
　平成22年度小学生を対象とした「写真学習プログラム」報告

写す表現する楽しみを学ぶ
-協力：富士フイルム㈱-

　平成17(2005)年から小学生を対象にレンズ付きフィルムカメラによる「写真学習プログラム」を、富士フイルムの協　平成17(2005)年から小学生を対象にレンズ付きフィルムカメラによる「写真学習プログラム」を、富士フイルムの協

力によって、毎年全国の小学校50校で実施することにした。

　デジタルカメラの普及で写真の原点ともいえるフィルムによる撮影が減少するなか、あえてフィルムを使っての写真

学習は、単に写ったという喜びだけでなく、事物の観察を通して物事を注意深く見る、凝視することの大切さを習得、

体験することにある。

　このことは写真という優れた記録媒体を使っての「記録・表現することの意味」を理解し、家庭や社会で広く写真を

活用してもらおうとの願いがある。

　写真は文学や音楽、美術などと同様に、思想や感情を創作的に表現する知的な行為である。その行為の源となるもの

は、目で見る、手で触れることのできる「もの」を観察することころから始まる。「もの」に接してどんな感情が得られ、

どんな感動を覚えたか、そこが表現の原点であることを指導するようにしている。自分の気持ち、感動が写真という形

あるものになったときの喜びをわずかでも体験できれば、「記録・表現することの意味」が理解できたと思う。実体験

ほど簡潔で分かりやすいものはない。

　この度の東日本大震災で注目されたのが「家族アルバム」であった。写された一枚の写真の中に、家族のかけがえの

ない想い出から絆までの記憶が記録・集積されていたことの凄さを知った。この素朴な気持ちに立ち返らせてくれたの

が写真であった。このことを児童たちに教え「写真による記録の重み」を大切にしようと伝えたい。

（記／専務理事・松本徳彦）
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実施校

東京コミュニティスクール

川場村立川場小学校

大鹿村立大鹿小学校

新潟市立新関小学校

横須賀市立大楠小学校

横須賀市立大楠小学校

唐津市立湊小学校

唐津市立湊小学校

島根大学教育学部附属小学校

島根大学教育学部附属小学校

尾道市立長江小学校

尾道市立向島中央小学校

羅臼町立羅臼小学校

羅臼町立羅臼小学校

日野市立日野第七小学校

日野市立日野第七小学校

日野市立日野第七小学校

静岡市立安倍口小学校

静岡市立安倍口小学校

足立区立千寿桜小学校

川崎市立上作延小学校

川崎市立上作延小学校

川崎市立上作延小学校

那須町立伊王野小学校

岩国市立美和西小学校

県名

東京都

群馬県

長野県

新潟県

神奈川県

神奈川県

佐賀県

佐賀県

島根県

島根県

広島県

広島県

北海道

北海道

東京都

東京都

東京都

静岡県

静岡県

東京都

神奈川県

神奈川県

神奈川県

栃木県

山口県
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実施校

江東区立東川小学校

江東区立東川小学校

大田区立西六郷小学校

大田区立西六郷小学校

狛江市立和泉小学校

狛江市立和泉小学校

荒川区立第三日暮里小学校

荒川区立第三日暮里小学校

荒川区立第三日暮里小学校

台東区立大正小学校

台東区立大正小学校

那須町立池田小学校

鎌ヶ谷市立中部小学校

大子町立上小川小学校

世田谷区立北沢小学校

世田谷区立北沢小学校

木津川市立相楽小学校

木津川市立相楽小学校

江戸川区立小岩小学校

江戸川区立小岩小学校

岩国市立美和東小学校

渋谷区立臨川小学校

渋谷区立臨川小学校

渋谷区立臨川小学校

鎌ヶ谷市立初富小学校

県名

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

栃木県

千葉県

茨城県

東京都

東京都

京都府

京都府

東京都

東京都

山口県

東京都

東京都

東京都

千葉県



Education

【平成22年度実施校児童の作品から】

新潟市立新関小学校生の作品 羅臼町立羅臼小学校生の作品唐津市立湊小学校生の作品

木津川市立相楽小学校生の作品 渋谷区立臨川小学校生の作品江戸川区立小岩小学校生の作品

台東区立大正小学校生の作品 鎌ヶ谷市立中部小学校生の作品那須町立池田小学校生の作品

江東区立東川小学校生の作品 荒川区立第三日暮里小学校生の作品狛江市立和泉小学校生の作品

日野市立日野第七小学校生の作品 那須町立伊王野小学校生の作品川崎市立上作延小学校生の作品



　平成23年度全国高校写真部顧問を対象とした「デシタル写真講座」

写真の見方、読み方、技術を極める
-協力：㈱ニコンイメージングジャパン、エプソン販売㈱-

　　平成23年度第１回　平成23年6月11日（土）

　　　　　会　場：宮島コーラルホテル

　　　　　講　師：松本徳彦、足立　寛

　　　　　補　助：沖田　實、森本勝義

　講習に先立ち「上手く撮ると考えるよりも楽しみなが

ら撮ることが、表現域を広める要因です」と松本講師か

ら挨拶があった。開催会場は、世界遺産の宮島厳島神社

を対岸に臨む宮島口の宮島コーラルホテル多目的ホール

で、例年なら夏休み期間中に学び舎を会場としていたが、

今年度第一回目の講習は、はじめて梅雨期の６月に行わ

れた。前日は、梅雨期としては珍しく夏を思わせる晴天

であった。「講習当日も心配なく晴れる」と宣言をした「晴

れ男」と自負する写真家の思いに期待感があったが、翌

日の講習開始時間では見事に外れ梅雨特有の降り続く雨

の中で開催した。午前9時30分から参加者20名で行わ

れた講習は、冊子を参考に撮影するカメラ操作等の説明

後、降りしきる雨の中約1時間半の予定で宮島厳島神社

周辺の「野外撮影実習」を行った。宮島口より宮島行き

のフェリーに乗船して間もなく船内から海上へと被写体

を見付けては、楽しそうにシャッターを押していた。重

要文化財の宮島大鳥居に近づくサービス運行の後、宮島

に上陸。当初予定をしていた、女性高校写真部員をモデ

ルに撮影会を予定であったが、降雨と訪れる多くの観光ルに撮影会を予定であったが、降雨と訪れる多くの観光

客で困難となり急遽中止になり、講師のアドバイスを受

けながら被写体を探し撮影する自由撮影会になった。干

潮時であったため大鳥居の傍での撮影や、厳島神社の長

い回廊での実施となった。厳島神社では婚礼式後の花嫁

さんに会うなど、思わぬ出会いがあり常にシャッターの

音が聞こえるほど、「雨ニモ負ケズ」被写体を探しては、

カメラを向けていた。

　講習会場に戻りカメラの背面モニタを見て、撮影シー

ンを思い浮かべながら、プリントした自信作を真剣な眼

差しで選択している姿があった。

　昼食後、ニコンView NX2で閲覧と写真編集、プリン

ターの扱い方やプリント方法についての講習後、各グル

ープに割り当てられたノート型パソコンを操作しなが

ら、選んだ写真を画像処理し各自2枚写真を選びA4サ

イズにプリント出力を行った。　

　プリントが完成した後、講師陣の写真も加え講評会を

行った。それぞれの作者から選んだ理由を聞きユーモア

を交えての講評から時には少々厳しい意見や技術的な事

柄まで、和気あいあいの雰囲気の中で、予定した時間を

延長して行われた。日頃撮り慣れていない雨天という条

件下で、フイルムの発色やコントラストと違い、しっ

とりした発色の仕上がりのカラーバランス、ホワイトバ

松本講師による写真講評会（広島）雨の中、撮影地「宮島」に向かう受講者たち（広島）

　平成19(2007)年から全国高等学校文化連盟写真部との共催で、高校写真部顧問を対象にした「デジタル写真講座」を　平成19(2007)年から全国高等学校文化連盟写真部との共催で、高校写真部顧問を対象にした「デジタル写真講座」を

毎年夏全国2カ所で、地域の高校教諭約20名の受講者を集め、ニコンイメージングジャパン、エプソン販売両社の協

力で実施している。

　高校写真部はこれまでモノクロフィルムを使っての指導が行われていたが、近年デジタルカメラの普及で、モノクロ

現像とプリントというプロセスが減少し、デジタルカメラでの撮影、インクジェットプリントへの移行が進んでいる。

こうした状況に写真部顧問も対応を迫られ「デジタル技術」の習得が急務となっている。

　そこでデジタルカメラの使い方、インクジェットプリント技術、さらには写真撮影の歓び、写真の見方、読み方につ

いて、協会会員による指導を行うことにした。講座では撮影や技術だけでなく、著作権や肖像権、フォトコンテストへ

の応募方法などを指導している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記／専務理事・松本徳彦）



宮島厳島神社の回廊での撮影実習（広島） 

ランスの適合方法などデジタル写真の特徴を講師から聞ランスの適合方法などデジタル写真の特徴を講師から聞

き、驚きの中でも真剣に耳を傾けていたのが印象的であ

った。　　　　　　（記／足立　寛、撮影／沖田　實）

　　平成23年度第２回　平成22年8月20日（土）

　　　　　　会　場：富山県立南砺福野高等学校

　　　　　　講　師：熊切圭介、足立　寛、田中祥介

　　　　　　補　助：安念余志子、大志摩洋一

　富山県立南砺福野高等学校の象徴である明治36年富

山県立農学校時に建てられた国の重要文化財に指定され

たコロニアル様式の木造建築校舎「巌浄閣」を学窓から

臨む会場で、地元富山県の高校写真部顧問22名が参加

して講習がおこなわれた。講習に先立ち、富山県高文連

写真専門部の梅木宏真先生から、受講するに際して昨日

は、興奮し寝付けなかった話題と開会挨拶があった後、

熊切講師からは、東日本大震災の事に触れ、デジタル時

代でも写真の使命である記録性価値は何ら変わりがない

との話を交えての挨拶があった。

　カメラの操作法や機能説明の後、野外撮影実習に移っ

た。撮影地を地元南砺市在住の安念会員からの提案で、

井波別院瑞泉寺でおこなわれているイベント “寺のまち

アート inいなみ2011”と周辺の瑞泉寺通りに決まり、

緑豊かな田園風景の中を車に分乗して向かった。

　石畳が敷かれ古い家並みの様子を再現している瑞泉

寺通りを３組に分かれそれぞれのペースで瑞泉寺をめ

ざした。瑞泉寺の境内では、“寺のまちアート inいなみ

熊切講師による写真講評会（富山）

2011”のイベントの最中で、日本人に混じって外国人男2011”のイベントの最中で、日本人に混じって外国人男

女の彫刻家も参加して、大人一人では抱えきれない大木

に向かってチェーンソーを使い、思い思いの彫刻物を制

作していた。チェーンソーで切り込む際に木屑が激しく

飛び交うさまは、撮影意欲をそそるものがあった。

　野外実習を終え講習会場に戻り、カメラの背面モニタ

を見ながらチェックしつつ2点の発表作品を真剣なまな

ざしで選択していた。昼食後、サムネールソフトを使っ

て明暗を整える画像処理の説明やプリント仕上げの技術

的な解説の後、慎重に選んだ作品の仕上げ作業に時間を

オーバーするほど熱の入れようであった。

　作品の仕上がりを見ながら満足な様子の受講者と考え

込む受講者など、人間味ある様子の雰囲気の中、講習は

写真講評へと進んだ。講評会は発表作品にJPSの講師3

名が作者へ質問を交えながら良かった点や気をつける点

など、フレーミングや絞りとシャッタースピードの選択

等１点１点分かりやすく、多角的な解説までおよんだ。

さらに、講師と補助講師の作品を掲示し、自作写真の解

説を行い受講者の関心を深めた。

　質疑応答では、記録データの取り扱い方法、デジタル

フィルム写真の違いについて講師の考えを求められた。

写真は記録されている中身が重要であることを、各講師

は自分の体験から話をした。

　熱心に進められた講習内容から、受講教師が何かをつ

かみこれからの写真部活動や指導に生かしてもらうこと

をおおいに望みたい。

　　　　　　　　　（記／田中祥介、撮影／安念余志子）

パソコンでの画像処理とプリント作業を体験（富山）

瑞泉寺 “寺のまちアート inいなみ2011”（富山）


