度を導入、2009（平成21）年に美術館の組織は教

育委員会から環境県民局に所管が移った。今後さらに美術館を取り巻く環境が変化していくことが予

想されるなか、これまでの歩みを検証することは不可欠であるように思われる。そのための一つの資

料として本稿を提示したい。
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西暦 

（和暦） 会期 展覧会名 入館
者数 主催・共催 備考 カタログの 

有無・注記

1968 
（昭和43）

9. 22 - 9. 30 広島県美術展　第20回 20,273 広島県教育委員会／広島市教育委員会／呉市教育
委員会／竹原市教育委員会／三原市教育委員会／
尾道市教育委員会／三次市教育委員会／福山市教
育委員会／大竹市教育委員会／中国新聞社

＊

10. 26 - 11. 17 松方コレクション展：国立西
洋美術館所蔵／19世紀西洋美
術の粋を集めた！

72,692 国立西洋美術館／広島県教育委員会 最終日を
11.15から
11.17に延長

カタログ
（単独） 

11. 21 - 12. 4 明治・大正・昭和名作美術
展：明治百年記念

10,181 文化庁／広島県教育委員会 カタログ
（巡回4/4）

1969 
（昭和44）

2. 6 - 2. 14 日本伝統工芸展広島展
第15回

5,171 広島県教育委員会／広島市教育委員会／日本放送
協会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/8）

4. 5 - 4. 20 常設展示開設記念特別美術展 6,444 広島県立美術館＊ ＊

4. 27 - 5. 18 オリエント美術展：ペルシャ
の土器から陶器へ

8,592 日本オリエント学会／広島県教育委員会／中国新
聞社

カタログ
（単独） 

8. 2 - 8. 17 現代日本美術展　第9回 5,875 広島県教育委員会／毎日新聞社／日本国際美術振
興会

カタログ＊

9. 6 - 9. 15 広島県美術展　第21回 18,109 広島県教育委員会／広島市教育委員会／呉市教育
委員会／竹原市教育委員会／三原市教育委員会／
尾道市教育委員会／三次市教育委員会／福山市教
育委員会／大竹市教育委員会／庄原市教育委員会
／中国新聞社

＊

10. 25 - 11. 9 北斎・広重を中心とした浮世
絵の世界

17,654 広島県教育委員会／中国新聞社 カタログ
（単独）

11. 22 - 12. 7 広島県綜合美術作家展 10,815 ＊ ＊

1970 
（昭和45）

2. 4 - 2. 14 日本伝統工芸展広島展
第16回

5,543 広島県教育委員会／日本放送協会（NHK）／朝日
新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/8）

5. 23 - 6. 7 ビュッフェ展：具象絵画の旗手 11,131 広島県教育委員会／毎日新聞社 カタログ
（単独）

6. 13 - 6. 21 児玉希望回顧展：郷土の生ん
だ芸術院会員

4,132 広島県教育委員会／中国新聞社／広島県立美術館
協力会

カタログ
（単独）

9. 5 - 9. 15 広島県美術展　第22回 18,870 広島県教育委員会／各開催市教育委員会／中国新聞社 ＊

10. 17 - 11. 8 日本古美術展：文化財保護法
施行20周年記念／東京国立博
物館所蔵　

13,732 広島県教育委員会／東京国立博物館／中国新聞社 カタログ
（巡回2/2） 

11. 21 - 12. 6 広島県綜合美術作家展　第2回 10,311 広島県教育委員会／中国新聞社 ＊

1971 
（昭和46）

1. 21 - 1. 31 日本伝統工芸展広島展
第17回

6,127 広島県教育委員会／日本放送協会（NHK）／朝日
新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/7）

3. 6 - 3. 21 郷土物故作家展・第1回　頼山
陽・南薫造・靉光三人展

6,443 広島県教育委員会／中国新聞社 カタログ
（単独） 

4. 24 - 5. 9 画聖　鉄斎名作展：19世紀の
世界三大画家の一人／清荒神
清澄寺所蔵

9,780 広島県教育委員会 カタログ
（単独） 

5. 29 - 6. 13 広島県綜合美術作家展　第3回 14,365 広島県教育委員会／中国新聞社 ＊

7. 3 - 7. 18 文明の十字路美術展：シルク
ロードの生活と民芸　

4,790 広島県教育委員会／中国新聞社 カタログ＊

9. 4 - 9. 15 広島県美術展　第23回 19,007 広島県教育委員会／各開催市教育委員会／中国新聞社 ＊

10. 30 - 11. 14 現代美術選抜展　第5回 4,977 文化庁／広島県教育委員会／中国新聞社 カタログ
（巡回4/3）

1972 
（昭和47）

1. 22 - 2. 1 日本伝統工芸展広島展
第18回

6,883 広島県教育委員会／日本放送協会（NHK）／朝日
新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/6） 

3. 4 - 3. 20 郷土物故作家展・第2回　池田
快造・田中万吉・山路商・丸
木スマ

3,269 広島県教育委員会／中国新聞社 カタログ
（単独）

4. 22 - 5. 7 近代日本画名作展：山種美術
館所蔵による

11,894 広島県教育委員会／中国新聞社／山種美術館 カタログ
（単独）

5. 27 - 6. 11 広島県綜合美術作家展　第4回 11,635 広島県教育委員会／中国新聞社 ＊

9. 1 - 9. 20 広島県美術展　第24回 18,352 広島県教育委員会／各開催市教育委員会／中国新聞社 ＊
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西暦 

（和暦） 会期 展覧会名 入館
者数 主催・共催 備考 カタログの 

有無・注記

10. 28 - 11. 12 ペルシア美術展：開館5周年記念 9,723 広島県教育委員会／日本オリエント学会／中国新
聞社

カタログ
（単独）

11. 18 - 11. 27 広島県立美術館所蔵品展：開
館5周年記念

4,023 広島県教育委員会／広島県立美術館 ＊

1973 
（昭和48）

1. 20 - 1. 29 日本伝統工芸展広島展
第19回

7,049 広島県教育委員会／日本放送協会（NHK）／朝日
新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/7） 

2. 3 - 2. 18 巨匠ブールデルの全貌展 16,713 ブールデル美術館／日本美術館企画協議会／広島
県教育委員会／広島県立美術館／中国新聞社

カタログ
（単独）

3. 3 - 3. 18 郷土物故作家展・第3回　楠瓊
州・岡部繁夫

1,686 広島県教育委員会／中国新聞社 カタログ
（単独）

4. 14 - 4. 29 平櫛田中展 4,323 広島県教育委員会／中国新聞社 カタログ
（単独）

6. 2 - 6. 18 東山魁夷展：自然の心をえが
く日本画の巨匠

12,301 瀬戸内海美術館連絡協議会／広島県立美術館／中
国新聞社

カタログ
（巡回6/4） 

6. 22 - 7. 9 広島県綜合美術作家展　第5回 7,167 広島県教育委員会／中国新聞社 ＊

9. 1 - 9. 23 広島県美術展　第25回 17,361 広島県教育委員会／各開催市教育委員会／中国新
聞社

＊

10. 20 - 11. 6 スペイン版画の全貌展：ゴヤ
からピカソ

15,449 広島県立美術館／スペイン文部省／スペイン国立
版画美術館／中国新聞社

カタログ
（巡回8/5）

1974 
（昭和49）

1. 19 - 1. 29 日本伝統工芸展広島展
第20回

6,742 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/7）

3. 2 - 3. 19 郷土物故作家展・第4回　広島
県のやきもの

5,055 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

4. 11 - 5. 5 日展　第5回 42,426 ＊ ＊

5. 11 - 5. 26 絵画名作展：小林和作選定 1,997 ＊ 会場：常設
展示特別室

＊

5. 16 - 5. 28 中村憲吉遺墨と所蔵品展 1,997 ＊ 会場：常設
展示特別室

＊

6. 1 - 6. 24 現代日本絵画秀作展 3,643 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

8. 31 - 9. 20 広島県美術展　第26回 18,742 広島県教育委員会／広島市教育委員会／大竹市教
育委員会／呉市教育委員会／竹原市教育委員会／
尾道市教育委員会／福山市教育委員会／因島市教
育委員会／三原市教育委員会／三次市教育委員 
会／中国新聞社

＊

10. 5 - 10. 27 瀬戸内名作美術展 3,873 広島県立美術館／瀬戸内美術館連絡協議会／中国
新聞社 

カタログ
（巡回6/6）

11. 2 - 11. 25 横山大観展：近代日本画の巨匠 16,476 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

11. 30 - 12. 22 マイヨール展：愛の造形／美
の讃歌

5,118 広島県立美術館／読売新聞大阪本社／広島テレビ
放送

カタログ
（巡回6/2）

1975 
（昭和50）

1. 23 - 2. 3 日本伝統工芸展広島展
第21回

6,289 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

最終日を2.2から
2.3に延長

カタログ
（巡回9/7） 

2. 28 - 3. 18 文明開化風俗版画展 7,027 広島県立美術館／神戸市立南蛮美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

4. 26 - 5. 19 金島桂華の人と芸術：日本的
自然観照による花鳥画の大家

4,429 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

7. 10 - 7. 22 印象派名作版画展：印象派か
ら現代にいたる100年の歩み

2,551 広島県立美術館／フランス外務省／瀬戸内美術館
連絡協議会／読売新聞大阪本社

カタログ
（巡回6/5）

9. 6 - 9. 28 広島県美術展　第27回 17,915 広島県教育委員会／広島市教育委員会／大竹市教
育委員会／呉市教育委員会／竹原市教育委員会／
尾道市教育委員会／福山市教育委員会／因島市教
育委員会／三原市教育委員会／三次市教育委員 
会／中国新聞社

＊

10. 18 - 11. 9 小林和作とその師友作品展 8,385 広島県教育委員会／中国新聞社 カタログ
（単独）

1976 
（昭和51）

1. 23 - 2. 2 日本伝統工芸展広島展
第22回

9,216 広島県教育委員会／日本放送協会（NHK）／朝日
新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/7） 
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（和暦） 会期 展覧会名 入館
者数 主催・共催 備考 カタログの 

有無・注記

2. 28 - 3. 22 ポーランド現代ポスター展 4,472 広島県立美術館／日本美術館企画協議会／国際交
流基金／中国新聞社

カタログ
（巡回5/5）

4. 27 - 5. 16 日展　第7回 43,582 広島県立美術館／中国新聞社＊ ＊

7. 3 - 7. 18 瀬戸内の県展 2,663 広島県立美術館／瀬戸内美術館連絡協議会／中国
新聞社

カタログ
（巡回5/3）

9. 4 - 9. 26 広島県美術展　第28回 19,889 広島県教育委員会／広島市教育委員会／呉市教育
委員会／竹原市教育委員会／三原市教育委員会／
因島市教育委員会／尾道市教育委員会／福山市教
育委員会／三次市教育委員会／中国新聞社

＊

10. 2 - 10. 24 ロダン展：没後60年・代表作
のすべて

29,285 広島県立美術館／フランス国立ロダン美術館／読
売新聞大阪本社／広島テレビ放送

カタログ
（巡回6/3）

1977 
（昭和52）

1. 28 - 2. 7 日本伝統工芸展広島展　第23
回

9,704 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/8）

4. 22 - 5. 8 緑川洋一風景写真展：日本の
山河

5,027 広島県立美術館／瀬戸内美術館連絡協議会／中国
新聞社

カタログ
（巡回5/1）

5. 13 - 6. 5 須田国太郎展 4,821 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

9. 3 - 9. 25 広島県美術展　第29回 24,187 広島県教育委員会／広島市教育委員会／呉市教育
委員会／竹原市教育委員会／三原市教育委員会／
因島市教育委員会／尾道市教育委員会／福山市教
育委員会／三次市教育委員会／庄原市教育委員会
／大竹市教育委員会／中国新聞社

＊

10. 14 - 11. 6 日本・現代の裸婦展：女性美
を描く

10,336 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

1978 
（昭和53）

1. 21 - 1. 31 日本伝統工芸展広島展
第24回

8,469 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/8）

2. 4 - 2. 26 ムンク版画展：白夜の愛と死
／オスロ　ムンク美術館所蔵
218点による

29,869 広島県立美術館／日本美術館企画協議会／日本経
済新聞社／中国新聞社

カタログ
（巡回7/4）

3. 3 - 3. 26 中西利雄展：水彩画の巨匠 7,279 広島県立美術館／中国新聞社／瀬戸内美術館連絡
協議会

カタログ
（巡回4/1）

4. 13 - 4. 24 シャガール展：版画にみる愛
のメルヘン

13,616 広島県立美術館／テレビ新広島 カタログ
（巡回3/2）

4. 29 - 5. 14 日展　第9回 30,274 ＊ ＊

7. 8 - 7. 30 セガンチーニ展：アルプスの
牧歌と幻想…

13,945 広島県立美術館／広島国際文化財団／中国新聞社 カタログ
（巡回5/3）

9. 2 - 9. 24 広島県美術展　第30回 21,053 広島県教育委員会／広島市教育委員会／大竹市教
育委員会／呉市教育委員会／竹原市教育委員会／
三原市教育委員会／因島市教育委員会／尾道市教
育委員会／福山市教育委員会／三次市教育委員会
／庄原市教育委員会／中国新聞社

カタログ＊

10. 13 - 11. 5 近代日本画三巨匠展：小林古
径・安田靫彦・前田青邨／開
館10周年記念

18,133 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

11. 10 - 12. 3 能面と能装束展：厳島神社蔵
／開館10周年記念

6,715 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

1979 
（昭和54）

1. 20 - 1. 30 日本伝統工芸展広島展
第25回

10,188 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/8）

3. 2 - 3. 25 草戸千軒展：河底に埋れた中
世の町／開館10周年記念

＊ 広島県立美術館／広島県草戸千軒町遺跡調査研究
所／中国新聞社

カタログ
（単独）

4. 13 - 5. 6 安井曽太郎展 12,056 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

4. 14 - 5. 13 東洋陶磁展：安宅コレクショ
ン／中国と高麗・李朝の名品
百数十点余を特別公開

63,491 広島県立美術館／中国新聞社／日本経済新聞社 カタログ
（単独）

6. 15 - 7. 1 19世紀オランダ絵画展：ゴッ
ホとその時代の画家たち

34,569 オランダ国立文化財コレクション／広島県立美術
館／広島国際文化財団／中国放送

カタログ
（巡回4/3）

7. 7 - 7. 29 救世熱海美術館名品展 53,912 広島県立美術館／救世熱海美術館／中国新聞社／
日本経済新聞社

カタログ
（単独）
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（和暦） 会期 展覧会名 入館
者数 主催・共催 備考 カタログの 

有無・注記

9. 1 - 9. 24 広島県美術展　第31回 26,493 広島県教育委員会／広島市教育委員会／大竹市教
育委員会／呉市教育委員会／東広島市教育委員会
／竹原市教育委員会／三原市教育委員会／因島市
教育委員会／尾道市教育委員会／福山市教育委員
会／三次市教育委員会／庄原市教育委員会／中国
新聞社

＊

9. 29 - 10. 21 郷土物故作家展・第5回　太田
忠遺作展：SL機関士画家

10,699 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

9. 29 - 10. 21 巨匠画家の彫刻展：ルノアー
ル、マティス、ピカソ、モ
ディリアニなど世界の

9,583 広島県立美術館／テレビ新広島 カタログ
（巡回5/5）

11. 10 - 12. 2 日展：第10回記念 39,070 広島県立美術館／中国新聞社 ＊

1980 
（昭和55）

1. 24 - 2. 3 日本伝統工芸展広島展　第26
回

12,800 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会 

カタログ
（巡回9/8）

3. 8 - 3. 30 京の百景展：日本画で描く京
都の美

8,565 広島県立美術館／京都府／京都府文化事業団／中
国新聞社

カタログ
（単独）

4. 12 - 5. 5 小磯良平展 17,292 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

5. 17 - 6. 8 近代日本版画展 4,055 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

6. 21 - 7. 13 ミレー、コロー展：フラン
ス・バルビゾン派の名画／広
島市政令指定都市記念

57,206 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（巡回5/4）

9. 6 - 9. 28 広島県美術展　第32回 29,955 広島県教育委員会／広島市教育委員会／大竹市教
育委員会／呉市教育委員会／東広島市教育委員会
／竹原市教育委員会／三原市教育委員会／因島市
教育委員会／尾道市教育委員会／福山市教育委員
会／三次市教育委員会／庄原市教育委員会／中国
新聞社

＊

10. 3 - 10. 17 内外美術名品展：国立美術館
所蔵

12,470 広島県立美術館／文化庁／東京国立近代美術館／
京都国立近代美術館／国立西洋美術館／国立国際
美術館／広島県教育委員会

カタログ
（巡回4/1）

11. 9 - 11. 24 近代日本美術の巨匠展：日本
芸術院所蔵

13,741 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

1981 
（昭和56）

1. 23 - 2. 2 日本伝統工芸展広島展
第27回

13,595 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/7）

2. 28 - 3. 22 民族美術展：美と生命の輝き
／南太平洋と南北アメリカ

4,776 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

4. 23 - 5. 10 日展　第12回 31,724 広島県立美術館／中国新聞社 ＊

5. 16 - 6. 7 世界の現代版画25年展 5,286 広島県立美術館／朝日新聞社 カタログ
（巡回3/3）

6. 13 - 7. 5 高橋秀新作81展 3,122 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

9. 6 - 9. 28 広島県美術展　第33回 26,881 中国新聞社／広島県教育委員会／広島市教育委員
会／大竹市教育委員会／呉市教育委員会／東広島
市教育委員会／竹原市教育委員会／三原市教育委
員会／因島市教育委員会／尾道市教育委員会／福
山市教育委員会／三次市教育委員会／庄原市教育
委員会／千代田町教育委員会／世羅町教育委員会

＊

10. 10 - 11. 3 堂本印象展：美の遍歴 10,584 広島県立美術館／朝日新聞社 カタログ
（巡回4/1）

11. 7 - 11. 29 写楽と傑作浮世絵展：海外か
ら発掘された幻の名作／謎の
絵師　

11,913 広島県立美術館／中国新聞社 ＊

1982 
（昭和57）

1. 21 - 1. 31 日本伝統工芸展広島展
第28回

11,580 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/8）

2. 27 - 3. 22 上田宗箇ゆかりの名品展 12,791 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

4. 24 - 5. 16 佐藤忠良展：ブロンズの詩
（うた）

5,135 広島県立美術館／読売新聞大阪本社 カタログ
（巡回4/3）
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6. 12 - 7. 11 ダリ展 ：20世紀の偉大な幻想
画家／開館15周年記念／読売
新聞大阪発刊30周年記念

17,866  広島県立美術館／読売新聞大阪本社 カタログ
（巡4/4）

8. 26 - 9. 19 広島県美術展　第34回 40,662 中国新聞社／広島県教育委員会／広島市教育委員
会／大竹市教育委員会／呉市教育委員会／東広島
市教育委員会／竹原市教育委員会／三原市教育委
員会／因島市教育委員会／尾道市教育委員会／福
山市教育委員会／三次市教育委員会／庄原市教育
委員会／千代田町教育委員会／世羅町教育委員会
／府中市教育委員会

＊

10. 7 - 11. 7 山陽路の国宝・重文展：一堂
に会した秘宝110余点を公開／
広島県立美術館開館15周年／
中国新聞創刊90周年記念

41,685 広島県立美術館／広島県教育委員会／広島県文化
財保護委員会等連絡協議会／中国新聞社

カタログ
（単独）

11. 13 - 12. 5 日本の洋画展：戦後30年の展
望／開館15周年記念

6,900 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

1983 
（昭和58）

1. 29 - 2. 13 日本伝統工芸展広島展
第29回

12,624 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/8）

2. 18 - 2. 28 児玉希望展：日本画の本流を
追い求めた

14,326 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

3. 5 - 3. 27 角浩展：ロマンと幻想の画家 5,940 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

5. 14 - 6. 5 日展　第14回 35,327 広島県立美術館／中国新聞社 ＊

6. 25 - 7. 17 ドーミエ版画展：生の哀歓を
えぐる／よみがえる激動のパ
リ／19世紀の証言

3,830 広島県立美術館／ルーマニア国立美術館／毎日新
聞社

カタログ
（単独）

8. 27 - 9. 18 広島県美術展　第35回 43,863 中国新聞社／広島県教育委員会／広島市教育委員
会／大竹市教育委員会／呉市教育委員会／東広島
市教育委員会／竹原市教育委員会／三原市教育委
員会／因島市教育委員会／尾道市教育委員会／福
山市教育委員会／三次市教育委員会／庄原市教育
委員会／世羅町教育委員会／豊平町教育委員会

＊

10. 15 - 11. 6 南薫造展：生誕100年記念 10,558 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

12. 8 - 12. 18 第30回日本伝統工芸展広島展 6,461 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/7）

1984 
（昭和59）

2. 3 - 2. 26 19世紀ヨーロッパ風景画展：
自然を再発見

18,731 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（巡回5/4）

3. 3 - 3. 25 頼山陽を中心とした南画展：
文雅の交わり

8,099 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

7. 1 - 7. 29 シチリアの古代ギリシア展：
地中海の光と影／人類の英知
輝く美の源流

33,271 広島県立美術館／東京富士美術館／中国新聞社 カタログ
（巡回5/4）

9. 2 - 9. 23 広島県美術展　第36回 42,697 中国新聞社／広島県教育委員会／広島市教育委員
会／大竹市教育委員会／呉市教育委員会／東広島
市教育委員会／竹原市教育委員会／三原市教育委
員会／因島市教育委員会／尾道市教育委員会／福
山市教育委員会／三次市教育委員会／庄原市教育
委員会／世羅町教育委員会／甲田町教育委員会

＊

10. 20 - 11. 11 黒田清輝展：近代日本洋画の
巨匠

14,756 広島県立美術館／東京国立文化財研究所 カタログ
（単独）

11. 17 - 12. 9 近代日本の木版画展：MOA美
術館所蔵

13,011 広島県立美術館／MOA美術館／中国新聞社 ＊

1985 
（昭和60）

1. 26 - 2. 5 日本伝統工芸展広島展
第31回

11,023 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/8）

2. 9 - 3. 3 ピカソ展：長女マヤ・ピカソ
の秘蔵コレクション

44,860 広島県立美術館／中国新聞社／中国放送／広島国
際文化財団

カタログ
（巡回9/2）

3. 9 - 3. 30 郷土作家シリーズ6　猪原大華
展：自然を見つめて

5,911 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

5. 18 - 6. 9 日展　第16回 31,028 広島県立美術館／中国新聞社 ＊
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西暦 

（和暦） 会期 展覧会名 入館
者数 主催・共催 備考 カタログの 

有無・注記

6. 28 - 7. 8 圓鍔勝三展：彫刻60年 6,635 広島県立美術館／中国新聞社／日本経済新聞社 カタログ
（巡回2/2）

8. 31 - 9. 22 広島県美術展　第37回 41,641 中国新聞社／広島県教育委員会／広島市教育委員
会／大竹市教育委員会／呉市教育委員会／東広島
市教育委員会／竹原市教育委員会／三原市教育委
員会／因島市教育委員会／尾道市教育委員会／福
山市教育委員会／府中市教育委員会／三次市教育
委員会／庄原市教育委員会／世羅町教育委員会／
芸北町教育委員会

＊

10. 1 - 11. 19 中華人民共和国四川省文物
展：広島県・四川省友好提携1
周年記念

49,015 広島県／広島県教育委員会／中国新聞社／共催：
NHK広島放送局／中国放送／広島テレビ放送／
広島ホームテレビ／テレビ新広島／広島エフエム
放送

カタログ
（単独）

1986 
（昭和61）

1. 4 - 1. 26 ルドンをめぐる巨匠たち 11,234 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（巡回3/3）

1. 30 - 2. 9 日本伝統工芸展広島展　第32
回

10,796 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/8）

5. 17 - 6. 8 紫水と南山展：近代日本工芸
の巨匠

6,276 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
2分冊

（「六角紫水」
「清水南山」、
単独）

8. 30 - 9. 21 広島県美術展　第38回 43,745 中国新聞社／広島県教育委員会／広島市教育委員
会／大竹市教育委員会／呉市教育委員会／東広島
市教育委員会／竹原市教育委員会／三原市教育委
員会／因島市教育委員会／尾道市教育委員会／福
山市教育委員会／府中市教育委員会／三次市教育
委員会／庄原市教育委員会／世羅町教育委員会／
高宮町教育委員会

＊

9. 27 - 10. 19 フランス近代絵画展：印象派
からエコール・ド・パリまで

23,991 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（巡回4/4）

1987 
（昭和62）

1. 24 - 2. 3 日本伝統工芸展広島展
第33回

10,482 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/8）

2. 7 - 3. 1 レオナール・フジタ展：藤田嗣治
の芸術世界／生誕100年記念

19,876 広島県立美術館／中国新聞社／レオナール・フジ
タ展実行委員会

カタログ
（巡回5/4）

5. 16 - 6. 7 日展　第18回 29,849 広島県立美術館／中国新聞社 ＊

6. 12 - 7. 5 伊東深水展：美人画の巨匠 18,642 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（巡回2/2） 

8. 29 - 9. 20 広島県美術展　第39回 41,934 広島県教育委員会／広島市教育委員会／大竹市教
育委員会／呉市教育委員会／東広島市教育委員会
／竹原市教育委員会／三原市教育委員会／因島市
教育委員会／尾道市教育委員会／福山市教育委員
会／府中市教育委員会／三次市教育委員会／庄原
市教育委員会／世羅町教育委員会／大朝町教育委
員会

＊

9. 26 - 10. 25 エルミタージュ美術館展：
ヨーロッパ絵画／ロマン派か
ら印象派へ

94,045 広島県立美術館／エルミタージュ美術館展実行委
員会／エルミタージュ美術館／ソ連邦文化省／中
国新聞社

カタログ
（単独）

11. 21 - 12. 13 太平洋を越えた日本の画家た
ち展：アメリカに学んだ18人

4,661 広島県立美術館／美術館連絡協議会／読売新聞大
阪本社 

カタログ
（巡回3/3） 

1988 
（昭和63）

1. 23 - 2. 7 日本伝統工芸展広島展　第34
回

11,977 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/8）

4. 23 - 5. 15 県美展40年のあゆみ展：受賞
作品を中心に

7,808 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

8. 27 - 9. 18 広島県美術展　第40回 41,073 広島県教育委員会／広島市教育委員会／大竹市教
育委員会／呉市教育委員会／東広島市教育委員会
／竹原市教育委員会／三原市教育委員会／因島市
教育委員会／尾道市教育委員会／福山市教育委員
会／府中市教育委員会／三次市教育委員会／庄原
市教育委員会／世羅町教育委員会／向原町教育委
員会

＊
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西暦 

（和暦） 会期 展覧会名 入館
者数 主催・共催 備考 カタログの 

有無・注記

9. 25 - 10. 23 大エジプト展：ドイツ民主共
和国・ベルリン国立博物館
（ボーデ博物館）蔵／5000年の
時を超えて

81,476 広島県立美術館／DDRベルリン国立博物館／広
島テレビ放送／読売新聞大阪本社

カタログ
（巡回5/3）

10. 29 - 11. 20 靉光 -青春の光と闇-展 9,605 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（巡回2/2）

1989 
（平成元）

1. 21 - 2. 5 日本伝統工芸展広島展
第35回

13,031 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/8）

2. 10 - 3. 5 ユトリロ展：パリの哀愁 29,454 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独） 

4. 22 - 5. 14 日展　第20回 34,096 広島県立美術館／中国新聞社 ＊

5. 20 - 6. 18 巨匠ピーテル・ブリューゲル
全版画展：怪奇と風刺と幻想

7,980 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（巡回4/4）

8. 26 - 9. 17 広島県美術展　第41回 33,909 広島県教育委員会／広島市教育委員会／大竹市教
育委員会／呉市教育委員会／東広島市教育委員会
／竹原市教育委員会／三原市教育委員会／因島市
教育委員会／尾道市教育委員会／福山市教育委員
会／府中市教育委員会／三次市教育委員会／庄原
市教育委員会／世羅町教育委員会／加計町教育委
員会／中国新聞社

カタログ
（巡回14/1）

10. 7 - 11. 5 古代シリア文明展：海のシル
クロード

40,128 広島県立美術館／NHK広島放送局／NHKサービ
スセンター

カタログ
（巡回8/7） 

1990 
（平成2）

1. 26 - 2. 12 日本伝統工芸展広島展　第36
回

10,279 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/8）

2. 22 - 3. 18 近世広島の絵画展 6,158 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独） 

4. 20 - 5. 13 海を渡った浮世絵展：パリ国
立図書館蔵

10,855 広島県立美術館 カタログ
（巡回3/3）

5. 19 - 6. 3 広島県立美術館収集20年の軌
跡展

3,259 広島県立美術館／中国新聞社 ＊

6. 9 - 6. 24 中国現代絵画4人展：姚有多/
鄧林/宋滌/呉団良 

2,771 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

8. 25 - 9. 16 広島県美術展　第42回 32,422 広島県教育委員会／広島市教育委員会／大竹市教
育委員会／呉市教育委員会／東広島市教育委員会
／竹原市教育委員会／三原市教育委員会／因島市
教育委員会／尾道市教育委員会／福山市教育委員
会／府中市教育委員会／三次市教育委員会／庄原
市教育委員会／世羅町教育委員会／美土里町教育
委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回14/1）

9. 21 - 10. 14 浅井忠展 7,893 広島県立美術館／読売新聞大阪本社／美術館連絡
協議会

カタログ
（巡回2/2）

10. 27 - 11. 25 徳川美術館名宝展：尾張徳川
家伝世の秘宝

39,502 広島県立美術館／徳川美術館／中国新聞社 カタログ
（巡回2/2） 

1991 
（平成3）

1. 25 - 2. 11 日本伝統工芸展広島展
第37回

11,372 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/8）

2. 16 - 3. 17 エルミタージュ美術館　栄光の 
名画展：ラファエロからピカソまで

46,798 広島県立美術館／ソビエト文化省／国立エルミ
タージュ美術館／奈良県／広島テレビ／読売新聞
大阪本社

カタログ
（巡回3/3）

4. 19 - 5. 12 英国水彩画展：from The 
Hickman Bacon Collection

7,021 広島県立美術館 カタログ
（単独）

5. 17 - 6. 9 広島県立美術館収集20年の軌
跡展Ⅱ

3,501 広島県立美術館／中国新聞社 目録

9. 3 - 9. 22 広島県美術展　第43回 31,370 広島県教育委員会／広島市教育委員会／大竹市教
育委員会／呉市教育委員会／東広島市教育委員会
／竹原市教育委員会／三原市教育委員会／因島市
教育委員会／尾道市教育委員会／福山市教育委員
会／府中市教育委員会／三次市教育委員会／庄原
市教育委員会／世羅町教育委員会／戸河内教育委
員会／中国新聞社

カタログ
（巡回14/1）
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西暦 

（和暦） 会期 展覧会名 入館
者数 主催・共催 備考 カタログの 

有無・注記

10. 4 - 10. 27 西瀬戸近代美術展：西瀬戸圏
域内文化交流美術展

2,028 広島県立美術館／広島県 カタログ
（巡回7/2）

11. 1 - 11. 24 ポスター芸術100年展：「街角
の芸術」ロートレックから
ホックニーまで／サントリー
美術館所蔵グランヴィル・コ
レクション

6,159 広島県立美術館／NHK文化センター／サント
リー美術館

カタログ
（巡回4/3）

1992 
（平成4）

1. 24 - 2. 11 日本伝統工芸展広島展　第38
回

12,945 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回9/8） 

2. 18 - 3. 22 屏風絵名品展：ボストン美術
館秘蔵フェノロサコレクショ
ン／ボストン美術館東洋部創
立100周年記念

38,826 広島県立美術館／ボストン美術館／日本放送協会
（NHK）／NHKちゅうごくソフトプラン／奈良県

カタログ
（巡回3/3）

4. 25 - 5. 17 中国地方の風景画展：中国新
聞創刊100周年記念／瀬戸内か
ら山陰まで100点

11,104  広島県立美術館／中国新聞社 『中国地方
の風景画』
（単独）

7. 31 - 8. 26 広島県美術展　第44回 26,063 広島県教育委員会／広島市教育委員会／大竹市教
育委員会／呉市教育委員会／東広島市教育委員会
／竹原市教育委員会／三原市教育委員会／因島市
教育委員会／尾道市教育委員会／福山市教育委員
会／府中市教育委員会／三次市教育委員会／庄原
市教育委員会／世羅町教育委員会／筒賀村教育委
員会／中国新聞社

＊

1993 
（平成5）

1. 26 - 2. 7 日本伝統工芸展広島展
第39回

13,061 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

会場：三越
広島店

カタログ
（巡回9/8）

8. 11 - 9. 5 広島県立美術館所蔵秀作展：
日本画・彫刻を中心に

5,838 広島県立美術館／広島県立歴史民俗資料館 会場：広島
県立歴史民
俗資料館

目録

1994 
（平成6）

1. 6 - 2. 6 広島県立美術館所蔵秀作展：
日本画・工芸を中心に

4,409 広島県立美術館／広島県立歴史博物館 会場：広島
県立歴史博
物館

目録

1. 25 - 2. 6 日本伝統工芸展広島展
第40回

10,966 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

会場：三越
広島店

カタログ
（巡回9/8）

8. 10 - 9. 11 広島県立美術館所蔵秀作展：
油彩画・工芸を中心に

8,192 広島県立美術館／広島県立歴史民俗資料館 会場：広島
県立歴史民
俗資料館

＊

8. 16 - 8. 30 広島県美術展　第46回 25,243 広島県美術展実行委員会／共催：広島県教育委員
会／広島市教育委員会／豊平町教育委員会／大竹
市教育委員会／呉市教育委員会／東広島市教育委
員会／竹原市教育委員会／三原市教育委員会／因
島市教育委員会／尾道市教育委員会／福山市教育
委員会／府中市教育委員会／三次市教育委員会／
庄原市教育委員会／世羅町教育委員会／中国新聞
社

会場：三越
広島店（日
本画）／天
満屋広島店
（書）／広島
そごう（洋
画）／福屋
（ 彫 刻・工
芸・写真・デ
ザイン）

＊

1995 
（平成7）

1. 6 - 2. 5 広島県立美術館所蔵秀作展：
油彩画・工芸を中心に

3,705 広島県立美術館／広島県立歴史博物館 会場：広島
県立歴史博
物館

＊

1. 24 - 2. 5 日本伝統工芸展　第41回 9,175 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

会場：三越
広島店

カタログ
（巡回10/8）

5. 26 - 6. 18 広島県立美術館所蔵秀作展：
新たに収集した作品を中心に

6,095 広島県立美術館／広島県立歴史博物館 会場：広島
県立歴史博
物館

目録

8. 11 - 9. 10 広島県立美術館所蔵秀作展：
新たに収集した作品を中心に
／美術の森

5,807 広島県立美術館／広島県立歴史民俗資料館 会場：広島
県立歴史民
俗資料館

＊
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西暦 

（和暦） 会期 展覧会名 入館
者数 主催・共催 備考 カタログの 

有無・注記

8. 15 - 8. 22 広島県美術展　第47回 25,505 広島県美術展実行委員会／共催：広島県教育委員
会／広島市教育委員会／高宮町教育委員会／大竹
市教育委員会／呉市教育委員会／東広島市教育委
員会／竹原市教育委員会／三原市教育委員会／因
島市教育委員会／尾道市教育委員会／福山市教育
委員会／府中市教育委員会／三次市教育委員会／
庄原市教育委員会／世羅町教育委員会／中国新聞
社

会場：三越
広島店（日
本画）／天
満屋広島店
（書）／広島
そごう（洋
画）／福屋
（ 彫 刻・工
芸・写真・デ
ザイン）

カタログ
（巡回）

1996 
（平成8）

1. 23 - 2. 4 日本伝統工芸展　第42回 13,598 広島県教育委員会／広島県立美術館／日本放送協
会（NHK）／朝日新聞社／社団法人日本工芸会

会場：三越
広島店

カタログ
（巡回10/8）

10. 6 - 11. 4 20世紀美術の誕生展：1920・
30年代の欧州・米国・日本／
広島県立美術館開館記念展

40,036 ㈶日本体育協会／文部省／広島県／日本芸術ス
ポーツ協会／広島市／広島県立美術館

ひろしま国
体スポーツ
芸術主催事
業

カタログ
（単独）

10. 6 - 11. 4 広島県美術展　第48回／わた
しの作品展：広島県立美術館
開館記念

＊ 広島県教育委員会／共催：中国新聞社 会場：地階
県民ギャラ
リー／入場
料：無料

＊

11. 19 - 
1997. 1. 15

アジアの工芸シリーズ第1回　
アジアの染織展：広島県立美
術館開館記念　

12,573 広島県立美術館 ひろしま・
まなびの森
ネットワー
ク推進事業

カタログ
（単独）

1997 
（平成9）

1. 22 - 2. 9 日本伝統工芸展広島展
第43回

14,725 広島県立美術館／日本放送協会（NHK）／朝日新
聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回10/8）

2. 18 - 3. 23 アルベルト・ジャコメッティ
展：広島県立美術館開館記念

9,430 広島県立美術館 カタログ
（巡回3/1） 

4. 8 - 5. 11 毛利元就展：その時代と至宝
／NHK大河ドラマ「毛利元就」
放送記念

100,615 広島県立美術館／NHK広島放送局／NHKちゅう
ごくソフトプラン

 カタログ
（巡回4/2） 

5. 16 - 6. 8 奥田元宋展 19,415 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

6. 17 - 7. 13 東南アジア－近代美術の誕生
展：激動の20世紀　近代美術
のエネルギーが爆発した

3,467 広島県立美術館／美術館連絡協議会／読売新聞社
大阪本社

カタログ
（巡回4/2）

7. 22 - 8. 17 20世紀美術の冒険：セザンヌ、
ファン・ゴッホから現在まで
／アムステルダム市立美術館
コレクション展／中国放送開
局45周年記念

18,188 広島県立美術館／中国放送／アムステルダム市立
美術館

カタログ
（巡回5/3） 

9. 9 - 9. 28 広島県美術展　第49回 3,371 広島県教育員会／共催：広島市教育委員会／庄原
市教育委員会／尾道市教育委員会／因島市教育委
員会／世羅町教育委員会／大竹市教育委員会／竹
原市教育委員会／甲田町教育委員会／三原市教育
委員会／東広島市教育委員会／府中市教育委員会
／高宮町教育員会／三次市教育委員会／福山市教
育委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回14/1）

10. 14 - 11. 24 平家納経と厳島の宝物：厳島
神社世界遺産登録記念展

61,889 広島県立美術館／中国新聞社／NHKちゅうごく
ソフトプラン

カタログ
（単独）

12. 5 - 
1998. 1. 15

楠部彌弌展：陶華70年のきら
めき／生誕100年記念

4,035 広島県立美術館／毎日新聞社 カタログ
（巡回5/5）

1998 
（平成10）

1. 21 - 2. 8 日本伝統工芸展広島展
第44回

12,636 広島県立美術館／日本放送協会（NHK）／朝日新
聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回10/8）

2. 19 - 3. 22 広島県美術展のあゆみ展 5,875 広島県立美術館 パンフレット
等

4. 3 - 5. 5 古伊万里・金襴手展：元禄の
華、黄金の輝き。世界中を魅
了した新しい美意識。 

24,271 広島県立美術館／広島テレビ／読売新聞大阪本社 カタログ
（巡回4/4）

5. 12 - 6. 14 南薫造展 ：イギリス留学時代
を中心に

7,852 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）
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西暦 

（和暦） 会期 展覧会名 入館
者数 主催・共催 備考 カタログの 

有無・注記

6. 24 - 7. 26 メキシコの美術：1920-1950：
日本人メキシコ移住100周年記念

5,286 広島県立美術館／読売新聞大阪本社／美術館連絡
協議会

カタログ
（巡回5/4）

8. 4 - 8. 30 ピカソの版画展：視覚の巨人 9,096 広島県立美術館 カタログ
（単独）

9. 22 - 10. 11 広島県美術展　第50回 12,109 広島県教育員会／共催：広島市教育委員会／因島
市教育委員会／三原市教育委員会／世羅町教育委
員会／府中市教育委員会／竹原市教育委員会／庄
原市教育委員会／東広島市教育委員会／尾道市教
育委員会／福山市教育委員会／三次市教育委員会
／千代田町教育委員会／美土里町教育委員会／中
国新聞社

カタログ
（巡回13/1）

10. 27 - 12. 6 三星堆（さんせいたい）：中国
5000年の謎-驚異の仮面王国展

32,243 広島県立美術館／朝日新聞社／広島ホームテレビ
／テレビ朝日／中国国家文物局／四川省文化庁

カタログ
（巡回4/4）

12. 15 - 
1999. 1. 15

日本美術院創立100周年記念　
広島展：近代美術の精華

25,226 広島県立美術館／中国新聞社／財団法人日本美術
院

カタログ
（巡回3/3）

1999 
（平成11）

1. 20 - 2. 7 日本伝統工芸展広島展　第45
回

13,892 広島県立美術館／日本放送協会（NHK）／朝日新
聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回
10/8） 

2. 17 - 3. 28 永遠のきらめき　バカラ展：
魅了するクリスタルガラスの
世界 

42,705 広島県立美術館／バカラ美術館（パリ）／国際芸
術文化振興会

カタログ
（巡回4/3）

4. 17 - 6. 27 パリ・オランジュリー美術館
展：ジャン・ヴァルテル&
ポール・ギョームコレクショ
ン／瀬戸内海大橋完成記念イ
ベント／しまなみ海道’99

173,680 広島県立美術館／広島テレビ／読売新聞大阪本社
／オランジュリー美術館

カタログ
（巡回5/3）

7. 13 - 9. 5 アジアの工芸シリーズ第2回　
トルクメン・ジュエリー展：
シルクロードからの贈りもの
／まなびピア’99

9,574 広島県立美術館 カタログ
（単独）

10. 5 - 10. 24 広島県美術展　第51回 10,885 広島県教育員会／共催：甲田町教育委員会／油木
教育委員会／因島市教育委員会／三次市教育委員
会／庄原市教育委員会／世羅町教育委員会／福山
市教育委員会／尾道市教育委員会／熊野町教育委
員会／三原市教育委員会／府中市教育委員会／吉
舎町教育委員会／竹原市教育委員会／瀬戸田町教
育委員会／豊平町教育委員会／大竹市教育委員会
／中国新聞社

カタログ
（巡回17/1）

11. 6 - 12. 23 「ダリの世界」展：生まれ故郷
スペイン・フィゲラスのダリ
劇場美術館所蔵作品による 

42,213 広島県立美術館／中国新聞社／中国放送／日本経
済新聞社／ガラ=サルバドール・ダリ財団 

最終日を
12.19から
12.23に延長

カタログ＊

2000 
（平成12）

1. 19 - 2. 6 日本伝統工芸展広島展
第46回

15,546 広島県立美術館／日本放送協会（NHK）／朝日新
聞社／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回10/8）

2. 11 - 3. 26 発掘・名井萬龜展：異彩の洋
画家

5,389 広島県立美術館 カタログ
（単独）

4. 7 - 5. 14 秀吉・織部と上田宗箇展：よ
みがえる桃山の茶

43,635 広島県立美術館／日本経済新聞社／中国新聞社／
NHK広島放送局／NHKちゅうごくソフトプラン

カタログ
（巡回3/1）

6. 3 - 7. 9 リバティ・スタイル展：英国
のアール・ヌーヴォー

9,208 広島県立美術館／広島ホームテレビ／㈳国際芸術
文化振興会

カタログ
（巡回8/8）

7. 15 - 8. 20 モナ・リザ100の微笑展：私の
恋人，私のモナ・リザ／TSS
開局25周年記念

36,771 広島県立美術館／テレビ新広島／日本経済新聞社 カタログ
（巡回3/3）

9. 7 - 10. 22 バウハウス展：ガラスのユー
トピア

12,833 広島県立美術館／読売新聞大阪本社／美術館連絡
協議会／関西ドイツ文化センター／広島テレビ

カタログ
（巡回4/4）

11. 4 - 11. 12 国民文化祭　第15回・ひろし
ま2000美術展：広がる生命　
輝く未来　日本画・洋画・写
真部門

35,000 文化庁／広島県／広島県教育委員会／広島市／広
島市教育委員会／第15回国民文化祭広島県実行委
員会／第15回国民文化祭広島市実行委員会

彫刻・工芸
の会場はア
ステールプ
ラザ（広島
市文化創造
センター）

カタログ
（単独）
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11. 23 - 
2001. 1. 14

児玉希望：その飽くなき探求
／近代日本画壇の巨匠

23,591 広島県立美術館／中国新聞社／中国放送 カタログ
（単独） 

2001 
（平成13）

1. 24 - 2. 12 日本伝統工芸展広島展
第47回

13,613 広島県立美術館／NHK広島放送局／朝日新聞社
／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回10/8）

3. 13 - 3. 25 広島県美術展　第52回 10,431 広島県教育員会／共催：三原市教育委員会／高宮
町教育委員会／吉舎町教育委員会／甲田町教育委
員会／因島市教育委員会／府中市教育委員会／世
羅町教育委員会／三次市教育委員会／竹原市教育
委員会／尾道市教育委員会／庄原市教育委員会／
福山市教育委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回13/1）

4. 12 - 6. 17 世界四大文明　中国文明展：高
松塚を凌ぐ壁画、世界初公開。 

172,373 広島県立美術館／NHK広島放送局／NHKちゅうごく
ソフトプラン／中国新聞社／中国文物交流中心

カタログ
（巡回5/5）

7. 31 - 8. 12 広島県美術展　第53回 9,833 広島県教育員会／共催：竹原市教育委員会／三原
市教育委員会／尾道市／因島市教育委員会／福山
市教育委員会／府中市教育委員会／三次市教育委
員会／庄原市教育委員会／高宮町教育委員会／甲
田町教育委員会／世羅町教育委員会／吉舎町教育
委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回13/1）

9. 2 - 10. 14 アレクサンダー・カルダー：アメリカ
で最も愛された作家／動く彫刻

10,679 広島県立美術館／中国新聞社／中国放送／㈳国際
芸術文化振興会

カタログ
（巡回8/5）

11. 6 - 
2002. 1. 14

靉光と交友の画家たち 10,895 広島県立美術館／読売新聞大阪本社／美術館連絡
協議会／広島テレビ

カタログ
（巡回2/1）

2002 
（平成14）

1. 23 - 2. 11 日本伝統工芸展広島展
第48回

17,284 広島県立美術館／NHK広島放送局／朝日新聞社
／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回10/8）

2. 19 - 3. 31 朝鮮王朝の美展 11,307 広島県立美術館／㈳国際芸術文化振興会／大韓民
国国立民俗博物館／朝鮮王朝の美展実行委員会 

カタログ
（巡回4/3）

4. 16 - 6. 2 環境写真展　生き続ける青い星 
：青く、美しく、「荘厳」なる地球

7,274 広島県立美術館／「生き続ける青い星」実行委員
会

カタログ
（単独）

7. 16 - 7. 28 広島県美術展　第54回 10,757 広島県教育員会／共催：竹原市教育委員会／三原
市教育委員会／尾道市／因島市教育委員会／福山
市教育委員会／府中市教育委員会／三次市教育委
員会／庄原市教育委員会／高宮町教育委員会／甲
田町教育委員会／世羅町教育委員会／吉舎町教育
委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回13/1）

8. 6 - 9. 23 日本画の異彩三人展：福田恵
一・猪原大華・和高節二

8,011 広島県立美術館／中国新聞社  カタログ
（単独） 

10. 5 - 12. 15 マルク・シャガール展：ポンピドー
センター＆シャガール家秘蔵作品

92,120 広島県立美術館／広島テレビ／読売新聞大阪本社 カタログ
（巡回3/3）

2003 
（平成15）

1. 22 - 2. 11 日本伝統工芸展広島展
第49回

13,963 広島県立美術館／NHK広島放送局／朝日新聞社
／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回11/9）

2. 20 - 4. 13 インド・マトゥラー彫刻展：はるか
なる仏像の源流／日本・インド国
交樹立50周年記念

39,090 広島県立美術館／NHK広島放送局／NHKちゅう
ごくソフトプラン／共催：外務省／インド文化省

カタログ
（巡回4/2）

2. 20 - 4. 13 パキスタン・ガンダーラ彫刻展：は
るかなる仏像の源流／日本・パキ
スタン国交樹立50周年記念

39,090 広島県立美術館／NHK広島放送局／NHKちゅう
ごくソフトプラン／共催：外務省／パキスタン文
化省

カタログ
（巡回4/2）

4. 29 - 6. 22 わきあがるかたち アフリカ美
術展：仮面・染織からスト
リート・アートまで

11,107 広島県立美術館 カタログ
（単独）

7. 29 - 8. 10 広島県美術展　第55回 10,260 広島県教育員会／共催：竹原市教育委員会／三原
市教育委員会／尾道市／福山市教育委員会／府中
市教育委員会／三次市／庄原市教育委員会／高宮
町教育委員会／世羅町教育委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回10/1）

9. 9 - 10. 19 珠玉の美人画－その誕生の軌
跡 上村松園展

64,826 広島県立美術館／中国新聞社／中国放送／日本経
済新聞社 

カタログ
（巡回2/1）

11. 1 - 
2004. 1. 15

モネ、ルノワールと印象派展 139,840 広島県立美術館／テレビ新広島／中国新聞社／日
本経済新聞社

カタログ
（巡回2/1）

2004 
（平成16）

1. 21 - 2. 8 日本伝統工芸展広島展
第50回

12,527 広島県立美術館／NHK広島放送局／朝日新聞社
／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回11/9）

23

広島県立美術館の特別展一覧 1968－2018（岡地）



西暦 

（和暦） 会期 展覧会名 入館
者数 主催・共催 備考 カタログの 

有無・注記

2. 17 - 3. 28 竹の造形：ロイド・コッツェ
ン・コレクション展

7,704 広島県立美術館／日本経済新聞社 併催　特別
展示「大分
県立芸術会
館所蔵　竹
工芸の魅力」

カタログ
（巡回6/5）  

4. 20 - 5. 23 日本のおしゃれ展：池田重子コレ
クション／きもの・レトロ＆モダン

16,856 広島県立美術館／日本経済新聞社 カタログ
（単独）

7. 6 - 7. 18 広島県美術展　第56回 8,363 広島県教育員会／共催：尾道市／竹原市教育委員会
／府中市教育委員会／世羅町教育委員会／三原市教
育委員会／安芸高田市教育委員会／三次市／庄原市
教育委員会／福山市教育委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回10/1）

8. 3 - 9. 23 モネ－光の賛歌展：印象派誕
生130年記念

52,004 広島県立美術館／広島テレビ／読売新聞大阪本社 カタログ
（巡回2/1）

10. 5 - 11. 28 広島洋画の粋：1940-60年代／
時代を生き抜いた作品たち

8,466 広島県立美術館／中国新聞社 カタログ
（単独）

12. 17 - 
2005. 1. 30

エルミタージュ美術館展：サンクト
ペテルブルク古都物語／エカテ
リーナ2世の華麗なる遺産

129,854 広島県立美術館／中国新聞社／中国放送 カタログ
（巡回3/3）

2005 
（平成17）

1. 25 - 2. 6 日本伝統工芸展　第51回 10,275 広島県立美術館／NHK広島放送局／朝日新聞社
／社団法人日本工芸会

会場：広島
三越

カタログ
（巡回11/9）

2. 8 - 3. 27 八木一夫展：没後25年 4,514 広島県立美術館／日本経済新聞社／NHK広島放送局 カタログ
（巡回5/2）

4. 7 - 6. 5 華麗なる17世紀ヨーロッパ絵
画展：ヨハネ・パウロ２世美
術館のバロック

24,575 広島県立美術館／中国新聞社／中国放送 特 別 展 示
「ハウステ
ンボス美術
館所蔵品に
よる17世紀
オランダ絵
画」を併催

カタログ
（巡回7/6）

7. 5 - 7. 17 広島県美術展　第57回 8,501 広島県教育員会／共催：竹原市教育委員会／府中
市教育委員会／三原市／安芸高田市教育委員会／
三次市／世羅町教育委員会／尾道市／庄原市教育
委員会／福山市教育委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回10/1）

8. 2 - 9. 4 －松島・天橋立・厳島－日本
三景展：リニューアル10周年
記念／絶景かな 絶景かな

9,097 広島県立美術館／「日本三景展」実行委員会 カタログ
（巡回3/1）

10. 4 - 12. 11 ニューヨーク・バーク・コレクション
展：日本の美／三千年の輝き／
縄文から琳派、若冲、蕭白まで
／リニューアル10周年記念　

21,331 広島県立美術館／日本経済新聞社／バーク・コレ
クション

カタログ
（巡回4/2）

2006 
（平成18）

1. 25 - 2. 5 日本伝統工芸展広島展
第52回

8,596 広島県立美術館／NHK広島放送局／朝日新聞社
／社団法人日本工芸会

会場：天満
屋広島八丁
堀店

カタログ
（巡回11/8）

1. 27 - 4. 2 偉大なる「エルミタージュ美
術館」展：魅惑の秘蔵コレク
ション／フランドル絵画と
ヨーロッパ工芸の精華

72,491 エルミタージュ美術館企画展実行委員会（広島県
／広島県教育委員会／広島県立美術館／財団法人
ひろしま文化振興財団／社団法人広島県観光連盟
／財団法人広島観光コンベンションビューロー／
広島県商工会議所連合会／広島県商工会連合会／
社団法人広島県バス協会／西日本旅客鉄道株式会
社広島支社／広島電鉄株式会社）

カタログ
（単独）

4. 25 - 6. 4 ペルシャ（ペルシア）絨毯の世
界 ：特別展

11,111 広島県立美術館／中国新聞社／中国放送 芸術文化振
興基金助成
事業／展覧
会名はペル
シャ，カタロ
グ表記はペ
ルシア

カタログ
（単独）

7. 4 - 7. 16 広島県美術展　第58回 8,730 広島県教育員会／共催：福山市教育委員会／竹原
市教育委員会／世羅町教育委員会／三原市／安芸
高田市教育委員会／庄原市教育委員会／三次市／
府中市教育委員会／尾道市／中国新聞社

カタログ
（巡回10/1）
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西暦 

（和暦） 会期 展覧会名 入館
者数 主催・共催 備考 カタログの 

有無・注記

8. 3 - 10. 9 藤田嗣治展：パリを魅了した
異邦人／生誕120年

65,170 広島県立美術館／日本経済新聞社／中国新聞社／
NHK広島放送局／NHKちゅうごくソフトプラン

カタログ
（巡回3/3）

10. 18 - 11. 19 ウルトラマン伝説展：ウルト
ラマン誕生40年の軌跡

40,155 広島県立美術館／中国新聞社／中国放送 特 別 展 示
「国立民族
学博物館所
蔵 仮面と神
像」を併催

カタログ
（単独）

12. 5 - 
2007. 1. 14

ブラティスラヴァ世界絵本原画
展：世界の絵本がやってきた 

10,793 広島県立美術館／広島テレビ／美術館連絡協議会
／読売新聞大阪本社／㈳日本国際児童図書評議会
（JBBY）

カタログ
（巡回8/4）

2007 
（平成19）

1. 24 - 2. 4 日本伝統工芸展広島展
第53回

9,533 広島県立美術館／NHK広島放送局／朝日新聞社
／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回12/9）

2. 15 - 3. 25 NHK日曜美術館30年展：名品
と映像でたどる、とっておき
の美術案内

18,354 広島県立美術館／NHK広島放送局／NHKちゅう
ごくソフトプラン

カタログ
（巡回6/3）

4. 7 - 5. 20 始皇帝と彩色兵馬俑展：司馬
遷『史記』の世界／驚異の地下
帝国

73,990 広島県立美術館／中国新聞社／中国放送／中国陝
西省文物局／中国陝西省文物交流中心

中国放送開
局55年・中
国新聞創刊
115周年記
念事業

カタログ
（巡回5/4）

7. 3 - 7. 15 広島県美術展　第59回 8,494 広島県教育員会／共催：三原市／府中市教育委員
会／江田島市教育委員会／竹原市／安芸高田市教
育委員会／庄原市教育委員会／三次市／福山市教
育委員会／尾道市／中国新聞社

カタログ
（巡回10/1）

8. 10 - 10. 8 靉光展：生誕100年 11,959 広島県立美術館／毎日新聞社 カタログ
（巡回3/3）

11. 2 - 12. 24 平山郁夫：祈りの旅路 40,115 広島県立美術館／広島テレビ／読売新聞大阪本社 カタログ
（巡回2/2）

2008 
（平成20）

1. 23 - 2. 11 日本伝統工芸展　第54回 11,403 広島県立美術館／NHK広島放送局／朝日新聞社
／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回12/10）

2. 19 - 3. 30 日展100年 37,156 広島県立美術館／日本経済新聞社／中国新聞社／
中国放送／社団法人日展

カタログ
（巡回4/3）

4. 18 - 5. 25 本願寺展：親鸞聖人750回大遠
忌記念

75,109 広島県立美術館／イズミテクノ／浄土真宗本願寺
派／朝日新聞社／中国新聞社

カタログ
（巡回4/1）

7. 1 - 7. 13 広島県美術展　第60回 7,990 広島県教育員会／共催：尾道市教育委員会／福山市
教育委員会／江田島市教育委員会／三原市／安芸高
田市教育委員会／庄原市教育委員会／三次市／世
羅町教育委員会／府中市教育委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回10/1）

8. 1 - 9. 18 ル・コルビュジエ　光の遺
産：20世紀モダニズム建築の
巨匠／世界遺産への歩み

19,336 広島県立美術館／イズミテクノ／中国新聞社 「日仏交流
150周年」
記念事業

カタログ
（巡回2/2）

9. 27 - 11. 9 ＫＡＺＡＲＩ　かざり：日本
美の情熱

16,687 広島県立美術館／イズミテクノ／NHK広島放送局／
NHKプラネット中国／中国新聞社

カタログ
（巡回3/3）

11. 18 - 
2009. 1. 12

六角紫水展：「国宝」を創った男 30,184 広島県立美術館／イズミテクノ／NHK広島放送局／
NHKプラネット中国／中国新聞社

カタログ
（単独）

2009 
（平成21）

1. 21 - 2. 8 日本伝統工芸展広島展
第55回

8,601 広島県立美術館／NHK広島放送局／朝日新聞社
／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回12/10）

2. 21 - 3. 31 よみがえる黄金文明展：ブル
ガリアに眠る古代トラキアの
秘宝／21世紀の大発見

54,259 広島県立美術館／イズミテクノ／中国放送／東映
／中国新聞社

カタログ
（巡回7/5）

4. 21 - 5. 31 大名庭園展：知られざるサム
ライ・アート

10,210 広島県立美術館／イズミテクノ／中国新聞社  カタログ
（単独） 

6. 30 - 7. 12 広島県美術展　第61回 7,399 広島県／共催：三原市／尾道市教育委員会／福山
市教育委員会／世羅町教育委員会／庄原市教育委
員会／三次市教育委員会／府中市教育委員会／安
芸高田市教育委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回9/1）

7. 28 - 10. 18 忘れえぬロシア：国立トレ
チャコフ美術館展／リアリズ
ムから印象主義へ

33,265 広島県立美術館／イズミテクノ／中国放送／中国
新聞社

カタログ
（巡回4/3）
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（和暦） 会期 展覧会名 入館
者数 主催・共催 備考 カタログの 

有無・注記

11. 17 - 
2010. 1. 11

ピカソと20世紀美術の巨匠た
ち：ルートヴィヒ美術館所蔵

21,550 広島県立美術館／イズミテクノ／中国放送／中国
新聞社

カタログ
（巡回6/2）

2010 
（平成22）

1. 20 - 2. 7 日本伝統工芸展　第56回 10,166 広島県立美術館／NHK広島放送局／朝日新聞社
／社団法人日本工芸会

カタログ
（巡回12/9）

2. 16 - 3. 28 ムーミン展：タンペレ市立美術
館・ムーミン谷博物館所蔵／日
本・フィンランド修交90周年／広
島ホームテレビ開局40周年記念

49,109 広島県立美術館／イズミテクノ／広島ホームテレ
ビ／中国新聞社

カタログ
（巡回7/7）

4. 7 - 6. 13 パリのアール・ヌーヴォー：
オルセー美術館展／19世紀末
の華麗な技と工芸

30,942 広島県立美術館／イズミテクノ／オルセー美術館
／読売新聞社／広島テレビ

カタログ
（巡回3/3）

7. 13 - 7. 25 広島県美術展　第62回 7,140 広島県／共催：府中市教育委員会／三原市／三次
市教育委員会／福山市教育委員会／庄原市教育委
員会／安芸高田市教育委員会／世羅町教育委員会
／尾道市教育委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回9/1）

8. 5 - 9. 20 廣島から広島：ドームが見つ
め続けた街展

12,315 広島県立美術館／ＮＨＫ広島放送局／ＮＨＫプラ
ネット中国／中国新聞社

カタログ
（単独）

9. 30 - 11. 28 愛のヴィクトリアン・ジュエリー展：
華麗なる英国のライフスタイル

25,113 広島県立美術館／イズミテクノ／テレビ新広島／
中国新聞社

カタログ
（巡回4/4）

12. 15 - 
2011. 1. 12

ポーランドの至宝：レンブラントと
珠玉の王室コレクション

93,462 広島県立美術館／イズミテクノ／中国放送／中国
新聞社

カタログ
（巡回4/4）

2011 
（平成23）

1. 19 - 2. 6 日本伝統工芸展広島展
第57回

9,048 広島県教育委員会／広島県立美術館／NHK広島
放送局／朝日新聞社／㈳日本工芸会

カタログ
（巡回12/9）

2. 22 - 3. 27 「日本画」の前衛　1938-1949 6,118 広島県立美術館／イズミテクノ／京都国立近代美
術館／中国新聞社

カタログ
（巡回3/3）

4. 21 - 6. 12 復興への願いを込めて：コレ
クションで辿る広島県立美術
館の歩み－／東日本大震災復
興支援特別展

31,322 広島県立美術館／イズミテクノ／中国新聞社 無

7. 19 - 7. 31 広島県美術展　第63回 6,884 広島県／共催：尾道市教育委員会／三原市／福山
市教育委員会／庄原市教育委員会／世羅町教育委
員会／三次市教育委員会／安芸高田市教育委員会
／府中市教育委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回9/1）

8. 11 - 8. 28 ワクワク！ドキドキ！夏休み
子ども美術館

8,870 広島県立美術館／イズミテクノ 無

9. 13 - 11. 13 ウクライナの至宝展：スキタ
イ黄金美術の煌めき

34,731 広島県立美術館／イズミテクノ／中国新聞社／中
国放送

ウクライナ独
立20周年記
念事業／日
本・ウクライ
ナ外交関係
樹立20周年
記念事業

カタログ
（巡回3/1）

11. 29 - 
2012. 1. 15

抱きしめたい！近代日本の木
彫展

10,400 広島県立美術館／「近代日本の木彫展」実行委員
会／中国新聞社／日本経済新聞社／共催：NHK
プラネット中国

カタログ
（巡回3/3）

2012 
（平成24）

1. 25 - 2. 12 日本伝統工芸展広島展
第58回

9,946 広島県／広島県教育委員会／広島県立美術館／
NHK広島放送局／朝日新聞社／㈳日本工芸会

カタログ
（巡回12/10）

2. 21 - 3. 31 福田繁雄大回顧展：ユーモア
のすすめ

33,778 広島県立美術館／イズミテクノ／広島テレビ／読
売新聞社／美術館連絡協議会

カタログ
（巡回6/4）

4. 21 - 6. 3 平清盛：NHK大河ドラマ50年
特別展

55,304 広島県立美術館／NHK広島放送局／NHKプラ
ネット中国／中国新聞社

カタログ
（巡回4/3）

6. 30 - 7. 15 広島県美術展　第64回 7,096 広島県／共催：安芸高田市教育委員会／府中市教
育委員会／尾道市教育委員会／三原市／福山市教
育委員会／三次市教育委員会／庄原市教育委員会
／竹原市／世羅町教育委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回10/1）

7. 14 - 9. 17 フレデリック・バック展：木を植え
た男／広島テレビ開局50年

22,310 広島県立美術館／広島テレビ カタログ
（巡回3/3）
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（和暦） 会期 展覧会名 入館
者数 主催・共催 備考 カタログの 

有無・注記

7. 24 - 9. 9 おいでよ！絵本ミュージアム
2012：絵本のまちにでかけよ
う！童心社の紙芝居から児童
書までが大集合！

26,962 広島県立美術館／中国新聞社 会 場：2階
展示室（彫
刻 展 示 ス
ペース／展
示室１・２）

無

8. 1 - 8. 26 ワクワク！ドキドキ！夏休み
子ども美術館

8,291 広島県立美術館 会場：地階講
堂及びロビー

無

10. 6 - 11. 25 世界遺産ヴェネツィア展：魅
惑の芸術－千年の都

69,455 広島県立美術館／中国放送／中国新聞社／東映／
ＴＢＳ

カタログ
（巡回6/6）

12. 4 - 
2013. 1. 14

浮世絵の美展：平木コレク
ション特別公開！

18,270 広島県立美術館／テレビ新広島／中国新聞社 カタログ
（単独）

12. 5 - 
2013. 1. 14

永田萌：夢みるチカラ展／ 
少女のこころを忘れないあな
たへ

11,238 広島県立美術館／中国新聞社 会 場：2階
展示室（彫
刻 展 示 ス
ペース／展
示室１・２）

無

12. 19 - 12. 25 第1回広島県ジュニア美術展 2,700 広島県／共催：広島県教育委員会／中国新聞社 会場：地階
県民ギャラ
リー全室

カタログ
（単独）

2013 
（平成25）

1. 21 - 2. 20 船田玉樹展：生誕100年／異端
にして正統、孤高の画人生

10,316 船田玉樹展実行委員会（広島県立美術館／乃村工
藝社／イズミテクノ）／中国新聞社

『船田玉樹
画文集：独
座の宴』

（巡回2/2）

2. 27 - 3. 17 日本伝統工芸展広島展
第59回

9,188 広島県／広島県教育委員会／広島県立美術館／
NHK広島放送局／朝日新聞社／㈳日本工芸会

カタログ
（巡回12/12）

3. 26 - 5. 6 夏目漱石の美術世界 11,389 広島県立美術館／広島広島テレビ カタログ
（巡回3/1）

6. 15 - 6. 30 新県美展　第1回　（広島県美
術展　第65回）

8,473 広島県／共催：竹原市／三次市教育委員会／庄原
市教育委員会／三原市／府中市教育委員会／尾道
市教育委員会／福山市教育委員会／安芸高田市教
育委員会／世羅町教育委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回10/1）

7. 20 - 10. 14 ピース・ミーツ・アート！：アート・
アーチ・ひろしま2013

16,622 広島県美術館活性化対策事業実行委員会（広島県
立美術館／公益財団法人ひろしま美術館／広島市
現代美術館／社団法人広島県観光連盟／公益財団
法人ひろしま文化振興財団／NPO法人セトラひ
ろしま）／中国新聞社

会場：2階展
示室（彫刻
展示スペー
ス／展示室
１・２・３）

カタログ
（単独）

7. 20 - 9. 1 尊厳の芸術展：The Art of 
Gaman／強制収容所で紡がれ
た日本の心

21,596 広島県立美術館／NHK広島放送局 会場： 2 階
展示室（展
示室4）

カタログ
（巡回5/5）

7. 22 - 9. 23 ゴッホ展：空白のパリを追う
／Van Gogh in Paris／New 
Perspectives

129,752 広島県／広島県立美術館／中国新聞社／中国放送 カタログ
（巡回4/4）

10. 5 - 10. 20 江戸の広島をめぐる名品展：
広島県立美術館・広島市立中
央図書館　連携企画

1,479 広島県立美術館／広島市立中央図書館 会場： 3 階
企画展示室
（前室）

＊

11. 3 - 12. 25 シャガール展 60,474 広島県立美術館／中国新聞社／中国放送 カタログ
（巡回5/3）

12. 18 - 12. 25 広島県ジュニア美術展　第2回 4,705 広島県／共催：広島県教育委員会／中国新聞社 会場：地階
県民ギャラ
リー全室

カタログ
（単独）

2014 
（平成26）

1. 2 - 2. 16 印象派を超えて：点描の画家た
ち／ゴッホ、スーラからモンドリア
ンまで／クレラー＝ミュラー美術館
所蔵作品を中心に

28,818 広島県立美術館／NHK広島放送局／中国新聞社
／共催：クレラー＝ミュラー美術館

カタログ
（巡回3/2）

2. 26 - 3. 16 日本伝統工芸展広島展
第60回

8,399 広島県／広島県教育委員会／広島県立美術館／
NHK広島放送局／朝日新聞社／㈳日本工芸会

カタログ
（巡回12/12）

4. 8 - 6. 1 平山郁夫展：文化財赤十字へ
の道

12,417 広島県立美術館／公益財団法人平山郁夫美術館／
中国新聞社

カタログ
（単独）
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者数 主催・共催 備考 カタログの 

有無・注記

4. 17 - 5. 25 星星會展：日本画の伝統と未
来へ

7,777 広島県立美術館／中国新聞社／星星會展実行委員
会

会 場：2階
展示室（彫
刻 展 示 ス
ペース／展
示室１・２）

カタログ
（巡回5/5）

6. 28 - 7. 13 新県美展　第2回　（広島県美
術展　第66回）

7,339 広島県／共催：庄原市教育委員会／三次市教育委
員会／大崎上島町教育委員会／世羅町教育委員会
／福山市教育委員会／府中市教育委員会／安芸高
田市教育委員会／竹原市／三原市教育委員会／中
国新聞社

カタログ
（巡回10/1）

8. 8 - 9. 6 MOOMIN！ムーミン展：トー
ベ・ヤンソン生誕100年記念

57,649 広島県立美術館／広島ホームテレビ／イズミテク
ノ／東映／中国新聞社

カタログ
（巡回10/5）

9. 13 - 11. 9 モネ、ルノワールからピカソ
まで：ポーラ美術館コレク
ション

57,761 広島県立美術館／中国新聞社／中国放送／イズミ
テクノ／公益財団法人ポーラ美術振興財団 ポー
ラ美術館

カタログ
（巡回3/3）

11. 18 - 12. 23 榮久庵憲司の世界展：広島が
生んだデザイン界の巨匠

15,253 広島県立美術館／テレビ新広島／GKデザイン機
構／中国新聞社

カタログ
（単独）

12. 17 - 12. 25 広島県ジュニア美術展　第3回 4,542 広島県／共催：広島県教育委員会／中国新聞社 会場：地階
県民ギャラ
リー

カタログ
（単独）

2015 
（平成27）

1. 2 - 2. 15 ジャパン・ビューティー：描
かれた日本美人／知られざる
プライベートコレクション

12,458 広島県立美術館／広島テレビ カタログ
（巡回3/3）

2. 25 - 3. 15 日本伝統工芸展広島展
第61回

9,473 広島県／広島県教育委員会／広島県立美術館／
NHK広島放送局／朝日新聞社／㈳日本工芸会

カタログ
（巡回12/12）

3. 25 - 5. 24 磯江毅展：スペイン・リアリズム絵
画の異才／広島への遺言

20,820 広島県立美術館／株式会社広島ホームテレビ／中
国新聞社

『深い眠り
　磯江毅』
（単独）

6. 20 - 7. 5 新県美展　第3回　（広島県美
術展　第67回）

6,810 広島県／共催：三次市教育委員会／庄原市教育委
員会／世羅町教育委員会／三原市教育委員会／福
山市教育委員会／府中市教育委員会／竹原市／中
国新聞社

カタログ
（巡回8/1）

7. 18 - 9. 6 藤子・F・不二雄展：生誕80
周年記念

111,934 広島県立美術館／広島広島ホームテレビ／イズミ
テクノ／テレビ朝日／中国新聞社

広島ホームテ
レビ開局50周
年記念事業

カタログ
（単独）

7. 25 - 9. 13 戦争と平和展：広島・長崎　
被爆70周年

8,267 広島・長崎県美術館平和発信事業実行委員会（広
島県立美術館／長崎県美術館／広島平和記念資料
館／長崎原爆資料館／広島県原爆被害者団体協議
会・被爆を語り継ぐ会／長崎原爆被災者協議会・
被爆を語り継ぐ会／広島芸術学会／ひろしま文化
振興財団）／中国新聞社

会 場：2階
展示室（彫
刻 展 示 ス
ペース／展
示室1・2・
3・4）

カタログ
（巡回2/1）
／英文パ
ンフレット
（巡回2/1）

9. 11 - 10. 18 歌川国芳展：浮世絵師 41,081 広島県立美術館／中国新聞社／中国放送／イズミ
テクノ

カタログ
（巡回4/3）

10. 31 - 12. 23 京都市美術館名品展：うるわ
しの京都　あこがれの美

10,171 広島県立美術館／イズミテクノ／中国新聞社

12. 16 - 12. 24 広島県ジュニア美術展　第4回 4,691 広島県／共催：広島県教育委員会／中国新聞社 会場：地階
県民ギャラ
リー

カタログ
（単独）

2016 
（平成28）

1. 2 - 2. 14 北斎の富士：冨嶽三十六景と
富嶽百景

34,360 広島県立美術館／イズミテクノ／広島ホームテレ
ビ／中国新聞社

カタログ＊

2. 24 - 3. 13 日本伝統工芸展広島展
第62回

9,141 広島県／広島県教育委員会／広島県立美術館／
NHK広島放送局／朝日新聞社／㈳日本工芸会

カタログ
（巡回12/12）

4. 1 - 5. 29 徳川名宝展：天下太平／徳川
家康没後400年記念

43,857 広島県立美術館／テレビ新広島／イズミテクノ／中国
新聞社／公益財団法人德川記念財団

カタログ
（巡回2/1）

7. 2 - 7. 17 新県美展　第4回　（広島県美
術展　第68回）

7,227 広島県／共催：三次市教育委員会／三原市教育委
員会／福山市／府中市教育委員会／世羅町教育委
員会／庄原市教育委員会／竹原市／中国新聞社

カタログ
（巡回8/1）

7. 23 - 9. 4 大恐竜展：よみがえる世界の
恐竜たち／広島テレビ開局55
年記念

88,287 広島県立美術館／読売新聞社／広島テレビ／イズ
ミテクノ

カタログ
（単独）
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9. 17 - 10. 30 東山魁夷展：自然と人、そし
て町

72,030 広島県立美術館／中国新聞社／中国放送／イズミ
テクノ／日本経済新聞社

カタログ
（巡回2/2）

11. 11 - 12. 25 エッシャー展：だまし絵の巨
匠／不思議な版画の世界

34,279 広島県立美術館／イズミテクノ／広島テレビ カタログ＊
（ハウステ
ンボス美術
館発行）

12. 16 - 12. 25 広島県ジュニア美術展　第5回 5,650 広島県／共催：広島県教育委員会／中国新聞社 会場：地階
県民ギャラ
リー

カタログ
（単独）

2017 
（平成29）

1. 6 - 2. 12 彫金家　清水南山：広島が生
んだ近代金工の巨匠／広島県
立美術館リニューアル・オー
プン20周年記念展

6,293 広島県立美術館／中国新聞社／イズミテクノ カタログ
（単独）

2. 23 - 3. 12 日本伝統工芸展広島展
第63回

8,185 広島県／広島県教育委員会／広島県立美術館／
NHK広島放送局／朝日新聞社／㈳日本工芸会

カタログ
（巡回12/11）

4. 1 - 5. 28 ターナーからモネへ：英国 
ウェールズ国立美術館所蔵

25,435 広島県立美術館／イズミテクノ／中国放送／中国
新聞社

カタログ
（巡回6/1）

6. 24 - 7. 9 新県美展　第5回　（広島県美
術展　第69回）

6,168 広島県／共催：三次市教育委員会／竹原市教育委
員会／府中市教育委員会／福山市／世羅町教育委
員会／庄原市教育委員会／三原市教育委員会／江
田島市教育委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回9/1）

7. 15 - 8. 27 ひつじのショーン展：アード
マン・アニメーションズ設立
40周年記念

59,940 広島県立美術館／広島ホームテレビ／イズミテク
ノ／東映／中国新聞社

カタログ＊

9. 5 - 10. 22 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／中国新聞創刊125周
年／広島テレビ開局55年記念

91,163 広島県立美術館／広島テレビ／イズミテクノ／中
国新聞社

カタログ
（巡回8/5）

11. 2 - 12. 24 ブータン しあわせに生きるた
めのヒント：日本・ブータン
外交関係樹立30周年記念

17,989 広島県立美術館／テレビ新広島／東映／中国新聞
社

カタログ
（巡回6/6）

12. 16 - 12. 24 広島県ジュニア美術展　第6回 5,144 広島県／共催：広島県教育委員会／中国新聞社 会場：地階県
民ギャラリー

カタログ
（単独）

2018 
（平成30）

1. 5 - 2. 12 遊べる浮世絵展：くもんの子ども
浮世絵コレクション／江戸の子ど
も絵・おもちゃ絵大集合

12,809 広島県立美術館／広島ホームテレビ／イズミテク
ノ／中国新聞社

カタログ
（単独）

2. 23 - 3. 11 日本伝統工芸展広島展
第64回

8,155 広島県／広島県教育委員会／広島県立美術館／
NHK広島放送局／朝日新聞社／㈳日本工芸会

カタログ
（巡回11/11）

4. 11 - 6. 10 パリジェンヌ展：ボストン美術館／
時代を映す女性たち／広島県立
美術館開館50周年記念

20,754 広島県立美術館／ボストン美術館／広島ホームテ
レビ／イズミテクノ／中国新聞社

カタログ
（巡回3/3）

6. 23 - 7. 8 新県美展　第6回　（広島県美
術展　第70回）

5,052 広島県／共催：竹原市教育委員会／三次市教育委
員会／府中市教育委員会／世羅町教育委員会／福
山市／三原市教育委員会／庄原市教育委員会／江
田島市教育委員会／中国新聞社

カタログ
（巡回9/1）

7. 21 - 9. 24 ジブリの大博覧会：ナウシカ
からマーニーまで／広島県立
美術館開館50周年記念

295,689 広島県立美術館／広島テレビ／中国新聞社／イズ
ミテクノ

カタログ＊

10. 8 - 12. 16 ブリューゲル展：画家一族 
150年の系譜／広島県立美術館
開館50周年記念

22,266 広島県立美術館／広島テレビ／イズミテクノ カタログ
（巡回5/4）

12. 15 - 12. 24 広島県ジュニア美術展
第７回

4804 広島県／共催：広島県教育委員会／中国新聞社 会場：地階県
民ギャラリー

カタログ
（単独）

2019 
（平成31）

1. 5 - 2. 11 サヴィニャック：パリにかけ
たポスターの魔法

18,110 広島県立美術館／イズミテクノ／中国放送／読売
新聞社／美術館連絡協議会

カタログ
（巡回5/5）

2. 21 - 3. 10 日本伝統工芸展広島展
第65回

10,654 広島県／広島県教育委員会／広島県立美術館／
NHK広島放送局／朝日新聞社／㈳日本工芸会

カタログ
（巡回12/11）

29

広島県立美術館の特別展一覧 1968－2018（岡地）



《凡例》
・本表は広島県立美術館で開催された展覧会のうち、原則として美術館または県、県教育委員会が主催の企画展・特別展を
抜き出して作成したものである。貸館展である公募展やグループ・個人主催展は対象外としたが、美術館が主催者に入っ
ている公募展巡回展はこの限りではない。

・展覧会名は「タイトル：サブタイトル」を基本形とし、タイトル、サブタイトルがそれぞれ複数の名称で構成されるとき
は、「/」で区切った（例：「松方コレクション展：国立西洋美術館所蔵／19世紀西洋美術の粋を集めた！」）

・展覧会がシリーズ化されているものは、そのシリーズ名をタイトルに冠し、また、定期展の場合は、その回次を末尾に記
した（例：「郷土物故作家展・第１回　頼山陽・南薫造・靉光三人展」）

・個人作家および美術館や主催者に関する記念表記（生誕□年記念、没後□年記念、開館□年記念、開局□年記念など）はサ
ブタイトルとして扱った（例：「近代日本画三巨匠展：小林古径・安田靫彦・前田青邨／開館10周年記念」）

・備考には、そのほかの項目に該当しないが、展覧会にとって重要な内容、特に、会期の変更や従来とは違う会場で開催さ
れた場合の会場名を記載した。

・展覧会カタログが刊行されていることが確認できた場合、「カタログ（単独）」「カタログ（巡回）」「パンフレット等（パンフ
レット、リーフレット、目録、記録集、解説、鑑賞の手引など）」と記載し、単行書化された展覧会カタログ相当の出版物
は『　　』に囲み記載した。ただし、単独展カタログと巡回展カタログとの区別は、当該展覧会が単独展か巡回展かを示す
ものではなく、あくまでも展覧会カタログが単独用か巡回用かを示すものである。

・単独展カタログは、当館１館用に刊行されたカタログで、「カタログ（単独）」と記載した。
・巡回展カタログは、当館を含む２か所以上の会場が列記されている展覧会カタログで、「カタログ（巡回○/□）」と記載、
展覧会カタログ上、全体の会場数○のうち何番目（□番目）の会場かを示した。

・展覧会カタログが刊行されたことは判明しているが単独か巡回が未詳の場合は「カタログ＊」とした。
・各項目において一次資料（展覧会カタログ、広報資料、館報・年報、美術館史など）が未見、ないしは実見できても不記載
の場合で、記述の良否、刊行の有無等が確認できない場合は「＊」印を記入した。（例：○○美術館＊＝○○美術館以外の主
催者が未詳の場合）

（おかじ  さとこ／当館学芸員）
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