
平成２９年度実施企画展・特別展

館　　　名 期　　間 展示名

H29.4.8(土) ～H29.5.7(日) 名嘉睦捻展　風の伝言を彫る

H29.4.22(土) ～H29.6.5(月) 若冲、琳派、かざりと雅 京都・細見美術館名品展

H29.6.7(水) ～H29.7.23(日) ウェールズ国立美術館所蔵　ターナーからモネへ

H29.7.26(水) ～H29.9.4(月) 培広庵コレクション「美人画」は語る－松園､清方､深水､そして河崎蘭香

H29.11.2(木) ～H29.12.24(日) レオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリの戦い」展

H30.1.20(土) ～H30.3.25(日) 生誕200年　沖 冠岳と江戸絵画展

H29.4.22(土) ～H29.6.25(日) 企画展「カハクンの大宇宙旅行展」

H29.7.8(土) ～H29.9.18(月) 特別展「ＶＲスポーツサイエンス」

H29.10.7(土) ～H29.11.26(日) 企画展「東予産業遺産」

H29.10.21(土) ～H29.11.19(日) パネル巡回展「太陽のふしぎ」

H29.12.9(土) ～H30.1.28(日) 企画展「エネルギー体験ラボ」

H30.2.24(土) ～H30.4.8(日) 企画展「案外すんでる！身近な生き物」

H30.2.24(土) ～H30.4.8(日) 企画展「ホネホネミュージアム」

H29.10.14(土) ～H29.11.5(日) 巡回展「森に親しむ博物館」

H29.4.29(土) ～H29.5.28(日) 「愛媛の生き物写真展」

H29.7.14(金) ～H29.8.20(日) 版画家石村嘉成氏による「動物版画展」

H29.7.23(日) ～H29.9.24(日) 企画展（げてもの展）※8/21～8/26は休止

H29.12.23(土) ～H30.4.8(日) 干支展（いぬ）

H29.3.25(土) ～H29.9.3(日) テーマ展「久万高原町発掘50年の足跡」

H29.4.22(土) ～H29.6.25(日) 特別展「迷路絵本　香川元太郎のフシギな世界」

H29.4.22(土) ～H29.6.25(日) テーマ展「よろいかぶと」

H29.7.15(土) ～H29.9.3(日) 特別展「トリックアート　大江戸物語」

H29.7.15(土) ～H29.9.3(日) テーマ展「戦時下に生きた人々」

H29.9.30(土) ～H29.11.26(日) テーマ展「相撲の歴史と民俗－館蔵品を中心に」

H29.9.30(土) ～H29.11.26(日) 特別展「高虎と嘉明―転換期の伊予と両雄―」

H29.9.30(土) ～平成30.2月 テーマ展「大型器台とその時代」（仮）

H29.12月～平成30.1月 テーマ展「宇和島・戸島歌舞伎」（仮）

H30.2.17(土) ～H30.4.8(日) 特別展「四国遍路の世界遺産化に向けて―四国遍路と愛媛―」（仮）

H29.5.27(土) ～H29.7.2(日) （公財）愛媛県埋蔵文化財センター　共同企画展　伊予の木工芸

H29.7.15(土) ～H29.8.31(木) 平成29年度夏季企画展　愛媛の探検家・冒険家たち

H29.11.11(土) ～H29.11.19(日) 平成29年度　小中学生のふるさと学習作品展

H29.12.2(土) ～H30.3.11(日) 平成29年度冬季企画展　生誕150周年記念　柳原極堂所蔵品店（仮）

H29.4.12(水) ～H29.7.31(月) 米山　多様な美の形　展

H29.5.17(水) ～H29.7.31(月) 新種発見のための７つのカギ 展　—昆虫分類学の世界—

H29.8.2(水) ～H29.12.25(月) 弘法大師展

H29.8.5(土) ～H29.8.10(木) 昆虫展＆水生生物展２０１７

H29.9.16(土) ～H29.9.18(月) 地質情報展　—日本の地質・四国の地質（仮称）—

H29.11.24(金) ～H29.12.10(日) 状況２０１７ 展（美術作品展）

H30.1.10(水) ～H30.3.26(月) 河東碧梧桐展 —漢代・六朝書の影響（仮称）—

H30.2.28(水) ～H30.3.12(月) 第58回全国大学・高専卒業設計展示会

かわのえ高原ふるさと館 H29.5.20(土) ～H29.6.25(日) 幕末川之江村　難渋人救済の記録

「霧の森」茶フェミュージアム H29.6.3(土) ～H29.7.17(月) 石川憲二水彩画展

愛媛大学ミュージアム

愛媛県美術館

愛媛県総合科学博物館

愛媛県立とべ動物園

愛媛県歴史文化博物館

愛媛人物博物館
（県生涯学習センタ－所管）



平成２９年度実施企画展・特別展

館　　　名 期　　間 展示名

H29.4.14(金) ～H29.5.26(金) 宇摩の一奇人安藤正楽君　－近代化と矛盾の狭間を生きる－

H29.6.27(火) ～H29.8.20(日) 愛石のススメ展

H29.9.2(土) ～H29.10.22(日) 華開く地域力　－宇摩の俳諧文化を中心に－（仮称）

H29.4.29(土) ～H29.6.25(日)
新居浜市市制施行80周年記念事業
　東京富士美術館コレクション　美の東西

H29.4.29(土) ～H29.6.25(日) 風とあそぶ　榎木孝明水彩画展

H29.9.20(水) ～H29.10.29(日)
文化庁新進芸術家海外研修制度(旧芸術家在外研修)50周年記念展
美術部門「洋画」「日本画」「版画」

H29.11.3(金) ～H29.11.12(日) 市展

H29.11.14(火) ～H29.11.26(日) 県展新居浜移動展

H29.12.9(土) ～H30.1.21(日) 新居浜美術の新時代と住友　小磯良平とオリゾン洋画研究所

H30.2.10(土) ～H30.3.25(日) 新居浜の美術昨日今日明日Ⅴ　地域ゆかりの作家紹介（仮）

H29.4.11(火) ～H29.5.30(火) 四国八十八ヶ所版画展（徳島・高知編）

H29.6.10(土) ～H29.7.30(日) 先覚者展

H29.6.16(金) ～H29.8.6(日) 郷土ゆかりの南画家展

H29.8.8(火) ～H29.8.27(日) あんどん　あんど　あんどうひろしげ展

H29.8.15(火) ～H29.10.18(水) 戦争と画家展（仮題）

H29.9.2(土) ～H29.9.3(日) 西条市児童生徒科学展

H29.9.16(土) ～H29.11.19(日) 館蔵美術品展

H29.11.1(水) ～H30.2.12(月) 修復おひろめ展―作品を診る―（仮題）

H29.12.10(日) ～H30.2.27(火) 民具でみる農家の四季展

H30.2.23(金) ～H30.5.26(土) 芥川永展

H30.3.18(日) ～H30.4.18(水) 和紙教室作品展

H29.4.16(日) ～H29.6.25(日) 特別展「第15回新収蔵資料のお披露目展」

H29.7.9(日) ～H29.9.10(日) 特別展「文化財指定記念　佐伯庄屋の歴史」

H29.9.24(日) ～H29.11.26(日) 企画展「第2回西条藩の武具甲冑～新資料を中心に～」

H29.12.27(水) ～H30.2.18(日) 特別展「南明禅師尊像二件 西条指定文化財へ」展

H29.4.11(火) ～H29.7.30(日) 館蔵品企画展「匠-掛軸・屏風の伝統美‐」

H29.4.19(水) ～H29.5.7(日) 企画展「2017　今美‐第12回今治美術家作品展‐」

H29.8.5(土)
H29.10.20(金)

～
H29.9.18(月)
H29.11.21(日)

館蔵品小企画展「俳句」

H29.8.18(金) ～H29.9.3(日) 企画展｢第10回アートクラブグランプリ(全国中学校美術部作品展)｣今治巡回展

H29.12.19(火) ～H30.3.31(土) 館蔵品企画展「戦国ものがたり」

H30.2.3(土) ～H30.2.25(日) 企画展「第30回現代美術展－郷土ゆかりの作家たち－」

H29.4.29(土) ～H29.6.18(日) 企画展「暮らしの今昔 in 今治」

H29.7.22(土) ～H29.11.5(日) 第1回今治城写真コンテスト入賞作品展

H29.10.7(土) ～H29.12.3(日) 特別展「今治藩の家臣団～久松松平家を支えた武士達～」（仮）

H28.10.9(日) ～H29.7.10(月) 御金櫓 館蔵品展「郷土ゆかりの作家たち」

H29.11.13(月) ～ 御金櫓 館蔵品展「今治が育んだ作家たち」

H29.2.18(土) ～H29.4.2(日) 企画展「能島村上家のひな人形と女性たち」

H29.4.22(土) ～H29.6.25(日) 企画展「能島村上家伝来資料群」

今治市上浦歴史民俗資料館
村上三島記念館

H28.9.3(土) ～H29.6.25(日) 開館35周年記念　昭和書壇名家書展

今治市大三島美術館 H29.3.23(木) ～H29.6.11(日) 館蔵品展　鳥と春

今治市玉川近代美術館 H30.1.6(土) ～H30.2.4(日) 第3回玉美公募写真展～玉川の良いとこ発見～（予定）

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）

西条市立東予郷土館

西条市立小松温芳図書館
郷土資料展示室

今治市河野美術館

今治城

今治市村上水軍博物館



平成２９年度実施企画展・特別展

館　　　名 期　　間 展示名

H28.7.3(日) ～H29.6.15(木) 日本一美しい島・大三島をつくろうプロジェクト2016

H29.7.1(土)～H30.6.15(金) 新しいライフスタイルを大三島から考える

H29.4.29(土) ～H29.5.29(月)
子規・漱石・極堂生誕150年記念第63回特別企画展
「子規・漱石・極堂－俳句革新の地　松山－」

H29.9月上旬
(予定)

～
H29.10月下旬
(予定)

特別展「子規博の名品（仮）」

H29.12月下旬
(予定)

～
H30.1月下旬
(予定)

新春特別展「創作人形展(仮称）」

H30.2月上旬
(予定)

～
H30.3月下旬
(予定)

「子規の俳句とかまぼこ板の絵」展（仮）

H29.2.28(火) ～H30.2.18(日) 第11回企画展テーマ展示　「好古・真之・子規－明治20年代初頭」

H29.7.25(火) ～H29.11.26(日) 特別展示「松山と漱石」

H29.9.30(土) ～H29.10.30(月) 歴史の記憶　須田剋太「街道をゆく」挿絵原画展　第5回愛蘭土紀行

H29.4.1(土) ～H29.4.23(日) 楽しかった考古館2016

H29.4.29(土) ～H29.7.9(日) 県市連携事業「掘ったぞな松山2017　前期展」

H29.9.8(金) ～H29.11.12(日) 県市連携事業「掘ったぞな松山2017　後期展」

H29.11.18(土) ～H30.1.21(日) 県市連携事業「いにしへのえひめ」

H30.2月～H30.3月 特別展「こだいの顔」

H29.2.3(金) ～H29.6.11(日) なつかしのわが家

平成29年7月中旬～
平成29年11月
下旬

牛馬と農耕（仮）

平成30年1月上旬～
平成30年5月
下旬

昭和の生活にかかわる資料の展示

H29.3.4(土) ～H29.6.11(日) 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～

H29.6.17(土) ～H29.11.12(日) 坂村真民の世界～すべての人に真民詩を～　第1部

H29.11.18(土) ～H30.2.25(日) 坂村真民の世界～すべての人に真民詩を～　第2部

H30.3.3(土) ～H30.6.17(日)
開館6周年記念特別展
　坂村真民という生き方～坂村真民の生涯を貫いた生き方とは～

H28.11.27(日) ～H29.4.23(日) 久万美コレクション展Ⅲ「mono-chrome(モノクローム)」

H29.4.29(土) ～H29.8.31(木) 久万美コレクション展Ⅰ「熱い抽象―1950～60年代」

H29.9.9(土) ～H29.11.23(木) 久万美術館2017年度自主企画展　Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ―秩序と混沌（仮称）

H29.12.2(土) ～H30.4.15(日) 久万美コレクション展Ⅱ（タイトル未定）

H29.4.22(土) ～H29.6.11(日) 春の企画展「石鎚山系の高山性植物」

H29.7.21(金) ～H29.9.4(月) 第51回特別展「巨大昆虫・微小昆虫」

H29.10.7(土) ～H29.11.23(木) 秋の企画展「面河渓のきのこ写真展」

H29.1.8(日) ～H29.2.27(月) 【風の博物館企画展】楮本好勝　絵てがみ展

H29.1.8(日) ～H29.4.3(月) 冨嶽三十六景展

H29.4.8(土) ～H29.7.3(月) 企画展「浮世絵で観る美人画の歴史」展

H29.4.28(金) ～H29.5.21(日) 日本画所蔵品展～宇都宮コレクションを中心に～

H29.9.9(土) ～H29.9.24(日) 八幡浜市美術展

H29.10.15(日) ～H29.11.26(日) 日本画山脈　再生と革新～逆襲の最前線

H29.12.2(土) ～H29.12.17(日) 県展八幡浜移動展

H30.1.12(金) ～H30.1.21(日) 第14回魚の絵コンテスト

H29.10月～H29.12月 （開明・先哲記念館）旧開智学校・開明学校　姉妹館提携30周年記念特別展

H29.6月下旬～H29.12月下旬 桶と樽のあるくらし（民具館）

東温市立歴史民俗資料館

今治市伊東豊雄建築ミュージアム

松山市立子規記念博物館

松山市坂の上の雲ミュージアム

松山市考古館

坂村真民記念館

町立久万美術館

面河山岳博物館

大洲市立肱川風の博物館・歌麿館

八幡浜市民ギャラリー･郷土資料
室

宇和文化の里



平成２９年度実施企画展・特別展

館　　　名 期　　間 展示名

H29.1.4(水) ～H29.6.4(日) 平成29年 コレクション展１　鳥たちの競演―宇和島伊達家、鳥尽くしの名品―

H29.1.4(水) ～H29.6.4(日) 平成29年 ダテハク企画展１姫君たちのおもかげ

H29.4.21(金) ～H29.6.4(日) 平成29年度 春期特別展「秀吉と利休―唐物とわび―」

H29.5.30(火) ～H29.6.4(日) ハワイ勲章　展示

H29.6.9(金) ～H29.9.10(日) 平成29年　コレクション展2　花開く大名文化　―文武の世界―

H29.6.9(金) ～H29.9.10(日) 平成29年　ダテハク企画展2　TSUWAMONO―兵―

H29.7.15(土) ～H29.8.4(金) 山家清兵衛展

H29.9.16(土) ～H29.10.29(日) 平成29年度秋期特別展

H29.11.3(金) ～
平成30年4月
上旬

平成29年　コレクション展3　大政奉還150周年記念展示　宗城×幕末

H29.11.3(金) ～
平成30年4月
上旬

平成29年　ダテハク企画展3

H30.2.17(土) ～
平成30年4月
上旬

平成30年　ひな人形展

H29.4.4(火) ～H29.9.30(土) 伊予絣の展示と四国の陶磁器展 (砥部･御荘・大谷・能茶焼)

H29.4.15(土) ～H29.4.23(日) 草木染め(Tomoナチュラルファブリックス) 衣料品展示即売会 （タイ現地製作の服）

H29.5.27(土) ～H29.6.4(日) 村上恭一 吹きガラス展 （展示即売会）

H29.7.8(土) ～H29.7.30(日) ひろき窯 多川浩生（砥部焼） 陶磁器展（展示即売会）

H29.9.16(土) ～H29.10.1(日)
倉敷の手仕事展（展示即売会）
 倉敷堤窯・倉敷ガラス・倉敷縀通  備中和紙･倉敷いかご・倉敷本染手織 研究
所

H29.10月上旬～H29.11月末
日本民藝館所蔵の大津絵がやってくる
　大津絵の展示（5点）信楽･丹波・瀬戸焼の展示

H29.12月初旬～H30.1月末 恒例 戌の干支展と正月飾り展

H30.1.13(土) ～H30.1.28(日) 木漆工展 伊藤信之作品展（お盆あれこれ）

H30.2月初旬～H30.3月末日 恒例 雛人形と郷土玩具展

H29.4.1(土) ～H29.7.2(日) 館蔵宸翰展

H29.7.4(火) ～H29.9.18(月) 館蔵児童の為の美術展

H29.9.20(水) ～H29.12.24(日) 館蔵重要無形文化財保持者（人間国宝）の作品展

H30.1.5(金) ～H30.3.31(土) 館蔵大名家ゆかりの作品展

2017/6/18(日) ～H29.8.20(日) 世界が絶賛した海中芸術　伊東昭義展

H29.9.3(日) ～H29.10.15(日) 丸山晩霞展

H29.10.29(日) ～H29.12.24(日) M.コレクション

H30.1.7(日) ～H30.2.4(日) アルベルト・カルペンティール展

H30.3.7(水) ～H30.5.13(日) 第12回えひめ工芸作家展

伊丹十三記念館 H29.2.22(水) ～H29.5.21(日) 春の所蔵作品展

H29.5.24(水) ～H29.8.27(日) 夏の所蔵作品展

H29.8.30(水) ～H29.11.26(日) 秋の所蔵作品展

H29.11.29(水) ～H30.2.25(日) 冬の所蔵作品展

H30.2.28(水) ～H30.5.27(日) 春の所蔵作品展

H29.1.21(土) ～H29.5.7(日) 「オリエンタル・ファンタジー展」～華宵とアラビアン・ナイトの物語～

H29.5.27(土) ～H29.9.10(日) 「薔薇が咲いた」展

高畠華宵大正ロマン館

宇和島市立伊達博物館

（財）愛媛民芸館

愛媛文華館

ミウラート・ヴィレッジ
（三浦美術館）

セキ美術館
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