
開催年度 展覧会名 概　要 会期

コレクション展　第１期

● 「名品セレクションⅠ」
● 「オラ！ メキシコ」
● 「瑛九の世界Ⅰ　点への軌跡」
● 「マリーニの世界」

平成24年 4月20日（金）～ 7月 8日（日）

たんけんミュージアム
（コレクション展 第2期）

たんけんミュージアム２０１２
「アートのみかた！」 平成24年 7月14日（土）～ 9月 2日（日）

コレクション展 第3期
● 「名品セレクションⅡ」
● 「私の道～それぞれの生～」
● 「瑛九の世界Ⅱ　小さな手遊び」

 平成24年 9月 8日（土）～12月21日（金） 

コレクション展 第4期

● 「名品セレクションⅢ」
● 「ぼくの好きな先生！」
● 「瑛九の世界Ⅲ　転位するイメージ」
● 「彫刻と素材」（企画展示室にて１／２７まで）

平成25年 1月 5日（土）～ 4月14日（日） 

コレクション展 第1期

● 「コレクションの名品Ⅰ」
● 「きらめきのヒカリ」
● 「生誕100年　知られざる瑛九」
● 「命のかたち」

平成23年4月15日(金)～7月3日(日)

たんけんミュージアム
（コレクション展 第2期）

子どものための美術展2011
たんけんミュージアム
　　　　　　　－名たんていはキミだ！－

平成23年7月9日(土)～9月4日(日)

コレクション展 第3期

● 「コレクションの名品Ⅱ」
● 「巨匠たちの版画集」
● 「瑛九を巡る人々」
● 「女性像の魅力」

平成23年9月10日(土)～12月21日(水)

コレクション展 第4期

● 「コレクションの名品Ⅲ」
● 「時間と空間」
● 「瑛九とふるさと宮崎」
● 「イタリアの彫刻家たち」（企画展示室にて1/31まで）

平成24年1月5日(木)～4月15日(日)

コレクション展 第1期

● 「春の彩り・新収蔵作品」展
● 「作家の世界・多門とマッタ」
● 「比較してみる瑛九」
● 「ポモドーロの世界」

平成22年4月16日(土)～7月11日(日)

たんけんミュージアム
（コレクション展 第2期）

子どものための美術展2010
たんけんミュージアム
　　　　　　　“みる”のだいぼうけん

平成22年7月27日(火)～9月5日(日)

コレクション展 第3期
● 人々の物語
● 抽象～純化される形と色～
● 「わたしの好きな瑛九」

平成22年9月11日(土)～12月19日(日)

コレクション展 第4期

● 「風景への誘い」
● 「違いでみるコレクション」
● 「瑛九からの手紙」
● 「イタリアの彫刻家たち」（企画展示室にて1/30まで）

平成23年1月5日(水)～4月10日(日)

コレクション展 第1期

● 「春の彩り・新収蔵作品」展
● 「動物のささやき」＆「静かなる物」
● 「アーカイブに見る瑛九」
● 「イタリア彫刻1」

平成21年4月11日(土)～7月12日(日)

たんけんミュージアム
（コレクション展 第2期）

子どものための美術展2009
たんけんミュージアム
　　　　　　　アートピクニック

平成21年7月18日(土)～9月6日(日)

コレクション展 第3期

● 「わたしたちの考えた展覧会」
● 「館蔵名品と館蔵版画展」
● 「瑛九と塩月桃甫・海老原喜之助」
● 「イタリア彫刻２」

平成21年9月12日(土)～12月23日(水)

コレクション展 第4期
● 「館蔵名品展・表現の魅力」
● 「都城の画家たち」
● 「永遠の瑛九」

平成22年1月5日(火)～4月11日(日)

コレクション展 第1期

● 新収蔵と春物
● 彩りとかたち
● 瑛九の飽くなき挑戦
● 神話の世界

平成20年4月13日(日)～7月13日(日)

たんけんミュージアム
（コレクション展 第2期）

子どものための美術展2008
たんけんミュージアム
　　　　　　　アートのふしぎ

平成20年7月19日(土)～9月7日(日)

コレクション展 第3期

● わたしたちの考えた展覧会
● 20世紀アート
● 瑛九と池田満寿夫
● 国内作家展

平成20年9月13日(土)～12月23日(火)

コレクション展 第4期
● 春を彩る
● ミエテクルモノ
● 瑛九の丸のあそび

平成21年1月6日(火)～4月8日(水)

コレクション展 第1期

● 新収蔵作品展
● 耳を澄まして
● 瑛九と靉嘔 EI-KYU＆AY-O
● フィノッティの世界

平成19年4月15日(日)～7月8日(日)

たんけんミュージアム
（コレクション展 第2期）

子どものための美術展2007
たんけんミュージアム
　　　　　　　ミューたん＠アートのまち

平成19年7月14日(土)～9月9日(日)

コレクション展 第3期

● わたしたちの考えた展覧会
● 家族の情景展
● 躍動する光と影
● チェッコ・ボナノッテ

平成19年9月14日(金)～12月24日(月)

コレクション展 第4期
● 日本画名品展
● 表現と色彩
● マイ・フェイバリット・瑛九

平成20年1月5日(土)～4月10日(木)

平成19年度

平成20年度

平成24年度

※　掲載している情報は全て開催当時のものです。

平成21年度

平成22年度

平成23年度
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コレクション展 第1期

● 館蔵名品展 新収蔵作品の紹介
● 絵画で巡る日本の旅
● 瑛九のフォト・デッサン
● 女性美の表現

平成18年4月15日(土)～7月7日(金)

たんけんミュージアム
（コレクション展 第2期）

子どものための美術展2006
たんけんミュージアム

　　　　　　　あーと ☺ ワンダーランド

平成18年7月13日(木)～9月10日(日)

コレクション展 第3期
●わたしたちの考えた展覧会
● 人、ひと、ヒト展
● 瑛九さん

平成18年9月15日（金）～12月24日（日）

コレクション展 第4期
●「館蔵名品展」新春を彩る
●「Modern Gallery 」
●わが名は瑛九

平成19年1月2日（火）～4月12日（木）

コレクション展 第1期

●館蔵名品展　第 1期 －名品ベストセレクション－
●日本画の魅力
●ベスト of 瑛九
●ミニたんけん　線の不思議

平成17年4月16日（土）～7月3日（日）

たんけんミュージアム
（コレクション展 第2期）

子どものための美術展2005
たんけんミュージアム
　　　　　　　あそんで☆アート

平成17年7月13日（水）～9月11日（日）

コレクション展 第3期

●○年○組わたしたちの考えた展覧会
●｢メキシコの風｣
●瑛九とオノサト･トシノブ
●ミニたんけん　デザインで遊ぶ

平成17年9月16日（金）～12月23日（金）

コレクション展 第4期
●名品がきらり！「収蔵作品１００選展」
●ミニたんけん　君もルノワール

平成18年 1月2日（月）～4月12日（水）

コレクション展 第1期

●館蔵名品展 その1
●宮崎の美術－郷土宮崎の画家たち─
●瑛九の時代 その1－ エスペラント－
●ポモドーロの世界

平成16年4月17日(土)～6月30日(水)

たんけんミュージアム
（コレクション展 第2期）

子どものための美術展2004
たんけんミュージアム
　　　　　　　－たのしくアート－

平成16年7月13日(火)～10月17日(日)

コレクション展 第3期

●館蔵名品展 その2
●人間追究　ルオーの版画展
●瑛九の時代 その2－創造美育協会－
●トルッビアーニの世界

平成16年12月19日(日)～平成17年4月13日(水)

コレクション展 第1期

●はな・花・ハナ－美の中の美を求めて－
●館蔵品による－西洋絵画の流れ展－
●瑛九の世界
●イタリア現代彫刻－新収蔵作品展－

平成15年4月17日（木）～6月22日（日）

たんけんミュージアム
（コレクション展 第2期）

子どものための美術展2003
たんけんミュージアム
　　　　　　　－絵本のような展覧会－

平成15年7月8日（火）～9月15日（月）

コレクション展 第3期

●素描・版画の世界－あくなき美の探求－
●瑛九とデモクラートの仲間たち展
●瑛九の水彩画
●20世紀イタリア彫刻～第二世代　Ⅱ～

平成15年9月19日（金）～12月23日（火）

コレクション展 第4期

●点と線と面と　－抽象画の世界－
●平成富嶽三十六景展　－松﨑コレクションより－
●瑛九の素描
●20世紀イタリア彫刻－第二世代Ⅲ－

平成16年1月6日（火）～4月14日（水）

コレクション展 第1期

●新収蔵作品展－郷土出身およびゆかりの作家－
●新収蔵作品展－シュルレアリスムの作家を中心に－
●瑛九の世界
●郷土作家彫刻展

平成14年4月18日（木）～6月23日（日）

たんけんミュージアム
（コレクション展 第2期）

子どものための美術展2002
たんけんミュージアム
　　　　　　　－アートランドの秘密－

平成14年7月9日（火）～9月16日（月）

コレクション展 第3期

●描かれた会話
●現代版画作家展－松﨑コレクション－
●瑛九の描いたものⅢ－目－
●20世紀イタリア彫刻1－第一世代（1880～1930）－

平成14年9月20日（金）～12月23日（月）

コレクション展 第4期

●絵の中の宮崎
●女流作家展－女流作家のまなざし－
●瑛九の描いたものⅣ－女性－
●20世紀イタリア彫刻2－第二世代Ⅰ(1930～1970)－

平成14年1月5日（日）～4月13日（日）

平成18年度

平成15年度

平成14年度

平成16年度

平成17年度
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常設展 第1期

●新収蔵作品展
●新収蔵作品展－シュルレアリスムの画家たち－
●瑛九の世界
●イタリア彫刻展１－新収蔵作品－

平成13年4月19日（木）～6月24日（日）

たんけんミュージアム
（常設展 第2期）

子どものための美術展2001
たんけんミュージアム
　　　　　　　－色・いろいろ－

平成13年7月10日（火）～9月16日（日）

常設展 第3期

●海の風景画展
●イタリア彫刻家による水彩・素描・版画展
●瑛九の描いたものⅠ－愛の家－
●イタリア彫刻展2－カービングとモデリング－

平成13年9月20日（木）～12月24日（月）

常設展 第4期

●宮崎の水彩画展
●戦後の抽象画展
●瑛九の描いたものⅡ－夢の森－
●イタリア彫刻展3－さまざまな素材－

平成14年1月5日（土）～4月14日（日）

常設展 第1期

●新収蔵作品展－郷土の画家－
●マティスのジャズ展－色彩とかたちのシンフォニー－
●空間に遊んで－瑛九の石版画－
●イタリア彫刻の巨匠展Ⅰ－超現実の世界－

平成12年4月13日（木）～7月16日（日）

たんけんミュージアム
（常設展 第2期）

子どものための美術展2000
たんけんミュージアム
　　　　　　　－描かれた動物たちのささやき－

平成12年7月20日（木）～9月10日（日）

常設展 第3期

●風景画展－絵に見る四季－
●瑛九と仲間たち展－オノサト・トシノブと池田満寿夫－
●道をさがして－瑛九の具象－
●イタリア彫刻の巨匠展Ⅱ－3人のM－

平成12年9月14日（木）～12月13日（水）

常設展 第4期

●宮崎の具象と抽象画展－表現の広がり－
●ピカソ版画展－サルタンバンクシリーズ－
●無限の中へ－瑛九の点描－
●イタリア彫刻の巨匠展Ⅲ－具象と抽象－

平成13年1月5日（金）～4月15日（日）

常設展 第1期

●宮崎の美術　新収蔵作品展－郷土の画家－
●館蔵名品展　靉嘔新収蔵作品展－きらめく虹の世界－
●瑛九の世界　瑛九－芸術とその素顔－
●イタリア彫刻　彫刻家の眼－形がつたえるもの－

平成11年4月15日（木）～7月9日（金）

たんけんミュージアム
（常設展 第2期）

子どものための美術展’９９
たんけんミュージアム
　　　　　　　－心の世界を旅しよう－

平成11年7月22日（木）～9月15日（水）

常設展 第3期

●宮崎の美術　生誕百年記念　山田新一展
●館蔵名品展　山口啓介銅版画展－世紀末の方舟－
●瑛九の世界　－浮遊する光の世界　フォト・デッサン－
●イタリア彫刻　彫刻家の眼－フォルムの追求～女性美－

平成11年9月19日（日）～12月23日（木）

常設展 第4期

●宮崎の美術　館蔵日本画展
●館蔵名品展　マックス・エルンスト博物誌展－つくられた命－
●瑛九の世界　－イメージの腐刻 銅版画－
●イタリア彫刻　彫刻家の眼－イメージとフォルム－

平成12年1月5日（水）～3月31日（金）

常設展 第1期

●宮崎の美術
●館蔵名品展
●瑛九の世界
●イタリア彫刻

平成10年4月9日（木）～7月2日（木）

たんけんミュージアム
（常設展 第2期）

子どものための美術展’９８
たんけんミュージアム
　　　　　　　－秘密がいっぱい・・・－

平成10年7月16日（木）～10月11日（日）

常設展 第3期

●宮崎の美術
●館蔵名品展
●瑛九の世界
●イタリア彫刻

平成10年10月16日（金）～平成11年1月10日（日）

常設展 第4期

●宮崎の美術
●館蔵名品展
●瑛九の世界
●イタリア彫刻

平成11年1月14日（水）～4月11日（日）

常設展 第1期

●宮崎の美術
●館蔵名品展
●瑛九の世界
●イタリア具象彫刻

平成9年4月1日（火）～7月23日（水）

常設展 第2期

●宮崎の美術
●館蔵名品展
●瑛九の世界
●イタリア具象彫刻

平成9年7月26日（土）～12月17日（水）

常設展 第3期

●宮崎の美術
●館蔵名品展
●瑛九の世界
●イタリア具象彫刻

平成9年12月20日（土）～平成10年4月5日（日）

常設展 第1期

●宮崎の美術
●館蔵名品展
●瑛九とデモクラートの仲間たち
●瑛九の世界
●イタリア具象彫刻

平成8年3月26日（火）～8月18日（日）
平成8年4月3日（水）～8月25日（日）
平成8年4月23日（土）～6月2日（日）
平成8年6月4日（火）～8月25日（木）
平成8年3月26日（火）～8月18日（日）

常設展 第2期

●宮崎の美術
●館蔵名品展
●瑛九の世界
●イタリア具象彫刻

平成8年8月20日（火）～12月15日（日）
平成8年8月27日（火）～12月23日（月）
平成8年8月27日（火）～12月23日（月）
平成8年8月20日（火）～12月15日（日）

常設展 第3期

●宮崎の美術
●館蔵名品展
●瑛九の世界
●イタリア具象彫刻

平成8年12月17日（火）～平成9年3月30日（日）
平成8年12月25日（水）～平成9年3月30日（日）
平成8年12月25日（水）～平成9年3月30日（日）
平成8年12月17日（火）～平成9年3月30日（日）

平成7年度 常設展

●宮崎の美術
●館蔵名品展
●瑛九の世界
●イタリア具象彫刻

平成7年10月17日（火）～平成8年3月24日（日）
平成7年10月17日（火）～平成8年4月1日（月）
平成7年10月17日（火）～平成8年4月21日（日）
平成7年10月17日（火）～平成8年3月24日（日）

平成8年度

平成9年度

平成13年度

平成12年度

平成11年度

平成10年度


