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写真の町・東川町
文化ギャラリー

土門拳記念館

11/28~12/12

第27回林忠彦賞受賞記念写真展 東川展
藤岡亜弥 「川はゆく」

4/19～7/17

特別展「昭和の目撃者 林忠彦ｖｓ土門拳」
（林忠彦生誕100年）

5/27
4/19～7/17

日本大学芸術学部
芸術資料館

5/8〜6/8
10/9〜11/9
4/17~5/13

東京都写真美術館

5/12~7/16

特別展 対談イベント 林義勝×藤森武「時代の目撃
者」
没後50年 藤田嗣治 日本での日々

0234-31-0028
オリジナルプリント展 Life 命の輝き ― Portraits ― http://www.art.nihonu.ac.jp/facilities/event.html
オリジナルプリント展 原 直久 時の遺産
03-5995-8315
https://topmuseum.jp/
清里フォトアートミュージアム収蔵作品展
原点を，永遠に。 －２０１８－ <作家篇>
内藤正敏 異界出現

4/1～5/31

TOPコレクション たのしむ、まなぶ
イントゥ・ザ・ピクチャーズ
昭和が生んだ写真・怪物 時代を語る林忠彦の仕事
第1部 激動の昭和をフィルムに写し込んだ

6/1～7/31

昭和が生んだ写真・怪物 時代を語る林忠彦の仕事
第2部 日本文化の原風景をフィルムに写し込んだ

ギャラリーイーエム
西麻布

5/8~5/26

土居慶司 ファインアート写真展
米国西部ランドスケープへの誘い

21_21DESIGN
SIGHT

2/23～6/10

写真都市展
−ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−

ニコンミュージアム

4/3～6/30

世界最高解像度レンズの系譜
ウルトラマイクロ ニッコール

5/12~8/5
フジフイルム
スクエア
写真歴史博物館

5/2～5/15
銀座ニコンサロン

ニコンプラザ新宿

日本カメラ博物館

JCIIフォトサロン

5/16~5/22

千葉桜 洋 写真展

指先の羅針盤

5/30~6/5

下瀬 信雄 写真展

蛇目舞（ジャメヴ‐jamaisvu-)

5/ 8～5/28

石川 直樹 写真展

「流星の島」

5/29~6/4

日本写真協会展

5/29~6/4

小谷 幸夫 写真展 かたちから見えるもの
日本カメラ博物館特別展
明治150年 カメラの夜明け

5/8~6/3

アジアの写真家たち スリランカ

水谷章人デビュー50周年
世界の山と世界の屋根を滑る 1967-2017

金丸重嶺vs名取洋之助－オリンピック写真合戦 1936
[写真コレクション特集]
写真でみる幕末・明治・大正 展
[写真コレクション特集]
7/28〜9/24
コーネル・キャパ生誕100年〜兄弟の絆 展
[写真コレクション特集]
10/7〜12/24
ユージン・スミス生誕100年 展
[写真コレクション特集]
2019/1/5〜3/24
第1次世界大戦終戦100年〜フジタが見たパリ 展
6/5~7/1
4/1〜7/16
5/21展示替

東京富士美術館

佐藤 信敏 写真展
「ツバクロ」 みんなの知らないつばめの世界
二川 征彦 写真展
輝絶耐性-Urban Forest SENDAI 2016-2017-

5/23~5/29

2/27~6/24

http://photo-town.jp/
0166-82-4700
http://www.domonkenkinenkan.jp/

03-3280-0099
http://fujifilmsquare.jp/

03-6271-3350
http://www.takeuchistudio.jp/gallery_em
03-3407-5075
http://www.2121designsight.j
p/program/
03-3475-2121
http://www.nikon.co.jp/corpor
ate/museum/index.htm
03-6433-3900
http://www.nikonimage.com/activity/exhibition
/salon/

03-5537-1469
http://www.nikonimage.com/activity/exhibition
/thegallery/
03-3344-0565
http://www.jcii03-3263-7110
http://www.jciicameramuseum.jp/
03-3261-0300
http://www.fujibi.or.jp/exhibit
ions/schedule-of-

042-691-4511

川崎市
市民ミュージアム

4/7~6/24

中井精也 鉄道写真展

箱根写真美術館

3/7~6/12

写真家 遠藤 桂の足跡

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

4/28～5/20 （最
終日のみ15時終了）

第30回二科会写真部山梨支部展

5/23～7/12

冨塚晴夫写真展 「富士きよらなる」

3/31~6/10

ヤング・ポートフォリオ展

1/6~6/24

コレクション展 「デビュー！ Newコレクション!!」

4/21~6/24

白鳥真太郎写真展
貌・KAOⅡ 白鳥写真館「これから…」

6-30~9/2

新美敬子写真展
「ねこと、いぬと、いつまでも －世界で出会ったそれぞ
れの暮らし－」

9/8~10/8

牧野貞之 万葉写真展/
富士フイルムフォトコンテスト入賞作品展

10/13~11/25

青木絋二 クライアントワークPart1写真展

10/13~11/25

青木絋二 冬季オリンピック 報道の世界

12/1~2019/1/20 浅井愼平写真展

入江泰吉記念
奈良市写真美術館

植田正治
写真美術館

「HŌBŌ」 「星の片隅」より

4/14～6/24

世界遺産登録20周年記念Ⅰ
入江泰吉 「古都奈良の文化財～東大寺・春日大社・春
日山原始林～」展

4/14～6/24

上田義彦 「FOREST 印象と記憶 1989-2017」

6/30~10/21

入江泰吉 「奈良を愛した文士と高畑界隈」

6/30～8/26

つきのひかり あいのきざし 尾野真千子と川島小鳥

9/1～10/21

永瀬正敏写真展

3/1~6/3

植田正治
撮ることにきめる

5/10～8/6

アメリカの世紀

8/9～11/11

松平斉貴からはじまる山陰の写真（仮）

11/14～2/11

受贈記念 奈良原一高《人間の土地》と“グループ「実在
者」”
第１部 奈良原一高《人間の土地》

島根県立美術館

https://www.kawasakimuseum.jp/
044-754-4500
http://www.hmop.com
0460-82-2717
http://shikinomori.webcrow.jp
/
0555-84-3222
http://www.kmopa.com/
0551-48-5599
http://www.camerakan.com/

0766-64-0550
http://irietaikichi.jp/

0742-22-9811
http://www.japro.com/ueda/
0859-39-8000
http://www.shimane-artj

受贈記念 奈良原一高《人間の土地》と“グループ「実在
者」”
11/16～2019/2/4
第２部 グループ「実在者」奈良原一高《無国籍地帯》、
堀内康司《廃墟》受贈記念
2019/2/14～5/13 光の化石―森山大道 1974-1990
周南市
美術博物館

4/1～7/31

生誕100年 林忠彦の仕事Ⅰ

5/11~5/20

第27回林忠彦賞受賞記念写真展 周南展
藤岡亜弥 「川はゆく」

0852-55-4700
http://s-bunka.jp/bihaku/

0834-22-8880
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