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https://www.spij.jp/ のお知らせもご覧ください。

URL
Tel
http://s-bunka.jp/bihaku/

0834-22-8880
8/23~11/18 生誕120年記念 塩谷定好展

0852-55-4700
http://www.japro.com/ueda/
0859-39-8000

11/2～2020/1/13 百々新「WHITE MAP -On the Silk Road-」展 http://irietaikichi.jp/

11/2～2020/1/13 入江泰吉「道」展 0742-22-9811

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」

https://www.camerakan.com/

11/9~12/15 山田利郎 写真展
「メッセージ」～未だ自分の影があるうちに～

11/19~12/15 富士フイルムフォトコンテスト入賞作品展

9/7~12/15 あこがれのライカ展　(コレクション展)

12/21~2020/2/16 第66回ニッコールフォトコンテスト写真展

2020/2/22~4/12 ワンダーフォト写真展

12/21~2020/4/12 デビュー！Newコレクション!!　　(コレクション展) 0766-64-0550
http://www.kmopa.com/
0551-48-5599
http://www.hmop.com
0460-82-2717

2020/1/8～2/2 二科会写真部山梨支部展 http://shikinomori.webcrow.jp/

2/22～3/26(予定) 紅陽展(仮） 0555-84-3222

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

http://www.fujibi.or.jp/exhibiti
ons/schedule-of-
exhibitions.html

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.kahaku.go.jp/
03-5777-8600

03-6433-3900

10/30～11/12 野口 健吾 写真展
庵の人々 The Ten Foot Square Hut 2010-2019

11/13～11/26 川崎 祐 写真展　光景

11/27～12/10 忽那 則正 写真展　蒸発する塔

12/11～12/24 小林 紀晴 写真展　孵化する夜の鳴き声

12/25～1/14 飯沼 珠実 写真展　JAPAN IN DER DDR
－東ドイツにみつけた三軒の日本の家 03-5537-1469

http://www.nikon-
image.com/activity/exhibition/s
alon/

岡田紅陽
写真美術館

http://www.nikon.co.jp/corporate/
museum/index.htm

9/10~12/1 風景の科学展
芸術と科学の融合

10/1~12/26 企画展「鉄道の記録 1969－1976
名古屋レール・アーカイブス」

9/7~11/30 植田正治：ある日の記憶

10/5〜12/8 山本 昌男「手中一滴」

10/16~12/16 遠藤桂　箱根の文化・名宝写真展

ニコンミュージアム

銀座ニコンサロン

清里フォトアート
ミュージアム

島根県立美術館

周南市
美術博物館

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

箱根写真美術館

東京富士美術館

東京国立
科学博物館

植田正治
写真美術館

https://www.shimane-art-
museum.jp

11/22~2020/3/15 雪・月・花

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

10/16~2020/1/31 林忠彦記念室　「昭和の文豪・文士たち」
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10/29～11/18 今森 光彦 写真展　オーレリアンの庭 Aurelian Garden

11/19～11/25 日本大学芸術学部写真学科展　出て来い新人 8 －
日本大学芸術学部写真学科 気鋭学生写真展

11/19～11/25 古清水 輝光 写真展　メコン謹厚

11/26～12/2 上瀧 由布子 写真展　糸遊（いとゆう） ～GOSSAMER

11/26～12/2 ニッコールクラブ大塚支部 写真展　駅前広場

12/3～12/16 ニコンサロン写真展年度賞受賞作品展

12/17～12/28 第67回ニッコールフォトコンテスト入賞作品展 03-3344-0565
http://www.jcii-
cameramuseum.jp/
03-3263-7110

10/29~12/1 JCIIフォトサロンコレクション展 <<前期>>

12/3~12/25 JCIIフォトサロンコレクション展 <<後期>>

12/8 講演会：　JCIIコレクションに見る日本写真史 03-3261-0300
http://fujifilmsquare.jp/

03-6271-3350

11/1~11/20
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
た風土、見抜いた時代」

http://fujifilmsquare.jp/

11/22~11/28 第37回ハッセルブラッドフォトクラブ写真展

11/22~11/28 「時・サラブレッド2019」第6回競馬写真家グループ展

11/22~11/28 女性だけの写真教室　卒業展

11/29~12/12 TOKYOGRAPHIE 2019

12/13~12/19 日本雑誌写真記者会写真展

12/13~12/27 富士フイルムスクエア企画写真展
角田明子写真展「サンタさんがいっぱい」 03-6271-3350

8/10~11/4 TOPコレクション　イメージを読む  写真の時間 https://topmuseum.jp/

10/1~11/24 イメージの洞窟　意識の源を探る

10/19~11/17 写真新世紀 2019 03-3280-0099
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 0234-31-0028

TEL: 03-3373-0724
URL: https://www.spij.jp/

http://www.nikon-
image.com/activity/exhibition/t
hegallery/

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

http://www.jcii-
cameramuseum.jp/

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

日本カメラ博物館

土門拳記念館

フジフイルム
スクエア

10/30~12/27
【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」

10/29~2020/3/22 カメラと写真家　～機材と表現の180年史～

JCIIフォトサロン

ニコンプラザ新宿
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