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館名
周南市
美術博物館
植田正治
写真美術館
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

清里フォトアート
ミュージアム

岡田紅陽
写真美術館

https://www.spij.jp/

期日

企画名称

4/1~7/18

「時代を撮るⅠ「カストリ時代」より」

6/10~6/19

第30回 林忠彦賞受賞記念写真展
初沢 亜利「東京 二〇二〇、二〇二一。」

3/1~6/5

植田正治：白と黒の形態

6/11~9/11

連載・小さい伝記―植田正治の歩み

4/2~6/26

没後30年 入江泰吉「文楽」

4/2~6/26
6/4~7/10

マーク・ピアソン フォト・コレクション展
（第二章）須田一政
松龍&Ritsuko Matsushita ふたり展
“私たちはずっと宇宙にいます。”

6/4~12/4

コレクション展「デビュー！NEWコレクション！！」

7/16~9/25

吉野信 写真展「野生の輝き」

7/2~9/25

収蔵作品展「原点を、永遠に。」 -Beginnings,Forever サンディエゴ写真美術館 凱旋展
2020 ヴァーチャル美術館 「25人の20代の写真」
https://www.kmopa.com/virtual/

6/1~7/11

山中湖フォトグランプリ－2016～2021－

7/13~8/22

岡田紅陽没後50年記念企画展
「冨塚晴夫・冨塚裕子写真展～富士悠久の時～」

10/20~12/18

岡田紅陽没後50年記念企画展
「岡田紅陽とその時代」

箱根写真美術館

3/30~7/11

箱根の文化財・名宝写真展

神奈川県立
近代美術館
葉山館

6/25~10/10

アレック・ソス Gathered Leaves（集められた落葉）

10/22~2023/1/22 マン・レイと女性たち

アーティゾン美術館

4/29~7/10

ジャム・セッション
石橋財団コレクション×柴田敏雄×鈴木理策
写真と絵画−セザンヌより 柴田敏雄と鈴木理策

飯能市立博物館

5/15~6/26

自然写真展 里山に舞う蝶

佐野美術館

4/23~6/26

写真展 岩合光昭の世界ネコ歩き２

ニコン
ミュージアム

3/1~8/27

企画展「ニコンカメラ雑誌広告1949-1977」

5/31~6/13

新田 樹 続サハリン

6/14~6/27

熊 万葉 Homesick

5/31~6/13

<国内企画展/地域との共生>
横田國平写真展「心の故郷 中越後」

5/31~6/13

<国際展/アジアの写真家たち2022 中国 江蘇省>
韋鳴写真展

ニコンサロン

ニコンプラザ東京
THE GALLERY

6/14~6/27
6/28~7/11

ニッコールクラブ千葉支部設立25周年展
わが街ちば －私のまつりー
THE GALLERY セレクション展 今道 しげみ
THE LIVING PHOTO ‐Shigemi Imamichi‐
幸せな瞬間を美しく、感謝を伝える

2022/6/1
のお知らせもご覧ください
URL
Tel
http://s-bunka.jp/bihaku/
0834-22-8880
https://www.houki-town.jp/ueda/
0859-39-8000
http://irietaikichi.jp/
0742-22-9811
https://www.camerakan.com/

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

0551-48-5599
http://shikinomori.starfree.jp/o
kada.html

0555-84-3222
http://www.hmop.com
0460-82-2717
http://www.moma.pref.kanaga
wa.jp/exhibition
0467-22-5000
https://www.artizon.museum/e
xhibition/detail/539
050-5541-8600
https://www.city.hanno.lg.jp/h
all/museum
042-972-1414
https://www.sanobi.or.jp/
055-975-7278
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

日本カメラ博物館

6/2~6/15

第41回土門拳賞受賞作品展
北島 敬三「UNTITLED RECORDS」

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

6/16~6/29

大阪写真月間 2022 写真家150人の一坪展

2/8~6/19

いまも変わらぬ魅力 二眼レフカメラ展

0570-02-8080
http://www.jciicameramuseum.jp/

3/31~6/29

○○なカメラ大集合
YouTube公式チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCVRHR70H4_ozxN
Z8yEe-TvQ
03-3263-7110
http://www.jcii中村成一作品展 「水月鏡花」
cameramuseum.jp/
JCIIフォトサロン収蔵品展 「空へ－YS-11誕生60周年」 03-3261-0300
http://fujifilmsquare.jp/
写真家エリオット・アーウィット作品展
「観察の美学 筋書きのない写真たち」

6/30~9/28

植田正治写真展 「べス単写真帖 白い風」

6/28~10/16
2021/4~
5/31~6/26

JCIIフォトサロン
フジフイルム
スクエア
写真歴史博物館

6/28~7/24

5/20~6/9
6/3~6/9

フジフイルム
スクエア
富士フイルム
フォトサロン東京

6/3~6/23
6/10~6/30
7/1~7/7
7/1~7/21
7/8~7/28

日本大学芸術学部
芸術資料館
(予約制・
HPより予約）

東京都
写真美術館
(日時指定予約推奨)

秋田市立
千秋美術館

土門拳記念館

写真の町・東川町
文化ギャラリー

03-6271-3350
ロイヤルリゾート那須「四季の那須フォトコンテスト」写真 http://fujifilmsquare.jp/
展
創立20周年記念 日本風景写真協会 選抜展「四季のい
ろ」
上出 俊作写真展
「陽だまり レンズ越しに見つめた10mmの海」
「写真家・平間至の両A面」 ～アー写（アーティストの写
真）/ エー写（営業写真館の写真）～
一般社団法人 日本自然科学写真協会
第43回 SSP展「自然を楽しむ科学の眼 2022-2023」
ARTBOOK INNOVATION
－デジタルプレスが拓く写真とアートブックの新機軸－
鈴木一雄写真展「聲こえをきく」
～Listening to the Spirits in the Wild～

5/10~6/3

芸術学部創設100周年記念 オリジナルプリント展
「奈良原一高の世界」

3/2~6/5

TOPコレクション 光のメディア

5/20~8/21

アヴァンガルド勃興 近代日本の前衛写真

6/4~7/10

岩合光昭写真展 PANTANAL
パンタナール 清流がつむぐ動物たちの大湿原

6/17~9/25

TOPコレクション メメント・モリと写真
死は何を照らし出すのか

4/23~6/12

企画展「嶋田忠 野生の瞬間 華麗なる鳥の世界」

03-6271-3350
https://www.art.nihonu.ac.jp/facility/attached/archiv
es/
03-5995-8315
https://topmuseum.jp/

03-3280-0099
https://www.city.akita.lg.jp/ka
nko/kanrenshisetsu/1003643/i
ndex.html
018-836-7860
http://www.domonkenkinenkan.jp/

4/8~7/3

木村伊兵衛と土門拳 ー「瞬間」と「凝視」の好敵手ー

7/7~8/29

古寺巡礼 Summer Collection

7/7~8/29

The Hands -土門拳が撮った手-

7/7~8/29

遊ぶこども・働くこども

6/1~6/22

宇宙への扉

0234-31-0028
http://photo-town.jp/

6/26~7/18

ラトビア ー文化が交わる共和国ー

0166-82-4700

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/

