
１、周りの人に迷惑をかけない。
自分たちだけが、旅をしているわけではないので…
撮影ポイントは、誰しも撮影したいものです。我先にというようにならない、周囲に気をつけて撮影したいところです。
マナーが悪すぎて撮影禁止になった観光地は少なくありません。

2
旅先の景色は感動的ですね。
その感動を写真に残したい❗と誰しも考えます。
人間の脳は、美しいところだけを残すようになっています。
カメラは、ありのまま写し出します。
後で邪魔な物が写り込んでいた❗
何てことアリアリです。
撮す時は、ファインダー、モニターで確認して、自分の感動したところだけ切り取ります。
撮影画像は確認して、ダメなら再度撮影します。
繰り返して、撮影の回数をこなせば、ファインダー、モニターで作画できるようになって行きます。

3
こどもの動きはすばしっこいですね。カメラの性能が上がったとはいえ、なかなか難しいですね。

こどもの遊んでいるところをよく見ると必ずパターンが有ります。先読みして見ましょう❗
ここに来たときに撮る。
スポーツなら、さらに読みやすいでしょう。
設定が出来るカメラなら、シャッタースピードは早くします。
動きをビシッと止めて撮れます。
望遠レンズでは手ぶれに注意です。
動きを出すなら、こどもの動きをちょっとブレさす、
ブレを利かして動きを表現します。
ちょっと高度なテクです。
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8
感動を どんな暑くても、夏は出かけたくなりますよね。

子どもたちも楽しみな夏休み!どこへ行こうか、何をしようか
考えるだけでもウキウキしてきます。
でも・・・どこに行っても何をしても気になるのは、「食べる前
に」「あ～、動かないで」「こっちみて｣の写真撮影!今はデジ
カメや携帯、スマホのカメラで、気軽に撮れて撮り直しもでき
てとても便利ですね。
今回は、お出かけ先で写真を撮る
ときに気をつけたいことや撮るときの
コツを撮影業の坂本浩文さんに
お聞きしました。

夏休みはどこへ行ってもたくさんの人がいます。
自分たちだけが、旅をしているわけではないです
よね。撮影ポイントは、みんな誰もが撮影したいも
のです。自分が先にとか、立入禁止だけどちょっ
とだけならとか、そんなことのないように、周囲に
気をつけて撮影したいものです。マナーが悪すぎ
て撮影禁止になった観光地は少なくありません。

旅先の景色は感動的ですね。 その感動を写真に
残したい❗と誰しも考えます。 人間の脳は、美し
いところだけを残すようになっていますが、カメラ
は、ありのままを写し出します。後で見たら邪魔な
物が写り込んでいた ! 何てこともアリアリです。
写す時は、ファインダー、モニターでまず確認して、
自分の感動したところだけを切り取ります。 また、
撮影画像も確認して、ダメなら再度撮影します。
繰り返し撮影して回数をこなせば、ファインダー、
モニターで作画できるようになっていきます。

子どもの動きは、とてもすばしっこいですね。カメ
ラの性能が上がったとはいえ、うまく撮るのはな
かなか難しいです。
一番のコツは、子どもの動きを、予測することで
す。 子どもが遊んでいるところをよく見ると必ず
パターンがあります。先読みしましょう ❗ “ここに
来たときに撮る。” スポーツなら、さらに先が読
みやすいと思います。設定が出来るカメラなら、
シャッタースピードは早くします。 動きをビシッと
止めて撮れます。 望遠レンズでは手ぶれに注意
です。動きを出すなら、子どもの動きをちょっとブ
レさす。ブレをきかして動きを表現します。ちょっ
と高度なテクです。

夏は、あちこち出かけることが多く、出かけた先で写真

を撮る機会も増えます。写真を撮るときに気をつけるこ

とはありますか。

お出かけ先では、海や山の色がとてもきれいに見えた

り、感動的な景色に出会うこともありますよね。その場

所や感動を、そのまま写真に撮りたいと思うのですが、

何かコツはありますか。

夏休みなので、家族で子どもと一緒に旅行に出かける

と思いますが、子どもは全然じっとしてくれません。動き

まわる子どもを撮るコツは何ですか。

構図は自分次第ですが、 例えば、花が一面に咲
いていたら、ただ広く撮影しても花畑（?）になっ
てしまいます。 近づけるだけ近づいて（規制の範
囲で）、主の花を大きく捉え背景に広がっている
花畑全体が入るようにするといいです。また、朝
日や夕陽は、まさに逆光です。カメラにもよりま
すが、太陽を主に、他はアンダー (暗め )に、すると
太陽が生きてきます。

思い出を

風景を

きりとろう!

〔図書館にもこんな本あります!〕

はじめてのママカメラ 365日の撮り方 今井しのぶ著
インプレス 740ｲ

デジカメの撮り方 大浦タケシ 監修
池田書店 743ｻ

日本一やさしいデジタルカメラ入門 中村陽子著
主婦の友社 743ﾅ

どんなシーンでも角度を変
えて枚数を多めに取ってお
くといいです。デジカメなら
ば、あとで加工することも
できるので、失敗を恐れず
どんどん撮りましょう。
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本館休館 本館19時まで 本館19時まで

月 休館日開館時間

10:00～18:008  9:00～17:00

９月28日(金)

キッズ

楽しいおはなしの会
場所：文化センター和室 時間：10:30～

〒368-0201
小鹿野町両神薄2713-1
両神ふるさと総合会館2F
TEL：0494-79-0150
FAX：0494-72-3206

本館

〒368-0105
小鹿野町小鹿野167-1
小鹿野文化センター2F
TEL：0494-75-0063
FAX：0494-75-0032

分室

http://www.town.ogano.lg.jp/ogano-library/HP

tyosyokan@town.ogano.lg.jpE-mail

ポスター 教室

8/31まで毎日開館

調べる学習

講座

移動図書館

場所：健診会場児童館 時間：13:30～ ※健診対象者のみ

場所：両神ふるさと総合会館 ２階 視聴覚室

おはなし会

プ チ

絵本を通して、優しく語りかけ共に過ごす時間をお手伝いします。
絵本プレゼント＆読み聞かせについての話があります。

ブックスタート &
ブックスチャレンジ

幼児・小学生･親子でどうぞ！

（３歳ぐらいまで）

（幼児・小学生）

発行・編集 小鹿野町立図書館

６ヵ月児&
１歳児

図書館からの

お知らせ

information 

水曜・木曜日は19時まで

本館 開館時間延長

お仕事帰りに、夕涼みに、勉強に！
ご家族でお立ち寄りください。

本館 視聴覚室開放

7/21～8/31 毎日開放
月 10：00～17：00
水・木 10：00～19：00
火・金～日 10：00～18：00

学習室・読書室としてご利用ください。

分室 休館日変更
7/21～8/31
毎日開館しています！

学習や読書などにご利用ください。

ポスター 教室

ランプシェー

ド教室

（午前･午後）

読書感想文

講座

映 画 会

８月は、おやすみです。

ランプシェー

ド教室

（午前･午後）

2018 SUMMER TIME

９月 ８日(土)

次回は

です。

８月は、おやすみです。
次回は

です。９月29日(土)

図書館BEGINNER
ワンポイント情報

雑誌･新聞編

総 合

月刊ＰＨＰ
週刊ダイヤモンド
ダヴィンチ
デイズ ジャパン

趣 味

やさい畑
岳人
月刊おりがみ
散歩の達人
歴史街道
ＭＯＥ

生活・健康

からだにいいこと
オレンジページ

スポーツ・科学

ナンバー
ニュートン

新 聞

日本経済新聞
スポーツニッポン

夏休み映画会８月 22日(水)14時～

「おまえうまそうだな Voｌ.２」 ほかを予定

月刊ニュースがわかる

ポップティーン

子ども・ティーン向け

今年の夏は、と～ても暑いですね。どこに居ても、どこに行っても、暑さから逃れられません。
そんなときは、図書館へ足を運んでみませんか? 図書館では、各種雑誌の貸出も行ってい
ます。雑誌・新聞を見ながらゆっくり涼んでください。７月には、雑誌の棚のスペースを広げ
種類を増やしました。(雑誌はアンケートの結果を参考に選定)本をじっくり読むのもいいけど、気
軽に読める雑誌や新聞は、こんなときにこそオススメです。時間制限もないし、お金もかかり
ませんよ～。なお、紙面の都合で、追加雑誌のみ掲載しました。購入雑誌全一覧は、ホー
ムページまたは図書館だより2018年1月号をご覧ください。


