キャンパスメンバーズ利用案内 ＜2018 年 4 月〜 2019 年 3 月＞
2018 年

施設名

区分

大阪歴史博物館

10-7 階

4月
常設展示

無料

キャンパスメンバーズ

8階

特集展示

※常設展示内です

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

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

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

2/28−5/7 新収品お披露目展

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。

割引

無料

割引

−幕末・近代の大阪に生きた博物家―」

大阪城天守閣

常設展・テーマ展・特別展

無料 ・なにわ歴博講座

キャンパスメンバーズ

展示場
キャンパスメンバーズ

無料
無料

高校・大学生 450 円

2019/1/23−3/18
森の宮遺跡と河内地方の縄文土器

8/22−10/29 発掘された古代・中世の住吉

810 円

キャンパスメンバーズ高校・大学生 観覧料 700 円

630 円

キャンパスメンバーズ高校・大学生 観覧料 700 円

630 円

・館長講座「館長と学ぼう新しい大阪の歴史」※その他はお問い合わせ下さい

600 円

キャンパスメンバーズ高校・大学生 800 円

4/17−5/13

百花繚乱

4/17−5/13

洋画と日本の風土

4/17−5/13
鉄 : クロガネの美

5/15−6/10

炎をまとう尊像−明王・天部−

5/15−6/10

江戸禅僧の戯画

4/17−6/10

210 円

7/31−9/1

日本・中国の仏教彫刻

9/22−10/21 人物を描く−美人画と自画像−

7/31−9/1

BIOMBO ！−金と墨−

9/22−10/21 コレクター山口謙四郎の眼

7/6−7/18、7/31−9/1

動物を描く−近世・近代の日本絵画− 9/22−10/21
おおさかの仏教美術１
古代イタリアの息吹 ( いぶき ) −エトルスク美術−

5/15−6/10

7/6−7/18、7/31−9/1

涼風颯々

翰墨流香−清時代の書画

7/6−7/18、7/31−9/1

赤松麟作

特別展「江戸の戯画

−鳥羽絵から北斎・国芳・暁斎まで」
キャンパスメンバーズ
高校・大学生 観覧料 1000 円
800 円

※左記展示以降の予定は未定です

7/21−10/21 特別展「きのこ！キノコ ! 木の子！〜きのこから眺める自然と暮らし〜」
キャンパスメンバーズ高校・大学生 300 円

日本の漆工

4/7−7/16
特別展「フランス宮廷の磁器
セーヴル、創造の 300 年」

7/31−9/1

夏のやきもの

キャンパスメンバーズ
高校・大学生 観覧料 500 円

11/27−2019/1/14
江左の風流−六朝石刻書法−

2/16−3/24
啓蟄！考古遺物コレクション

11/27−2019/1/14
めでたづくし−鍋島焼の吉祥文様−

2/16−3/24
節句を彩る−人形と漆工−

11/27−2019/1/14
辻 愛造を歩く−昭和風景アンティーク−

2/16−3/24
都市を描く

−洛中洛外図と名所図会−

( 前期：10/16−11/4、後期：11/6−11/25)

10/16−11/25 特集展示「生誕 150 周年記念 阿部房次郎と中国書画」

7/6−7/18 特別展「第 64 回 全関西美術展」

9/22−2019/1/14
特別展「ルーヴル美術館展
肖像芸術―人は人をどう表現してきたか」

400 円

キャンパスメンバーズ 高校・大学生 観覧料 1200 円

常設展・企画展

大阪市立住まいのミュージアム

無料

7/28−8/19 特集展「高田コレクション
古代イランの土器と青銅器−形と装飾」

常設展

9/1−11/25
特別展
「高麗青磁―ヒスイのきらめき」

2/16−5/12
特別展「フェルメール展」

1000 円

キャンパスメンバーズ
高校・大学生 観覧料 1500 円

12/8−2/11 企画展「オブジェクト・ポートレイト
Object Portraits by Eric Zetterquist 」
12/8−2/11 特集展「高田コレクション・尾形コレクション
ペルシアの陶器―色と文様」

1300 円

2/12 より

改修工事による休館

7/20−10/3 3 階夏の展示「大坂城前史〜そして秀吉 ( アイツ ) がやってきた〜」

3/17−5/6
5/8−7/18 3 階企画展示「復活の大阪城史」
7/21−10/4 4 階企画展示「乱世を食う〜 “食” からひもとく戦国史〜」
テーマ展
10/6−11/25 特別展「幕末・維新の人とことば」
「浮世絵師が描いた乱世」 5/9−7/19 4 階企画展示「この顔を見よ！〜造形、技巧、そして表情〜」

3/1−5/27 サイエンスショー
6/1−9/2 サイエンスショー
「ふわふわ、きらきら ! シャボン玉サイエンス」 「スーパー磁石で大実験」
3/1−9/2 眠れなくなる宇宙のはなし
3/1−5/27 はるかなる大マゼラン雲

※キャンパスメンバーズでは
ご利用いただけません。

キャンパスメンバーズ

3月

7/28−9/17
10/3−12/3
2019/1/26−3/17
NHK 大河ドラマ特別展「西郷どん」 特別展「100 周年記念 大阪の米騒動と方面委員の誕生」 特別展「はにわ大行進ー長原古墳群と長原遺跡ー」

3/10−5/6 特別展「恐竜の卵〜恐竜誕生に秘められた謎〜」

無料

プラネタリウムホール

http://konjyakukan.com/

2月

美術団体による公募展を開催しています。
※キャンパスメンバーズではご利用いただけません。料金は有料・無料の場合がございます。
詳しくはホームページをご確認ください。http://www.osaka-art-museum.jp/ug̲evt/

キャンパスメンバーズ

大阪くらしの今昔館

1月

10/31-2019/1/21 新発見！なにわの考古学 2018

キャンパスメンバーズ高校・大学生 観覧料 900 円

（地下展覧会室）

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

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

2019 年

12 月

無料

平常展・特集展
企画展・特別展

※今年度、企画展はありません

11 月

常設展

大阪市立
東洋陶磁美術館

大阪市立科学館

10 月

4/25−6/18 特別企画展
「没後 130 年 なにわ人物誌 堀田龍之助

かんぼくるこう

http://www.osakacastle.net/

9月

6/27−8/20 天保の光と陰

割引

大阪市立美術館

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

8月

5/9−6/25 大阪を襲った淀川大洪水

< 特別展 >

大阪歴史博物館単独主催の
イベントは無料で参加できます

大阪市立
自然史博物館

7月

常設展示「都市大阪のあゆみ」

無料

キャンパスメンバーズ

イベント

6月

5月

< 特別企画展 >

キャンパスメンバーズ

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

※キャンパスメ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 ※下記展覧会情報は 2019 年 2 月 6 日現在のものです。また、休館日は臨時休館のみ記載しています。最新情報は各館 HP でご確認ください。

11/27−2019/1/23
1/25−3/18
企画展示「名城は語る〜それぞれのヒストリー〜」 企画展示「大坂城を描いた絵画」
1/26−3/19
企画展示「戦国『名人』劇場」
3/21−5/19
テーマ展
「戦国の世の祈り」

9/3 より
改修工事による展示場の休止
2019 年 4 月リニューアルオープン ( 予定 )

9/11−9/30 今夜の星空トピックス
6/1−9/2 注目！火星大接近

4/21−5/27
企画展「〜生活文化の粋
三井別家中川コレクション
〜くらしの美を探る 四季の
2/18−4/2
企画展「浪花の大ひな祭り」しつらいともてなしの道具」

11/28−2019/1/24
企画展示「淀殿〜波瀾の生涯〜」

6/16−7/8
7/21−9/2
企画展
大阪市中央公会堂
「商都慕情
開館 100 周年記念 特別展
−今昔館の宝箱−」 「大大阪モダニズム
― 片岡安の仕事と都市の文化―」

11/1−11/30
10/2−10/31 オーロラ
がんばれ！はやぶさ 2

12/1 より

プラネタリウムの改修工事をふくむ全館休館
2019 年 4 月リニューアルオープン ( 予定 )

2018/12/17−2019/2/22
企画展「見て、さわって、
調べよう。昔のくらし」

3/2−4/7
企画展
「モダン都市大阪の記憶」

