夏期大で写真館の基礎力アップ！自分の未来につなげる！
一般社団法人 日本写真文化協会

写真館の基本的な技能習得と和装文化の

第55回夏期写真大学講座

継承、
レベルに応じた応用力を養う一般社
団法人 日本写真文化協会主催の「第55回夏
期写真大学講座」
の受講申込受付が始まっ
た。
国内屈指の講師陣から学べるこの機会
を活用して、キャリアアップ、
未来につなげ
よう！

平成30年８月６日㊊ ～ ９日㊍
東京工芸大学（中野キャンパス）
〒164-8678 東京都中野区本町2-9-5

※駐車場なし

最寄駅～地下鉄丸ノ内線・大江戸線
中野坂上駅下車、徒歩10～15分

募

集

要

項

▶実施講座とその主な内容、定員数(カッコ内は、最小実施人数)

▶受付期間

Ａコース（基礎コース）

基礎的な知識・技術を習得

12(6)

Ｂコース（撮影コース）

様々な撮影の技術を習得

20(10)

Ｃコース（応用コース）

躍進につながる実践的な実習

15(７)

専 門 和装婚礼振付
コース 七五三・成人式着付

和装婚礼の振付実習

16(10)

七五三・成人式着付実習(女性限定)

５(３)

▶受講料
会員及びその家族・従業員

65,000 円

非会員

95,000 円

昼食代・懇親会費（税込み）

平成 30 年 5 月 7 日 ( 月 ) ～ 7 月 23 日 ( 月 )
▶申込方法（郵送による申込のみ受付）
下記
「受講申込書」
(コピーも可）
に直筆で記入のうえ、
受講者ごとに
「郵送」
してください。
▶郵送先および問い合わせ先
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-7-12
一般社団法人 日本写真文化協会・夏期大係

※専門コースの和装婚礼振付は、
左

記の料金に10,000円増しとなります。

電話 03-3351-2463 メール info@sha-bunkyo.or.jp
▶申込後の手続きについて

7,500 円

①申込書到着後、
約一週間で
「受付書」
を発送します。
②受講料は受付書に記載の期日までに、郵便振替ま

▶宿泊について(ご希望の方、各自ご精算)

たは現金にてご送金ください。

近くの「イーストンホテル」
（部屋数には限りあり）へ直接お申し込みください。
Tel.03-3378-8022 (代)

③スケジュール・申込書は当協会ホームページ でも

〒164-0012 東京都中野区本町2-48-13

ご覧になれます。

１泊特別料金（税込み・宿泊のみ）＝シングル・6,980円、
ツイン・10,920円

URL : http : // www.sha-bunkyo.or.jp

※予約の際は、
「夏期写真大学講座に参加」と申し出て特別料金でご利用ください。
切り取り線

平成 30年

月

受講講座名
（○で囲む）

第55回 文協夏期写真大学講座 受講申込書

日

1. Aコース（基礎）

2. Bコース（撮影）

3. Cコース（応用） 4. 専門コース（和装婚礼振付）

受講者氏名
（自 筆）

性

印

年

齢

年

最終学歴（○で囲む）

中学・高校・専門
卒業
短大・大学・その他

}

所属写真館
（ゴム印不可）

左記事業主は文協または
（協）日本写真館協会の

事業主氏名

TEL

別

男・女

称

所在地

撮影経験年数

5. 専門コース（七五三・成人式着付 ※女性限定）

フリガナ

名

注 必ず自筆ですべての欄に記入してください

印

会員である ・ 会員でない

（○で囲む）

左記事業所に雇用されている方は
雇用保険の被保険者番号をご記入ください。

〒

(

)

/ FAX

(

メールアドレス

)

（あなたの）勤めている会社の従業員数
（あなたの）
定休日

（受付書等の送付先・勤務先が上記と異なる場合のみ記入してください）

〒
※最終学歴・雇用保険番号・従業員数は、
東京都の助成金申請に必要になりますので、
記入・押印モレのないようお願いします。
なお、受講申込書に記載された個人のプライバシーに関する部分を個票レベルで外部に公表する事は一切ありません。

名

ご連絡の際に参考にします。

一般社団法人 日本写真文化協会

基調講演 ８月６日(月) １号館１Ｂ01教室

第55回夏期写真大学講座

各講師の主な講座内容

吉田 成( よしだ あきら） 日本大学大学院芸術学研究科修了。東京
大学史料編纂所で20年間勤務後、文化庁派遣芸術家在外研究員とし
て米国ジョージ・イーストマン美術館にて写真保存・修復を研修。現
在、東京工芸大学芸術学部写真学科教授。
基調講演は社会的および文化的見地より「写真の歴史」をテーマに
語る。写真保存とその修復技能などにも言及。

Ａコース （基礎コース 原理と役割、表現力の根源、レンブラントライティング、集約＆プリント）
上田 耕一郎( うえだ こういちろう) 東京工芸大学卒、同大学准教授。
専攻分野は写真制作・肖像写真。論文に「写真雑誌に見る表現の変遷ー
アマチュアは何を写してきたのか」などがある。

堀 由貴子( ほり ゆきこ) 女子美術大学卒業。渋谷東急ゴールデンホー
ルの嶋田福子氏、米国エレン・バック氏に師事。1985年、
現西東京市の
ホリスタジオに従事。2014年富士フイルム営業写真コンテスト金賞。

写真とは何か？どの様にして出来るのか？現在に至る写真とカメラ
の原理、
発展の歩みを、文化的および科学的側面から解説、撮影実習を
含めた実証経験を通じて写真文化の基礎の習得を目指す。

スタジオフォトグラファ―としての基礎修得を目指す。撮影対象を
理解し目的に適った撮影を行うために必要な要素を、身近な絵画やデ
ザイン表現の中から抽出、表現力の根源を学ぶ。

柏﨑 秀実( かしわざき ひでみ) 柏﨑育造氏の後継者として(株)柏﨑
写真で活躍する一方、母校の日本大学芸術学部写真学科の非常勤講師
を務める。
子育てママの写真教室などでも活躍。

荻島 孝之( おぎしま たかし） 東京工業大学卒業、オギシマ写真館代
表。1979年より厚生労働賞技能検定写真職種中央検定委員。JIS 規格委
員、一般社団法人日本写真文化協会監事。

人物撮影で欠かせない光と影の基本となるレンブラントライティン
グの基礎を学ぶ。実習では洋装モデルのポートレート撮影にチャレン
ジ！美しいライティングによる撮影方法を習得する。

前日までのA コース３日間を集約、写真とは何か？撮影対象を理解
するための要素とは？美しいライティングとは？を復習。実習での撮
影データをパソコンで補整＆プリント、成果を形に残す。

Ｂコース （撮影コース ロケーション、成人和装、グループ＆家族、七五三撮影）
堀 光治( ほり みつはる） 千葉大学工学部卒、石川県のフォトアトリ
エ アディ代表。キヤノンギャラリーなどで個展、全国展フォトコンテ
ストで内閣総理大臣賞、ほか2004年経産省IT経営百選奨励賞受賞など。

加藤 敏夫( かとう としお) 1960 年( 株) 光潮社入社。伊勢丹写真室取
締役撮影部長を歴任する一方、関東写真館協会、富士フイルム営業写真
コンテスト他で入賞多数。現在、伊勢丹写真室相談役。

ロケーションフォトの実習。その魅力、役割をはじめ、刻々と変化す
る撮影環境の中で取り組むための基本を学ぶ。また自然環境を生かし
て付加価値を高めるA to Zを実習にて体験、今後の取り組みに生かす。

成人和装の基本をモデル撮影実習を通して習得する。お客様の特徴
をよく理解し、相応しい振り付け＆＆撮影への展開に迅速につなげる
総合力を実戦的に養う。終了後は伊勢丹写真室の見学を行う。

大井 大( おおい だい） 1904 年、神奈川県茅ケ崎市駅前に創業した
( 有) フォトグラフィック大井の４代目として活躍中。2006 年富士フイ
ルム営業写真コンテスト金賞受賞ほか多数受賞。

木田 陽子( きだ ようこ） 東京写真短期大学(現東京工芸大学)写真技
術科卒業。静岡県磐田市シイキ写真館勤務を経て、
(有)宮田写真舘を継
承。愛知県写真館協会文化部長、平成24年愛知県「現代の名工」
受章。

肖像写真から家族写真まで、スタジオでの多人数写真の基本を学ぶ。
伝統的な
「型もの」
写真から時代のニーズに応えるオシャレな写真ま
で、
モデル撮影実習を通して求められる写真館の基本スタイルを学ぶ。

七五三写真を中心とした撮影方法を和装子供モデルの実習で経験、
習得を目指す。限られた時間内でいかに子供の特徴を捉え、
楽しいムー
ドで撮影するか？家族も加えていく。アルバムづくりを前提に撮影。

Ｃコース (応用コース バリエーション、オーソドックス、選ばれる写真館、子育て層向け）
滝澤 一浩( たきざわ かずひろ） タキザワ写真館代表。東京工芸大学
短期大学部卒業。(有)有賀写真館(銀座)有賀長敏氏、(有)小林写真館( 駒
沢）
小林正明氏に師事。富士フイルム営業写真コンテスト銀・銅賞多数。

石毛 良二( いしげ りょうじ） 東京工芸大学写真技術科卒業。
(有)福地
写真館(東京・亀戸）福地隆氏に師事。現在イシゲ写真の２代目。
前千葉
県写真家協会会長。
2005富士フイルム営業写真コンテスト金賞受賞他。

家族写真のバリエーションを追求。受講生をモデルに見立てて次第
に人数を増やすなど、受講生自らがライティング＆振り付け、有名店の
手法も紹介しながら、様々なバリエーションへの展開を指導する。

シンプルかつオーソドックスな美しいスタジオ写真づくりのワーク
ショップを行う。営業写真館の技能が問われる、ライティング、振り付
けによる立体感や流動性を確認、受講生各自の独自性づくりに活かす。

林 隆昌(はやし たかまさ) 中日新聞本社写真部を経て(有)スタジオイ
マージュ設立。
（協)日本写真館協会・技術部長。富士フイルム営業写真
コンテスト入賞多数。斬新ライティングや振り付けで幅広い支持あり。

林 陽平(はやし ようへい) 大阪芸術大学写真学科卒業。
(株)千代田ブ
ライダルハウスを経て(株)林写真館入社。
埼玉県知事賞、
関東写真館協
会やコニカミノルタフォトコンテストなど多数入賞。

「選ばれる写真館」を、①接客術・サービス内容、②撮影、の両面から
学ぶ。
撮影では、斬新なライティングやポージングを受講生と共に出し
合い実習。
「100 年経っても色褪せない想い出づくり」を追求する。

ヤングアダルトや子育て層が求める多様なニーズに応えるスタジ
オ、ロケーション撮影を学ぶ。講義では証明写真、写真アルバム、BGM
付動画作成サービスを紹介。後半は屋外で日中シンクロ撮影など実施。

専門コース (和装婚礼振付、七五三・成人式着付 ３泊４日間の反復＆実習）
奥田 昇(おくだ のぼる） 東京写真短期大学(現東京工芸大学)卒業。帝
国ホテル写真部部長を経て(株)奥田写真設立。社団法人日本写真文化
協会会長を経て現在顧問。東京工芸大学芸術学部特別講師。

佐藤 富美子（さとう ふみこ） サトウ写真場所属。
1982年ハクビ京都
きもの学院、
京都きものコンサルタント学院1級講師及び上級講師取得。
1995年MITSUYOSHI MAKE UP STUDIOプロフェッショナルクラス修了。

「和装婚礼」
振付を３泊４日間かけて反復実習、修得を目指す。経験豊
富なスタッフ陣で待ち時間を最大限削減、立ちポーズ・座りポーズ・後
ろ姿・新郎新婦の4 種の振付技能を獲得する。

女性限定の実習コース。和装着付けとヘアー( 髪型) 補整技術を身に
つける。撮影のための着付、7 才和髪づくり、５才男児・７才女児の素
早く美しく、崩れない着付技能を３泊４日通しで反復実習する。

一般社団法人 日本写真文化協会

第55回夏期写真大学講座
9:00
１Ｂ０２教室他

Ａコース

１号館・Ｂ１＆２Ｆ

第1日/8月6日(月)

9:30
受付

10:00
開講式

スケジュール概要
10:40

12:20

13:00

吉田講師 ：基調講演「写真の歴史」

第2日/8月7日(火) 堀(由）
講師 ： 光・色・構図を中心に造形学的基礎講義ほか

昼 食
2号館プレイス

第3日/8月8日(水) 柏﨑講師 ： レンブラントライティングの基本から応用まで
第4日/8月9日(木) 荻島講師 ： デジタル写真の基礎から今の営業写真とは、
証明写真の撮影実技
9:00

１号館・３Ｆ

Ｂコース

写真スタジオ１他

第1日/8月6日(月)

9:30
受付

10:00
開講式

10:40

12:20

13:00

吉田講師 ： 基調講演「写真の歴史」

第2日/8月7日(火) 加藤講師 ： 和装写真の美しさを踏まえ、基本ポーズの重要ポイント習得

昼食
2 号館プレイス

第3日/8月8日(水) 大井講師 ： フォトグラフィック大井 完全再現 ～感動写真のできるまで～
第4日/8月9日(木) 木田講師 ： 子供の撮影実習
9:00

１号館・３Ｆ

Ｃコース

写真スタジオ２他

第1日/8月6日(月)

9:30
受付

お子様の気持ちを大切にする写真づくり

10:00
開講式

10:40

12:20

13:00

吉田講師 ： 基調講演｢写真の歴史｣

第2日/8月7日(火) 石毛講師 ： オーソドックスなライティング＆ポージングで魅力あるポートレート

昼食
2 号館プレイス

第3日/8月8日(水) 林(隆) 講師 ： 街の写真館でしかできない細やかなサービスと接客術とは
第4日/8月9日(木) 林(陽) 講師 ： ロケーション撮影の基礎から応用まで

和装婚礼振付
成人式七五三着付

専門コース

１号館・２Ｆ／１２０３教室 １号館・２Ｆ／１２０１教室

9:00
第1日/8月6日(月)

9:30
受付

10:00
開講式

10:40
吉田講師 ： 基調講演「写真の歴史」

第2日/8月7日(火)
第3日/8月8日(水)

12:20

奥田講師 ： 集中した実習主体の講座、受講生４名にモデル1名を準備し
和装婚礼振付の一通りを十二分に身に付け、即実戦が可能

昼食
2 号館プレイス

第4日/8月9日(木)
第1日/8月6日(月)

受付

開講式

吉田講師 ： 基調講演「写真の歴史」

第2日/8月7日(火) 佐藤講師 ： 成人式女性（モデル）着付実習
第3日/8月8日(水) 佐藤講師 ： ５才男児・７才女児（人台）の着付実習
第4日/8月9日(木) 佐藤講師 ： ５才男児・７才女児（モデル）の着付実習

昼食
2 号館プレイス

13:00

○開講式 受付：１号館１Ｆロビー 会場：１号館１Ｂ０１教室
○昼食・懇親会：２号館プレイス
○Ｂコース・オプショナルツアー：新宿・伊勢丹写真室見学

〈表記上の注意〉 誌面の都合にて以下を略表記す。
堀 由貴子講師＝堀(由)講師
林 隆昌講師＝林(隆)講師

14:00

堀 光治講師＝堀(光)講師
林 陽平講師＝林(陽)講師

15:00

16:00

17:00

17:30

上田講師 ： カメラ原理・写真の基礎、
そして写真とは

翌日準備

堀(由）講師 ： 造形学的な基礎知識を踏まえた撮影実習

翌日準備

柏﨑講師 ： 洋装男性 ･ 女性のポージング ･ ライティング様々な撮影実習

翌日準備

荻島講師 ： デジタル証明写真のプリント実習 15:30 ：閉講式
14:00

15:00

16:00

17:00

17:30
翌日準備

加藤講師 ： 素材を生かしてスピーディーな振付実習。伝統美を理解しその良さの伝承者を目指す 翌日準備
大井講師 ： もっと良くなるあなたの家族写真・グループ写真を実習

14:00

15:30 ： 閉講式

15:00

17:00

17:30
翌日準備

石毛講師 ： 光にこだわりを持ち立体感・奥行感を表現する撮影実習

翌日準備

林(隆）
講師 ： 斬新なライティング＆ポージングを実演、座学から実技体験まで

翌日準備

15:00

懇親会 ( 合同）
オプショナルツアー

翌日準備

滝澤講師 ： 一人から家族小集合まで、
様々な状況に適した構成・構図・ライティングの実習

14:00

18:00

16:20 ： 解散

16:00

林(陽）
講師 ： 日中シンクロで差をつける技術 15:30 ： 閉講式

懇親会 ( 合同）

16:20 ： 解散

堀(光)講師 ： 機動力を生かした機材の活用による堀光治流屋外ポートレートの撮影実習

木田講師 ： 七五三
（５才男児･７才女児）
の撮影実習

18:00

18:00
懇親会 ( 合同）

16:20 ： 解散

16:00

17:00

奥田講師 ： 振付講習用ビデオを教材に、基礎・手順の解説と振付の実習

17:30
翌日準備

18:00
懇親会 ( 合同）

翌日準備
午前に続く
翌日準備
午前に続く

15:30 ： 閉講式

16:20 ： 解散

佐藤講師 ： ７才女児の人形を使ってヘアーメイクの実習

翌日準備

午前に続く

翌日準備

午前に続く

翌日準備

佐藤講師 ： ５才男児･7才女児(人台)の
着付実習

15:30 ： 閉講式

16:20 ： 解散

懇親会 ( 合同）

PART.2 受講生を送り出した経営陣の声

価値があると判断、
迷わず参加させた
スタッフの成長にとって、
とても良い機会
いぬづか写真室・代表 犬塚雅晴
（兵庫県西宮市）
昨年の夏期写真大学講座(第54回)に２名のスタッフを
受講させて頂きました。
スタッフの成長にとって、
とても良い機会でした。
講義の内容を見て価値があると判断できましたので、迷
わず参加させました。
数時間の通常セミナーでは得られない貴重な経験がで
きたと喜んでおります。写真の教育機関で学んだ経験の
ない人は、
基礎から学ぶ数少ないチャンスですし、
そこそ
この経験を積んできた方にとっても、上のクラスの受講
は必要な経験だと思います。

だから、夏期大を選びました。

寄せられる
喜びの声

昨年までに計６名のスタッフを順次、
受講させていた
だいてきました。
私は30歳を超えてから家業の写真館を継ぐ事となり、
それまで全く違う職種に就いていたため、
写真の基礎か
ら学ぶ必要がありました。ですが親子間では私情も入り
勉強する事が難しいと感じ、昔父もお世話なった夏期写
真大学を受講する事を決めました。
基礎コースから受講して、暗室作業、ネガレタッチ、
４
×５カメラでの撮影、プリントの仕上げ方など様々な事
を３年間教わり、荻島先生を始め各専門分野の講師の先
生方の授業を、しかも設備や機材などの環境が整った中
での講習は他では経験できない事です。
その後に新たに加わった和装振付コースにも改めて受
講させて頂き、特に花嫁様の振付け講座では本番のお客
様では決して出来ない、時間をかけて何度も繰り返し練
習する事が出来ました。

夏期大学を終えたスタッフ達はみんな
やる気に満ちあふれてキラキラしています！
久保田写真館・代表 久保田 香
（京都府京都市）
奥田先生からは分かりやすく細やかなアドバイスを頂
け、同じグループのメンバー（もはや仲間）
とお互いに指
摘やアドバイスをしあえるのもこのコースの魅力だと思
います。
そうして出来た仲間たちとは今でも連絡をとりあい、
新しい機材の情報交換や困った時に頼りになる存在です。
いま、送り出す立場になり、スタッフ達には仕事のスキル
アップの為だけでなく、彼女たちの人生の経験値が上が
り豊かな物になってくれたらと思います。
毎回、夏期大学を受講して帰って来たスタッフの笑顔
は今までにも増してやる気に満ちあふれてキラキラして

昨年の第 54 回夏期大より～
昼食の様子(左写真）と、専門
コース・着付（下右写真)の様子。
写真協力：
文協ＩＴ委員会
磯裕文、藤原浩二

開校式での記念撮影(第51回)。

います！（笑）

