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

https://www.spij.jp/

のお知らせもご覧ください

企画名称

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://otanimuseum.jp/exhibiti
on.html
0798-33-0164
http://irietaikichi.jp/

館名

期日

周南市美術博物館

5/29~9/30

島根県立美術館

5/25~2022/5

植田正治
写真美術館

4/10~7/11

写真の季節ー植田正治の1970年代

7/17~11/29

ボクのスタジオ ―植田正治の砂丘―

4/3～7/25

石内都展 「見える見えない、写真のゆくえ」

西宮市大谷記念
美術館

入江泰吉記念
奈良市写真美術館

清里フォトアート
ミュージアム

林忠彦記念室 「東海道 後期」
工事のため全館休館

4/3~7/4

山内悠「惑星」展

4/3~7/4

入江泰吉「灯り」展

7/10~8/22

新鋭展（越沼玲子―辻田美穂子）

7/10~8/22

聖徳太子没後1400年 入江泰吉×工藤利三郎「斑鳩」展 0742-22-9811
https://www.camerakan.com/
高崎勉写真展「いま君はどこにいるの」

5/15~7/11
ミュゼふくおか
カメラ館

7/17~9/12

ミュゼふくおかカメラ館 コレクション展
画面サイズとカメラ展
岩合光昭写真展「ねこづくし」

6/14~7/16

展示替え休館

7/17~12/5

「細江英公の写真：暗箱のなかの劇場」展

5/15~11/7

2020 ヴァーチャル美術館 「25人の20代の写真」
岡田紅陽
写真美術館
山梨県立美術館

2021/7/7

0766-64-0550
https://www.kmopa.com/
https://www.kmopa.com/virtual/

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

5/14~7/7

天野寛写真展「忍野懐古」

7/10~9/5

[企画展] 岩合光昭 どうぶつ写真家「地球の宝石」

0555-84-3222

蜷川実花展 ―虚構と現実の間に―

https://www.artmuseum.pref.yamanashi.jp/exhibit
ion/2021/171.html

7/10~8/29

0555-84-3222

6/1~8/29

【企画展】 箱根写真美術館コレクション
山田應水「山岳と風景」
【特別企画展】 YUSUKE MIZUNO PHOTONOVA
WORLD ~60th Anniversary~
[特別展] 岩合光昭の世界ネコ歩き

6/1~9/5

[館蔵品展] LOVE イヌ・ネコ 写真展

4/21~7/19
箱根写真美術館
7/21~8/30

東京富士美術館

ニコン
ミュージアム

ニコンサロン

ニコンプラザ東京
THE GALLERY

http://www.hmop.com
0460-82-2717
http://www.fujibi.or.jp/exhibiti
ons/schedule-ofexhibitions.html
042-691-4511
https://www.nikon.co.jp/corpo
rate/museum/
03-6433-3900
https://www.nikonimage.com/activity/exhibition/

9/19~12/5

[館蔵品展] 発掘！古代遺跡の写真展

3/2~8/28

企画展「星の美しさを伝えた天体望遠鏡たち」

6/22~7/5

原 啓義 写真展 まちのねにすむ

7/6~7/19

宇賀神 拓也 かがむ人

7/20~8/2

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

7/6~7/19

安掛 正仁 朧眼風土記 ろうがんふどき
第19回三木淳賞受賞作家新作展
齋藤 茜 確かな断片
THE GALLERY企画展 半田 菜摘 Pirka

7/20~8/16

THE GALLERY企画展 小林 紀晴 深い沈黙

0570-02-8080

6/22~7/5

6/22~10/10

THE GALLERY企画展
高円宮妃殿下写真展 鳥と根付 こころは翼とともに
第26回酒田市土門拳文化賞受賞作品展
海老名 和雄「恵みと試練」－丸森 2019－
第19回三木淳賞受賞作家新作展
齋藤 茜 確かな断片
カメラとスポーツ スポーツ写真と技術の進歩

2020/11/3~

報道写真家・沢田恭一のカメラを展示

6/24~7/7
ニコンプラザ大阪
THE GALLERY

7/8~7/21

7/22~8/4

日本カメラ博物館
2021/4~

JCIIフォトサロン

フジフイルム
スクエア
写真歴史博物館

6/29~8/1

春日昌昭作品展 「東京・1964年」

6/29~8/1

春日昌昭作品展 「東京・1964年」

8/3~8/29

鷲尾倫夫作品展 「巡礼の道 オキナワ」

東京都
写真美術館
(日時指定制)
しもだて美術館

0570-02-8080
http://www.jciicameramuseum.jp/
https://www.youtube.com/channel
/UCVRHR70H4_ozxNZ8yEeTvQ

03-3263-7110
http://www.jciicameramuseum.jp/
03-3261-0300
http://fujifilmsquare.jp/

5/18~8/15

【写真歴史博物館 企画写真展】
写真家がカメラを持って旅に出た
北井一夫「村へ、そして村へ」
【写真歴史博物館 企画写真展】
大竹省二 「カラー写真が夢見た時代 COLOR
03-6271-3350
DREAMS」
【企画写真展】～写真が語る日本の歴史～
http://fujifilmsquare.jp/
「魅力発見！ 日本の世界文化遺産」
夏井 瞬 写真展「WAVES」波たちが伝えてくれているこ
と
【企画写真展】〜北斎と4人の巨匠たち〜 葛飾北斎、
岡田紅陽、白簱史朗、竹内敏信、大山行男・夢の競演
03-6271-3350
「日本人の魂・冨嶽今昔三十六景」
https://topmuseum.jp/
新・晴れた日 篠山紀信

6/12~8/9

世界報道写真展2021

03-3280-0099

高砂淳二写真展 Dear Earth

https://www.city.chikusei.lg.jp/pa
ge/dir004549.html

4/1~7/19

7/20~10/19
7/1~7/20

フジフイルム
スクエア
富士フイルム
フォトサロン東京

YouTube公式チャンネル開設

https://www.nikonimage.com/support/showroom/
osaka/event.html#osaka04

7/2~7/15
7/21~8/19

4/24~7/25

024-563-4990
古河歴史博物館

7/3~9/26

5/22~7/10

特別展 亀倉雄策と土門拳
時代を創った二人の仕事
今森光彦 「自然と暮らす写真のまなざし」展

7/15~10/3

古寺巡礼 大和

7/15~10/3

日本工房時代

7/15~9/2

ヒロシマ

4/22~7/11
土門拳記念館

過去をよむ写真

https://www.city.ibarakikoga.lg.jp/lifetop/soshiki/rekihaku
/tenjiannai.html

0280-22-5211
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。
また臨時休館のところがあります。
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/

