
工事休館　※8/23 ～ 2022/2/1（予定）

4/3－5/16   特別展 「豊臣の美術」

4/3－5/16   桃山へ、桃山から   中近世工芸の諸相

4/3－5/16   戦国武将像

4/3－5/16   受贈記念   アンコール・ワットの拓本

4/3－5/16   春夏養陽 ― 中国の書画 ―

4/3－5/16   雕刻時光　北魏の石造仏教･道教彫刻

しゅん か  ようよう

ちょうこくじこう

6/12－8/15   大阪の洋画

6/12－8/15   秀麗精緻　明清時代の工芸

6/12－8/15   特集展示 " 美の殿堂の 85 年  
　　　　　　    大阪市立美術館の展示室 "

2020/11/21－2021/7/25   特別展 「黒田泰蔵」

2020/11/21－2021/7/25   特集展 「柿右衛門―Yumeuzuras セレクション」

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 1000 円→   800 円

6/12－8/15   特別展 「揚州八怪」
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 1000 円 →   800 円

4/24－6/27   特別展 「大阪アンダーグラウンド　－掘ってわかった大地のひみつ－」
キャンパスメンバーズ 一般（教職員）  観覧料 500 円 → 350 円

高校・大学生    観覧料 300 円 → 210 円

( 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）

3/3－5/30   
「蔵出しコレクション展 2021」

開催中－8/22   「ファミリータイム」「学芸員スペシャル」

3/3－5/30   「天王星発見 240 年」

3/3－8/22    「ブラックホールを見た日～人類 100 年の挑戦～」

6/4－8/22　企画展「もっと知りたい！アインシュタイン」

6/4－8/22（予定）  「天の川銀河」

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！」

4/3－5/17 特別企画展
「動物絵画はお家芸－大坂・森派の絵描きたち－」

常設展示「都市大阪のあゆみ」

3/24－5/17    特集展示「大阪市の新指定文化財
　　　　　　―平成 28 年度から令和 2年度まで―」

5/19－7/12
特集展示「古代の都　難波京」

3/19－7/28  テーマ展　「幕末大坂の風景 ―にぎわいと安らぎ―」

3/20－7/29  常設展　4階「信長・秀吉・家康が見た大坂」

まちなみ展示

2/20－4/4 企画展示
「博覧会の世紀 1851-1970」観覧料 300 円

な に わ きょう

4/17－6/27企画展示「重岡良子 花鳥画展 
刻を紡ぐ写生から装飾　そして琳派を生きる」観覧料 300 円

4/24－7/4　テーマ展示「世界一変な火山展」

4/23－7/18   ミニ展示「和泉層群から 41 年ぶりに種記載された異常巻アンモナイト」

7/13－8/15   小出三郎

9/4－10/24  特集展示
　井口古今堂と近代大阪
　― 船場の表具師と芸術ネットワーク ―

9/4－10/24   
社寺縁起 ― 聖なるファンタジー

9/4－10/24 
千四百年御聖忌記念特別展
「聖徳太子
 日出づる処の天子」

キャンパスメンバーズ
一般（教職員）  観覧料 1800 円 → 1600 円
高校・大学生    観覧料 1200 円 → 1000 円

7/24－9/26　テーマ展示
　　　　　　「砂浜の砂とその自然（仮）」

7/17－10/10  ノーベル賞受賞 100 年記念「アインシュタイン展」
キャンパスメンバーズ一般（教職員）  観覧料 1500 円 → 1400 円

高校・大学生    観覧料    800 円 →    700 円

9/1－10/25   
特集展示「大阪の太子信仰
―旭区太子橋の太子講資料―」

8/11－2022/2/6　
企画展「受贈記念　柳原睦夫 花喰の器」

8/11－2022/2/6
企画展　「福井夫妻コレクション　古九谷」

6/4－8/22（予定）  サイエンスショー　「マイナス 196℃の世界」

7/14－8/30    特集展示「豊臣秀吉ゆかりの品々」

キャンパスメンバーズ
一般（教職員）  観覧料 1500 円 → 1350 円
高校・大学生    観覧料 1100 円 →    990 円

7/10－8/29企画展示「掌 (てのひら )の建築展 
― 橋爪紳也＋遠藤秀平 建築ミニチュアコレクション ―」観覧料 300 円

7/3－8/15   特別展 「あやしい絵展」

※左記の展覧会以降は未定です。

7/1－7/4  「2021年度  建築設計展　第62回全国大学・高専卒業設計展示会 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

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

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

プラネタリウム

※キャンパスメンバーズでは
ご利用いただけません。

一般（教職員）600 円
高校・大学生    450 円

ネイチャーホール

施設名 区分 4月 6月5月 8月 9月7月

キャンパスメンバーズ利用案内  ＜2021年 4月～ 2021年 9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 6月 15日現在のものです。掲載の展覧会は状況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。

まちなみ
展示

キャンパス
メンバーズ 無料

本館  特別展

特別展・企画展
キャンパスメンバーズ
※料金は催しにより異なります。

キャンパスメンバーズ 無料

10-7 階　常設展示

8階　特集展示 など

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

無料

無料

割引

特集展示
キャンパスメンバーズ 無料

※4/25 ～ 5/11→5/31→6/20：緊急事態下での休館と延長休館。

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/

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

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

https://www.osakacastle.net/

https://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/


