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小磯良平のご遺族から神戸市へ作品2,094点及びアトリエ、所蔵図書等の寄贈

小磯記念美術館(仮称)建設懇話会を教育委員会事務局に設置

小磯記念美術館(仮称)建設計画を策定

美術館建設準備担当主幹・主査を教育委員会事務局に設置

「受贈記念特別展・小磯良平展」を開催（神戸市立博物館）

自治省｢地域づくり推進事業｣の指定を受ける

美術館建設に着手

美術館竣工、神戸市立小磯記念美術館条例を公布

神戸市立小磯記念美術館条例、同規則を施行

美術館開館 開館記念第１回特別展｢小磯良平の世界｣を開催

第１回「小磯良平大賞展」を開催

第２回特別展「絵画とモティーフ」を開催

第３回特別展「カンヴァスの中の女たち」を開催

第４回特別展｢林 重義 没後50年展｣を開催

第２回「小磯良平大賞展」を開催

阪神･淡路大震災により建物に被害を受け、休館

館外展｢神戸市立小磯記念美術館所蔵 小磯良平展｣を開催（神戸阪急ミュージアム）

美術館を再開館

第５回特別展「猪熊弦一郎遺作展」を開催

第３回「小磯良平大賞展」を開催

第６回特別展「関口俊吾回顧展」を開催

第７回特別展「受贈記念 小松益喜展」を開催

第８回特別展「田中忠雄回顧展」を開催

第９回特別展「没後10年 小磯良平展・小磯芸術の流れ」を開催

第４回「小磯良平大賞展」を開催

第10回特別展「叙情の詩歌 脇田 和 回顧展」を開催

第11回特別展「川西 英 と神戸の版画展」を開催

第12回 神戸市受贈記念特別展「川端謹次展」を開催

第13回特別展「田村孝之介と神戸」を開催

第５回「小磯良平大賞展」を開催

第14回特別展「生誕100年 牛島憲之展」を開催

第15回特別展「明治･大正 神戸生まれの芸術家たち」を開催

第16回特別展「個人美術館散歩－７人の洋画家－」を開催

第17回特別展「小磯良平 薬用植物画の表現」を開催

西村規矩夫館長就任

第18回特別展「向井潤吉の絵画と写真」を開催

第19回特別展「小磯良平回顧展」を開催

第６回「小磯良平大賞展」を開催

第20回特別展「コレクション大公開」を開催

第21回特別展「小磯良平の青年時代」を開催

第22回特別展「岡田謙三展」を開催

第23回特別展「中西利雄展」を開催

沿 革
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第24回特別展「没後50年 内田巌展」を開催

第７回「小磯良平大賞展」を開催

第25回特別展 英国王立園芸協会(RHS)創立200周年記念「植物画世界の至宝展」を開催

第26回特別展「コレクション大公開！ Version2」を開催

第27回特別展「没後20年 鴨居玲展」を開催

吉村元雄館長就任

第28回特別展「受贈記念 石阪春生展」を開催

第29回特別展「没後20年 荻須高徳展」を開催

第30回特別展「西村元三朗回顧展」を開催

第31回特別展「日本近代洋画への道 高橋由一から黒田清輝、青木繁まで」を開催

第32回特別展「藤島武二と小磯良平展」を開催

第８回「小磯良平大賞展」を開催

第33回特別展「小磯良平 聖書のさしえ展」を開催

第34回特別展「近代日本洋画の巨匠 黒田清輝展」を開催

第35回特別展「子どものいる風景」展を開催

第36回特別展「中西勝 展」を開催

第37回特別展「神戸の美術家 亀高文子とその周辺」展を開催

第38回特別展「没後35年 宮本三郎展」を開催

第39回特別展「画家 岸田劉生の軌跡」展を開催

第40回特別展「古家新とゆかりの画家たち」展を開催

第９回「小磯良平大賞展」を開催

第41回特別展「没後100年 大下藤次郎展 美しき自然、友人」を開催

第42回特別展「昭和モダン 藤島武二と新制作初期会員たち」展を開催

島田康寬館長就任

第43回特別展「マリー・ローランサンとその時代展～巴里に魅せられた画家たち」を開催

第44回特別展「開館20周年記念 生誕110年 小磯良平の世界」を開催

第45回特別展「自らを見つめる―画家と自画像」を開催

第46回特別展「水彩画家 堀江優遺作展-「人間の弱さ」を持つ聖書の人を描き続けて-」を開催

第47回特別展「関西学院の美術家～知られざる神戸モダニズム～」を開催

第10回「小磯良平大賞展」を開催

第48回特別展「あなたが選ぶ小磯良平作品選」を開催

第49回特別展「新宮晋 地球の遊び方」を開催

第50回特別展「生誕120年 川西英回顧展」を開催

館内設備の更新工事のため休館（～3月末）

岡泰正館長就任

第51回特別展美術館再開特別企画「コレクション再発見 小磯とゆかりの画家たち」を開催

第52回特別展「国立美術館巡回展 洋画の大樹が根付くまで」を開催

第53回特別展「野田弘志展－凍結する時」を開催

第54回特別展「日本近代洋画の巨匠 和田英作展」を開催

第55回特別展「描かれた花々－小磯良平の植物画を中心に－」を開催

第56回特別展「パリに生きる パリを描く －M氏秘蔵コレクションによる－」を開催
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平成29年7月

平成29年9月

平成29年11月

平成30年4月

平成30年7月

平成30年9月

平成30年11月

第57回特別展「来て、見て、楽しむ！ 小磯良平ベストコレクション」を開催

第58回特別展「ユニマットコレクション フランス近代絵画と珠玉のラリック展」を開催

第59回特別展「生誕150年記念 藤島武二展」を開催

第60回特別展「神戸市立博物館所蔵 洋画セレクション」を開催

第61回特別展「夏休み特別企画 浜口陽三と南桂子展―ふしぎな世界への小さな窓―」を開催

第62回特別展「没後30年 小磯良平展―西洋への憧れと挑戦―」を開催

屋上防水工事のため休館（平成30年11月26日～令和元年5月17日）
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Ⅰ．展覧会

１．平成30年度 コレクション展

小磯良平作品選Ⅰ―油彩―

〈展示室１〉

（同時開催／特別展「神戸市立博物館所蔵 洋画セレクション」）

〈展示室２・３〉

会期：平成30年4月21日（土）～7月8日（日）〔68日間〕

〈出品目録〉
★本年報の7頁に掲載

小磯良平作品選Ⅱ特集：小磯良平の銅版画

〈展示室１〉

（同時開催／夏休み特別企画

「浜口陽三と南桂子展―ふしぎな世界への小さな窓―」）

〈展示室２・３〉

会期：平成30年7月14日（土）～9月2日（日）〔45日間〕

〈出品目録〉
★本年報の12頁に掲載
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２．平成30年度 特別展

夏休み特別企画「神戸市立博物館所蔵 洋画セレクション」

会期：平成30年4月21日（土）～7月8日（日）〔68日間〕

神戸市立博物館のリニューアル工事休館にあわせて、同館所蔵の洋画を紹介。チャー
ルズ・ワーグマン、エドアルド・キヨッソーネら明治初期に来日した西欧人、高橋由一
や山本芳翠ら洋画黎明期の画家、金山平三、川西英、林重義、田村孝之介ら神戸の洋画
家たちの作品を展示した。市立博物館の所蔵作品を活用し、明治初期の洋画事始から小
磯良平と同時代を過した画家たちの作品までを展示することで、洋画において神戸スタ
イルが生まれるまでの系譜をたどる構成となった。

〈Ａ４チラシ〉

会場：展示室２、３

主 催／神戸市立小磯記念美術館、神戸新聞社
後 援／NHK神戸放送局、神戸新交通株式会社、サンテレビジョン、ラジオ関西
協 賛／一般財団法人みなと銀行文化振興財団

〈図録〉
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〈出品目録〉
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夏休み特別企画「浜口陽三と南桂子展

―ふしぎな世界への小さな窓―」

（同時開催／小磯良平作品選Ⅱ 特集：小磯良平の銅版画）

会期：平成30年7月14日（土）～9月2日（日）〔44日間〕

国際的に評価されている版画家・浜口陽三（1909-2000年）と南桂子（1911-2004年）
の画業と銅版画の小さな世界の魅力を、彼らの代表作を通して紹介する二人展。また、
両作家が作品に登場させるモチーフに注目し、夏休み特別企画として子供の鑑賞教育と
いう視点を採り入れ、新たな作品の見方を試みた。親子で楽しめる展覧会構成や作品紹
介、銅版画に関連したワークショップを多数企画した。

〈Ａ４チラシ〉

会場：展示室２、３

主 催／神戸市立小磯記念美術館、神戸新聞社
後 援／NHK神戸放送局、神戸新交通株式会社、サンテレビジョン、ラジオ関西

関連イベント／「削って描こう！にじいろカード屋さん」参加人数684人
7月26日～8月31日の平日14時～16時

「好きな色を塗って！ことりのブローチ屋さん」参加人数51人
8月25日（土）①10時半～②13時半～③15時半～
定員：各12名"

〈Ｂ３ポスター〉

〈図録〉
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〈出品目録〉
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特別展「没後30年 小磯良平展―西洋への憧れと挑戦―」

会期：平成30年9月15日（土）～11月25日（日）〔62日間〕

小磯良平の没後30年を記念し、全国の美術館や所蔵家から重要作品を借用した回顧展
を実施した。小磯研究の深化のため、当館での回顧展としてはじめてテーマを設け、小
磯の画業を編年的に追いながら、各時代における西洋美術とのかかわりを紹介した。展
示の中では、平成30年に新収蔵・新発見した作品を初公開した。

〈Ａ４チラシ〉

会場：展示室１、２、３

主 催／神戸市立小磯記念美術館、読売新聞社
後 援／NHK神戸放送局、神戸新交通株式会社

記念対談／「小磯良平の言葉を思い出す」 ※台風24号の接近のため中止。
9月30日（日） 午後2時～（90分）
登壇者：石阪春生（画家）、岡泰正（小磯記念美術館 館長）
会場：オルビスホール
共催：神戸ファッション美術館

関連講座／「小磯良平 没後30年―新資料を迎え入れて―」36名受講
10月28日（日） 午後2時～（60分）
講師：廣田生馬（小磯記念美術館 学芸係長）

※記念対談中止を受け、以下のイベントを代わりに実施した。
記念講演会／「小磯良平の言葉を思い出す」85名受講

11月11日（日） 午後2時～（90分）
登壇者：岡泰正（小磯記念美術館 館長）
会場：神戸ファッション美術館第1セミナー室
共催：神戸ファッション美術館

〈Ｂ３ポスター〉

〈図録〉
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〈出品目録〉
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