
キャンパスメンバーズ
一般（教職員）  観覧料 1000 円 → 800 円
高校・大学生   観覧料   700 円→  500 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）

2022/2/2－5/29  「まだ見ぬ宇宙へ」 6/3－8/28「天の川クルーズ」

2022/2/2－5/29 「太陽系グランドツアー」 6/3－8/28「星の降る夜に～流星群の正体に迫る～」

常設展示「都市大阪のあゆみ」

1/14－4/3 
特別展「植物　地球を支える仲間たち」

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

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

2022/2/2－5/29　「蔵出しコレクション展 2022」

キャンパスメンバーズ 一般（教職員）  観覧料 1000 円 →   900 円
高校・大学生    観覧料    700 円 →   630 円

」！景百わにな！稽滑！景絶 ～く描がちた師絵世浮～「 展別特   5/6－32/4

1/21－2/27(前期 )、3/3－4/10(後期 )
企画展「浪花　なりわいづくし」

工事休館　※2022 年９月 26 日まで（予定）

工事休館　
※2022/2/7 ～ 2023 年秋（予定）

2022/2/2－5/29　企画展「色と形のふしぎ」

6/3－8/28　サイエンスショー「花火の化学」2022/2/2－5/29 　サイエンスショー「振り子のふしぎ」

  2022/2/3－「ファミリータイム」、土 日 祝休日のみ「学芸員スペシャル」・ ・ 「ファミリータイム」、土 日 祝休日のみ「学芸員スペシャル」・ ・

4/16－6/5   
　来到風華「 展別特 チャイニーズアートセレクション」

併設展示「大阪市立美術館の歩みとコレクション」

4/29－6/19  
特別展「日本の鳥の巣と卵 427
～小海途銀次郎 鳥の巣コレクションのすべて～」

2/23－4/18
特集展示「新収品お披露目展」

4/20－6/27
特集展示　「タイルとおおさか－日本における「タイル」名称統一 100 周年－」

3/19－5/8  テーマ展　3・4階展示室「武将たちの風貌」

4/16－7/3

常設展示

5/11－7/21  企画展示 (4 階展示室 )「大阪城天守閣 “新鮮” コレクション」

5/10－7/20  企画展示 (3 階展示室 )「大坂城大解剖　～その姿と機能～ 」

6/29－9/5
特集展示「戦争と福祉・ボランティア －田中半治郎の遺品から－」

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

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 5月 8月 9月6月 7月

キャンパスメンバーズ利用案内  ＜2022年 4月～ 2022年 9月＞
※キャンパスンバーズのご利用の際は、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2022年 7月 1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。

10-9 階  常設展  まちなみ展示

8階  常設展  近代の大阪展示
キャンパスメンバーズ

本館  特別展

特別展・企画展
10-9 階の改修工事中にかぎり
無料で観覧いただけます。

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

キャンパスメンバーズ

キャンパスメンバーズ

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

割引

無料

※今年度コレクション展はありません

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

※本展示は「華風到来」の観覧券でご覧いただけます。本展示のみの観覧はできません。

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

https://www.osaka-angenet.jp/konjyakukan/

7/16－9/25   
ドレスデン国立古典絵画館所蔵
「フェルメールと17世紀オランダ絵画展」

キャンパスメンバーズ
一般（教職員）  観覧料 2100 円  → 1900 円
高校・大学生   観覧料 1500 円 →  1300 円

7/16－9/25 
特別展「大地のハンター展 

   ～陸の上にも 4億年～」

7/16－9/25
テーマ展示
「標本を未来に引き継ぐ ～新収資料展 2022～」

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 1500 円 →  1300 円

6/21－9/4   
企画展「大阪管区気象台140周年記念
気象の科学展 ～天気予報ができるまで～」

※左記の展示以降の
予定は未定です

9/7－11/14
特集展示
「新発見！なにわの考古学 2022」

7/16－9/4
  特別企画展
「和菓子、いとおかし―大阪と菓子のこれまでと今―」

7/15－9/26
特別展「商都大坂の豪商・加島屋　あきない町家くらし」企画展「漆造形の旗手　栗本夏樹の世界」 

※左記の展示以降の予定は未定です

8/30－11/27　サイエンスショー
「なが～い分子！ポリマーであそぼう」

8/30－11/27「宇宙美術館 2022」

8/30－11/27「星の誕生」

「ファミリータイム」、土 日 祝休日のみ「学芸員スペシャル」・ ・

無料

https://www.osaka-art-museum.jp/
https://www.osaka-art-museum.jp/sp_evt/kafutorai
https://www.osaka-art-museum.jp/sp_evt/dresden-vermeer2022
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
http://www.omnh.net/whatsnew/cat26/cat197/
http://www.omnh.net/whatsnew/cat26/427_/
https://www.tv-osaka.co.jp/event/huntersonland/
http://www.omnh.net/whatsnew/2022/06/_2022.html
https://www.moco.or.jp/
https://www.sci-museum.jp/
https://www.sci-museum.jp/scienceshow/archive/
https://www.sci-museum.jp/scienceshow/
https://www.sci-museum.jp/event/
https://www.sci-museum.jp/planetarium/program/general/#pla_a
http://www.mus-his.city.osaka.jp/
http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2022/naniwa_hyakkei.html
http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2022/wagashi.html
http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2022/sensou_fukushi.html
http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2022/tile_osaka.html
https://www.osakacastle.net/
https://www.osaka-angenet.jp/konjyakukan/
https://www.osaka-angenet.jp/konjyakukan/exhibition_special/260000359
https://www.osaka-angenet.jp/konjyakukan/exhibition_special/260000333
https://www.osaka-angenet.jp/konjyakukan/exhibition_special/260000224
https://www.sci-museum.jp/news/220227/



