
神 奈 川県 民ホール

アクセス

●表示料金はすべて税込みです。
●出品作品をNHK学園の広告、ホームページ、インスタ
グラム、フェイスブック、通信講座の機関誌等で紹介さ
せていただく場合がございます。

●本作品展事務局であるNHK学園では、個人情報保護の
重要性を深く認識し、取得の際に示した利用目的の範囲
内で利用します。お預かりした個人情報は、NHK学園
の通信講座、スクーリング、作品展のご案内にのみ使用
させていただくことがあります。

　（当学園ホームページに、個人情報保護ポリシーを記載
しております）

●入選した作品について応募要項に違反していることが判
明した場合、主催者は入選等を取り消すことが出来ます。

●新型コロナウイルスの感染状況等により、やむをえず会
場での作品展示を中止し、ホームページでの入賞作品の
発表等に代えさせていただく場合があります。

●一旦ご入金いただいた出品審査料、出展料は返金いたし
かねますので予めご了承ください。

●応募作品が第三者の権利を侵害したものであった場合、
応募者にて解決をお願いします。

●応募後の辞退はできません。

応募上のご注意

〒186-8001 東京都国立市富士見台2-36-2　NHK学園 展覧会事務局　☎042-572-3151
※作品の送り先は別です。

お問合せ

必ずお読みください

第5回
NHK学園

主催：NHK学園　　後援：NHK・公益社団法人日本写真協会・公益社団法人日本写真家協会
 横浜市文化観光局

開催期間 2022年8月24日（水）～8月28日（日）
会　場 神奈川県民ホール ギャラリー （山下公園の向かい）

応募締切 2022年7月4日（月）
消印有効

四季の写真展

茅野義博

女子美術大学名誉教授・
日本写真家協会会員。
NHK学園で添削講師、
専任講師を務める。著書
に『高尾山（写真集）』『高
尾山自然観察ガイド』講
座テキスト『写真上達の
コツ 実践編』執筆。小林みのる

日本写真家協会会員・
横浜散歩写真クラブ主宰。
料理などの静物写真、建
築インテリア、ポートレー
トなどを中心にコマー
シャル、雑誌、web向けの
撮影をしながら、地元の横
浜をテーマに作品を作り
写真展を行なっている。

こいけさとみ

フォトグラファー・
フラワーデザイナー兼
フォトグラファーの今道
しげみ氏に師事。写真教
室「おうちde CAMERA」
を主宰する傍ら、カメラ
マンとしても活躍。ＮＨＫ
学園オープンスクールに
て講師も務める。

●横浜市営バスでのご来館：8系統・58系統・20系統・2系
統・109系統 「芸術劇場・NHK 前」下車2分 26系統 「大
桟橋」下車1分

●タクシーでのご来館：横浜駅より約15分
　関内駅、石川町駅より約5分
　新横浜駅より約30分
　羽田空港より約30分（高速道路利用）

神奈川県民ホールは、1975年に横浜港を望むこの地に開館
しました。以来、ヨーロッパの一流歌劇場の引越し公演から、
ポップスコンサート、一般の方の利用に至るまで、幅広い
ジャンルの催しが行われています。また、県内屈指の規模を
誇るギャラリーでは、一般の方の利用と並んで、新進気鋭の
作家の個展が数多く開催されています。

各ターミナルから「山下公園・みなとみらい地区・赤レンガ倉庫」行き 約25～40分

今回より、横浜・山下公園の向かい
「神奈川県民ホール ギャラリー」に会場を移して開催いたします。
これを機に本写真展は、“ヨコハマ”に根ざした
イベントとして進化いたします。
みなさまぜひ奮ってご出品ください。
※応募はデジタル・フイルム、カラー・モノクロいずれもＯＫ。

私の
ヨコハマ部門
  新設！

神奈川県民ホール 
神奈川県横浜市中区
山下町3-1
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神奈川
県民ホール

みなとみらい線

●2022年8月24日からの神奈川県民ホールでの展示を
もって、正式な発表といたします。
●入賞・入選作品は会場にて展示いたします。
●表彰式は、新型コロナウィルス感染予防対策のため行
わない予定です。
●応募者全員に、ご友人・ご家族へのお知らせ用として
「写真展開催ご案内ハガキ」を10枚お届けします（8月
上旬予定）。
●会場での展示とあわせ、NHK学園ホームページにて入
賞作品を掲載いたします。

発 表 と 展 示

展示について

▲パソコンからは
「NHK学園 生涯学習」で
検索してください。

審 査 員（50音順）

応 募 要 項 どなたでも応募できます。

※会場の模様は前回写真展より。



▲切り取って宛名として使っていただくと便利です

写真愛好家の方なら、どなたでもご応募いただけます。
（プロの方はご遠慮ください）

応 募 資 格

●応募点数に制限はありません。
　おひとり様何点でも応募いただけます。
●デジタル、フィルム、カラー、モノクロいずれも可。
●四季部門は、人物・風景・動物などジャンルは問いません。
●新設「私の撮ったよこはま」部門では「よこはま」をテー
マに募集いたします。

●外部未発表の作品に限ります。
　（但し、NHK 学園の機関誌『写真』『カメラメイト』に
掲載された作品は応募いただけます）

応 募 規 定

●作品サイズは、「2L判プリント」でお願いします。
●この応募要項に同封されている「撮影記録票」を記入の
上、プリントを貼ってご提出ください。

●「撮影記録票」余白に、天・地を表す「↑」印をお示しください。

●「四季の写真」部門
　季節をテーマにした写真なら、どんなジャンルでもOK。

●「私のヨコハマ」部門
　あなただけが知っている、素敵なよこはまを教えてく
ださい。

お送りいただくもの 募 集 部 門

●入選作品については、事前にお送りいただいた写真デー
タを利用して展示作品は大全紙サイズ（大賞）、半切サ
イズ（大賞以外）の木製マットパネル仕上げにいたしま
す。入選通知と一緒に払込票をお送りしますので、入
選作品数分の出展料をご入金ください。

出展料のお支払い
〒101-0052　東京都千代田区神田小川町2-6-14
（株）堀内カラー 内　NHK学園 四季の写真展事務局

作品の送り先

出品 審 査 料のお支 払い

送付先

審査員による全作品の審査会を行った上、2022年7月
30日頃までに郵送で、応募者全員に入選通知をお届けし
ます。

※審査に関する個別のお問い合わせはご遠慮ください。

審 査・選 考 結 果 通 知

審査結果について

出展料について

❶ 2L判プリント（返却いたしません）

郵便局からの払い込みをお願いします。右ページを
ご参照ください

NHK学園写真講座を現在受講中の方は1点無料と
なります。（現受講者・オープンスクール）
応募票に受講講座をご記入の上、送金額をご計算く
ださい。

1点につき15,000円

出品審査の際に、データをお送りいただく方法に変
更しています。お間違いのないようご注意ください。

●NHK学園で現在受講中の方（通信講座・オープンスクール）
………………………………………………………… 1点無料
……………………………… 2点目から1点につき 1,000円

●上記以外、一般の方 ………………… 1点につき 1,500円

出品審査料

●複数応募されて入選が決定した場合、どの作品か
わからなくなるといけませんので、「部門」「題名」
「絵柄」等を必ず控えておいてください。
●裏面に「振替払込受付証明書」をのりづけしてください。

❷ 応募票（同封のA4サイズの用紙です）

●応募する写真データをコピーしたCD-R、もしくは
原板（ネガ・リバーサル）をお送りください（CD-R 
で複数の作品をご出品いただく場合は1枚の中に
入れてください）。

❸ 写真データ（ネガ・リバーサル以外は返却いたしません） または

CD-R

ネガ・リバーサル

NHK学園大賞（1点）…… 賞状・盾NHK賞（1点）…………… 賞状・盾日本写真協会会長賞（1点） 賞状・盾審査員特別賞（3点） …… 賞状・盾横浜市長賞（1点） ……… 賞状・盾生涯学習賞（2点） ……… 賞状

 
 
 
 
 

四季の写真展 出品審査料　お支払い方法

お近くの郵便局からの払込をお願いします。
●同封の郵便払込取扱票をこ利用ください。
●払い込み後に2L判プリント・応募票・写真データをお送りください。

※写真のデータ・原板は入選した場合に、展示用のパネル仕上げの
際に使用いたします。

受講者参加特典

出 展 料

本項、❶～❸の3点を一括同封して、
下記に記載の送付先までご郵送ください。

¥3000

¥3000

¥3000

出品者名前
出品者名前

出品者名前・住所・電話番号

●口座番号 ： 00190-8-300162　　●加入者番号 ： NHK学園　美術・書道センター展覧会
●払込手数料は本人様負担となります。

応募作品のサイズ・出品額装展示料の
内訳をご記入ください 合計金額を記入

¥3000

出品者名前

記入例
＊受講者が4点出品する場合

「振替払込受付証明書」は
応募票に添付してください

無料分：1点＋有料分1,000円×3点=3,000円
カメラメイト

お送り先は左記にお願いします。

2022年
7/4締切
消印有効

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-6-14
（株）堀内カラー 内
NHK学園 四季の写真展事務局　行

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-6-14
（株）堀内カラー 内
NHK学園 四季の写真展事務局　行

NHK学園ならではの
「賞」を設定。
展示となる入選作品の中から、「入賞作品」を選出します入賞作品は、審査員の講評を付して展示いたします。
惜しくも入賞まであと一歩の作品約50点を「秀作」として、会場で顕彰いたします。
おひとり何点でもOK！　奮ってご出品ください。

❸❶
❷

応募票の
裏面に添付

（応募票裏面）

作品の送り先が
変わりました。

作品の送り先が変わりました。
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明した場合、主催者は入選等を取り消すことが出来ます。

●新型コロナウイルスの感染状況等により、やむをえず会
場での作品展示を中止し、ホームページでの入賞作品の
発表等に代えさせていただく場合があります。

●一旦ご入金いただいた出品審査料、出展料は返金いたし
かねますので予めご了承ください。

●応募作品が第三者の権利を侵害したものであった場合、
応募者にて解決をお願いします。

●応募後の辞退はできません。

応募上のご注意

〒186-8001 東京都国立市富士見台2-36-2　NHK学園 展覧会事務局　☎042-572-3151
※作品の送り先は別です。

お問合せ

必ずお読みください

第5回
NHK学園

主催：NHK学園　　後援：NHK・公益社団法人日本写真協会・公益社団法人日本写真家協会
 横浜市文化観光局

開催期間 2022年8月24日（水）～8月28日（日）
会　場 神奈川県民ホール ギャラリー （山下公園の向かい）

応募締切 2022年7月4日（月）
消印有効

四季の写真展

茅野義博

女子美術大学名誉教授・
日本写真家協会会員。
NHK学園で添削講師、
専任講師を務める。著書
に『高尾山（写真集）』『高
尾山自然観察ガイド』講
座テキスト『写真上達の
コツ 実践編』執筆。小林みのる

日本写真家協会会員・
横浜散歩写真クラブ主宰。
料理などの静物写真、建
築インテリア、ポートレー
トなどを中心にコマー
シャル、雑誌、web向けの
撮影をしながら、地元の横
浜をテーマに作品を作り
写真展を行なっている。

こいけさとみ

フォトグラファー・
フラワーデザイナー兼
フォトグラファーの今道
しげみ氏に師事。写真教
室「おうちde CAMERA」
を主宰する傍ら、カメラ
マンとしても活躍。ＮＨＫ
学園オープンスクールに
て講師も務める。

●横浜市営バスでのご来館：8系統・58系統・20系統・2系
統・109系統 「芸術劇場・NHK 前」下車2分 26系統 「大
桟橋」下車1分

●タクシーでのご来館：横浜駅より約15分
　関内駅、石川町駅より約5分
　新横浜駅より約30分
　羽田空港より約30分（高速道路利用）

神奈川県民ホールは、1975年に横浜港を望むこの地に開館
しました。以来、ヨーロッパの一流歌劇場の引越し公演から、
ポップスコンサート、一般の方の利用に至るまで、幅広い
ジャンルの催しが行われています。また、県内屈指の規模を
誇るギャラリーでは、一般の方の利用と並んで、新進気鋭の
作家の個展が数多く開催されています。

各ターミナルから「山下公園・みなとみらい地区・赤レンガ倉庫」行き 約25～40分

今回より、横浜・山下公園の向かい
「神奈川県民ホール ギャラリー」に会場を移して開催いたします。
これを機に本写真展は、“ヨコハマ”に根ざした
イベントとして進化いたします。
みなさまぜひ奮ってご出品ください。
※応募はデジタル・フイルム、カラー・モノクロいずれもＯＫ。

私の
ヨコハマ部門
  新設！

神奈川県民ホール 
神奈川県横浜市中区
山下町3-1

渋
谷

日
本
大
通
り

関
内

横 

浜
東
京

新
宿

羽
田
空
港

新
横
浜

新幹線

JR・市営
地下鉄

乗
り
換
え

東急東横線（みなとみらい線直通運転） 約35分

JR横浜線 約2分

JR東海道線・横須賀線 約30分

JR湘南新宿ライン 約30分

京急空港線 28分

京浜急行 空港バス

※道路状況により所要時間は変わりますのでご注意ください。
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菊名

徒歩 約8分

大桟橋

神
奈
川
県
民
ホ
ー
ル

徒歩
約1分
徒歩
約1分

徒歩
約15分
徒歩
約15分

日本大通り駅
M

海岸通り

神奈川県庁
本庁舎 神奈川芸術劇場

山下公園

横浜産貿ホール
マリネリア

セブン -イレブン

ローソン
デイリーヤマザキ
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神奈川
県民ホール

みなとみらい線

●2022年8月24日からの神奈川県民ホールでの展示を
もって、正式な発表といたします。

●入賞・入選作品は会場にて展示いたします。
●表彰式は、新型コロナウィルス感染予防対策のため行
わない予定です。

●応募者全員に、ご友人・ご家族へのお知らせ用として
「写真展開催ご案内ハガキ」を10枚お届けします（8月
上旬予定）。

●会場での展示とあわせ、NHK学園ホームページにて入
賞作品を掲載いたします。

発 表 と 展 示

展示について

▲パソコンからは
「NHK学園 生涯学習」で
検索してください。

審 査 員（50音順）

応 募 要 項 どなたでも応募できます。

※会場の模様は前回写真展より。


