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館名

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

期日

島根県立美術館

2/14～5/13

植田正治
写真美術館

3/1~6/2

企画名称

光の化石―森山大道 1974-1990
植田正治の「出雲」と「松江」

入江泰吉「奈良の世界遺産」
第3回入江泰吉記念写真賞受賞作品展 真鍋奈央「波を
入江泰吉記念
綴る」
奈良市写真美術館
入江泰吉「祈り」
4/13～6/16
瀬戸正人「旅しないカメラ」
12/1~2019/4/14 デビュー！Newコレクション!!
3/2～4/14
ワンダーフォト写真展
3/10
ワンダーフォト写真展 表彰式
4/20~6/9
関 由香 写真展「ねこうらら」
ミュゼふくおか
カメラ館
6/15~7/15
安念余志子 写真展「うたかた」
7/20~9/1
絶対風景 絶景でつづる日本列島
安珠 写真展 ～少年少女の世界～「ビューティフルトゥ
9/7~11/4
モロウ」
12/3~2019/3/20
冬季休館
清里フォトアート
ミュージアム
3/21~6/16
「2018年度ヤング・ポートフォリオ」展
吉田大朋 メモリアル展
2/6~4/15
箱根写真美術館
追想の巴里 憧憬、郷愁、そして憂鬱･･････。
岡田紅陽
3/21～5/26
第29回冨士忍野グランプリフォトコンテスト入賞作品展
写真美術館

2019/3/5b
もご覧ください。
URL
Tel
http://www.shimane-artmuseum.jp
0852-55-4700
http://www.japro.com/ueda/
0859-39-8000
http://irietaikichi.jp/

2/22～4/7

佐倉市立美術館

1/29~3/17

秋山庄太郎展

0742-22-9811
http://www.camerakan.com/

0766-64-0550
http://www.kmopa.com/
0551-48-5599
http://www.hmop.com
0460-82-2717
http://shikinomori.webcrow.jp
0555-84-3222
https://www.city.sakura.lg.jp/s
akura/museum/
043-485-7851
http://www.fujibi.or.jp/exhibit
ions/schedule-ofexhibitions.html

[写真コレクション特集]
第1次世界大戦終戦100年〜フジタが見たパリ 展
マン・レイ ワールド
4/2〜6/30
〜写真30点余ほか、絵画、オブジェ、書籍、映像
[写真コレクション特集] 大地の写真展
7/13〜9/16
〜スティーグリッツから杉本博司まで。月面カメラも公
東京富士美術館
開。
[写真コレクション特集]
10/5〜2020/1/19 時代を拓いた女性フォトグラファー
〜20世紀フィルムネガティヴ時代を駆け抜けた女性たち
[写真コレクション特集] 20世紀 劇場と写真
2020/2/1〜4/19
〜20世紀前半に隆盛した映画や演劇の世界を中心に 042-691-4511
http://www.setagayaartmuseu
2/9~4/14
田沼武能写真展 東京わが残像1948-1964
m.or.jp/
世田谷美術館
03-3415-6011
http://www.nikon.co.jp/corpor
1/7~3/30
企画展 吉田六郎写真展「雪の結晶」
ニコンミュージアム
ate/museum/index.htm
03-6433-3900
http://www.nikon3/6~3/19
松本 欣二 写真展 媽媽（まま）
image.com/activity/exhibition
3/7~4/2
範 嘉樹 写真展 繁華劇場
銀座ニコンサロン
/salon/
4/3~4/16
土田 若菜 写真展 瞬のおと（まばたきのおと）
4/17~4/30
杉本 昭一 写真展 高度経済成長期のむら社会
03-5537-1469
1/5〜3/24

3/5~3/11

3/12~3/18
ニコンプラザ新宿

日本カメラ博物館

3/19~3/25
3/19~3/25
3/26~4/15
4/16~4/22
4/16~4/22
4/23~5/2
10/23
~2019/3/10

http://www.nikon写真学校8校による卒業制作展 2019 vol.1
出展校：日本大学芸術学部、東北芸術工科大学、東京 image.com/activity/exhibition
綜合写真専門学校、武蔵野美術大学映像学科
/thegallery/
写真学校8校による卒業制作展 2019 vol.2
出展校：東京ビジュアルアーツ、日本写真芸術専門学
校、東京工芸大学、京都造形芸術大学
2018年度「TopEye フォトフォトサロン」入賞作品展
「TopEye 全国高校生写真サミット 2019」優秀作品展
THE GALLERY 企画展 大西 みつぐ 写真展 まちのひかり

第38回 土門拳賞受賞作品展
Z series企画展 ニコンカレッジ講師作品展 『Z』の世界
第44回 木村伊兵衛写真賞受賞作品展
フィルムカメラ展

3/19~6/30

平成のカメラ展

3/5~3/31

宮澤孝一作品展
「にっぽんの路面電車 -昭和20~50年代-」

4/2~5/6

石田 榮 作品展
「はたらくことは生きること－昭和30年前後の高知」

JCIIフォトサロン

東京オペラシティ
アートギャラリー

1/12~3/24

石川直樹
この星の光の地図を写す

フジフイルム
スクエア
写真歴史博物館

3/1~5/31

色彩の聖域 エルンスト・ハース ザ・クリエイション

3/1~3/14
3/1~3/7
3/1~3/7
3/8~3/14
3/8~3/14
3/15~4/3
4/5~4/11
4/5~4/25
4/12~4/18
4/19~4/25
フジフイルム
スクエア

4/19~4/25

【企画展】 保坂さほ写真展 <GIRLS in Tokyo>
第40回読売写真大賞入賞作品発表展
鈴木一雄写真展 「サクラニシス」
第70回中日写真展・東京展
林祐介写真展 「Beautiful Hokkaido]～大地と生命～
【フジフイルムスクエア企画展】
竹内敏信写真展 「日本の桜」 NIPPON-NO SAKURA
フォトグループいぶき写真展 「2019 四季のいぶき」
"PHOTO IS" 想いをつなぐ。50,000人の写真展2018より
第58回 富士フイルムフォトコンテスト入賞作品発表展
第28回林忠彦賞受賞記念写真展
野村恵子「Otari-Pristine Peaks 山霊の庭」
山田耕煕写真展
「ロイヤルベンガルタイガー ~フラジャイルな存在~」

03-3344-0565
http://www.jciicameramuseum.jp/
03-3263-7110
http://www.jciicameramuseum.jp/
03-3261-0300
https://www.operacity.jp/ag/e
xh/current_exhibitions/index.
php
03-5353-0756
http://fujifilmsquare.jp/
03-6271-3350
http://fujifilmsquare.jp/

【フジフイルムスクエア企画展】 ゼラチンシルバーセッション

4/26~5/9

5/10~5/23

【富士フイルム企画展】 GFXシリーズ特別企画
吉村和敏写真展 「Du CANADA」

2019/3/5~5/6

日本自然科学写真協会 「第40回SSP展
自然を楽しむ科学の眼2019-2020」
第11回 六本木フォトコンテスト写真展
東京写真月間2019 日本写真協会賞受賞作品展
【写真家たちの新しい物語】 渋谷敦史写真展
「まなざしが出会う場所へ-渇望するアフリカ-」
写真の起源 英国

2019/3/5~5/6

志賀理江子 ヒューマン・スプリング

5/24~5/30
5/24~6/6
5/31~6/6
5/31~6/13

東京都写真美術館

「藤井保、広川泰士、平間至、瀧本幹也」-すべてはここ
から始まった－
「FUJIFILM ACROS×39Photographers

2019/3/2~3/17 APAアワード2019

03-6271-3350
https://topmuseum.jp/

03-3280-0099

土門拳記念館

1/4~4/16

室生寺 モノクロの光と影

1/4~4/16

古寺巡礼 伝統の装飾･文様

1/4~4/16

昭和の手仕事

4/20~7/15

【特別展】 「昭和を見つめる目」 田沼武能と土門拳

4/20~7/15

古寺巡礼 わが仏像10選

4/27

拳ちゃんこどもまつり

http://www.domonkenkinenkan.jp/

0234-31-0028

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: http://www.spstj.org/

