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館名

期日

周南市
美術博物館

7/2～10/14

林忠彦記念室 「小説のふるさと」

8/23~11/18

生誕120年記念 塩谷定好展（仮称）

島根県立美術館
植田正治
写真美術館
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

清里フォトアート
ミュージアム
箱根写真美術館
岡田紅陽
写真美術館

企画名称

11/22~2020/3/15 雪・月・花

9/7~11/30

植田正治：ある日の記憶

9/7～10/30

入江泰吉「ほとけさま」

9/7～10/30

鬼海弘雄写真展

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

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」

4/17~9/9

開館17周年記念 遠藤桂 富士・FUJI・不二！

9/11~10/14

Tosh Wakabayashi Tin Toy Dioramas Photography

7/31～9/29

関 由香 写真展 「ねこうらら」

2019/9/6
のお知らせもご覧ください。
URL
Tel
http://s-bunka.jp/bihaku/
0834-22-8880
https://www.shimane-artj
0852-55-4700
http://www.japro.com/ueda/
0859-39-8000
http://irietaikichi.jp/
0742-22-9811
http://www.camerakan.com/

0766-64-0550
http://www.kmopa.com/
0551-48-5599
http://www.hmop.com
0460-82-2717
http://shikinomori.webcrow.jp/
0555-84-3222
http://www.fujibi.or.jp/exhibiti
ons/schedule-of-

[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
[写真コレクション特集]
東京富士美術館 10/5〜2020/1/19 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
[写真コレクション特集] 20世紀 劇場と写真
2020/2/1〜4/19
〜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
http://www.nikon.co.jp/corporate/
7/2~9/28
企画展「科学のふしぎ写真展」
museum/index.htm
ニコンミュージアム
企画展「鉄道の記録 1969－1976
10/1~12/26
名古屋レール・アーカイブス」
03-6433-3900
http://www.nikon8/21～9/3
岩波 友紀 写真展 Blue Persimmons
image.com/activity/exhibition/s
山下 隆博 写真展
銀座ニコンサロン
9/4～9/17
alon/
イディンダカライに沈む夕日 Sunset in Idinthakarai
7/13〜9/16

8/27～9/2

髙橋 健太郎 写真展 赤い帽子
THE GALLERY1 第43回 全国高等画工総合文化祭 写
真部門優秀作品展
THE GALLERY2 佐藤 哲也 写真展 炭鉱の理容所

9/3～9/9

THE GALLERY1

9/3～9/9

THE GALLERY2 河合 浜代 写真展 ア イ ム ウィ リ ー
THE GALLERY1+2 生誕100年記念 三木 淳 写真展
03-3344-0565
Happy Shooting -Every Day of Your Life！
http://www.jciiカメラものしり展 やさしいカメラのABC
03-3263-7110
http://www.jcii高橋 曻 写真展「熱波」
cameramuseum.jp/
－プレイボーイ・インタビューセレクション－

9/18～10/1
8/20～9/02

ニコンプラザ新宿

9/10～9/30
日本カメラ博物館

JCIIフォトサロン

7/9~10/20
9/3~9/29
10/1~10/27

03-5537-1469
http://www.nikonimage.com/activity/exhibition/t
hegallery/

全日本写真展 2019

富山 治夫 作品展「佐渡島」

03-3261-0300

フジフイルム
スクエア
写真歴史博物館

9/1~10/29

10/30~12/27
9/13~9/19
9/13~9/19
9/20~9/26
フジフイルム
スクエア

9/27~10/3

03-6271-3350
http://fujifilmsquare.jp/

7/23~9/23
8/10~11/4

TOPコレクション イメージを読む 写真の時間

7/19~9/23

生誕110年 土門拳 鬼が撮った日本

9/27~11/10

第25回酒田市土門件文化賞 受賞作品展

9/27~12/22

生誕110年 土門拳 古寺巡礼 名作セレクション

9/27~12/22

第38回土門拳賞受賞作品展 高橋智史
「RESISTANCE カンボジア屈せざる人びとの願い」

11/12~12/22

日本の古陶磁

2020/1/4~4/5

古寺巡礼 執念の第4集、5集

2020/1/4~4/5

文楽

2020/1/4~4/5

土門拳 その周囲の人びと

11/1~11/20

土門拳記念館

http://fujifilmsquare.jp/

第6回 写団薬師 総合写真展
東京ディズニーリゾート・フォトグラフィプロジェクト
「イマジニング・ザ・マジック」写真展
"The Magic Lives on"
富士フイルムスクエア企画写真展
「小林修写真展 司馬遼太郎『街道をゆく』の視点 歩い
03-6271-3350
た風土、見抜いた時代」
https://topmuseum.jp/
嶋田 忠 野生の瞬間 華麗なる鳥の世界

10/4~10/10
10/11~10/30

東京都写真美術館

【写真歴史博物館 企画写真展】
「覚醒する写真たち」今道子+佐藤時啓
Part 1 今道子「蘇生するものたち」
【写真歴史博物館 企画写真展】
「覚醒する写真たち」今道子+佐藤時啓
Part 2 佐藤時啓「呼吸する光たち」
河本 禎 写真展 愛し「大台ケ原」
井上冬彦写真展
『MAISHA －サバンナ 光と闇の物語－』
小川清美写真展
「30年の軌跡 移ろう季節・スイスアルプス」
全日本写真連盟フォトフェスティバル2019

03-3280-0099
http://www.domonkenkinenkan.jp/

0234-31-0028
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