キャンパスメンバーズ利用案内 ＜2020 年 4 月〜 2021 年 3 月＞
2020 年

施設名

区分

大阪歴史博物館

10-7 階

4月 5月

常設展示

※常設展示内です

特集展示 など

無料

キャンパスメンバーズ

6階

特別展示室

6階

特別展示室

< 特別企画展 >

無料

キャンパスメンバーズ

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

大阪市立
自然史博物館

大阪市立美術館

8月

9月

10 月

11 月

キャンパスメンバーズ

7/22−8/24
特別公開
国指定重要文化財

ネイチャーホール
キャンパスメンバーズ

コレクション展

キャンパスメンバーズ

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。

8/26−11/9
新発見！ なにわの考古学 2020

11/11−2021/1/11
大阪の灯火具

無料
割引
無料

https://www.osakacastle.net/

大阪市立科学館

6/9−8/30
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〜」

キャンパスメンバーズ高校・大学生 観覧料 300 円

210 円

7/1−8/16 ラブリー！ジャパン
ゆかいきっかいしんじゅうずかん

割引

ゆかいきっかいしんじゅうずかん

7/1−8/16 愉快奇怪 神獣図鑑：やきもの篇

10/16−11/29 テーマ展示

無料

9/5−10/11 特集展示
「没後 50 年 浪華の女性画家 島成園」

常設展・テーマ展・特別展

無料

休館期間：2021/1/12 〜 3/12

9/5−10/11 青緑い刻（あおいとき）
9/1−10/11 中国の石造彫刻
9/1−10/11 大阪の仏像

10/27−12/13
秋色を愛でる ー近代日本画を中心にー

2021/1/9−2/7 松樹千年、終に是朽ちぬ

2/20-3/21 宮人たちへの鎮魂歌
― 隋の石刻

10/27−12/13
写経 ー天平から鎌倉へー

2021/1/9−2/7 生誕 200 年 三輪田米山

2/20-3/21 花咲くやきもの
REVIVAL ！

10/27−12/13 高き空から

2021/1/9−2/7 富士礼賛―近世絵画を中心に―

2/20-3/21 ニッポンのかがやき
本朝金属工芸史

―絵画の中の自然美

―大阪中之島美術館山本發次郎コレクション

2021/1/9−2/7 江戸の南画

10/27−12/13 特別展「天平礼賛」
キャンパスメンバーズ
一般（教職員）観覧料 1500 円→1300 円
高校・大学生 観覧料 1200 円→1000 円

700 円

2021/1/9−2/7 辛丑年

牛を描く

2021/1/9−2/7 磁州窯の陶枕
2021/1/9−2/7 あちこちの風光明媚

2/20−3/21 特別展
「改組 新 第 ７ 回日展」
キャンパスメンバーズ
一般（教職員）観覧料
1100 円→900 円
高校・大学生 観覧料
700 円→500 円

6/2−11/8 特別展「天目ー中国黒釉の美」

11/21−2021/7/25 特別展「黒田泰蔵」

6/2−11/8 特集展「現代の天目―伝統と創造」

11/21−2021/7/25 特集展「柿右衛門―Yumeuzuras セレクション」

6/2−11/8 コレクション展「安宅コレクション中国陶磁・韓国陶磁」
「李秉昌コレクション韓国陶磁」
「日本陶磁」
「沖正一郎コレクション鼻煙壺」

5/20−7/20
「織田軍団の諸将」

7/22−10/8

5/20−7/21 「戦乱の子、太平の子
〜子どもにみる戦国・江戸時代〜」

4 階企画展示「秀吉

11/21−7/25 コレクション展「安宅コレクション中国・韓国陶磁、李秉昌コレクション韓国陶磁、日本陶磁、沖正一郎コレクション鼻煙壺、現代陶芸

天下人への足どり ―資料と写真でたどる―」10/10−11/29
テーマ展「秀吉の生涯」
7/23−10/7 3 階夏の展示「大坂冬の陣・夏の陣図屏風 〜豊臣 vs 徳川 激闘の記憶〜」

12/1−1/27
12/2−1/28

3 階企画展示「逆賊の日本史」
4 階企画展示「ヒデヨシ外伝」

※左記展示以降の予定は未定です

※7/21 〜展示場再開。( 来館される皆さまへのお願いにつきましては こちら でご確認ください）

展示場
キャンパスメンバーズ

無料

プラネタリウム

7/21−11/29 企画展示「歴史資料で見る

6/5−8/30

一般（教職員）600 円
高校・大学生 450 円

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

※キャンパスメンバーズでは
ご利用いただけません。

大阪くらしの今昔館

まちなみ
展示

キャンパス
メンバーズ

特別展・企画展
http://konjyakukan.com/

―平成 28 年度から
令和２年度まで―

本館 改修工事のため 臨時休館

12/12−2021/1/11、
3/13−3/28

「陸前高田市立博物館コレクションが遺す
地域の自然と文化
新春ミニ展示「丑年展」、
−自然史標本レスキューの現在地点−」 自由研究・標本展「ジュニア
自由研究・標本ギャラリー」

キャンパスメンバーズ

※料金は催しにより異なります。

・太陽系のメダリスト
・宇宙ヒストリア〜 138 億年、原子の旅〜
・学芸員スペシャル

無料

1/13−3/28 南部陽一郎生誕 100 周年記念
企画展示「ほがらかに」―南部陽一郎の人生と研究―

科学の歩み」

8/6−8/30 サイエンスショー
「電気 ふるえる きこえる」

大阪市立住まいのミュージアム

―明治期考古学の遺産―

キャンパスメンバーズ 一般（教職員）観覧料 1900 円→1710 円
高校・大学生 観覧料 1200 円→1080 円

7/1−8/16 愉快奇怪 神獣図鑑：中国古代篇

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

キャンパスメンバーズ

3/24−5/17
大阪市の指定文化財展

常設展

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

大阪城天守閣

1/13−3/22
蒐集家・高島唯峰

10/31−12/14 特別展「埋忠〈UMETADA〉桃山刀剣界の雄」

割引

キャンパスメンバーズ
高校・大学生 観覧料 900 円

キャンパスメンバーズ

3月

1/27−3/1
特別企画展「大阪の近代化と町
ー水帳から公文書へー」

5/26−8/16 特別展「フランス絵画の精華」

平常展・特集展
企画展・特別展

2月

久米田寺文書の世界

7/1−8/16 琳派の草花図

大阪市立
東洋陶磁美術館

1月

くめだでらもんじょ

本館 常設展

花と緑と自然の情報センター
ネイチャースクエア
キャンパスメンバーズ

2021 年

12 月

常設展示「都市大阪のあゆみ」

< 特別展 >

本館 特別展
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/

7月

無料

キャンパスメンバーズ

8階

6月

※キャンパス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 ※下記に掲載している展覧会・イベント等の情報は 2021 年 1 月 1 日現在のものです。都合により変更される場合があります。最新情報は各館 HP でご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、観覧時のお願いがございます。詳細は各館 HP にて事前にご確認ください。

9/2−11/29

サイエンスショー
「ふしぎな形」

9/2−11/29
・火星ふたたび接近中！
・眠れなくなる宇宙のはなし
・学芸員スペシャル

12/4−2021/2/28 サイエンスショー
「ビリッとびっくり静電気」

12/4−2021/2/28

・冬の天の川
・HAYABUSA2 〜 REBORN
・学芸員スペシャル

3/3−5/30 サイエンスショー
「光の三原色ＲＧＢのヒミツをさぐれ！」
3/3−5/30 ・天王星発見 240 年
・ブラックホールを見た日
〜人類 100 年の挑戦〜

・学芸員スペシャル

まちなみ展示
7/23−10/4 大阪くらしの今昔館所蔵品展
6/3−7/12 特別展
「歳時記と祝い事」※会期を延長
「和紙の建築模型 建築起こし絵図
―茶室と社寺と即位図と」 観覧料 300 円
観覧料 300 円

12/19−2021/2/14
11/4−11/23 企画展
企画展「くらしと漆工」
「景聴園 × 今昔館
観覧料 300 円
描きひらく上方文化」観覧料 300 円

※左記展示以降の予定は未定です

