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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
https://www.city.tochigi.lg.jp/si
te/museum/
0282-20-8228
http://u-
moa.jp/exhibition/exhibition2.h
028-643-0100

11/12~2020/1/26 山沢栄子　私の現代 https://topmuseum.jp/

11/30~2020/1/26 至近距離の宇宙　日本の新進作家vol.16

11/23~2020/1/26 中野正貴写真展　「東京」 03-3280-0099
http://aom-tokyo.com/
03-3989-3491

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」

http://fujifilmsquare.jp/

2020/1/4~3/31
【写真歴史博物館 企画写真展】
日本の美を追い求めた写真家・岩宮武二　京のいろとか
たち 03-6271-3350

11/29~12/12 TOKYOGRAPHIE 2019 http://fujifilmsquare.jp/

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」

2020/1/4~1/16 第15回　美しい風景写真100人展

1/17~1/23 井村淳 写真展「ALIVE ~GREAT HORIZON」

1/17~1/23 横田國平 写真展「雪国」

1/24~1/30 2019年第15回「名取洋之助写真賞」受賞作品写真展

1/24~2/6 【写真家たちの新しい物語】
千葉 格 報道写真展「BACK-GROUND」 03-6271-3350

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

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

2020/1/6~2/2 奈良原一高 「人間の土地／王国Domains」展

2020/1/18
金子隆一講演会
戦後写真史における奈良原一高の位置
「人間の土地」と「王国」をめぐって 03-3261-0300

03-6433-3900
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

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

http://www.nikon-
image.com/activity/exhibition/s
alon/銀座ニコンサロン

土門拳記念館

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

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

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

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

フジフイルム
スクエア

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

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」

ニコンミュージアム

12/7~2020/1/13 祈りの聖地　エルサレム　中野晴生写真展

栃木蔵の街
美術館

宇都宮美術館

11/12/12/22

10/13-12/15 蜷川実花展 ―虚構と現実の間に―

栃木初の写真師　片岡如松　　時代を写した写真と絵葉
書

東京都写真美術館

古代オリエント
博物館

https://www.spij.jp/
https://www.city.tochigi.lg.jp/site/museum/
https://www.city.tochigi.lg.jp/site/museum/
http://u-moa.jp/exhibition/exhibition2.html
http://u-moa.jp/exhibition/exhibition2.html
https://topmuseum.jp/
http://aom-tokyo.com/
http://fujifilmsquare.jp/
http://fujifilmsquare.jp/
http://www.jcii-cameramuseum.jp/
http://www.jcii-cameramuseum.jp/
http://www.nikon-image.com/activity/exhibition/salon/
http://www.nikon-image.com/activity/exhibition/salon/
http://www.nikon-image.com/activity/exhibition/salon/
http://www.jcii-cameramuseum.jp/
http://www.jcii-cameramuseum.jp/
http://www.jcii-cameramuseum.jp/
http://www.nikon.co.jp/corporate/museum/index.htm
http://www.nikon.co.jp/corporate/museum/index.htm
http://www.domonken-kinenkan.jp/
http://www.domonken-kinenkan.jp/


12/3～12/16 ニコンサロン写真展年度賞受賞作品展

03-3344-0565
http://www.setagayaartmuseum
.or.jp/
03-3415-6011
http://www.shadai.t-
kougei.ac.jp/
03-3372-1321
http://www.taro-okamoto.or.jp/
03-3406-0801
https://www.takaishiigallery.co
m/jp/archives/20828/
03-5575-5004
https://www.minato-
rekishi.com/exhibition/now.htm
03-6450-2107

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
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
http://www.hmop.com
0460-82-2717
http://www.kmopa.com/
0551-48-5599

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～

https://www.camerakan.com/

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

0852-55-4700
http://s-bunka.jp/bihaku/

0834-22-8880

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

植田正治
写真美術館

周南市
美術博物館

10/16~12/16 遠藤 桂　箱根の文化・名宝写真展

12/1~2020/2/29 冬季休館

10/5〜12/8

世田谷美術館
11/23~

2020/1/26 奈良原一高のスペイン　約束の旅

箱根写真美術館

東京富士美術館

タカ・イシイギャラ
リー フォトグラ
フィー/フィルム

東京工芸大学
写大ギャラリー

10/30~2020/2/24 日本の原影

写真とマニピュレーション

10/16~2020/1/31 林忠彦記念室　「昭和の文豪・文士たち」

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

岡田紅陽
写真美術館

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

ニコンプラザ新宿

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

清里フォトアート
ミュージアム

島根県立美術館

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

山本昌男 「手中一滴」

11/1~12/21 奈良原一高　星の記憶

港区立郷土歴史館

11/22~2020/3/15 雪・月・花

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

10/19~12/15
港区立郷土歴史館特別展　日墺修好150周年記念
「日本・オーストリア国交のはじまり －写真家が見た明治
初期日本の姿－」

岡本太郎記念館

11/18~2020/1/13
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