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土門拳記念館

http://www.spstj.org/group/kenkyu_s26.html

期日

企画名称

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」
特別展「昭和の目撃者 林忠彦vs土門拳」
4/19～7/17
（林忠彦生誕100年）
4/19～7/17
没後50年 藤田嗣治 日本での日々
7/20~10/1
土門がとらえた世界遺産日本遺産
7/20~10/1
筑豊のこどもたち
7/20~10/1
生きているヒロシマ
10/4~12/24
かおかたち 土門拳のまなざし
第37回土門拳賞受賞作品展
10/4~12/24
潮田登久子 「本の景色BiBLIOTHECA]
10/4~12/24
秋田点描
2019/1/4~4/14 室生寺 モノクロの光と影
2019/1/4~4/14 古寺巡礼 電灯の装飾･文様
2019/1/4~4/14 昭和の手仕事
11/28~12/12

台湾ねこうらら
ねこ写真家 関由香

笠間日動美術館

5/26~7/29

アーツ前橋

7/6~9/3

日本大学芸術学部
芸術資料館

10/9〜11/9

オリジナルプリント展

5/12~7/16

横浜美術館コレクション
昭和の肖像 写真でたどる「昭和」の人と歴史
原 直久 時の遺産

フジフイルム
スクエア
写真歴史博物館

8/1~10/31

内藤正敏 異界出現
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
世界報道写真展
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
言葉を超えた写真家 富山治夫 『現代語感』

ニコンミュージアム

7/3~9/29

ニコン双眼鏡・100年の歴史

7/4~7/10
7/11~7/17

7/31~8/20

トミモとあきな 写真展 マモノ
フジモリ メグミ 写真展 kairos
平林 達也 写真展
白い花（Desire is cause of all thing）
深澤 武 写真展 奄美・琉球
佐藤倫子展 MICHIKO 2018 ワタシテキ
日本広告写真家協会展
(公社)日本広告写真家協会 2018年度新入正会員展
生誕100年記念 山田 實 写真展
きよら生まり島 ―おきなわ Kiyora-Umarishima －
OKINAWA－
助川 康史 写真展
鉄路彩々 The Gallery 2018
熊切 大輔 写真展 刹那 東京で

7/3~10/14

写真を変えるカメラの魔法
～すてきな写真のつくり方～

東京都写真美術館

5/12~8/5
6/9~8/5

銀座ニコンサロン

6/1~7/31

7/18~7/24
7/25~8/7
6/19~7/9
7/10~7/16

ニコンプラザ新宿

7/17~7/30
7/17~7/30

日本カメラ博物館

7/3~7/29
JCIIフォトサロン

7/31~9/2

小川照夫作品展 「望郷の岐阜･愛知1963-69」
明治150年記念
「幕末･明治の古写真展 建物にみる江戸東京」

2018/7/4
もご覧ください。
URL
Tel
http://photo-town.jp/
0166-82-4700
http://www.domonkenkinenkan.jp/

0234-31-0028
http://www.nichidomuseum.or.jp/
027-230-1144
http://artsmaebashi.jp/
0296-72-2160
http://www.art.nihonu.ac.jp/facilities/event.html
03-5995-8315
https://topmuseum.jp/

03-3280-0099
http://fujifilmsquare.jp/
03-6271-3350
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.jciicameramuseum.jp/
03-3263-7110
http://www.jciicameramuseum.jp/
03-3261-0300

世田谷美術館

7/21~10/21

平成30年度 ミュージアム コレクションⅡ
東京スケイプ Into the City

4/1〜7/16
5/21展示替

東京富士美術館

[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

池田20世紀美術館

6/28~10/9

六田知弘写真展 壁 ヒミツノアリカ

箱根写真美術館

6/13~7/30

RETRO 60-70’s トシ・ワカバヤシの世界

松戸市戸定歴史館

7/28～9/24

夏季展「フォトグラファー 徳川昭武」

岡田紅陽
写真美術館

5/23～7/12
7/14～9/17

清里フォトアート
ミュージアム

7/7~12/2

冨塚晴夫写真展 「富士きよらなる」
高砂淳二写真展「Dear Earth」
台湾交流写真展
島の記憶
1970~90年代の台湾写真

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－」
牧野貞之 万葉写真展/
ミュゼふくおか
9/8~10/8
富士フイルムフォトコンテスト入賞作品展
カメラ館
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
「HŌBŌ」 「星の片隅」より
6/30~10/21
入江泰吉 「奈良を愛した文士と高畑界隈」
入江泰吉記念
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
奈良市写真美術館
9/1～10/21
永瀬正敏写真展
植田正治
植田正治の撮影小旅行
6/9~9/2
写真美術館
山陰にて
6-30~9/2

5/10～8/6
8/9～11/11
11/14～2/11
島根県立美術館

周南市
美術博物館

アメリカの世紀
松平斉貴からはじまる山陰の写真（仮）
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》

http://www.setagayaartmuseu
m.or.jp/
03-3415-6011
http://www.fujibi.or.jp/exhibit
ions/schedule-of-

042-691-4511
https://www.nichireki.co.jp/ik
eda/
044-900-9898
http://www.hmop.com
0460-82-2717
http://www.city.matsudo.chib
a.jp/tojo/index.html
047-362-2050
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-artmuseum.jp

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
0852-55-4700
http://s-bunka.jp/bihaku/
4/1～7/31
生誕100年 林忠彦の仕事Ⅰ
0834-22-8880
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