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http://www.spstj.org/group/kenkyu_s26.html もご覧ください。

URL
Tel

4/2～6/30 林忠彦記念室 「織田廣喜」 http://s-bunka.jp/bihaku/

5/11～5/19 第28回林忠彦賞受賞記念写真展

野村恵子　「Otari-Pristine Peaks 山霊の庭」 0834-22-8880
2/14~5/13 光の化石―森山大道　1974-1990 https://www.shimane-art-
5/16~8/18 ピクトリアリスム

8/23~11/18 生誕120年記念 塩谷定好展（仮称）

11/22~2020/3/15 雪・月・花 0852-55-4700
http://www.japro.com/ueda/
0859-39-8000
https://kyotocity-
kyocera.museum/news/information/2
019/04/09/exhibition-calendar-2019/

075-771-4107
4/13～6/16 入江泰吉「祈り」 http://irietaikichi.jp/
4/13～6/16 瀬戸正人 「旅しないカメラ」

6/22～9/1 入江泰吉「はな」

6/22～9/1 石内都「布の来歴 －ひろしまから」 0742-22-9811
4/20~6/9 関 由香 写真展 「ねこうらら」 http://www.camerakan.com/

6/15~7/15 安念余志子 写真展 「うたかた」

7/20~9/1 絶対風景 絶景でつづる日本列島

9/7~11/4 安珠 写真展 ～少年少女の世界～「ビューティフルトゥモロウ」

11/9~12/15 山田利郎 写真展

11/19~12/15 富士フイルムフォトコンテスト入賞作品展 0766-64-0550
3/21~6/16 「2018年度ヤング・ポートフォリオ」展 http://www.kmopa.com/
6/29〜9/23 ロバート・フランク展 - もう一度写真の話をしないか

10/5〜12/8 山本 昌男「手中一滴」　（仮題） 0551-48-5599
http://www.hmop.com
0460-82-2717

3/21～5/26 第29回冨士忍野グランプリフォトコンテスト入賞作品展 http://shikinomori.webcrow.jp
5/29～7/28 大山行男 写真展 「富士変幻自在」

7/31～9/29 関 由香 写真展 「ねこうらら」 0555-84-3222

4/2〜6/30 マン・レイ ワールド

〜写真30点余ほか、絵画、オブジェ、書籍、映像

7/13〜9/16 [写真コレクション特集] 　大地の写真展
〜スティーグリッツから杉本博司まで。月面カメラも公開

10/5〜2020/1/19 [写真コレクション特集]　時代を拓いた女性フォトグラファー

〜20世紀フィルムネガティヴ時代を駆け抜けた女性たち

2020/2/1〜4/19 [写真コレクション特集] 　20世紀 劇場と写真

〜20世紀前半に隆盛した映画や演劇の世界を中心に 042-691-4511
https://www.kawasaki-
museum.jp/
044-754-4500
http://www.nikon.co.jp/corpor
ate/museum/index.htm
03-6433-3900

5/1~5/14 片岡 俊 写真展 Life Works
5/15~5/28 加藤 智津子 写真展 サハラの家：Maisons du Sahara
5/29~6/11 加川 京 写真展 風と土と

6/12~6/25 原 啓義 写真展　そこに生きる

6/26~7/9 成瀬 亮 写真展　富士変幻 03-5537-1469

清里フォトアート
ミュージアム

箱根写真美術館

東京富士美術館

開館17周年記念　遠藤桂  富士・FUJI・不二！4/17~9/9

http://www.nikon-
image.com/activity/exhibition
/salon/

植田正治
写真美術館

3/1~6/2 植田正治の「出雲」と「松江」

写真のある美術館・博物館・資料館　企画案内

日本写真学会ホームページ

館名 期日 企画名称

島根県立美術館

周南市
美術博物館

京都市美術館
別館

7/30~8/4 第44回2019 JPS展

入江泰吉記念
奈良市写真美術館

ミュゼふくおか
カメラ館

岡田紅陽
写真美術館

http://www.fujibi.or.jp/exhibit
ions/schedule-of-
exhibitions.html

ニコンミュージアム 4/2~6/29 企画展 コレクション展

銀座ニコンサロン

川崎市
市民ミュージアム

4/23~6/30 岩合光昭写真展　ねこづくし
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5/7~5/27 THE GALLERY企画展　北島 敬三 写真展

UNTITLED RECORDS 2018
5/28~6/3 東京写真月間2019日本写真協会

5/28~6/3 ニッコールクラブ会員展　小川 照夫 写真展

EXPO '70 －人類の辛抱と疲労－

6/4~6/24 THE GALLERY 企画展　高砂 淳二 写真展

6/25~7/8 THE GALLERY セレクション

ハヤシ アキヒロ 写真展「 輪廻転生 ；破 」

6/25~7/1 ニッコールクラブ会員展　ニッコールクラブ静岡支部

写真展   駿河湾に暮らす
03-3344-0565

http://www.jcii-
cameramuseum.jp/
03-3263-7110

5/8~6/2 鈴木龍一郎作品展　寓話/RyUlysses http://www.jcii-
cameramuseum.jp/

6/4~6/30 真継不二夫作品展　「美の生態」 03-3261-0300
3/1~5/31 色彩の聖域　エルンスト・ハース　ザ・クリエイション http://fujifilmsquare.jp/

6/1~8/31 【写真歴史博物館 企画写真展】　「明治に生きた"写真

大尽"鹿島精兵衛 物語」 03-6271-3350

4/26~5/9
【フジフイルムスクエア企画展】　ゼラチンシルバーセッション
「藤井保、広川泰士、平間至、瀧本幹也」-すべてはここから始

まった－ FUJIFILM ACROS×39Photographers

http://fujifilmsquare.jp/

5/10~5/23 【富士フイルム企画展】 GFXシリーズ特別企画

吉村和敏写真展　「Du CANADA」

5/24~5/30 日本自然科学写真協会　「第40回SSP展

自然を楽しむ科学の眼2019-2020」

5/24~6/6 第11回　六本木フォトコンテスト写真展

5/31~6/6 東京写真月間2019　日本写真協会賞受賞作品展

5/31~6/13 【写真家たちの新しい物語】  渋谷敦史 写真展

　「まなざしが出会う場所へ-渇望するアフリカ-」
6/7~6/13 第92回　日本写真会展覧会

6/7~6/20 【フジフイルムスクエア企画展】　作品プリントを求めるあ
なたに～富士フイルムプレミアムプリント～

6/14~6/20 日本建築写真家協会展 「光と空間」 建築の美 Part13
6/14~6/20 宮武健仁 写真展「輝く光景」

6/21~7/10 【フジフイルムスクエア企画展】　「平成・東京・スナップ
LOVE」 Heisei-Tokyo-Snap Shoto Love 03-6271-3350

3/23~5/12 大石芳野 写真展　戦禍の記憶 https://topmuseum.jp/
5/14~7/15 宮本隆司　いまだ見えざるところ

5/18~6/2 第44回2019 JPS展

5/14~8/4 TOPコレクション　イメージを読む  場所をめぐる4つの物語 03-3280-0099
http://www.kahaku.go.jp/even
t/2019/04wilson/
03-5814-9869・9867
http://artsmaebashi.jp/
027-230-1144

4/20~7/15 【特別展】 「昭和を見つめる目」　田沼武能と土門拳

5/25 トークイベント　田沼武能　「昭和と東京を語る」
聞き手　藤森武（写真家・土門拳弟子）

4/20~7/15 古寺巡礼　わが仏像10選

7/19~9/23 土門拳　鬼が撮った日本

9/27~11/10 古寺巡礼　名作セレクション

9/27~11/10 第38回土門拳賞受賞作品展　「RESISTANCE
カンボジア　屈せざる人々の願い」　高橋智史

9/27~11/10 第25回土門拳文化賞 受賞作品展 0234-31-0028

TEL: 03-3373-0724
URL: http://www.spstj.org/

164-8678　東京都中野区本町2-9-5　東京工芸大学内一般社団法人　日本写真学会

土門拳記念館

http://www.domonken-
kinenkan.jp/

東京都写真美術館

フジフイルム
スクエア

写真歴史博物館

アーツ前橋 4/19~6/23 やなぎみわ展　神話機械

日本カメラ博物館

JCIIフォトサロン

3/19~6/30 平成のカメラ展

フジフイルム
スクエア

国立科学博物館 4/13~6/16 100年前の東京と自然
プラントハンター　ウィルソンの写真から

http://www.nikon-
image.com/activity/exhibition
/thegallery/

ニコンプラザ新宿
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