
平成２８年度実施企画展・特別展
館　　　名 展　　示　　名

H28.4.23～H28.6.19
高畑・宮崎アニメの秘密がわかる。スタジオジブリ・レイアウト
展その誕生から「思い出のマーニー」まで

H28.7.2～H28.7.28 再興第100回院展

H28.7.30～H28.9.19 ブータン　しあわせに生きるためのヒント

H28.9.28～H28.11.6 いつだって猫展

H29.1.7～H29.2.12 ウィリアム・モリス　原風景でたどるデザインの軌跡

H29.2.22～H29.3.30 生誕140年杉浦非水　開花するモダンデザイン

H28.2.27～H28.4.10 企画展「防災サイエンス～自然災害から身を守れ～ 」

H28.4.23～H28.6.26 特別展「科学捜査展SEASON2」

H28.7.9～H28.9.19 特別展「えひめスゴ技展2016」

H28.10.8～H28.11.20 企画展「永久磁石～見て！触って！学ぼう！～」

H28.12.3～H28.1.22 企画展「地震を探る」

H28.2.18～H28.4.9 企画展「地衣類～コケだけどコケじゃない藻類？菌類？～」

H28.4.23～H28.6.12 特別展「愛媛―お祭り博覧会　2016」

H28.7.16～H28.8.31 特別展「TRAIN　WORLD！」

H28.9.17～H28.11.27 特別展「自転車ヒストリー　～夢と希望をペダルにのせて〜」

H29.2.11～H29.4.9 企画展「はに坊と行く！「えひめの古墳探訪！」」

H28.4.23～H29.2.26 テーマ展「発掘　南予の遺跡Part3　考古収蔵庫に眠る南予の宝」

H28.7.16～H28.8.31 テーマ展「南予の裂織」

H28.9.17～H27.11.27 テーマ展「南予の戦国乱世　－館蔵品を中心に－」

H28.12.20～H29.1.29 テーマ展「没後50年　永井刀専」

H28.12.20～H29.1.29 テーマ展「松山城下図屏風」

H29.2.11～H29.4.3 テーマ展「おひなさま」

期　　間

愛媛県美術館

愛媛県総合科学博物館

愛媛県歴史文化博物館



平成２８年度実施企画展・特別展
館　　　名 展　　示　　名期　　間

H28.6.11～H28.7.18 伊予の古代　～未知なる伊予国府の探求に向けて〜

H28.7.30～H28.9.11 二宮忠八　大空への夢　～生誕150年を記念して～

H28.10.29～H28.11.20 小・中学生のふるさと学習作品展

H28.12.3～H29.3.12 岩村昇　～アジア医療の光となった医師～

H28.4.6～H28.8.1 愛媛大学ミュージアム改修工事完成記念展　米山と蘇山Ⅱ

H28.5.11～H29.9.18 県の石展　―愛媛県の石・鉱物・化石―

H28.5.18～H29.8.1 問題意識のカタマリになろう。展　―社会共創学部―

H28.6.29～H28.10.31
埋蔵文化財調査室　調査成果速報展示
「文京遺跡の解明Ⅳ　絵画土器が語る弥生人の心象風景」

H28.8.6～H28.8.10 昆虫展2016

H28.8.3～H28.12.26 「曼荼羅の世界」展

H28.9.23～H28.9.24 愛媛大学付属高等学校「課題研究」成果発表会

H28.11.2～H28.12.26
埋蔵文化財調査室　調査成果速報展示
「文京遺跡の解明Ⅴ　畠作の始まり」

H28.4.23～H28.6.12 近世宇摩の村社会と古文書展

H28.10.1～H28.11.13 宇摩のため池　～今に伝わる江戸時代のインフラ整備～

H28.9.17～H28.10.23 生誕250周年記念企画展『伊予聖人「近藤篤山」と時代のニーズ』

H28.12.20～H29.2.11 『安藤正楽展』

H28.4.29～H28.6.12 新居浜の美術<昨日・今日・明日Ⅲ>　～光風会を中心に～

H28.7.9～H28.8.21 画業20周年　片岡鶴太郎展還暦紅

H28.9.10～H28.10.18 大ペルーアンデス文明展　～東洋のマチュピチュの麓にて～

H28.11.12～H28.12.18 新居浜の美術　昨日・今日・明日Ⅳ―郷土への眼差し

H29.1.28～H29.3.26 篠原信二展

新居浜市広瀬歴史記念館 H28.10.29～H28.12.4
特別企画展「別子銅山 近代化の息吹 ～明治14年写真帳の世界
～」

四国中央市暁雨館

新居浜市美術館
（あかがねミュージアム）

かわのえ高原ふるさと館

愛媛人物博物館
(県生涯学習センタ－所管)

愛媛大学ミュージアム



平成２８年度実施企画展・特別展
館　　　名 展　　示　　名期　　間

H28.4.9～H28.5.31 四国八十八ヶ所版画展(愛媛県編)

H28.4.9～H28.5.31 遍路道　道しるべ展(横峰寺・香園寺への道)

H28.6.7～H28.7.31 河上哲太　書と短歌作品展

H28.6.14～H28.8.28 菓子木型展

H28.8.9～H28.9.4 十亀茂樹野鳥写真展「高須海岸とその周辺で見られる水鳥たち」

H28.9.3～H28.9.4 平成28年度西条市児童生徒科学展

H28.9.13～H28.11.6 館蔵美術品展

H28.9.13～H28.10.30 ここまでわかった永納山城

H28.11.15～H28.12.23 第三回ふるさとゆかりの書の名品展・菊川國夫蔵中国拓本展

H29.1.12～H29.2.28 和紙教室作品展

H19.1.15～H29.3.31 災害と記録写真(仮)

H29.3.11～H29.3.25 市民愛憎品展

H28.3.6～H28.4.24 特別展「佛心寺の文化財　その2」

H28.5.15～H28.7.24 特別展「第14回　新収蔵資料展」

H28.8.7～H28.9.25 特別展「篤山先生の書　～西条市所蔵品から～」

H28.10.16～H28.12.11 企画展「生誕250年～篤山先生一代記」

H29.1月初
旬(未定)

～
H29.2月中
頃(未定)

特別展「小松藩会所日記の世界」

H29.3月初
旬
～H29.4月末 特別展「絵画と古文書」

H28.11.1～H29.1.4 館蔵品企画展「武将―軍記物語とその実録」(前期)

H29.2.1～H29.3.31 館蔵品企画展「武将―軍記物語とその実録」(後期)

H29.2.11～H29.3.5 「第29回現代美術展―郷土出身作家による―」

今治市河野美術館

西条市立小松温芳図書館
郷土資料展示室

西条市立東予郷土館



平成２８年度実施企画展・特別展
館　　　名 展　　示　　名期　　間

H28.4.23～H28.6.12
平成28年度 今治城特別展「高虎と高吉 ―今治に伝わる藤堂氏二
代の足跡―」

H28.8.7～H28.10.4 「異色の女流水墨画家　松本奉山展」

H28.10.22～H28.12.18 平成28年度 今治城第2回特別展「今治藩主 久松松平氏の世界」

H27.10.3～H28.8.1 御金櫓 館蔵品展「今治が育んだ作家たち」

H28.10.9～ 御金櫓 館蔵品展「郷土ゆかりの作家たち」

H28.4.23～H28.8.21 企画展　海の覇者　村上武吉ヒストリー

H28.8.27～H28.10.23
特別展　村上海賊vs戦国大名
―村上海賊の「外交」と戦い―

H28.11.3～H28.12.4
日本遺産認定記念尾道・今治巡回特別展
村上海賊三家の至宝

H28.4.29～H28.6.19 なつかしの昭和レトロ展

H28.10.4～H28.12.4 「大三島×玉川　魅惑の浮世絵コレクション」展

H29.1.7
(予定)

～
H29.2.5
(予定)

第2回　玉美公募写真展　～玉川の良いとこ発見～(予定)

H28.4.6～H28.5.5 国宝「伊予国奈良原山経塚出土品」一括　春の一般公開

H28.10.8～H28.11.6 国宝「伊予国奈良原山経塚出土品」一括　秋の一般公開

H28.4.29～H28.6.6 平成28年度特別展「子規を伝える―柳原極堂と寒川鼠骨―」

H28.8.6～H28.9.5 第62回特別企画展「子規の夏休み」

H28.2.23～
H29.2.19
(予定)

第10回企画展テーマ展示　近代国家制度の形成3
「子規と帝国大学」

H28.10.1～H28.10.31
歴史の記憶　須田剋太「街道をゆく」挿絵原画展
第4回「芸備の道」

H28.6.9～H28.8.30
極地へはこぶひと
平成27年度寄贈資料

H28.10.7～H29.1.9
絹と綿
衣服とその原料の生産についての展示

H29.2月
上旬～

～
H29.5月
中旬～

なつかしの我が家(仮)
昭和の生活を紹介する展示

H28.6.11～H28.10.16 企画展「坂村真民と二人の母」

H28.10.22～H29.2.26
企画展「祈りの詩人坂村真民の原点を求めて　〜聖フランシスコ
とマザー・テレサ、そして一遍へ～」

H29.3.4～H29.6.11
開館5周年記念特別展
「東日本大震災と坂村真民の詩　～鳥は飛ばねばならぬ人は生き
ねばならぬ～」

坂村真民記念館

東温市立歴史民俗資料館

松山市
坂の上の雲ミュージアム

松山市立子規記念博物館

今治市玉川近代美術館

今治市村上水軍博物館

今治城



平成２８年度実施企画展・特別展
館　　　名 展　　示　　名期　　間

H28.3.26～H28.6.5 久万美コレクション展Ⅰ「路上≠日常―坪内晃幸の実存」

H28.6.11～H28.8.31
久万美コレクション展Ⅱ「最期の風景―古茂田守介<芦ノ湖>をめ
ぐって」

H28.9.10～H28.11.23
久万美術館2016年度自主企画展
風景の向こう―喜多村知・松田正平

H28.11.29～H29.3.22 久万美コレクション展Ⅲ

H28.3.12～H28.6.27 第15回版画絵はがきコンテスト作品展

H28.7.15～H28.8.29 松本裕×豊崎崇二人展「四国猫ものがたり」

H28.9.10～H28.11.21 「大野捷吉とその時代展」

H28.12.2～H28.12.26 風の博物館Award2016

H28.1.4～H28.2.28 楮本好勝展

H29.3月～ 第16回版画絵はがきコンテスト

H28.4.8～H28.7.4 春の浮世絵展広重「名所江戸百景」

H28.7.9～H28.9.26 東海道五十三次展

H28.10.1～H28.12.26 歌麿と写楽展

H28.1.7～H29.3月末 富嶽三十六景展

～H28.4.5 宇和のひなめぐり展

日本の街並み遺産原画展

H28.4.10～H28.5.31 端午の節句展

H28.6.1～H28.8.31 むかしの遊び　こども横丁

H28.9.10～H29.3.12 平成28年度　宇和先哲記念館　特別展「末光績展」(前期)

H29.3.18～H29.9.24 平成28年度　宇和先哲記念館　特別展「末光績展」(後期)

　　　　　～H28.4.3
　　(市民ギャラリー)

宇和文化の里
宇和先哲記念館

大洲市立肱川歌麿館

大洲市立肱川風の博物館

町立久万美術館



平成２８年度実施企画展・特別展
館　　　名 展　　示　　名期　　間

H28.9.10～H28.10.10
平成二十八年度　宇和島市立伊達博物館　秋季特別展
「海、遥か　―薩摩藩島津家と宇和島藩伊達家―」

H28.6.17～H28.12.25 後期展　「幕末・明治、伊達家の唯美」

H28.6.17～H28.12.25 後期企画展　「宇和島藩の医学」

H29.1.4～
H29.6月
中旬

前期展・前期企画展

H29.2月
中旬

～
H29.4月
初旬

ひな人形・調度展

H28.12.1～H29.1.9 干支の魚展　酉年

H29.2.2～H29.2.28 春の風物詩　シロウオ展

H29.3月
初旬

～
H29.5月
初旬

第20回　イラストコンクール「金魚」

H28.4.24～H28.6.19 森本秀樹展　民の景―宇和島―

H28.7.3～H28.9.4 生誕110年記念　三岸節子展　～わたしの美の巡礼～

H28.9.18～H28.11.20 野間仁根展　色彩踊る幻想の世界へ

H28.12.4～H29.1.29 M．コレクション展Ⅶ

H29.2.5～H29.2.14 愛媛大学卒業制作展

H29.3.1～H29.4.16 えひめ工芸作家展

伊丹十三記念館 ～H29.12 ビックリ人間・伊丹十三の吸収術

H28.1.23～H28.4.4
「ゆかいな幻想」～華宵・大正広告と多賀新、清水真理たちのワ
ンダーランド～

H28.4.23～H28.8.28 「華宵的エクスタシー展」

H28.9.17～H28.12.25
　やまい

「病気と「大正ロマン」展」

H28.2.24～H28.5.22 春の所蔵作品展

H28.5.25～H28.8.21 夏の所蔵作品展

H28.8.24～H28.11.20 秋の所蔵作品展

H28.11.23～H29.2.19 冬の所蔵作品展

H29.2.22～H29.5.21 春の所蔵作品展

セキ美術館

高畠華宵大正ロマン館

ミウラート・ヴィレッジ
（三浦美術館）

虹の森公園おさかな館

宇和島市立伊達博物館


