
ANNUAL CALENDAR
休館日

※新型コロナウイルス感染症拡大等の状況によっては、
　臨時に休館する可能性があります。
※11/7（月）～11/18（金）は、県展準備等のため休館します。
※その他、臨時休館などあり。詳しくはwebサイトをご確認ください。

7.12（火）ー18（月・祝） 
公益社団法人二科会
佐賀支部絵画部展

7.12（火）ー18（月・祝） 
第38回佐賀県写真協会公募展
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★は当館の主催です。　　  の表示のない展覧会は無料です。 ※日程や名称は変更される場合があります。

事実とは違って見えてしまうふしぎな現象
「錯覚」。
錯覚研究の第一人者・杉原厚吉氏が生み出
す平面・立体の錯覚作品が勢揃い！なんで？
どうして？何度見ても信じられない、錯覚
ワールドにあなたを誘います。

有料

ANNUAL SCHEDULE OF
SAGA PREFECTURAL MUSEUM & SAGA PREFECTURAL ART MUSEUM

佐賀県立博物館・佐賀県立美術館
年間スケジュール

2022.4  2023.3
～5.15（日） ★

しってる？佐賀のいきもの展
-動植物と化石-

5.21（土）｜6.19（日） ★
テーマ展 

ミクロスコープ・
テレスコープ アート

6.23（木）｜7.21（木）★
さがヲほる
-佐賀県発掘成果
  速報展2022-

（Artist File #2）

協力：北九州市立自然史・歴史博物館、佐賀県立宇宙科学館

主催：佐賀県文化課文化財保護室・佐賀県立博物館

※7.8(金)は展示入替のため閉室

7.26（火）｜8.28（日）
関係するアート展 
Vol.2

主催：佐賀県文化課

主催：佐賀新聞社

池田学《誕生》2013-2016
佐賀県立美術館蔵

杉原厚吉氏

7.13（水）ー18（月・祝） 
谷口緑 Last Exhibition

7.20（水）ー24（日） 
第9回年金者さが文化展

8.2（火）ー7（日） 
Art Club Exhibition’22

7.26（火）ー31（日） 
第70回記念緑光展

前期 7.5（火）ー7（木） 後期 7.9（土）ー10（日）

7.22（金）｜9.4（日）

どがんなっとっと展
錯覚のふしぎになんで？どうして？

有料

12.15（木）｜2023.2.5（日） ★ 12.17（土）｜25（日） 

ノートからアートに
－野村昭嘉・26歳の脳内地図－

第22回佐賀県障がい者文化芸術作品展企画展

9.6（火）｜10.27（木） 
建築展

主催：佐賀県文化課

珠玉の東京富士美術館コレクション

二紀会佐賀支部45周年記念 第74回二紀展巡回佐賀展

～5.8（日） 有料

5.17（火）｜29（日） 有料

有料

梧竹・蒼海顕彰 第30回記念佐賀県書道展
5.31（火） ｜6.11（土）

第104回佐賀美術協会展
6.17（金）｜26（日）

第46回佐賀県書作家協会展
6.28（火）｜7.3（日）

［美術館2・3・4号、画廊］

主催：サガテレビ

第36回かな書道研究蒼松会展

(東光会佐賀支部展)

中学校美術部による展覧会

8.9（火）ー14（日） 
第42回アートグループ磁場展

8.30（火）ー9.4（日） 
第50回「大空」七夕書道展覧会

11.30（水）ー12.4（日） 
第40回創元会佐賀支部展

2.14（火）ー19（日） 
佐賀コンピュータ専門学校
第27回ＣＧ作品展

2.28（火）ー3.5（日） 
第52回水彩連盟佐賀支部白水会展

2.17（金）ー26（日） 
生誕120年記念 甲斐仁代絵画展

2.28（火）ー3.5（日） 
第16回中美九州展

3.7（火）ー12（日） 
二科会デザイン部佐賀支部展

2.21（火）ー26（日） 
第46回佐賀の子どもたちの
版画展・作品展

2.28（火）ー3.5（日） 
第45回さが行動美術展

3.7（火）ー12（日） 
第33回佐賀北高等学校芸術科美術専攻卒業制作展
第56回佐賀北高等学校美術部ペタ展

エレベーター工事のため休室

11.30（水）ー12.4（日） 11.30（水）ー12.4（日） 

8.16（火）ー28（日） 
「decade」224porcelain 10年の歩み

7.7（木）ー10（日） 
佐賀県シニアアートフェスタ2022 ー第16回佐賀県高齢者美術展ー

9.10（土）｜10.23（日）
小木曽誠展

有料

2023.1.2（月・振）｜2.12（日）
新春特別企画 竹久夢二展

有料

主催：サガテレビ

主催：佐賀新聞社

主催：佐賀県文化課

佐賀大学で教鞭をとり、白日会展に出品。
写実画家の俊英として注目される小木曽誠の佐賀にお
ける初の個展です。
昭和会賞受賞作をはじめ代表作の数 を々展示します。

大正ロマンの画家・竹久夢二（1884-1934）。
今もなお人々を魅了し続ける夢二作品の中か
ら、「夢二式美人」と呼ばれ人気を博した肉筆
画、木版画をはじめ、デザインした楽譜や装丁
本など貴重な資料もご紹介します。

小木曽誠《水とともに》

竹久夢二「婦人グラフ新年号表紙」　
オフセット 大正１５（１９２６）年

野村昭嘉　制作ノートより

第34回佐賀県高等学校総合文化祭 美術・工芸展、書道展、写真展11.1（火）｜6（日） ［博物館2・3号、美術館2・3・4号、画廊］

第72回佐賀県美術展覧会11.19（土）｜27（日） ［博物館2・3号、美術館2・3・4号］

[博物館2・3号展示室]

第20回 木曜美の仲間たち・20年の歩み展  
第40回二科会

写真部九州・沖縄地区公募展 支部員展  

第6回全九州高等学校総合文化祭佐賀大会 美術・工芸展、書道展、写真展12.6（火）｜11（日） 

テーマ展 ヨーロッパ絵画 美の400年

メール会員にご登録いただくと、展覧会やギャラリートーク、博物館・美術館セミナー、あらかし
コンサートなど各種催し物の情報をお届けします。さらに、有料展覧会の会員割引やオリジナル
グッズのプレゼントなどの会員特典もありますので、ぜひご登録ください。右のQRコードを読み
取るか、下記アドレスあてに空メールをお送りください。

※自動返信がない場合、お電話にてお問い合わせください。 ※パソコンからのメールに対する受信拒否設定を解除してお申し込みください。
hakubi-mail@pref.saga.lg.jp

博物館・美術館 メール会員募集中

https://saga-museum.jp/museum/
Instagram twitter・1/1

博物館常設展 美術館常設展 OKADA-ROOM2022.4.1(金)～12.28(水)佐賀県の歴史と文化

「佐賀の大地」と「佐賀の生き物」をテー
マに、岩石や化石、野鳥や有明海の生物
の標本等を展示しています。

撮影：栗山千速

1号展示室

自然史
2号展示室

考古・歴史・美術・工芸
佐賀県内の民俗資料を一堂に紹介して
います。国指定の重要有形民俗文化財で
ある有明海漁撈用具等、佐賀ならではの
貴重な資料を多数ご覧いただけます。

佐賀に生まれ、日本近代洋画の礎を築い
た洋画家・岡田三郎助。年間を通して、館
蔵の作品を中心に、その名品をご覧いた
だける常設展示室です。

有明海漁撈用具（重要有形民俗文化財）

大展示室

民俗

中広形銅矛（重要文化財）
みやき町検見谷遺跡

原始・古代から近代までの佐賀の歴史を
通史展示しています。吉野ケ里遺跡出土
資料や佐賀の七賢人に関する資料等、
多彩な資料をご覧いただけます。

龍造寺隆信像

2023.1.1(日)～3月末は休室（予定）  ※学校団体の授業等でのご利用については、ご相談ください。

《裸婦》1935（昭和10）年
佐賀県重要文化財

岡田三郎助
（明治39年撮影）

2023

東京都渋谷区恵比寿に残されていたこの建物は、明
治41(1908)年頃に建設され、大正時代に増築された
木造の洋風建築です。ここで岡田三郎助が数々の名作を生み出し、さらに女性を対象と
した美術教育を行いました。2018年4月1日に博物館東隣に移築・復原されました。

幾多の困難を乗り越え、鉄道開業を成し遂げた佐賀の偉
人・大隈重信の発想力や決断力を、実際の築堤の石の
展示と、迫力ある映像劇で伝えています。また、博物館の
屋外には「高輪築堤」の遺構の一部を模して再現していま
す。大隈が鉄道開業に懸けた熱い思いを体感ください。

岡田三郎助アトリエ
Okada Saburosuke Atelier

高輪築堤
日本を拓いた鉄の道

維新博メモリアル展示"幕末維新記念館"

休室は2・3階の常設展示「佐賀県の歴史と文化」
（自然史・考古・歴史・民俗）です。1階の維新博メ
モリアル展示”幕末維新記念館”および日本を拓い
た鉄の道 「高輪築堤」は公開しています。また、
ミュージアム cafe TRESもご利用いただけます。
学校団体の授業等でのご利用については、ご相談
ください。

・

・

※写真はイメージです ＠PICFA 本田雅啓「カニサン」

辰野金吾「東京駅」

近代日本の礎を作った3
人の唐津出身の建築家
の功績を紹介します。

障がいのある県内外の作
家による突き抜けた作品
を展示します。


