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

東京都
写真美術館
(日時指定予約を
推奨)

企画名称

10/6~12/22

古寺巡礼 京都
第40回土門拳賞受賞作品展
大竹英洋 「ノースウッズ－生命を与える大地－」
土門拳が撮った藤田嗣治 「猫と女とモンパルナス」

10/16~11/14

写真新世紀展2021

10/6~12/22
土門拳記念館

https://www.spij.jp/

10/6~12/22

11/20~2022/1/23 プリピクテ 東京展「FIRE / 火」
蜷川実花展「虚構と現実の間に」

フジフイルム
スクエア
写真歴史博物館

10/20~12/28

フジフイルム・フォトコレクション特別展
「師弟、それぞれの写真表現」

JCIIフォトサロン

東京工芸大学
写大ギャラリー

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

URL
Tel
http://www.domonkenkinenkan.jp/
0234-31-0028
https://topmuseum.jp/

11/9~2022/1/23 松江泰治 マキエタCC

9/16~11/14

日本カメラ博物館

のお知らせもご覧ください

11/6~2022/1/23 記憶は地に沁み、風を越え 日本の新進作家 vol. 18

上野の森美術館

フジフイルム
スクエア
富士フイルム
フォトサロン東京

2021/11/5

03-3280-0099
https://www.uenomori.org/exhibitions/article.cgi
?id=1008366
050-5541/8600
http://fujifilmsquare.jp/

03-6271-3350
【フジフイルム スクエア 企画写真展】
http://fujifilmsquare.jp/
11/5~11/25
「フォト・ジャーナリスト W. ユージン・スミスの見たもの
― 写真は真実を語る」
11/5~11/18
XFP写真展「感じて 魅せる色-XF Stories」
【写真家たちの新しい物語】 大木雄介写真展
11/19~12/2
「熊野×くまの×KUMANO」
東京ディズニーリゾート®・フォトグラフィープロジェクト
11/26~12/16 「イマジニング・ザ・マジック」写真展
（蜷川実花 コラボレーション作品）
03-6271-3350
http://www.jcii10/19~2022/1/30 カメラと動画 －動画126年の歴史－
cameramuseum.jp/
YouTube公式チャンネル開設
2021/4~

https://www.youtube.com/channel/UCVRHR70H4_ozxN
Z8yEe-TvQ
03-3263-7110
http://www.jcii11/2~11/28
伊奈英次 作品展「天皇陵」
cameramuseum.jp/
11/30~12/26 国際観光写真にみる1930年代
03-3261-0300
http://www.shadai.tkougei.ac.jp/exhibition_place.
奈良原一高 写真展「宇宙への郷愁」
9/13~11/20
html
写大ギャラリー・コレクションより
03-3372-1321
https://www.nikon.co.jp/corpo
企画展
rate/museum/
8/31~2022/2/26
「ニコンF2誕生50周年と知られざるシネ・ニッコール」
03-6433-3900
https://www.nikon10/26~11/8
百々 武 生々流転 Life Eternal
image.com/activity/exhibition/
11/9~11/22
村上 賀子 Known Unknown
田原＊コウイチロウ station to station THE
11/23~12/6
EXHIBITION
12/79~12/20 鈴木 賢武 きょうもお山が見える
0570-02-8080
THE GALLERY セレクション展
https://www.nikon10/26~11/8
藤村 大介 Earth Glow Again
image.com/activity/exhibition/
＜ニッコールクラブ会員展＞
11/9~11/22
會田 昭 都幾川のカワセミ
第27回酒田市土門拳文化賞受賞作品展
10/26~11/8
0570-02-8080
鈴木 渉 福島祭祀巡礼

10/28~11/10
ニコンプラザ大阪
THE GALLERY

11/11~11/24
10/28~11/10

神奈川県立
近代美術館
鎌倉別館
東京富士美術館

THE GALLERY 企画展 NICO STOP 写真展
伝えたい、わたしの世界 VOL. 2
＜ニッコールクラブ会員展＞
ニッコールクラブ奈良秋篠支部 スナップ in 奈良
THE GALLERY 企画展
砂守 勝巳 写真展 CONTACT ZONE

11/23~2022/1/30 フィリア － 今 道子

9/19~12/5

[館蔵品展] 発掘！古代遺跡の写真展

9/15~11/29

【企画展】箱根写真美術館 新収蔵品コレクション
TOSH WAKABAYASHI
「Tin Toy Dioramas Photography」

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

0570-02-8080
http://www.moma.pref.kanaga
wa.jp/exhibition/2021-konmichiko
0467-22-5000
http://www.fujibi.or.jp/exhibitions
/schedule-of-exhibitions.html

042-691-4511
箱根写真美術館
岡田紅陽
写真美術館
清里フォトアート
ミュージアム

ミュゼふくおか
カメラ館

12/15~12/20

紅陽会写真展

12/23~2022/1/30 二科会写真部写真展
「細江英公の写真：暗箱のなかの劇場」展
2020 ヴァーチャル美術館 「25人の20代の写真」
https://www.kmopa.com/virtual/
ミュゼふくおかカメラ館 コレクション展
5/15~12/5
画面サイズとカメラ展
10/23~12/5
企画写真展 岩橋崇至 写真展 「 わが心の山 」
ハービー・山口×鳥飼祥恵 写真展
12/11~2022/2/6
-パラアスリートの肖像12/11~2022/1/10 富士フイルムXシリーズ写真展
7/17~12/5

入江泰吉記念
奈良市写真美術館

10/29~12/26

中藤毅彦 「エンター・ザ・ミラー」展

10/27~12/26

入江泰吉 「聖徳太子ゆかりの地」

島根県立美術館

5/25~2022/5

工事のため全館休館

植田正治
写真美術館

7/17~11/29

ボクのスタジオ ―植田正治の砂丘―

http://www.hmop.com
0460-82-2717
http://shikinomori.webcrow.jp/
0555-84-3222
https://www.kmopa.com/
0551-48-5599
https://www.camerakan.com/

0766-64-0550
http://irietaikichi.jp/
0742-22-9811
https://www.shimane-artmuseum.jp
0852-55-4700
https://www.houkitown.jp/ueda/
0859-39-8000

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/

