
7/27－9/8  
特別展「ニャンダフル  浮世絵ねこの世界展」

4/6－6/30  
特別展 「文房四宝－清閑なる時を求めて」

4/6－6/30
特集展 「朝鮮時代の水滴」

10/26－12/8
特集展 
「受贈記念　辻井コレクション
           灯火具―ゆらめくあかり」

7/13－10/14　特別展「フィンランド陶芸　
                   芸術家たちのユートピア　―コレクション・カッコネン」
同時開催「マリメッコ・スピリッツ　フィンランド・ミーツ・ジャパン」

3/20－5/6「なにわ人物誌　三好木屑」

常設展示「都市大阪のあゆみ」

 ・ なにわ歴博講座　 ・館長講座「館長と学ぼう新しい大阪の歴史」※その他はお問い合わせ下さい無料
540円キャンパスメンバーズ高大学生  観覧料 600 円 キャンパスメンバーズ高大学生  観覧料 600 円

7/13－9/29  特別展 「昆虫」

常設展

1300 円キャンパスメンバーズ
高大学生  観覧料 1500 円

美術団体による公募展を開催しています。※キャンパスメンバーズではご利用いただけません。料金は有料・無料の場合がございます。
詳しくはホームページをご確認ください。 http://www.osaka-art-museum.jp/ug_evt/

 3/21－5/19  
 テーマ展 
「戦国の世の祈り」

3/2－4/7　
企画展
「モダン都市大阪の記憶」

2/16－5/12  
特別展 「フェルメール展」

6/1－6/30  
特別展 「改組新第 5回   日展」

7/16－7/28  
特別展「第 65 回   全関西美術展」

8/10－9/29　
特別展「オーバリン大学アレン・メモリアル美術館所蔵
メアリー・エインズワース浮世絵コレクション
―初期浮世絵から北斎・広重まで」500 円キャンパスメンバーズ

高大学生  観覧料 700 円

400 円キャンパスメンバーズ
高大学生  観覧料 500 円

800 円CM高大学生  観覧料 1000 円
900 円

キャンパスメンバーズ
高大学生  観覧料 1100 円

5/8－7/8　「新収品お披露目展」

7/10－8/19　「漣」を生んだ風景－近代水都大阪を描く－」

8/21-10/14　「博学連携展vol.1　商都大阪の文化力
　　　　　                        大阪商業大学×大阪歴史博物館」

もくしょう

さざなみ

3/30－6/2   宇宙ヒストリア～ 138 億年、原子の旅～

3/30－6/2   星の光景ベスト 10 6/5－9/1   木星と土星の世界 9/5－12/1   星空歴史秘話 12/6－2020/3/1　オーロラ

9/5－12/1   天の川をさぐる 12/6－2020/3/1　夜空の宝石箱『すばる』6/5－9/1   星の降る夜に～流星群の正体に迫る～

3/30－6/2　サイエンスショー「ロケット！ロケット！ロケット！」

6/5－9/1　サイエンスショー「ハラハラ　バランス大実験」3/30－6/2　「新コレクション展 2019」

まちなみ展示

4/20－5/26 企画展
「昭和レトロ家電 マスダコレクション展」

4/6－5/12　花香鳥語－中国明清の絵画－

4/6－5/12　おおさかの仏教美術２

6/1－6/30、7/16－7/28　白いやきもの

6/1－6/30、7/16－7/28　絵巻を写す

6/1－6/30、7/16－7/28　幽美を求めて
 ― 墨から墨まで ― 

8/10－9/29　風俗画と美人画 

8/10－9/29　よそおう ― 化粧道具 ―

8/10－9/29　よそおいをうつす ― 和鏡 ―

8/10－9/29　天上超脱の書 ― 江戸の四僧 ― 

8/10－9/29　油絵祭り 2019
̶静かに成長する洋画コレクション― 

4/27－5/26　企画展示「標本を未来に引き継ぐ
 ~新収資料展2019~」  

企画展観覧料 300 円
企画展観覧料 300 円

6/1－6/9 企画展「2019 年度　建築設計展」 ※無料

6/15－7/15 企画展「住まいをデザインする顔
            　　　　　　　　　－関西若手の仕事－」 

企画展観覧料 300 円

9/5－12/1　サイエンスショー 「電池がわかる」

5/22－7/17  
企画展示 「サムライたちの躍動 
―大阪城天守閣名品セレクション―」

7/19－10/9
夏の展示 「戦国の群像　～秀吉をとりまく人々～」
7/20－10/10
企画展示 「描かれた城郭」

※ネイチャーホールで開催

キャンパスメンバーズ高大学生  観覧料 800円 700円

7/24－9/1　
企画展「大大阪時代に咲いたレトロモダンな着物たち

     ～北前船船主・大家家のファッション図鑑～」 
きた まえ ぶね おお  いえ

企画展観覧料 300 円

10/12－11/24　屏風祭り 2019　

10/12－11/24　画中人　中国の人物画

10/26－12/8　誰が袖　工芸・絵画

10/26－12/8　うるわし漆椀　朱・黒

10/26－12/8　荘厳供奉 ― 仏教工芸の世界 ―

10/26－12/8　仏教絵画　中国・日本

12/18－2020/2/9　
特集展示「生誕 150 年記念
船場の絵描き  庭山耕園  ― 近代大阪の四条派 ― 」

12/18－2020/2/9
明器 ― 古代中国墳墓のやきもの ― 

12/18－2020/2/9
没後 50 年　鍋井克之

12/21－2020/4/12　特別展 「竹工芸名品展：ニューヨークの
             アビー・コレクション  ーメトロポリタン美術館所蔵」

12/21－2020/4/12　特集展「受贈記念　木村盛康・天目のきらめき」

10/12－11/17
特別展「豊臣外交」

12/6－2020/3/1　サイエンスショー「ブーメラン、カムバック！」

10/5－12/1 特別展 「勝矢コレクション刀装具受贈記念
　　　　　 　　　　決定版・刀装具鑑賞入門」

10/16-2020/1/6　新発見！なにわの考古学2019

10/12－12/8  特別展「仏像　中国・日本」

540円 キャンパスメンバーズ高大学生  観覧料 800 円
720円

2020/1/8－3/2
押絵「西国三十三所観音霊験記」と生人形

3/4－5/11　発掘成果から考える　
　　　近世都市「おおさか」の食文化

2/26－4/5 特別展 「猿描き狙仙三兄弟
　ー鶏の若冲、カエルの奉時も」

キャンパスメンバーズ高大学生  観覧料 300 円 210円

2/22－3/22　
中原の古法 ― 北朝石刻書法 ―

2/22－3/22　
春爛漫　花咲くやきもの

2/22－3/22
画中游　中国の山水画

2/22－3/22　特別展
 「改組新第 6回   日展」

500 円
キャンパスメンバーズ
高大学生  観覧料 700 円

11/19－2020/1/22　
3 階企画展示「大坂、大阪、『おおさか』」

11/20－2020/1/23　
4 階企画展示「変わり兜と武者の美学」

※左記展示以降の予定は未定です

12/16－2020/2/14
企画展「ちょっといい 昔の暮らし」

2/22－4/5
特別展「世界遺産をつくった大工棟梁
　　　　-中井大和守の建築絵図細見」企画展観覧料 300 円

2020/2/29－5/31  
特別展 「知るからはじめる外来生物
　　　　　～未来へつなぐ地域の自然～」

観覧料 300 円

10-7 階　常設展示

8階　特集展示

6階　特別展示室

キャンパスメンバーズ

キャンパスメンバーズ

キャンパスメンバーズ

<特別企画展>

6 階　特別展示室
キャンパスメンバーズ

<特別展 >

※常設展示内です

無料

本館  常設展

キャンパスメンバーズ 無料

キャンパスメンバーズ 割引

花と緑と自然の情報センター
ネイチャースクエア

無料

無料

割引
大阪歴史博物館単独主催の
イベントは無料で参加できますイベント

コレクション展
キャンパスメンバーズ 無料

特別展・特別陳列
キャンパスメンバーズ
※料金は催しにより異なります。

割引

（地下展覧会室）

平常展・特集展
企画展・特別展
キャンパスメンバーズ 無料

常設展・テーマ展・特別展
キャンパスメンバーズ 無料

展示場
キャンパスメンバーズ 無料

プラネタリウムホール

※キャンパスメンバーズでは
ご利用いただけません。

高校・大学生 450 円

ネイチャーホール

施設名 区分 10 月6月 7月 8月 9月 11 月 12 月 1月 2月 3月
2019 年

4 月 5 月

キャンパスメンバーズ利用案内  ＜2019 年 4 月～ 2020 年 3月＞ ※キャンパスメンバーズのご利用には、学生証（職員証）のご提示をお願いします　※下記展覧会情報は 2019 年 12月 27日現在のものです。最新情報は各館HPでご確認ください。

まちなみ
展示

キャンパス
メンバーズ 無料

本館  特別展

企画展

大阪歴史博物館

大阪市立
自然史博物館

大阪市立美術館

大阪市立
東洋陶磁美術館

大阪城天守閣

大阪市立科学館

http://www.mus-his.city.osaka.jp/

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/

http://www.osaka-art-museum.jp/

http://www.moco.or.jp/

http://www.osakacastle.net/

http://www.sci-museum.jp/

大阪くらしの今昔館
大阪市立住まいのミュージアム
http://konjyakukan.com/

http://www.mus-his.city.osaka.jp/
http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2018/miyoshimokushou.html
http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2019/ohirome.html
http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2019/sazanami.html
http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2019/naniwakoko2019.html
http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2019/ukiyoenekonosekai.html
http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2019/tousougu.html
http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2019/sarukakisosen.html
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
https://www.osaka-art-museum.jp/
https://www.osaka-art-museum.jp/sp_evt/vermeer
https://www.osaka-art-museum.jp/sp_evt/butsuzo
https://www.osaka-art-museum.jp/sp_evt/6thnitten
http://www.moco.or.jp/
http://www.moco.or.jp/exhibition/past/?e=528
http://www.moco.or.jp/exhibition/past/?e=529
http://www.moco.or.jp/exhibition/current/?e=545
http://www.moco.or.jp/exhibition/past/?e=543
https://www.osakacastle.net/
https://www.osakacastle.net/josetsus/%e6%ac%a1%e5%9b%9e%e4%ba%88%e5%91%8a%e3%80%803%e9%9a%8e%e4%bc%81%e7%94%bb%e5%b1%95%e7%a4%ba%e3%80%80%e3%80%8c%e5%a4%a7%e5%9d%82%e3%80%81%e5%a4%a7%e9%98%aa%e3%80%81%e3%80%8e%e3%81%8a%e3%81%8a%e3%81%95
https://www.osakacastle.net/josetsus/%e6%ac%a1%e5%9b%9e%e4%ba%88%e5%91%8a%e3%80%804%e9%9a%8e%e4%bc%81%e7%94%bb%e5%b1%95%e7%a4%ba%e3%80%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8a%e5%85%9c%e3%81%a8%e6%ad%a6%e8%80%85%e3%81%ae%e7%be%8e%e5%ad%a6%e3%80%8d
http://www.sci-museum.jp/
http://konjyakukan.com/
http://konjyakukan.com/kikakutenji.html
http://konjyakukan.com/koremade.html#k118
http://konjyakukan.com/koremade.html#k115
http://konjyakukan.com/koremade.html#k111
http://konjyakukan.com/koremade.html#k109

