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

https://www.spij.jp/

期日

企画名称

周南市
美術博物館

10/1~2021/1/29 展示室4 「煙を愛した昭和の作家たち」

島根県立美術館
(日時指定制)

10/1~2021/1/11 没後20周年記念 植田正治とその時代

植田正治
写真美術館
入江泰吉記念
奈良市写真美術館

7/18~11/30

異国にて 植田正治と海外

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
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―
コレクション展 BIRTH YEAE! NIPPON CAMERA

10/3~11/15
8/1~12/13

2020/11/12
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-artmuseum.jp
0852-55-4700
https://www.houkitown.jp/ueda/
0859-39-8000
http://irietaikichi.jp/
0742-22-9811
https://www.camerakan.com/

高野裕輔 写真展 「ツギノ間」
富士フイルムフォトコンテスト入賞作品展 /
11/21~12/13
Xシリーズ写真展
中西学写真展
12/19~2021/1/17
「躍動～ Takaoka's History and Culture～」
2021/1/23~2/14 第67回ニッコール写真展
11/21~12/13

ミュゼふくおか
カメラ館

2021/2/20~4/11 星野佑佳写真展 「絶景恋愛」
清里フォトアート
ミュージアム

岡田紅陽
写真美術館

冬期休館
11/8~2021/3/19 2020 ヴァーチャル美術館 「25人の20代の写真」
https://www.kmopa.com/virtual/
12/2～2021/1/17 岡田紅陽写真美術館 新収蔵作品展

東京富士美術館

2/26~当面の間
遠藤桂「四季爛漫 富士日和」
継続予定
12/8〜2021/1/24 [写真コレクション特集] あつまれどうぶつ
[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

ニコンミュージアム
9/29~2021/1/30 企画展 「コレクション展2」
(入館登録制)

ニコンサロン
(日曜休館)

11/4～11/16

原 麻里子 写真展 「picture window」

11/17～11/30

顧夢 写真展 「Blue Islands」

12/1～12/14

高井 博 写真展 「じゃぬけ」
矢野 誠人 写真展 「やさしい母さんとおちゃめなウリ
坊」
THE GALLERY 企画展 古賀 絵里子 写真展
「BELL」
第20回（2018年度）三木淳賞受賞新作写真展 田川 基
成 写真展 「見果てぬ海」
第44回高等学校総合文化祭写真部門優秀作品展
第39回土門拳賞受賞作品展 藤本 巧 写真展 「寡黙な
風景 韓国に移住した日本人漁民と花井善吉院長」
第68回ニッコールフォトコンテスト入賞作品展

12/15～12/28
10/23～11/16
ニコンプラザ東京
THE GALLERY

11/17～11/30
12/1～12/7

(日曜休館)

0551-48-5599
http://shikinomori.webcrow.jp/

2021/1/20～2/7 二科会写真部山梨支部展
2021/2/23～3/25 天野七六写真展(仮)

箱根写真美術館

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

12/8～12/14
12/15～12/28

0555-84-3222
http://www.hmop.com
0460-82-2717
http://www.fujibi.or.jp/exhibitions
/schedule-of-exhibitions.html

042-691-4511
https://www.nikon.co.jp/corpo
rate/museum/
03-6433-3900
https://www.nikonimage.com/activity/exhibition/

0570-02-8080
https://www.nikonimage.com/activity/exhibition/

0570-02-8080

ニコンプラザ大阪
THE GALLERY

10/30～11/18

Z series 企画展 三好 和義 写真展 「日本の楽園島」

11/19～11/25

2020年度 大阪芸術大学写真学科選抜展 「NEXT」

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

THE GALLERY 企画展 古賀 絵里子 写真展
「BELL」
(日曜休館)
ニッコールクラブ会員展 和田 善博写真展 「連綿の片
12/10～12/16
（RENMEN NO KAKERA）」
12/17～2021/1/6 第44回高等学校総合文化祭写真部門優秀作品展
0570-02-8080
http://www.jcii小説の中のカメラ
10/13~2021/1/31
「谷中レトロカメラ展の謎日和」より
cameramuseum.jp/
日本カメラ博物館
11/3~
報道写真家・沢田恭一のカメラを展示
03-3263-7110
http://www.jcii11/3~11/29
内田耕作写真展 「山の造形」
cameramuseum.jp/
JCIIフォトサロン
12/1~12/24
薗部澄展 「鉄路と郷愁」
03-3261-0300
http://fujifilmsquare.jp/
【写真歴史博物館 企画写真展】
10/1~12/28
木之下晃「世界の音楽家」
フジフイルム
スクエア
【写真歴史博物館 企画写真展】
写真歴史博物館
2021/1/4~3/31 ここに人間味あふれる写真家がいます。
秋山亮二「津軽・聊爾(りょうじ)先生行状記」
03-6271-3350
http://fujifilmsquare.jp/
11/13~11/19 山本一写真展「いろこよみ」二十四節気七十二候
【写真家たちの新しい物語】
11/13~11/26
大竹英洋写真展「ノースウッズ-生命を与える大地」
【富士フイルム企画写真展】 井津建郎写真展
11/13~11/26
フジフイルム
「ポンペイ鎮魂歌POMPEII/REQUIEM-」
スクエア
11/20~11/26 渡邊武夫写真展「季樹彩彩」
【フジフイルムスクエア企画写真展】
富士フイルム
11/27~12/17
ハッブル宇宙望遠鏡 宇宙の神秘を紐解く30年
フォトサロン東京
12/18~12/28 第39回ハッセルブラッドフォトクラブ写真展

ギャラリーE&M
西麻布
東京都
写真美術館
土門拳記念館

11/26～12/9

12/18~12/28

2020日本雑誌写真記者会写真展

12/18~12/28

WALL DÉCORで飾る「丸の内写真教室作品展」

11/10~11/21

ゾーンシステム研究会 第24回写真展
光への探求 ― 銀塩写真の魅力

9/29~11/23

TOPコレクション 琉球弧の写真

9/29~11/23

生誕100年 石元泰博写真展 生命体としての都市

10/12~2021/2/4 館内修繕のため全館休館

03-6271-3350
http://www.takeuchistudio.jp/gallery_em/
03-3407-5075
https://topmuseum.jp/
03-3280-0099
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/

