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京都国立博物館
KYOTO NATIONAL MUSEUM

名品ギャラリーの休止および部分開館の予定
特別展の前後を含めた期間は、展示作業等のため、名品ギャラリーを休止、または部分開
館しております。ご来館の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。

名品ギャラリー休止期間：11月 27日（火）～ 12月 16日（日）
庭園のみ開館：11月 27日（火）～ 12月 16日（日）
名品ギャラリー部分開館：12月 18日（火）～ 12月 24日（月・祝）
　　　　　　　　　　　　2Ｆ、1Ｆ展示室（3Ｆは閉室）

ご利用案内
［開館時間］ 
〈 9月29日～11月25日〉9：30～ 18：00　※金・土曜日は 20：00まで開館
〈11月27日～12月16日〉9：30～ 17：00
〈12月18日～ 3月17日〉9：30～ 17：00　※金・土曜日は 20：00まで開館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊入館は各閉館の 30分前まで

［観覧料］ 
【特別展「京のかたな」】
一般1500 円（1300 円）   大学生 1200 円（1000 円）   高校生 700円（500 円）
＊（　）内は団体 20名以上。中学生以下、障害者とその介護者 1名は無料（要証明）。

【庭園のみ開館期間】〈11月 27日～ 12月 16日〉
一般 260円（210 円）（庭園ガイド冊子付き）＊（　）内は団体 20名以上。
大学生以下、満 70歳以上、障害者とその介護者 1名は無料（要証明）。

【名品ギャラリー】〈12月 18日～ 3月 17日〉
一般 520円（410 円）、大学生 260円（210 円）＊（　）内は団体 20名以上。
高校生以下および満18歳未満、満70歳以上無料、障害者とその介護者 1名は無料（要
証明）。

［休館日］
月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、翌火曜日休館）
9月28日、12月25日～2019年 1月1日

アクセス
ＪＲ＝京都駅下車、市バスD2のりばより206・208号系統、D1のりばより100号系統にて
博物館・三十三間堂前下車すぐ
プリンセスラインバス京都駅八条口のりばより京都女子大学前行にて東山七条下車、徒歩１分
近鉄電車＝丹波橋駅下車、京阪電車丹波橋駅から出町柳方面行にて七条駅下車、東へ徒歩７分
京阪電車＝七条駅下車、東へ徒歩７分
阪急電車＝河原町駅下車、京阪電車祇園四条駅から大阪方面行きにて七条駅下車、東へ徒歩７分
駐車場は有料となっております。ご来館の際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。

「博物館だより」を郵送ご希望の方は、返信用封筒（角２封筒は120円、長３封筒は 92円切手貼付、
宛名明記）を同封して、当館企画室までお申し込みください。

表紙：国宝　太刀　銘則国　京都国立博物館／重要文化財　騎馬武者像（部分）　京都国立博物
館／祇園祭礼図屏風（部分）京都国立博物館／素三彩果文盤　大清康煕年製銘（部分）京都国立
博物館／粉彩松鹿図瓶　京都国立博物館／雪中三獣図襖（部分）森狙仙筆　京都・廣誠院／重要
文化財　阿国歌舞伎図屏風（部分）　京都国立博物館

 特別展「京のかたな」記念講演会
10月  6 日 （土）「京のかたなⅠ─古刀─」
京都国立博物館主任研究員 末兼俊彦
10月13日 （土）「京鍛冶の黄金期─粟田口から来派へ─」
ふくやま美術館館長 原田一敏 氏
10月 20日 （土）「日本刀の源流─日本の原始古代刀─」
京都国立博物館主任研究員 古谷毅
10月 27日 （土）「京のかたなⅡ─新刀─」
京都国立博物館主任研究員 末兼俊彦
11月  3 日 （土） 対談：『京のかたな』総まとめ
美術ライター／永青文庫副館長 橋本麻里 氏、京都国立博物館主任研究員 末兼俊彦
11月 10日 （土）「合戦絵巻と武器・武具の研究」
京都国立博物館研究員 井並林太郎
※平成知新館 講堂にて、13時30分～15時に開催。定員200名、聴講無料
　（ただし当日の「京のかたな」展観覧券が必要）。
※当日11時より、平成知新館1階にて整理券を配布し、定員になり次第、配布を
終了します。お並びの状況により配布開始時間を早める場合があります。

 土曜講座
12 月 22 日「慶長小袖─転換期のきものデザイン─」
京都国立博物館企画・工芸室長 山川曉
※平成知新館 講堂にて、13時30分～15時に開催。定員200名、聴講無料
　（ただし当日の観覧券等が必要）。
※当日12時より、平成知新館1階にて整理券を配布し、定員になり次第、配布を
終了します。

 イベント
《京都・らくご博物館【秋】～錦秋寄席～ vol.50》
日時：平成30年11月9日（金）18時30分開演（18時開場）
会場：平成知新館　講堂
出演：桂弥っこ  桂ひろば  桂団朝 ＜中入＞ 桂吉弥  笑福亭仁智
入場料：3100円（キャンパスメンバーズは学生証提示により2500円）
全席指定、特別展 ｢京のかたな｣ 団体割引引換券付
※チケットご希望の方は電話、またはＷＥＢよりお申し込みください。お電話／博
物館事業推進係075-531-7504（月～金の10～12時・13～17時に受付  ＊祝日
は除く）WEB／https://www.kyohaku.go.jp/ らくご博物館【秋】申し込み画面

《留学生の日》
京都国立博物館では、留学生の方々に日本文化への理解を深めてい
ただくため、「留学生の日」を設けています。本年度は11月3日（土・
祝）に実施します。特別展「京のかたな」を大学生団体料金（1,000円）
でご覧いただけるほか、入館時に当館公式キャラクター・トラりん
のノベルティ・セットをプレゼントいたします。留学生の方は、こ
の機会にぜひご来館ください（要学生証提示）。

 これからの展覧会
◆特集展示  初公開！天皇の即位図
　平成31年1月30日（水）～ 3月10日（日）
◆特別企画  日中平和有効条約締結40周年記念
　中国近代絵画の巨匠 斉白石
　平成31年1月30日（水）～ 3月17日（日）
◆特集展示  雛まつりと人形
　平成31年2月13日（水）～ 3月17日（日）

 国立博物館の展覧会
【東京国立博物館】
特別展「京都 大報恩寺　快慶・定慶のみほとけ」
10月2日（火）～12月9日（日）
特別展「マルセル・デュシャンと日本美術」
10月2日（火）～12月9日（日）
【奈良国立博物館】
特別展「第70回 正倉院展」
10月27日（土）～11月12日（月）
【九州国立博物館】
特別展「オークラコレクション 古今の美を収集した、
大倉父子の夢」10月2日（火）～12月9日（日）

【ミュージアムパートナー】　※ 2018 年 10月 1日現在
京都国立博物館の賛助会員制度です。当館の活動について幅広くご支援いただい
ています。

株式会社日本香堂／有限会社竹内美術店／土屋和之／
株式会社聖護院八ッ橋総本店／彌榮自動車株式会社／
学校法人二本松学院

【キャンパスメンバーズ】
会員である大学や専修学校の学生および教員の皆様に、当館名品ギャラリーを
無料で観覧いただける機会などを提供しています。

学校法人 瓜生山学園／大阪大学／大谷大学／大手前大学／
学校法人 関西大学／学校法人 関西学院／京都大学／
京都外国語大学・京都外国語大学短期大学／京都教育大学／
京都工芸繊維大学／学校法人 京都産業大学／京都女子大学／
京都市立芸術大学／京都精華大学／京都橘大学／
近畿大学文芸学部総合文化研究科／嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学／
四天王寺大学人文社会学部／京都府立大学／就実大学人文科学部／
成安造形大学／帝塚山大学／学校法人 同志社／奈良大学／
奈良女子大学／奈良先端科学技術大学院大学／
学校法人 二本松学院／花園大学／佛教大学／学校法人 立命館／
龍谷大学
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開催年 展覧会名 入館者数（単位：人）

平成 29年度 開館120周年記念　国宝 624,493
昭和48年度 中華人民共和国出土文物展 372,496
平成27年度 琳派 京を彩る 327,925
昭和51年度 日本国宝展 315,231
平成14年度 大レンブラント展 282,178
平成   2 年度 千利休展 263,579
昭和44年度 日本国宝展 252,814
平成21年度 ＴＨＥハプスブルク 247,078
平成22年度 長谷川等伯 244,347
昭和51年度 韓国美術五千年展 243,326
＊昭和42年（1967）以降開催の特別展についてのランキングです。
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