サポーター大募集
第四回

入江泰

記念写真賞

奈良から世界へ→

あなたの一冊が世界にはば た く

みんなの応援で★
写真家が羽ばたく

入江泰 記念写真賞は、本賞を応援してくださるサポーターを募集します。
サポーターの皆様からいただいた寄付金は、本賞受賞作品の写真集製作に活用させていただきます。
世界に羽ばたく写真家を皆様の応援によって誕生させましょう。

特典

プレミアムサポーター ……… 10,000円

2.25
2020.1
締 め 切 り分）
写真賞

（第四回

製作する写真集に応援の証として個人名を記載します。
完成した写真集１冊贈呈（本体価格3,000円予定）
入江泰𠮷記念奈良市写真美術館の年間パスを贈呈（2,500円相当）
（有効期限：入会日から一年間）

特典

サポーター ……………………… 5,000円
完成した写真集１冊贈呈（本体価格3,000円予定）
入江泰𠮷記念奈良市写真美術館で開催する同賞受賞作品展の観覧券

第四回

をペアで贈呈（500円相当×2枚）

入江泰

（有効期限：2021年2月20日（土）
〜3月28日（日）
まで）

第三回入江泰

記念写真賞受賞

真鍋奈央「波を綴る」

受 賞者 1 名 写 真 集 出 版
写真集 真鍋奈央「波を綴る」
（ 1000部限定）
価格：3,300円（税込）
判型：225×200ｍｍ／188頁／函装
ISBN978-4-9909358-1-8
［販売・問合せ］入江泰𠮷記念奈良市写真美術館

公式ホームページの「サポーター募集」ページからお申し込みいただくか、入江泰𠮷記念奈良市写真美術館に設置の申込書に
記入しお申し込みください。

審査員：
飯沢耕太郎

募 集 期 間

日本国内をはじめ海外のフォトブックフェアへの出品、また
各方面から注目を浴びるなど、写真集とともに作家である
真鍋奈央さんは写真家として大きく飛躍しました。
同賞で製作する写真集は「アート作品としての写真集」を
目指しています。みなさんの支援が写真家の活躍につながり
ます。

記念写真賞

（写真評論家）

有元伸也

（写真家）

浅田政志

（写真家）

剣持常幸

（日本経済新聞社大阪本社写真映像部長）

百々俊二

（入江泰

6月1日［月］
7月31日［金］
2020 年

―

記念奈良市写真美術館館長）

主催：入江泰𠮷記念写真賞実行委員会

共催：奈良市、一般財団法人奈良市総合財団／入江泰𠮷記念奈良市写真美術館

後援：奈良県、奈良県教育委員会、奈良市教育委員会、一般財団法人奈良県ビジターズビューロー、公益社団法人奈良市観光協会、一般社団法人橿原市観光協会
特別協力：日本経済新聞社

奈良県写真材料商組合

http://photocontest .irietaikichi.jp

彰

入江泰
記念写真賞

１名写真集出版
受賞者

表

※写真集出版部数より100冊を贈呈、入江泰𠮷記念奈良市写真美術館にて展覧会を開催、写真集製作および
展覧会開催の準備金として30万円を贈呈。

募集期間

2020 年

応募条件

応募規定

6月1日［月］〜 7月31日［金］

※午後4時30分必着

受付時間：開館日の午前9時30分〜午後4時30分

上記募集期間内必着で、入江泰𠮷記念奈良市写真美術館宛に発送もしくは持参してください。上記期間および時間以外は一切受け付けません。
配送業者などに配達予定日時を確認のうえ、発送してください。
応募方法

入江泰

記念写真賞は、奈良大和路を約半世紀にわたって撮り続け、

その文化的・歴史的景観を心象風景としてとらえ続けてきた写真家・入江泰

の文化・芸術への功績を記念し、

写真文化の発信と、新たな写真家の発掘を目的としています。
本賞では、自らの意識を超え「伝える」こと、歴史、文化、地域性へのこだわりが21世紀の重要なキーワードと考え、
私たちの心に深く記憶される普遍的な生の眼差しを持った写真の作り手を支援していくため、
未来そして世界に向けてのメッセージとして「写真集」を製作します。

国籍・プロ・アマチュア・職業は問いません。※但し、日本在住の方のみ
ひとり１作品に限ります。

〈１〉テーマ：自由（ジャンル、技法は問いません。）
〈２〉既発表作品も応募できますが、同時期同作品の他の公募展への二重応募は認めません。
〈３〉作品サイズ：六ツ切〜半切（20.3cm×25.4cm以上35.6cm×43.2cm以下）
〈４〉作品点数：100点以下
〈５〉プリントは、ストレージボックスなどの箱に収納してください。
なお、作品の額装、パネル貼り、プリントのマッティング、ファイルでの応募はできません。
〈１〉応募用紙に必要事項を記入し、
①作品（プリント）
②身分証明書のコピー（住所、氏名が確認できるもの）
③作品についてのコメントや制作意図などを別紙に記入したもの
を一括して応募してください。
〈２〉作品（プリント）の裏面に必ず作品票を1枚ずつ貼付するか同様の内容を記載してください。
作品に順序のある場合は、番号欄に記入してください。
〈３〉写真集編集プランのためのダミー本の提出も認めます。
作品同様、ダミー本にも作品票を貼付し、
「編集プラン用ダミー本」
と明記して作品に添えて応募してください。
（ダミー本のみの応募
は認めません。）編集プランを別紙に書いて作品に添付してもかま
いません。
入江泰

キ リ ト リ

記念写真賞 応募用紙
受付番号

フリガナ

（事務局記入欄）

氏
審査方法

名

事前審査はありません。審査員の協議により選出します。
〒

審査員

住

飯沢 耕太郎

有元 伸也

（写真評論家）

（写真家）

写真評論家。1954年宮城県生まれ。1977年日本大学芸術学部写真学科卒業。1984年筑波
大学大学院芸術学研究科博士課程修了。1996年『写真美術館へようこそ』
（ 講談社現代新
書）でサントリー学芸賞受賞。
『写真的思考』
（河出書房新社・2009）、
『キーワードで読む現
代日本写真』
（ フィルムアート社・2017）など著書多数。執筆活動のほか、写真展覧会の審
査、
企画等も手がける。

浅田 政志
（写真家）
1979年三重県津市生まれ。日本写真映像専門学校研究科
を卒業後、スタジオアシスタントを経て独立。浅田と実の
家族を被写体とした家族写真集「浅田家」
（赤々舎刊）で第
34回木村伊兵衛写真賞を受賞。著書の「浅田家」と「アルバ
ムのチカラ」
（赤々舎刊）を原案とした映画「浅田家！」
（監
督：中野量太、主演：二宮和也）が2020年10月2日より全
国東宝系で公開予定。

結果発表・
作品返却

1971年大阪府生まれ。
1994年ビジュアルアーツ専門学校大阪卒業後フリーランスフォト
グラファーとして活動を開始。1998年写真集『西藏より肖像』にて第35回太陽賞受賞。
2008年自身の作品発表の場として東京四谷にTOTEM POLE PHOTO GALLERYを設立。
以降国内外での展覧会や写真集出版などを中心に活動を続ける。2017年写真集『TOKYO
CIRCULATION』にて第26回林忠彦賞と日本写真家協会作家賞を受賞。2019年写真集
『TIBET』
を出版。

剣持 常幸

百々 俊二

（日本経済新聞社大阪本社写真映像部長）
1967年生まれ。1992年日本経済新聞社入社。2019年同
大阪本社写真映像部長就任。

受賞作品に
ついて

（入江泰 記念奈良市写真美術館館長）
1996年『楽土紀伊半島』で日本写真協会年度賞、1999年
『千年楽土』で第24回伊奈信男賞、2011年『大阪』で第27
回東川賞などを受賞。1998年ビジュアルアーツ専門学校
大阪学校長、2015年入江泰𠮷記念奈良市写真美術館館長
に就任。
2019年
『空日照の街』
（CASE Publishing）
出版。

授賞式・
受賞作品展
■応募にあたっての注意事項
応募作品の被写体に著作権・肖像権などが発生する場合、その承諾義務は作者にあります。主催者は責任を一切負いません。
受賞時点で承諾が得られていない場合は、受賞を取り消すことがあります。
主催者は作品管理に努めますが、不可抗力による破損、紛失に対しては補償しません。
作品の著作権は作者に帰属しますが、本事業に関する広報活動等での使用権は主催者にあります。
受賞者は、写真集編集および展覧会等の打合せに参加していただきます。
応募後に住所・電話番号を変更した場合は、すみやかにお知らせください。
応募にあたっては、募集要項のすべてに同意したものとします。
■個人情報について
［個人情報の提供］応募にあたり、個人情報を提供していただきます。必要な情報を提供していただけない場合は、応募を受付られませんのでご了承ください。
［個人情報の利用目的］応募作品に関する問い合わせ、審査結果の通知、作品の返却、今後の関係団体主催の展覧会のご案内等のために使用し、他の目的に使用することはありません。
［管理責任者］入江泰𠮷記念写真賞実行委員会事務局 事務局長

〈１〉審査結果は、本人へ書面にて通知します（2020年9月下旬予定）。
審査結果等についてのお問合わせには一切お答えできません。
〈２〉応募作品の返却を希望される方は、応募用紙にその旨を明記して
ください。
宅配（着払いのみ）による返送を希望される方は、必ず配送業者の
着払い用紙に住所・氏名等必要事項を記入のうえ、応募作品に
添えて提出してください。
来館し引き取られる場合は、事前にご連絡ください。

受賞作品は写真集にして出版（限定1,000部）
①著作権は作者に帰属します。
②版権・発行は主催者に帰属します。
③編集は、受賞者と主催者の合議とします。
④出版部数の内、100冊を作者に贈呈します。
⑤印税等はありません。ただし、写真集製作および展覧会開催の
準備金として30万円を贈呈します。
⑥受賞作品は入江泰𠮷記念奈良市写真美術館に収蔵します。

〈授 賞 式〉2021年2月19日（金）予定
〈受賞作品展〉2021年2月20日（土）〜3月28日（日）予定

所
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年
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別
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（携帯番号可）

FAX番号

E-mail
作
品
タイトル
作品点数

フィルム

点
返却不要

作品返却

デジタル

着払い発送（着払い伝票同封）
来館引取り

この応募用紙は作品に同封し送付してください。
ホームページからもダウンロードできます。
キ リ ト リ

応募先・
問い合わせ先

入江泰𠮷記念奈良市写真美術館「写真賞」係
〒630-8301 奈良市高畑町600-1
TEL：0742-22-9811
電話受付時間：開館日の午前9時30分〜午後5時（担当：木村）

氏

入江泰𠮷記念写真賞公式ホームページ
http://photocontest.irietaikichi.jp

作
品
タイトル

［同時開催］第四回なら PHOTO CONTEST

入江泰
フリガナ

記念写真賞 作品票
作品番号

名

全ての作品の裏面に作品票を剥がれないように貼付してください。
また、作品に順序がある場合は作品番号を記入してください。

