
冬晴れの澄み渡る空のもと、
横浜で画廊散歩はいかがですか

「横浜画廊散歩」は、情報をいただいた市内の画廊の展覧会スケジュールを
毎月ご案内する情報誌です。「ヨコハマ・ギャラリー・マップ2021~2022」と
あわせてご活用ください。 （掲載されている展覧会情報は2021年10月15日現在のものです）
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第60回記念 神奈川県女流美術家協会展
12/1～12/5 ［全館］
［主催］神奈川県女流美術家協会
［内容］女性だけの公募展。油彩、水彩、立体等を約

200点展示
第58回 高等学校書道展
12/8～12/12 ［全館］
［主催］神奈川県高等学校文化連盟 書道専門部会
［内容］高校生による書道作品の展示。県下の公私立

高校の作品約800点
横浜三大学連合写真展 
12/15～12/18 ［2F］
［主催］横浜三大学写真連合
［内容］神奈川大学、関東学院大学、横浜国立大学に

よる写真展
国際舞台芸術ミーティングin横浜 2021  I/O　　
12/18～12/19 ［B1F］
［主催］黒沼千春
［内容］ダンスと書道、ジャグリングのコンテンポラ

リーパフォーマンス※有料＆要予約

橘学苑高等学校 デザイン美術コース 第16期生卒
業作品展
12/22～12/26 ［3F］
［主催］橘学苑高等学校デザイン美術コース
［内容］橘学苑高等学校デザイン美術コース第16期

生卒業作品展
第47回高校生写真展
12/22～12/26 ［2F］
［主催］神奈川県高等学校文化連盟 写真専門部会
［内容］県内高校写真部生徒による作品展示。約300点
Art School+Yokohama Student Exhibition, No.8
12/22～12/26 ［1F］
［主催］株式会社 雪下堂美術（アートスクール横浜）
［内容］アートスクール横浜に通う生徒の絵画作品

展示発表会

ギャラリーめぐり

や行
横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-70
第42回馬車道を描く日曜画家展
12/4～12/10［休］無し［内容］主催=馬車道商店
街協同組合

第40回馬車道写真コンクール入賞作品展
12/4～12/10［休］無し［内容］主催=馬車道商店
街協同組合

吉村 博 油絵展
12/16～12/21［休］無し［内容］主催=吉村 博

徹虎展（陶芸・絵画・華道）
12/23～12/27［休］無し［内容］ヨーロッパの現代
アートと伝統工芸の融合展

横浜本牧絵画館 ☎629-1150 C-44
ダブルポートレイト－描かれた人形
10/16～1/16［休］火曜、12/27～1/4［内容］人形は、
「きれい」で「かわいい」けれど、「こわい」ところもあ
るモチーフ。人形を様々に描いた岩田榮吉と関係す
る作家の作品に、その後ろに描かれたものを探る

ら行
リーブギャラリー ☎253-7805 A-76
上原収二連続回顧展第7期『イギリスの油彩画』同
時開催 水彩画ワークショップ
11/22～12/19［休］水曜［内容］20年間訪れた英
国各地を描いた油彩約50点

ひとみ座の劇人形展2021 Vol.3 ぼくたちはいき
ものだ!展
12/24～12/28［休］無し［内容］ひとみ座の人形劇
で活躍した人形を展示

横浜ユーラシア文化館 ☎663-2424 A-74
オホーツク文化－あなたの知らない古代－
10/16～12/26［休］月曜（祝日振替休日の場合は
翌平日）［内容］本州の古代文化とは大きく異なる、
古代の北海道に発達した独特の文化であるオホーツ
ク文化の姿を、最新の研究成果に基づいて描き出す
展覧会

横浜市民ギャラリーの所蔵作品を毎月紹介します

編集・発行：横浜市民ギャラリー（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団／西田装美株式会社 共同事業体）
〒220-0031 横浜市西区宮崎町26番地1
TEL: 045-315-2828／ FAX: 045-315-3033

デザイン：ふじたおさむ

新型コロナウイルスの影響により、
展覧会が中止・延期となることがございます。

最新情報は、各施設にご確認下さい。

このパンフレットは、カーボンオフセットにより
制作に伴うCO2排出をゼロにしています。
オフセットクレジットの提供者：アズビル株式会社

ホームページでも情報公開!

西森禎子《ZEROの誕生》
1990年／油彩、キャンバス／ 78.8×88.2cm

●ホームページで作品解説をご覧いただけます。



は行

ま行

万国橋ギャラリー ☎080-3388-2799 A-52
M展・小品展
11/30～12/6［休］無し［内容］武蔵野美術大学出
身作家による小品

f.e.i art gallery ☎325-0081 B-⑤
清水健太郎展
11/24～12/7［休］土・日曜祝［内容］旧約聖書の創
世記に登場する「バベルの塔」をテーマに制作。希望
と悲しみを背負いながらも、理想の塔をめざして懸
命に歩み続ける人々の姿を描く

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 B-⑥
絵・本・展 Vol.5
12/7～12/23［休］月曜［内容］「本を楽しむ!」をテーマ
にしたグループ展。いちかわともこ、絵社、北村麻衣子、
こうのみほこ、今野樹里恵、さんさん、そだきよし、髙
橋キョウシロウ、たけうちちひろ、たなかしん、田中千
夏、多屋光孫、ちなみ、ハモニコ絵本、Fuki、丸山ゆき

な行
爾麗美術 ☎222-4018 A-47
爾麗美術展〈女性作家〉
11/27～12/26［休］水曜［内容］爾麗美術所蔵の女
性作家の作品展。許麗華、渡部香、大谷久美子、弓良
麻由子、鈴木淑子、鈴木爾麻、依田千佳子、依田梓、
山本治美、横山和江

ニュースパーク（日本新聞博物館） ☎661-2040 A-46
企画展「ペンを止めるな!神奈川新聞130年の歩み」
「神奈川新聞とJAXA宇宙飛行士野口聡一さん」（同
時開催）
10/2～12/26［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌
平日）［内容］昨年2月に創業130周年を迎えた神奈
川新聞社の明治から令和まで130年間の元日1面
を一挙展示。過去の貴重な報道写真等も紹介。神奈
川ゆかりのJAXA宇宙飛行士、野口聡一さんの活躍
を紹介する企画展示では、野口さんの活躍をこれま
での紙面を通じて振り返る他、実際に国際宇宙ス
テーション（ISS）に滞在したときの宇宙服等を展示

カフェ・ギャラリーリンデン ☎532-5288 C-⑦
古知屋恵子木版画個展
12/1～12/12［休］月・火曜［内容］温かで、くすり
と笑える楽しい木版画作品と、カレンダ―等の展示
販売

Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
アルマ展
11/25～12/4［休］日曜

アニマート展
12/9～12/18［休］日曜

ギャラリーKAN ☎641-4751 A-㉔
クリスマスグッズとクリスマスプレゼント「クリス
マスの飾りたち展」
12/7～12/12［休］無し［内容］来年の干支、クリス
マスリース、手編みの帽子、手袋他。手作りする6名、
約250点

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑫
手作りきゃらSHOP
12/1～12/25［休］日・月曜［内容］来年の干支とら
のお細工物、クリスマス小物等、手作り品多数

ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉖
日本書道学院 グループ展
12/19～12/22［休］無し［内容］日本書道学院有志
による自由な書作展

ギャラリーダダ ☎461-1533 B-②
長浦将也・色鉛筆画教室展
12/1～12/7［休］無し［内容］色鉛筆画教室生徒56
名+講師の作品。初の教室展

けいちつスケッチ会展
12/8～12/15［休］無し［内容］ギャラリーダダ主
催毎月１回のスケッチ会。年のまとめの展覧会

ギャラリーぴお B1 ☎681-5122 A-㉙
横山俊光展 同時開催 インスィエーメ展
12/2～12/7［休］無し［内容］横山俊光氏の20回目
の個展と生徒達20名によるグループ展同時開催。
アクリル画、鉛筆画、彫刻、オブジェ等。約70点

gallery fu ☎070-6429-8597 A-㉛
特別展｜gift from....to....
12/4～12/19［休］月曜［内容］周囲の環境に支えら
れ、自らが努力した者にのみ与えられる才能「gift」。
美術家からどなたかへの「gift」の連鎖を。平面、立体。
アズミ紗羅、石山あゆみ、白谷琢磨、三鑰彩音、ミノ
リ、宮川慶子、ヨウカ、VIKI

GALERIE PARIS ☎664-3917 A-35
市松人形 朋
11/23～12/2［休］無し　

ぎゃるりじん＆Chiyo’s ☎681-5900 A-36
MKMS
12/7～12/12［休］無し［内容］平面

遊紙灯
12/14～12/19［休］無し［内容］ペーパーワーク

ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-37
姚小全・鳥山美智子 師弟展
12/1～7［休］無し［内容］水墨画、書作品。姚先生と
90才の弟子の作品展

ぴおシティ書道コンクール
12/11～12/13［休］無し［内容］ぴおシティ商店会
主催によるリサイクル半紙を使った公募展

南門ミニ書作展
12/19～12/22［休］無し［内容］机の上で書けるほ
ど小さい作品の展覧会。漢字、かな、少字数書、近代
詩書等陳列

そごう横浜店美術画廊 ☎465-5506 B-④
ギィ・デサップ展
11/30～12/6［休］無し

現代根付彫刻展
11/30～12/6［休］無し

川又聡日本画展
12/7～12/13［休］無し

うるしの道展
12/7～12/13［休］無し

さ行

鶴見画廊 ☎584-7208 C-㉑
石井 行展
12/16～12/22［休］無し［内容］主にアクリルの作
品を展示

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 C-㉓
山下孝治 日本画展
11/25～12/1［休］無し［内容］郷里の熊本で「可愛
らしい」の意味の「むぞらしか」をテーマに宮沢賢治
の世界を取り入れた人物作品等を描いた、優しさと
温かな心を感じられる作品展

谷垣博子 絵画展
12/2～12/8［休］無し［内容］人々の暮らしをテー
マに、花や風景、静物等の日常を鮮やかな色彩と独
特な構成で描いた作品

グラハム・クラーク 銅版画展
12/9～12/15［休］無し［内容］世界中で愛されて
いる、あふれる愛とユーモアたっぷりの独特のアー
チ型銅版画

前田麻里 洋画展
12/16～12/22［休］無し［内容］愛らしく優しく心温
まる夢の世界を描く、川崎市多摩区出身の人気作家

アートサロン ウィンターセール
12/23～12/31［休］無し［内容］有名作家から新進
作家の作品をご奉仕価格で多数展示販売

た行

・本誌発行後に内容に変更が生じる場合があります。各展覧会については開催施設にお問合せください。
・各施設の電話番号右横の番号は、横浜市民ギャラリー発行「ヨコハマ・ギャラリー・マップ2021~2022」に対応しています。

Art Araq Asia Gallery（AAA Gallery）
 ☎664-3907 A-①
自分オーディション～MY BEST ART 2021～展
11/27～12/10［休］月・火曜［内容］グループ展

にゃんこ日和～2021秋&冬～展
11/27～12/10［休］月・火曜［内容］グループ展

人外の世界展Ⅵ～ヒトナラザルモノ～
11/27～12/10［休］月・火曜［内容］グループ展

Christmas festival～2021～展
12/11～12/24［休］月・火曜［内容］グループ展

ほっこりアート「Cafe AAA」～私の贅沢タイム～7
号展
12/11～12/24［休］月・火曜［内容］グループ展

大忘年展2021
12/11～12/24［休］月・火曜［内容］グループ展

art gallery OWL ☎090-1628-0457 A-②
若手生態学者が見ている世界－研究者支援写真展－
11/29～12/5［休］無し［内容］研究者しか見るこ
とのできない野生動物の躍動、自然の美しさが垣間
見える写真展

mecca-ten & Ayano Okuyama 2021 冬
12/13～12/19［休］無し［内容］旅先で出会った素
材を使った、様々な国の文化や様式を取り入れたア
クセサリーと、思わずクスッとなるオリジナル神様
シリーズの仏画イラストの摩訶不思議な展示

Minami Nakamura Solo exhibition
12/20～12/26［休］木曜［内容］奔放な世界感の油
画、アクリル画と海外で集めた素材を用いたアクセ
サリーの展示 みつい画廊 ☎261-3321（ハヤカワ画材店） A-60

梅香会展
12/13～12/19［休］無し［内容］油彩、水彩、アクリ
ル、岩絵具等の作品

工藤隆司個展
12/20～12/26［休］無し［内容］油彩約40点

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-61
第43回 静翔書展
12/1～12/5［休］無し

鎌田豊治個展
12/7～12/13［休］無し［内容］写真

第8回 全国裂織公募展
12/8～12/12［休］無し［内容］裂織のタペストリー、
洋服、バック等の作品

組合員と家族の美術展
12/16～12/18［休］無し［内容］絵画、写真、書、工
芸作品等

第28回ルレーブ・フルール展
12/16～12/19［休］無し［内容］ねんどの花の作品

MiyuKawasaki Solo exhibition
12/22～12/26［休］無し［内容］絵画

第2回 横山修個展～おひさしぶりです～
12/21～12/27［休］無し［内容］油彩

「幻景」森下善行 グラフィックアート展
12/21～12/27［休］無し［内容］ミクストメディア

ブラフ18番館 ☎662-6318 A-56
ほっとクリスマス展
12/17～12/19［休］無し［内容］クリスマスをテー
マにした作家作品展

や行
横浜市岩間市民プラザ ☎337-0011 C-㉛
偕恵いわまワークス作品展～2022年カレンダー原
画展「横浜」
12/2～12/12［休］無し［内容］横浜をテーマにし
たカレンダーの原画12点を含む絵画作品を展示

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 C-36
彩の会展
12/8～12/14［休］無し［内容］風景、静物、人物を
水彩で描いた作品を展示。藤野健二、舟貝良子、友田
美幸

第10回 若水書展
12/17～12/21［休］無し［内容］グループ5人の漢
字、かな、近代詩など幅広く斬新な書作品。島崎鳳涛、
今浚象、吉沢一涛

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-38
緑風・水彩画展・2021
12/8～12/13［休］無し［内容］横浜市老人福祉セ
ンター狩場緑風荘のシニア達の水彩画展

第26回 友美会展
12/7～12/13［休］無し［内容］フォーラム南太田
の絵画教室で勉強している仲間の展示会

横浜市民ギャラリーあざみ野 ☎910-5656 C-40
ショーケースギャラリー 黄金町エリアマネジメン
トセンター連携企画 常木理早展
9/25～12/12［休］毎月第4月曜［内容］黄金町エリ
アで活動するアーティスト・常木理早（つねぎりさ）
を紹介

青葉区民芸術祭 作品展
12/1～12/13［休］無し［内容］華道、美術工芸、写
真、絵画、文芸、書道の作品展示。青葉区で活動する
方の個性豊かな作品を、2期に分けて展示

2021 成果報告展示 がじゅくてん
12/18～12/19［休］無し［内容］こどもたちの絵画
造形作品（水彩、立体工作）と講師の絵画造形作品（水
彩、油彩、彫刻、写真）を展示。約1000点

新雪の美術展2021
12/21～12/26［休］無し［内容］武蔵野美術大学に
通う日本画学科の学生を中心に、若手ならではのエ
ネルギー溢れる作品を展示。 音楽系YouTubeグ
ループ『コロンスタジオ』とのコラボ企画、冬をテー
マにした作品を展示予定。約40点

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
中島健太展 －zone－
12/1～12/7［休］無し［内容］洋画

細迫 諭展 －夢の実る時－
12/1～12/7［休］無し［内容］洋画

画集刊行記念 瀧下和之展
12/8～12/14［休］無し［内容］日本画

クリスマスアートセッション
12/8～12/14［休］無し［内容］絵画、彫刻、工芸

髙島屋創業190周年 悉皆（しっかい） 
風の時代の継承者たち
12/15～12/21［休］無し［内容］総合

上田薫・葉子展 －35年の現在（いま）－
12/22～12/28［休］無し

青木香保里展
12/22～12/28［休］無し［内容］日本画

頌春展
12/29～1/4［休］1/1［内容］絵画、工芸

横浜人形の家 ☎671-9361 A-68
企画展「ペコちゃんと横濱」
10/23～1/23［休］月曜、12/29～1/1［内容］不二
家の大人気キャラクター「ペコちゃん」が横浜人形
の家にやってくる!不二家の創業の地である横浜で、
ペコちゃんの魅力に迫る展覧会

あ行

神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）
 ☎896-2121 C-⑤
写真展「オードリー・ヘプバーン」
9/11～12/26［休］月曜（祝日除く）［内容］20世紀
を代表する女優オードリー・ヘプバーンを、ファッ
ション、映画、プライベートの3編で紹介。一流ハリ
ウッドフォトグラファーのマーク・ショウやボブ・
ウィロビーなどによる写真作品約100点を展示

神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑱
特別展「開基500年記念 早雲寺－戦国大名北条氏
の遺産と系譜－」
10/16～12/5［休］月曜（国民の祝日・休日の場合
は開館）［内容］早雲寺の開基500周年を記念して、
寺宝を中心に、ゆかりの寺社や北条氏一族が今日ま
で大切に伝えてきた数々の宝物を一挙に公開※事前
予約制。詳細はホームページ参照

クリスマス&ニューイヤー展
12/11～12/18［休］無し［内容］クリスマスと新春
をテーマにしたグループ展。手に取りやすい小さい
サイズの作品

「Seed Stories 21_22」
12/22～1/9［休］12/27～1/3［内容］22名の作家
によるA4サイズの版画を中心とした展覧会

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑧
笹井祐子展－jardin-mis memorias 庭－私の記憶
11/27～12/11［休］月曜［内容］版画、ドローイン
グ、インスタレーション等20点

達 和子展－LIFE
12/14～12/26［休］月曜［内容］平面アクリル画、
版画、立体ガラス等大小20点

1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑨
河辺 栄一個展
12/11～12/21［休］水曜［内容］アクリル、立体、モ
ビール

岩崎ミュージアム・ギャラリー ☎623-2111 A-⑩
岩崎ミュージアム第464回企画展 〈生誕90周年〉
柳原良平・絵本原画展
11/23～12/12［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）［内
容］半世紀にわたって活躍し、国民的キャラクター
「アンクルトリス」を生みだした柳原良平。油彩、切
り絵、水彩と絵本の原画を岩崎ミュージアムと画廊
AKIRA-ISAOの2会場で展示

岩崎ミュージアム第465回企画展 三塩佳晴展
12/15～1/10［休］月曜（祝祭日の場合は翌日）、
12/25～1/4［内容］版画家としての今までの仕事
を俯瞰する展示

大佛次郎記念館 ☎622-5002 A-⑭
テーマ展示「パリ燃ゆ―名もなき者たちの声」
9/11～12/25［休］月曜（祝日の場合は翌平日）［内
容］パリ・コミューン成立から150年目の本年。当
時の社会的評価ではなく、"事実"にこだわった『パ
リ燃ゆ』の文章と、150年前の様子を今に伝える鮮
やかな資料から、パリを生きた、名もなき民衆の声
を浮かび上がらせるArt Gallery 山手 ☎628-0267 A-④

第16回クリスマス展
12/11～12/26［休］無し［内容］クリスマスをテー
マにしたアートギフト。絵画、ガラス、リース、クロ
スフラワー、とんぼ玉、アクセサリー等

art Truth ☎263-8663 A-⑥
コペルノア作品展 不可視議の国
12/1～12/8［休］無し［内容］実際にみた夢の印象
を描いた絵画作品展

か行

山下孝治/「蝋燭守ノ村」/日本画/F4

いちかわともこ/harvest

Minami Nakamura/「輝きの集まり」/2021/
チェコガラスビーズ等

達 和子

関山厚子/
ダリアとカンパニュラとメイプルの実のリース


