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本学では、学生及び教職員が日本と東洋の歴史・文化・
美術に親しむ機会をより豊かにすることを目的として、
以下のキャンパスメンバーズに加入しています。

詳細は、YNUウェブサイト → 教育・学生生活 →

学生生活サポート → キャンパスメンバーズのご案内 を参照ください。

利用方法：窓口で学生証または教職員証を呈示

特典①：美術館の 所蔵作品展、博物館の総合文化展は無料
特典②：美術館の企画展、博物館の特別展は割引料金
是非この制度を利用し、積極的に活用してみましょう！

Student Support Division, Student Affairs Dept., Yokohama National University

Phone 045-339-3116

Yokohama National University is a member of “Campus Members” of the 

following museums for the purpose of enriching the opportunities for our 

students and faculty staff to familiarize themselves with Japanese and 

oriental history, culture and art.

For details, please refer to our website. YNUウェブサイト →

教育・学生生活 →学生生活サポート → キャンパスメンバーズのご案内

Present student ID card or staff ID card at Ticket office.

Benefits: 1. Free admission to Collection exhibition and  General cultural exhibition.

2. Discount admission to Art exhibition, Special exhibition.

Let’s take advantage of this system actively!





学生証が
美術館
パスポート
企画展は割引でご観覧いただけます。

学生証を提示するだけで、所蔵作品展は無料、

C a m p u s M e m b e r s
知っていますか？ 本校は国立美術館キャンパスメンバーズに加盟しています。
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※ 企画展には団体料金が適用されます。上記はあくまでも一例です。企画展により異なります。
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キャンパスメンバーズ特設サイト https://www.campusmembers.jp/
ご利用できる施設は学校により異なります。詳細はキャンパスメンバーズ特設サイトにてご確認ください。

国立映画アーカイブ

1,700円
1,100円



東京国立近代美術館本館・工芸館
本　館：〒102-8322 東京都千代田区北の丸公園3-1  
工芸館：〒920-0963 石川県金沢市出羽町３-２
Tel. 050-5541-8600（ハローダイヤル）  https://www.momat.go.jp

開館時間 10：00-17：00（本館のみ金・土曜日は20：00まで）
入館は閉館30分前まで

休 館 日 月曜日（祝日または振替休日にあたる場合は開館し翌日休館）、
展示替期間、年末年始

観 覧 料 本　館：一般500円、大学生250円
※企画展は別料金 

国立映画アーカイブ
〒104-0031 東京都中央区京橋3-7-6
Tel. 050-5541-8600（ハローダイヤル）  https://www.nfaj.go.jp

展示室開室時間 11：00-18：30（毎月末金曜日は20：00まで）
                      入室は閉室30分前まで
上 映 ホ ー ル 上映プログラムにより上記以外の時間も開館します。
                      （券売は各開映時刻の30分前から）
休 館 日 月曜日、年末年始、展示替期間、工事期間
観 覧 料 一般250円、大学生130円 

※上映は別料金

国立西洋美術館
〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7  
Tel. 050-5541-8600（ハローダイヤル）  https://www.nmwa.go.jp

開館時間  9：30-17：30（金・土曜日は20:00まで）
入館は閉館の30分前まで

休 館 日 月曜日（祝日または振替休日にあたる場合は開館し翌日休館）、
展示替期間
※2020年10月19日（月）から2022年春（予定）まで全館休館

観 覧 料 一般500円、大学生250円
※企画展は別料金

国立新美術館
〒106-8558 東京都港区六本木7-22-2
Tel. 050-5541-8600（ハローダイヤル）  https://www.nact.jp

開館時間 10：00-18：00（金・土曜日は20：00まで）
入館は閉館30分前まで

休 館 日 火曜日（祝日または振替休日にあたる場合は開館し翌平日休館）、
年末年始

観 覧 料 展覧会ごとに異なる

アクセス

国立映画アーカイブ

京橋
エドグラン

アーティゾン
美術館

京成上野駅

2020年度 企画展年間スケジュール 多彩な展覧会をいつでもお楽しみいただけます。この他、各館の所蔵作品による展覧会も開催しています（国立新美術館を除く）。

※情報は2020年2月現在。展覧会の詳細は決まり次第随時HPなどでお知らせいたします。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2/26 6/14

「ピーター・ドイグ展」

2/11 6/14

コレクションによる小企画「北脇昇　一粒の種に宇宙を視る」

6/3 8/24

「ファッション イン ジャパン 1945-2020―流行と社会」

7/8 9/22

「MANGA 都市 TOKYO  ニッポンのマンガ・アニメ・ゲーム・特撮 2020」 

7/11 10/18

「スポーツ in アート展 ―ギリシャ彫刻×印象派の時代」

7/11 10/18

「写本展Ⅲ（仮称）」

2/10

19世紀末パリの都市文化の展覧会

9/16 12/14

「佐藤可士和展」

10/21 11/30

「カラヴァッジョ 《キリストの埋葬》展（仮称）」

7/17 10/25

「隈研吾展（仮称）」

6/27 10/25

「MOMATコレクション・スペシャル（仮称）」

11/25 2/23

「眠りの理由 国立美術館コレクションによる展覧会（仮称）」

11/25 2/23

コレクションによる小企画「男性彫刻（仮称）」

3/23 5/16

「あやしい絵（仮称）」

3/23 5/16

コレクションによる小企画
「幻視するレンズ（仮称）」

5/10

2020年夏、石川県金沢市に移転し「国立工芸館」として開館予定。開館時期・展覧会の詳細については、HPなどでお知らせいたします。

2020年10月19日（月）から2022年春（予定）まで全館休館。

3/11 6/1

「古典×現代2020―時空を超える日本のアート」

6/143/3

「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」

6/143/3

内藤コレクション展Ⅱ「中世からルネサンスの写本  祈りと絵」

東京国立近代美術館

工芸館

本館

国立西洋美術館

国立新美術館

2020年 2021年

国立映画アーカイブ
（旧：フィルムセンター）

長瀬記念ホール OZU

小ホール

展示室

移転準備のため休館。

5/30（予定） 6/21（予定）

「EUフィルムデーズ2020」

6/25（予定） 9/6（予定）

「松竹第一主義　松竹映画の100年（仮称）」

10/2（予定） 10/22（予定）

「生誕100年 映画俳優 三船敏郎」
11/10（予定） 11/15（予定）

「サイレントシネマ・デイズ2020」

11/17（予定） 12/11（予定）

「生誕100年 映画女優 原節子」
1/5（予定） 1/31（予定）

「中国映画の全貌（仮称）」 2/9（予定） 3/28（予定）

「1980-1990年代日本映画特集（仮称）」

12/12（予定） 12/27（予定）

「生誕100年 映画女優 山口淑子」

10/29（予定） 11/8（予定）

「アメリカ映画特集（仮称）」

9/12（予定） 9/26（予定）

「第42回ぴあフィルムフェスティバル」

5/29（予定） 8/30（予定）

「松竹第一主義　松竹映画の100年（仮称）」

9/12（予定） 12/6（予定）

「公開70周年記念 映画「羅生門」展（仮称）」

12/19（予定） 3/28（予定）

「岡本忠成＋川本喜八郎　パペットアニメーショウ2020（仮称）」

6/26（予定） 8/16（予定）

「生誕90周年 35mmフィルムで見るクリント・イーストウッドの軌跡（仮称）」

11/13（予定） 11/29（予定）

「レパートリー上映　2020年秋（仮称）」

2/19（予定） 3/7（予定）

「レパートリー上映　2021年冬（仮称）」
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