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

周南市
美術博物館

6/2~9/30

島根県立美術館
植田正治
写真美術館
ニコンプラザ大阪
(日曜休館)

大阪ニコンサロン
(日曜休館)
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

岡田紅陽
写真美術館
箱根写真美術館

東京富士美術館

武蔵野市立
吉祥寺美術館
ニコンミュージアム

銀座ニコンサロン
(日曜休館)

企画名称
林忠彦記念室 「日本の画家」

展示室3 発刊４０年記念 林忠彦「長崎―海と十字架」 0834-22-8880
https://www.shimane-art6/25~9/28
フランスの写真
museum.jp
10/1~2021/1/11 没後20周年記念 植田正治とその時代
0852-55-4700
https://www.houki7/18~11/30
異国にて 植田正治と海外
town.jp/ueda/
0859-39-8000
https://www.nikon9/3～9/9
高井博 写真展 「16分間の同僚」
image.com/activity/exhibition/
9/10～9/16
井上渉 写真展 「今日も一日」
thegallery/
藤本巧 写真展 「寡黙な風景 韓国に移住した日本人漁
9/17～9/23
民と花井善吉院長」
ニッコールクラブ THE GALLERYテーマ 写真展 「伝統」
9/24～9/30
06-6348-9698
https://www.nikon9/3～9/9
宇山聡範 写真展 「Ver．」
image.com/activity/exhibition/
9/10～9/16
清野健人 写真展 「地獄谷の日本猿」
salon/
9/17～9/23
原 麻里子 写真展 「picture window」
9/24～9/30
顧夢 写真展 「Blue Islands」
06-6348-9698
http://irietaikichi.jp/
8/29~11/15
入江泰吉「万葉大和路」展
8/29~11/15

妹尾豊孝写真展

8/1～9/27

木原盛夫 写真展「とやま、祭り彩時季」
スポーツに魅せられて
―日本スポーツ写真協会報道写真展―
高野裕輔 写真展 「ツギノ間」

10/3~11/15
11/21~12/13

富士フイルムフォトコンテスト入賞作品展 /
Xシリーズ写真展

7/1〜11/8

2019年度ヤング・ポートフォリオ展

9/2~10/5

特別展示：ロバート・フランク初期作品（11点）

0742-22-9811
https://www.camerakan.com/

0766-64-0550
http://www.kmopa.com/

0551-48-5599
http://shikinomori.webcrow.jp/
9/4～9/27
第30回 富士忍野グランプリフォトコンテスト入賞作品展
0555-84-3222
http://www.hmop.com
2/26~当面の間
遠藤桂「四季爛漫 富士日和」
継続予定
0460-82-2717
http://www.fujibi.or.jp/exhibitions
12/8〜2021/1/24 [写真コレクション特集] あつまれどうぶつ
/schedule-of-exhibitions.html
[写真コレクション特集] 写真に見るファッション
2021/2/13〜5/9
19世紀の貴重なヴィンテージプリントから20世紀まで
042-691-4511
8/8~9/22

1/6～9/26
会期延長

8/26～9/8
9/9～9/22
9/23～10/6
10/7～10/20

岡田紅陽 富士望景－武蔵野から
企画展 一ノ瀬泰造「戦場の真実、硝煙の中に生きる
人々」
甲斐啓二郎 写真展 「骨の髄 Down to the Bone」
荒井俊明 写真展 「カムナビ」
下川晋平 写真展 「Neon Calligraphy」

8/20~9/7

http://www.musashinoculture.or.jp/a_museum/exhibitio
ninfo/index.html

0422-22-0385
https://www.nikon.co.jp/corpo
rate/museum/
03-6433-3900
https://www.nikonimage.com/activity/exhibition/
salon/schedule/

三浦健司 写真展 「十勝ばれ」

03-5537-1469

三好和義 写真展 「日本の楽園島」

https://www.nikonimage.com/activity/exhibition/the
gallery/

ニコンプラザ新宿
(日曜休館)

のお知らせもご覧ください
URL
Tel
http://s-bunka.jp/bihaku/

8/1~9/27

11/21~12/13
清里フォトアート
ミュージアム

https://www.spij.jp/

2020/9/5

03-3344-0565

日本カメラ博物館

6/28~10/4

10/13~2021/1/31 小説の中のカメラ 「谷中レトロカメラ展の謎日和」より
9/1~9/27

JCIIフォトサロン
9/29~11/1
世田谷文学館

フジフイルム
スクエア
写真歴史博物館

竹内敏信コレクション展 ～時をこえたカメラと風景～

6/2~9/22

7/1~9/30
10/1~12/28
8/21~9/10

清水哲朗作品展 「トウキョウカラス」
ゼラチンシルバーセッション参加作家による ファインプリント

03-3261-0300

写真家 大竹英洋 ノースウッズを旅する

https://www.setabun.or.jp/event/li
st.html

【写真歴史博物館 企画写真展】
「100年前にカワセミを撮った男・下村兼史
－日本最初の野鳥生態写真家－」
【写真歴史博物館 企画写真展】
木之下晃「世界の音楽家」
第13回山中湖フォトグランプリ写真展
【FUJIFILM SQUARE 企画写真展】
「平成・東京・スナップLOVE」ポートフォリオレビュー/ファイナ
ルセレクション展Vol.1 山端拓哉 「ロシア語日記」

フジフイルム
スクエア

9/11~9/24

【写真家たちの新しい物語】
熊木 理 写真展 「砂の形 -Lost on a sand planet-」

富士フイルム
フォトサロン東京

9/11~9/24

【FUJIFILM SQUARE 企画写真展】
「平成・東京・スナップLOVE」ポートフォリオレビュー/ファイナ
ルセレクション展Vol.2 小西拓良 「笹舟」

9/25~10/8

写真で知る 世界のともだち

6/2~9/22

森山大道の東京 ongoing

03-6722-0123
https://topmuseum.jp/

7/28~9/22

あしたのひかり 日本の新進作家 vol.17

03-3280-0099

瞬く皮膚、死から発光する生

http://www.watv.ne.jp/~ashibi/2020hihu.html

7/27~10/30

10/12~12月末
館内修繕のため
全館休館予定

X-T4 葉っぱのある風景 ～宮沢あきら～
【富士フイルム企画写真展】
FILM/DIGITALそれぞれのACROS ～14の車輪と7つ
03-6271-3350
の暗い部屋～

03-5777-8600
https://www.tokyohrp.jp/exhibition/feature_2020_01
.html

東京都人権プラザ

土門拳記念館

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

https://www.bunkamura.co.jp/mus
eum/

7/22~9/28

足利市立美術館

03-5374-9111
http://fujifilmsquare.jp/

永遠のソール・ライター

Bunkamura
ザ・ミュージアム

東京都
写真美術館

03-3263-7110
http://www.jciicameramuseum.jp/

展

8/28~9/10

9/11~10/1

http://www.jciicameramuseum.jp/

8/25~11/3

8/28~10/11

第39回土門拳賞受賞作品展 藤本巧 「寡黙な空間
韓国に移住した日本人漁民と花井善吉院長」
没後30年 土門拳の室生寺

8/28~10/11

伝統のかたち

9/19~10/11

第15回「わたしのこの一枚」写真展

8/28~10/11

0284－43－3131
http://www.domonkenkinenkan.jp/

0234-31-0028

コロナウイルスの感染防止には十分ご注意ください
館によっては、予約制や入場制限等の感染防止策をとっているところがあります。
お出かけ前にホームページ等で十分ご確認ください。

一般社団法人 日本写真学会

164-8678 東京都中野区本町2-9-5 東京工芸大学内
TEL: 03-3373-0724
URL: https://www.spij.jp/

