
「横浜画廊散歩」は、情報をいただいた市内の画廊・美術施設の展覧会スケジュール
を毎月ご案内する情報紙です。当館発行の「アートヨコハマ」「ヨコハマ・ギャラリー・
マップ2021~2022」と併せてご活用ください。

 （掲載されている展覧会情報は2021年12月15日現在のものです）

一原有徳《SON 88》1988年／アルミニウム版モノタイプ／ 90.5×81.5cm

●本作品は
「横浜市民ギャラリー 2022 モノクローム－版画と写真を中心に」
（2022年2月25日～3月13日、横浜市民ギャラリー展示室1、B1）
 に出品されます。 
※ホームページで作品解説をご覧いただけます。
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横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-70

梅香る季節の中、横浜で画廊散歩はいかがですか。

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!



横浜市民ギャラリー展覧会情報 ☎315-2828

川へのドア
2/2～2/6 　［1F］
［主催］川へのドア
［内容］横浜国立大美術科、中尾誠教室出身者有志に

よる作品展
第28回 関東地区高等学校写真展
2/3～2/6 ［3F］
［主催］神奈川県高等学校文化連盟写真専門部会
［内容］関東地区高等学校写真部生徒による優秀作

品160点を展示
女子美術大学 美術教育専攻 第7期生 卒業制作展　
2/4～2/7 ［B1F］
［主催］女子美術大学 美術教育専攻
［内容］第7期生による、油彩画、日本画、立体等の卒

業制作約10点
彩時記 第18回写真展 日本風景写真協会神奈川支部
2/8～2/14 　［3FA］
［主催］日本風景写真協会 神奈川支部
［内容］「日本の風景」をテーマにした写真展。大全紙

の写真63点展示

横浜国立大学 教育学部 書道ゼミ 卒業制作展　
2/22～2/27 ［2FB］
［主催］横浜国立大学 教育学部 書道ゼミ
［内容］横浜国立大学書道ゼミ学生による臨書と創

作の卒業制作約20点
はいて すって ふくらます
2/23～2/27 ［3F］
［主催］和光大学表現学部 芸術学科
［内容］私たちの軌跡は様々にふくらんでいく。和光

大学卒業制作展開催
横浜市民ギャラリーコレクション展2022
モノクローム－版画と写真を中心に
2/25～3/13 ［1F/B1F］
［主催］横浜市民ギャラリー
［内容］収蔵作品の中からモノクローム一単色で表

された版画と写真作品を中心に展覧し、抑制
された色彩が生む表現の多様さや豊かさを
紹介

な行

ま行

爾麗美術 ☎222-4018 A-47
星野鐵之 1939-2018 作品展
2/5～2/27［休］9、16日［内容］没後4年。水彩、パ
ステル、油彩、20点

は行
万国橋ギャラリー ☎080-3388-2799 A-52
宮崎和之個展
2/22～2/28［休］無し［内容］絵画

f.e.i art gallery ☎325-0081 B-⑤
深作秀春 展
2/7～3/4［休］土・日曜祝［内容］眼科外科医として
世界の第一線で活躍しながら、芸術家としても創作
活動を展開する作家の、多種多様な表現で描く独自
の世界

第37回ぴおシティ書道コンクール《選抜》書初展
2/26～2/28［休］無し［内容］反故紙をリサイクル
したエコ半切を指定用紙とした展覧会。ゴールデン
ギャラリーと同時開催

ゴールデンギャラリー ☎201-7118 A-37
第49回 横浜国立大学墨友書展
2/9～2/11［休］無し

第29回 神奈川県代表書家展 併催 第15回次代を
担う新進作家展
2/17～2/23［休］無し［内容］神奈川県を代表する
160余名による新春慶祝展。ギャラリー守玄齋と同
時開催

第37回ぴおシティ書道コンクール《選抜》書初展
2/26～2/28［休］無し［内容］反故紙をリサイクル
したエコ半切を指定用紙とした展覧会。ギャラリー
守玄齋と同時開催

鶴見画廊 ☎584-7208 C-㉑
第24回 路の会展
2/3～2/12［休］火曜［内容］6人の作家によるグルー
プ展。浅野康則、大串孝二、木村優博、林奈保美、平
野知加子、前川隆敏

東急百貨店たまプラーザ店 4階アートサロン
 ☎903-2441 C-㉓
棟方志功と民芸作家展
1/27～2/2［休］無し［内容］世界的な木版画家、棟
方志功の作品と河井寛次郎、濱田庄司などの陶芸作
品を展示販売

籔内佐斗司展 
2/3～2/9［休］無し［内容］ユーモアと鋭い機智で
独特の世界を作り、国内はもとより海外にも多くの
ファンを持つ作家。新作や干支等のブロンズ作品を
展示販売

U-ku×金森朱音 展
2/10～2/15［休］無し［内容］watercolor artistと
して注目されるU-kuと書家・表現者として活躍す
る金森朱音の異色のコラボレーション

堀川貴永 作陶展
2/17～2/23［休］無し［内容］土を重ね、釉薬を掛
け分ける現代的で独創的な作品。シンプルでありな
がら存在感のある器

カトラン・カシニョール・アイズピリ展
2/24～3/2［休］無し［内容］華麗な色彩の中に形而
上的思索を感じさせるカトラン。軽快なタッチと鮮
やかな色彩で人気のアイズピリ。女性の横顔で人気
のカシニョールの3人展

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
空想ユートピア～いのちの地球展～Ⅵ
1/22～2/4［休］月・火曜［内容］グループ展

あにまるわーるど!動物展～part6～
1/22～2/4［休］月・火曜［内容］グループ展

けもみみ展Ⅳ
1/22～2/4［休］月・火曜［内容］グループ展

角展～アタシのツノ～Ⅳ
1/22～2/4［休］月・火曜［内容］グループ展

まじょ展3
1/22～2/4［休］月・火曜［内容］グループ展

Girl's Valentine's Day ～Sweet&Bitter～展　
2022
2/5～2/18［休］月・火曜［内容］グループ展

スチームパンク～まわる歯車～展 vol.2
2/5～2/18［休］月・火曜［内容］グループ展

Paradise&Hell～テンシトアクマ～展 vol.2
2/5～2/18［休］月・火曜［内容］グループ展

ペン画の世界展2022～第Ⅰ画～
2/19～3/4［休］月・火曜［内容］グループ展

食べる・食べる・食べる展 第三品目
2/19～3/4［休］月・火曜［内容］グループ展

art gallery OWL ☎090-1628-0457 A-②
LIFE with ART～アートのある日常～アルコールイ
ンクアート展
2/8～2/13［休］無し［内容］SNSで人気の風で描く
現代アート、アルコールインクアートの展示、販売、
体験ワークショップ

なから
2/14～2/20［休］無し［内容］「なから」は古語から
引用、途中という意味。出展者5名は岐阜の高校の
同級生。それぞれ大学は異なるが、岐阜から離れ今
の美大で活動している状況は共通し、美術の道半ば
にいるというのが展示のコンセプト

山元ゆかり初個展「花の音、水の色彩」
2/21～2/27［休］無し［内容］葉山を拠点に活動す
るアーティスト、山元ゆかりの初個展。水彩色鉛筆
で女性の瞳の中に海を表現した作品を展開。アー
ティストとしての心の描写をSNSのinstagram 
STORYで表現

Art Gallery 山手 ☎628-0267 A-④
第13回 猫・ねこ写真展 PART1
2/4～2/13［休］無し［内容］猫写真家9名による写
真展

Fellow Art Gallery vol.45 武田佳子展
1/26～4/24［休］第4月曜［内容］武田佳子による
絵画を紹介

あざみ野フォト・アニュアル2022
中井菜央 雪の刻（とき）
1/29～2/27［休］無し［内容］現代の写真表現を紹
介するシリーズ展

あざみ野フォト・アニュアル2022
横浜市所蔵カメラ・写真コレクション展 視（み）る装置
19～20世紀のカメラの変遷
1/29～2/27［休］無し［内容］カメラの歴史をテー
マに収蔵品のカメラ、写真、関連資料を展示

みなとみらいギャラリー ☎682-2010 A-61
MARC NEMOT展
2/1～2/7［休］無し［内容］現代アート作品

2022 富士秀景写真展
2/1～2/7［休］無し

西区文化協会「新春展」
2/2～2/7［休］無し［内容］絵画、書道、生け花等

第3回 明日のつばさ展
2/9～2/13［休］無し［内容］子供や障害のある方や
アーティストによる色々なジャンルの作品

第51回 凌雲同人書展
2/9～2/13［休］無し

海の写真展 FROM THE SEA
2/15～2/20［休］無し［内容］水中写真

富士山 第9回 フォトコンテスト入賞作品展
2/15～2/21［休］無し［内容］富士山の写真の公募
作品

長山武夫写真展『密林の王者～ベンガルトラ～』
2/16～2/21［休］無し

もち・こねこ＆もち・うさぎ
2/22～2/27［休］無し［内容］イラスト、立体作品

パステル画展
2/22～2/27［休］無し

よみがえれ 魚たちよ!!
2/22～2/27［休］無し［内容］カラー魚拓

みらい美術館 ☎222-8696 NEW
みらい美術館「エミール・ガレとライバル」展
10/29～2/27［休］月曜～木曜［内容］アール・ヌー
ボー、アール・デコ期に活躍したガレとそのライバ
ルたちの作品約50点を展示　

令和3年度 横浜国立大学美術科 卒業制作展/在校
生展
2/15～2/26［休］月曜［内容］教育現場で活躍でき
る教員の育成を目指し、美術の専門教育を学んだ学
生たちの卒業制作展。四年間の制作と研究により美
術に関する広い視野と豊かな感性を培った学生と、
在学中の3年生・大学院生の作品を展示

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 
 ☎411-5031 B-⑥
多摩美術大学 美術学部 演劇舞踊デザイン学科 劇場
美術デザインコース 映像美術ゼミ5期生 卒業制作展
2/2～2/6［休］無し［内容］映像における美術設計
を主とした作品の卒業制作を展示。映像作品から模
型展示まで、個性あふれる映像美術ゼミ生の大学生
活の集大成を見せる。太田彩月、大坪愛実、小倉美愛、
木滝亜優、君島ちひろ、小島雅子、shi mengqi、髙木
千華、髙木優、中島杏実、柳瀬夏海

や行
山手234番館 ☎625-9393 A-62
日本画作品展
2/25～3/1［休］無し［内容］描き始めて12年、その
作品の中からの展示

横浜赤レンガ倉庫1号館 ☎211-1515 A-64
アートリンク in 横浜赤レンガ倉庫
12/4～2/20［休］無し［内容］アートリンク初の二
人のアーティスト、大津萌乃とunpisがダンスを
テーマに空間を彩る

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール
 ☎511-5711 C-36
グループ124写真展
2/9～2/15［休］無し［内容］東京、湘南、伊豆を結び
長年走り続けた185系電車の写真を展示。大坪康
二、関谷亨丈、小山裕太

第11回 サルビアこども絵画展
2/19～2/23［休］無し［内容］横浜市内の小学生以下
のこどもたちの作品。テーマは①家族、②自由テーマ

横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ 
 ☎866-2501 C-38
彩ゆう会・蓮彩会  水彩画展2022
2/15～2/21［休］無し［内容］横山貴裕が指導する
水彩画展。風景、花、静物、人物など約80点

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
シリーズ 陶の表現 後藤有美展
1/8～3/20［休］第4月曜［内容］陶芸の練込技法を
取り入れ造形する新進作家・後藤有美の作品を紹介

横浜市歴史博物館 ☎912-7777 C-43
企画展「美術の眼、考古の眼」
1/22～3/6［休］月曜（祝日振替休日の場合は翌日）
［内容］横浜出土の考古資料をとおしてみる現代美
術という「考古の眼」。現代美術をとおしてみる考古
資料という「美術の眼」。この二つをキーワードに、
みる人の自由な発想を刺激し、分野を超えて確かに
何か感じる"共感"や"違和感"を感じ取ってもらい、
分野にとらわれず展示をみることの自由を探る

横浜髙島屋美術画廊 ☎311-5111 B-⑨
色絵磁器 山岸大成の世界展
1/26～2/1［休］無し［内容］陶芸

伊藤みさと展－山荘の窓より－
1/26～2/1［休］無し［内容］日本画

Primary Colors 果醐季乃子・長谷川晶子・𠮷住裕美
2/2～2/8［休］無し［内容］洋画

吉田喜彦 陶展
2/2～2/8［休］無し　

日本ガラス工芸協会50周年「表現するガラス」展
2/9～2/15［休］無し　

松村公太 日本画展－光と風と－
2/9～2/15［休］無し

三田村有純 漆藝展－てのひらのあめつち－
2/16～2/22［休］無し

新庄貞嗣 展
2/16～2/22［休］無し［内容］陶芸

佃 眞吾 木工展
2/23～3/1［休］無し

佐々木 麦 展－環kan－
2/23～3/1［休］無し［内容］洋画

横浜馬車道アートギャラリー ☎662-3111 A-70
龍生派いけばな展「ヨコハマ 海・空・光 そして 花」
2/3～2/4［休］無し［内容］主催=龍生派神奈川県支部

第17回 彩歩の会 淡彩・水彩風景スケッチ画展
2/10～2/15［休］無し［内容］主催=彩歩の会

横浜本牧絵画館 ☎629-1150 C-44
第3回 作家・研究者支援プログラム展示「生の兆し」
下薗博昭・友清大介 絵画作品展
2/5～2/20［休］火曜［内容］公募による第3回展示。
広島市立大で共に写実絵画を学んだ下薗・友清両氏
の「鑑賞者の五感に働きかける絵画」をテーマとし
た油彩・素描作品36点を展示

あ行

神奈川県立歴史博物館 ☎201-0926 A-⑱
コレクション展「赤星直忠と神奈川県立博物館－赤
星直忠コレクション展－」
1/8～2/27［休］月曜（国民の祝日・休日の場合は開
館）［内容］大正から昭和にかけて県内の多くの文化
財を調査し、膨大な記録を遺した研究者、赤星直忠。
考古、民俗、美術史、歴史資料等多岐にわたる約100
点の赤星コレクションを通して、「郷土史」を描くこ
とに注がれた赤星の想いを紹介する

Gallery ARK ☎681-6520 A-㉒
コロニス展
1/27～2/5［休］日曜

魅惑の人物画展
2/17～2/26［休］日曜

ギャラリー伽羅 ☎842-1428 C-⑫
手作りきゃらSHOP
2/1～2/26［休］日・月曜祝［内容］着物リフォーム
服、バック、小物入れ、布ぞうり、キャラクター編み
ぐるみ、買物袋、等々。すべて手作り品多数

ギャラリー守玄齋 ☎201-7118 A-㉖
第29回 神奈川県代表書家展 併催 第15回次代を
担う新進作家展
2/17～2/23［休］無し［内容］神奈川県を代表する
160余名による新春慶祝展。ゴールデンギャラリー
と同時開催

1010美術 1010Art Gallery ☎680-4033 A-⑨
徂徠 友香子 個展（YUKAKO SORAI）
2/26～3/13［休］水曜［内容］立体

馬の博物館（根岸競馬記念公苑） ☎662-7581 C-③
テーマ展「武者絵の世界-人も馬も大あばれ-」
11/27～2/13［休］月・火曜（祝祭日の場合は翌日）
［内容］源平合戦や戦国時代において活躍した武士
や馬のエピソード、『三国志』に登場する豪傑らを描
いた浮世絵版画を中心に展示し、画面を縦横無尽に
あばれ回る人と馬の雄姿を紹介

テーマ展「ゆめかわ?ちょいこわ?ユニコーンとペ
ガサス」
11/27～2/13［休］月・火曜（祝祭日の場合は翌日）
［内容］馬に似た想像上のいきものとして知られる
ユニコーンとペガサスを比べながら、そこに込めら
れた意味をさぐる展覧会

Woodcut collection
2/11～2/18［休］無し［内容］木版画作品を展示。
グループ展

上野謙介個展
2/20～2/27［休］無し［内容］版画の抽象作品と、
硝子絵作品展

ATELIER K・ART SPACE ☎651-9037 A-⑧
豊田 洋次展－ツタワル想い
2/12～2/25［休］月曜［内容］木彫、アルミ、ドロー
イング等20点

第13回 猫・ねこ写真展 PART2
2/18～2/27［休］無し［内容］猫写真家9名による
写真展

art Truth ☎263-8663 A-⑥
Ai Kisaragi個展
2/1～2/8［休］無し［内容］現代アート作品展

か行

豊田洋次

展示参考写真

Kiyochan
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