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金瀬ゼミ

ゆ た や ま も は ね だ

現代写真研究所
2022年度 6月開講 第４９期 ■入学案内
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オンライン・オフライン体制で授業を強化
　

　働きながら学ぶ写真学校・現代写真研究所は、創立以来、研究生が主役である運営を

行ってきました。いつの時も研究生の学ぶことへの達成のために柔軟に対応してきました。

　現在コロナウイルスの猛威の中、対面授業と共にオンライン授業の充実化を進めていま

す。当校の特徴である「撮る」「選ぶ」「見せる」の基本姿勢と共に、重点を置いている作品合

評がコロナ禍でも充実できるようにオンライン、オフラインともに確立強化しています。

　写真を学びたい思いは、年齢や経歴に関係なく決意した時が出発の日です。その思いに現

代写真研究所はいつでも応えられる態勢を整えて待っています。　

写真・文　運営委員長　尾辻弥寿雄
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■オンラインで学ぶ

Photospace　

オンライン特別講座　

オンラインワークショップ写真講座　

GENKEN　Gallery

■クラス紹介

写真総合科

写真基礎ワークショップ・デジタル専科

足立君江ゼミ・山本やす子ゼミ

尾辻弥寿雄ゼミ・金井紀光ゼミ

金瀬胖ゼミ・飯塚明夫ゼミ

入江進ゼミ・土曜ゼミ

フォトジャーナリズム専科・日曜撮影専科

モノクロ暗室専科

Monochrome Film Workshop(MFW)

英伸三連続講座

授業料一覧・申込書

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

〈表紙の写真〉
マンションの上を低空で飛ぶ旅客機。
羽田空港近くではない、埼玉県浦和
駅前の光景である。東京の空を管制
支配するのは米空軍横田基地。彼ら
が拒絶するため羽田発着便は危険な
住宅密集地のルートを飛行する。

（2020・2月　副所長　中村梧郎）
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写真もあなたの言葉です

　現代写真研究所（以下、現研）は、1974年創立以来「写真もあなたの言葉です」という

キャッチフレーズを柱に、多くの学生が写真を学び、個展や写真集などで作品を発表して、

写真作品による社会的発言を展開しています。写真の技術と理論を学ぶことで、一人一人が

抱いている表現に対する意欲と、物事への関心度を高めて、それを実際の撮影行動につな

げていく。自分の好きなもの、気になるものを見つけ、その撮影に集中していくと、表現に変

化が生まれ、何を伝えたいかという、写真の中心課題が次第に明確になってきます。つまり、

カメラを駆使して果敢にテーマに取り組むことで、被写体との関わりが強くなり、感性が鍛え

られていくのです。現研の講師は、その手助けとなる授業をいたします。

　カメラの機能は格段に進歩し、プリンターの性能もレベルアップして、多彩な表現が可能

となりました。現研で学ぶことにより、言葉で話すように、また、言葉では語れない、写真独自

の映像言語を確立して、さらに進んだ映像世界を開いていただきたいと思います。

写真・文　所長　英伸三

写真集《上海天空下》より 「街角の歩く人形売り」虹口区甜愛支路　2002年

写真集《桜狩り昭和篇》より
「瀬戸内海の無人島の桜」
 愛媛県波方町沖の能島 1973年
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羽田の大看板

船橋2018

　撮った写真を見せ、挑戦する場である写真雑誌が激減し、すぐれた批評家の渾身の批評な

ど、写真家を育てる環境は、よほど注意して探し出さなければならなくなった。それはなにかに

囚われることなく自由になったのだともいえるが、この自由は放置でもあるから「自由からの逃

走」（フロイト/フロム）も起きる。まずは自ら自由な写真の眼をもつことほど大切なものはない。

　1960年前後は世界の激動の時代だった。写真においてもE・スタイケンによる世界規模の

写真展「ファミリーオブマン」を経て、ウイリアムクライン、ロバートフランクが登場し、日本では東

松照明や奈良原一高などが伝統的な写真概念を破る写真を次々と発表し、JRPが結成されや

がて現研の創設に至る。この時代を「現代写真の眼」が築かれた時代と言ってよい。

　そして今、気候異変の地球にコロナが到来し、紛争、独裁、戦争が深刻化し、あの60年代を

こえる激動、異変、行先不明の時代がきている。そこで写真に何ができるかと性急に自問する。

しかし問うべきは「何を見るか」であり、他ならない自分が撮っているその写真はいったい何を

表しているか、だと思う。60年前、ウイリアムクラインは羽田で日本経済の狂騒を見た。音楽

家・武満徹は「史家は歴史を帯状に認識するが、（私にとって）歴史は時空の一点に凝固する」

と述べた。創造への決意が込められている。この言葉は現代写真の眼を築いて来た人びとの

写真にも当てはまるし、私もそれをいま現研と写真生活の礎と考えている。いまこそ時を見つめ

て写真を撮り、素晴らしい写真生活、写真作品を作りあげていただきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真･文　教務主任　金瀬胖

現代写真の眼
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現研では、新型コロナの感染拡大等で、教室での授業が難しく、直接写真と触れ合うことが出来なくなった時でも、写
真から遠ざかることがないように、「ウェブマガジン」の発行や、「オンラインワークショップ写真講座」などを立ち上げ
ました。「現研ギャラリー」も新たな取り組みを始めています。オンラインでの活動は現研と、生徒さんを繋ぐ大事なもの
と考えます。どうぞあなたもお気軽にご参加ください。

■ Photo Space
ウェブマガジン「Photo Space」は、記録・創造・交流のための「写真の広場」です。コロナのために、私たちの

生活と写真活動は大きな制約をうけてきました。お互いの写真を見る機会も、話し合う機会も減り、まったく外出

ができない人もいます。現研の人が撮っている写真を見る、見せるためにもう一つの場所を作りました。この広場

で、写真の素晴らしさを確認し、クラス間の交流をしたいと思います。               創刊の辞より　教務主任　金瀬胖

■ GENKEN Gallery
現研生、JRP会員等の発表の場として、20

～ 30点位を展示する現研５・６階壁面のギャ

ラリーです。展示することにより、作者の更な

る総合的な写真力（撮影、プリント表現、構

成等）の向上を図ります。展示写真家による

フロアーレクチャー、担当講師との対談の様

子をYouTubeで配信し、作品を自らの言葉で

語り、作品制作のプロセスや想いを多くの人

に見てもらうことで、本格的な個展に向けて

の一歩とします。

■ オンライン特別講座
現研講師やJRPの写真家が、作品を見せながら自分

の創 作について語ります。その様 子をライブ 配 信し、

作品を撮るようになったきっかけ、テーマについての

解説、撮影エピソードなど。そして技術的なことも含め

て、興味深い話が作者自身から聞くことができます。必

ずや皆さんの創作活動の参考になると思います。

対面の授業が難しい時でも、写真を自宅で学

ぶことが出来ます。教室の授業と同じように、

テーマの発見方法、写真の撮り方・見せ方を

学んだり、作品を見せあって合評をしたり、講

師の技術的な指導も受けられます。パソコン

があれば 全 国どこからでも受 講できます。パ

ソコン技術に自信のない方でも講師がていね

いに対応しますので、安心してご参加くださ

い。現在、日本各地からJRPのベテランの方

も学んでいます。初 級クラスと経 験に応じた

中級クラスがあります。

オンラインで学ぶ

深く知る。広がる世界！

5 号掲載　飯塚明夫「隅田川クロニクル」

写真・鬼塚紀子

写真・赤塚ほしよ　「東京ランブル」展示より

担当講師との対談（Youtube）より

第２・４土曜日 15：30-18：00
（全10回・5 ヶ月）

■担当講師

宮本壽男＋宮本遼＋金井紀光

■2021年度の特別講座

中村梧郎 講演
「加害国アメリカでなぜ枯れ葉剤写真展を開催できた
のか」

「環境百禍」を語る」

英伸三 講演
「変貌した日本の《農業》と《農村》」
「一所懸命の時代ー人々は輝いていたー」
「一所懸命の時代ー戦争の影と高度経済成長の付け」

■ オンラインワークショップ写真講座
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■ デジタル専科

■授業内容
●パノラマ撮影や多分割撮影による多画素作品の作成と大
判プリント。●印刷用紙の違いによる階調性と風合い。●デ
ジタルカメラデータのバックアップ。●カレンダー、年賀状の
制作。● Photoshop によるダイレクトメールやポスター制作
●しまうまブック、asukaBook などの写真集製作●スライド
ショーの制作とビデオレコーダー再生用 DVD 制作●フィルム
スキャンニング● LightRoom による写真展などの展示構成シ
ミュレーション●ホームページ制作

■ 写真基礎ワークショップ
スマホ、SNSの普及で写真がとても身近なものになりました。

自分も写真をやってみたい、映える写真を撮影したいとお考え

の皆様にそのためのファーストステップとなるワークショップ

を用意しました。まずは写真の基本となるカメラの操作方法、

撮影方法を講義と実習で学びませんか？写真が全く初めての

方、スマホ撮影しか経験がない方、カメラはやっているけどど

う撮ったらいいかわからないと悩んでいる方、そんな方々向け

のワークショップです。このワークショップを終えたらあなたも

フォトグラファー、一歩進んだ写真ライフが始まります。

写真・矢野ふじね「まちの樹
じゅ

」より

写真・稲垣直子「トロピカルアイ」より

■カリキュラム

写真基礎技術
撮影実習
プリント実習
デジタル画像処理

■講座　

写真の力／テーマをもつ／
フォトジャーナリズム／風景写真論／
写真史／単写真と組写真／
体験的写真論

作品合評・学外のギャラリーで修了展開催

■第２・4土曜日10:00-12:30（1年間）
■担当講師
尾辻弥寿雄＋宮本遼

■第4木曜日6月〜 9月　全8回

■月1回　1年間・全12回

■第4木曜日10月〜 5月　全8回

■第１・３土曜日13:00－15：30　全4回　
■担当講師

宮本壽男＋宮本遼

写真・原田敏朗（デジタル研究科）

写真・宮本遼

〈写真に関する全ての基礎にアプローチします。〉■ 写真総合科
写真は、自分を表現し、感動を定着させ、時
代を記録する、大いなる手段です。この豊か
な手段を、“いいね”や自己満足に閉じ込めて
しまうのは惜しいものです。

「写真総合科」は、何よりも写真の楽しみ方を学びま

す。基礎技術はもとより写真が積み重ねてきた歴史、

時代に裏打ちされた作品の読み解きなど、感性を豊

かにし創作するうえで欠かせない知識や眼力、さら

にテーマ性などを多様で多角的に学びます。

「写真総合科」は、あなたを未知なる世界、別次元の

世界への扉を開ける手助けをします。二学期の半ば

過ぎには、扉が音を立てて開き始めたことを実感し、

一年後の修了展では、未知なる世界が現実となった

ことを知るでしょう。

創設以来のキャッチフレーズ「写真もあなたの言葉

です」は、写真で自分を語ることを促しています。純粋

に楽しみたい人、ドキュメントに心を燃やす人、ネイ

チャーに魅力を感じる人。自分の心の内を表 現した

い人。求めるものは多様で多彩です。

あなた自身の言葉を探し実現するためのクラスです。

ぜひ、新しい写真の扉を押してください。

授業は、オンラインとオフラインで行います。講座な

どは会議ソフトを使ったオンラインで、撮影やプリン

トなど実 習授 業はオフラインで行います。教 室での

授 業は少 人 数で行いコロナウイルス感 染 対 策には

万全を期しています。PCやネット環境の準備をお願

いするとともに、初心者には個別指導もします。対面

で行う写真合評はいつも可能性の発見です。

■授業内容　

１  カメラの基本　絞りとシャッタースピード / 撮影実習　

２  カメラの基本　ISO 感度と露出補正 / 撮影実習

３．撮影の基本　構図、画角　撮影実習　

４．受講生の写真の講評～まとめ

■授業内容

●デジタルカメラのメリットとデメリット。●デジタルカメ
ラの撮影設定●RAW現像ソフト「LightRoom」で撮影さ
れた画像のハードディスクへの保存●ヒストグラムの見方
と使い方。●露光量、コントラスト、明瞭度スライダーなど
の基本補正。●倍率色収差の補正。●カラーマネージメン
トに対応したプリント設定●A3ノビ展示プリント制作

□デジタルカメラ基礎講座
パソコンの起動や終了、ファイルのコピーなど初歩
的なパソコン操作ができる方を対象に、デジタルカ
メラの基本操作とRAW現像、プリントを履修してい
ただきます。（コロナの感染状況などにより教室使
用が困難な場合はオンライン授業を行います。）

■授業内容
●段階フィルターと補正ブラシ●カラー写真からモノクロ変換
●周辺光量補正●ライブラリー管理によるフォルダーの検索や
キーワードによるフィルタリング。● RAW とJPG の比較と有用
性。●モニターキャリブレーション

□ LightRoom 専科
デジタルカメラ基礎講座終了の方を対象にした RAW
現像と写真管理の習熟を目的とした講座です。

□デジタル研究科
　LightRoom 専科修了生を対象に月 1 回の 1 年間の
授業です。一眼レフデジタルカメラの応用を中心に、
RAW 現像ソフトによるクオリティーの高いプリント
制作及び、デジタルデータを活用した作品制作を学
びます。

New!

クラス紹介
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ちいさな気づきから
組写真を作る

「撮る、選ぶ、まとめる」事を基本に
すべてをカバーする教 室です。月1
回の撮影と合評を交互に繰り返して
いきます。今、なぜ写真を撮るのか、
小さなキッカケがテーマとなり記録
となり自分自身の宝となっていきま
す。自身では気づかなかった写真か
ら様々な切り口で長続きできるテー
マを探っていきます。特に撮 影した
写 真から組み写 真の作り方を学び
必要に応じてBookにしていきます。
写真の楽しさは撮影した写真から、
何に気づき何が足りないか 合 評の
中で学んでいくことです。コロナ禍で
自分がどうしたら良いか考えて迷っ
ている方は、一歩前に進んでみませ
んか。

「撮る・選ぶ・発表する」を一貫して追求するゼミ
尾辻ゼミは、自己満足で垂れ流し状態のネットの世界でなく一人
の写真家へと進む一里塚です。その指標は「撮る・選ぶ・発表す
る」を一貫して追求する授業です。現在のゼミ生は、写真集や個
展の経験者など多士済々な老若男女が研鑽しています。ここに加
わり切磋琢磨すると、一人では発見できなかった新しい世界を見
ることがでしょう。
現状を打破したいと考えている方、写真家として表現と創作に燃
えている方、ぜひ尾辻ゼミを訪ねてください。大歓迎します。期待
に応える1年間が待っています。

■ 金井紀光ゼミ
たった 1 枚の写真から
写真は時を引き戻し、今を確認さ
せてくれる大切な記録です。
写真に良い悪いは有りません。1
枚の写真が自分にとってどんな存
在で大 切なもなのか 一 人ではな
かなか気づけません。写真に込め
られた思いや、これから撮りたいこ
と、技術的な事など話しながら、
切り捨てられない沢山の写真の整
理も覚えましょう。撮 影 実 習の中
で撮り続けたいテーマが見つかる
事もあります。写 真を並べて話し
合うことは、気づきや感性・知識の
幅を広 げてくれます。Book作り
は気持を思い返しながら、どの写
真を選べば良いかの参考になりま
す。すぐ手に取って見ることの出来
るBook作りも経験しましょう。

現 代 写 真 研 究 所は学 校です。当たり前の
ようですが、生徒さん同様、講師にとっても
学ぶ場なのです。普段のクラスでの授業も
当然そうです。新春撮影会や全校写真を見
る会、校内コンテストなど、クラスを越えて
現研全体の生徒、講師が入り混じっての熱
い場があります。写 真で何をしたいのか、
確かなものは無くても切なる思いはあるは
ずです。身につけた表現技術で目の前の世
界や、自分の思いを人に伝えることができ
るのは、とても有意義なことです。そんなこ
とを一緒に探求できればと思います。

写真・生田一美「静かな時」より

写真・後藤康仁「祭り大好き」佐渡シリーズより

写真・山本やす子

写真・足立君江

ゼミ生が近年発行した写真集
高橋美保「タール砂漠の人と街」
志摩悦子「上州 絹の風ー刻を経て」
新沢久美子「東京トワイライト」

■ 足立君江ゼミ

■ 山本やす子ゼミ

■ 尾辻弥寿雄ゼミNew!

New!

■第1・3火曜日14:00-17:00（1年間）

■第2・4日曜日14:00-16:30 （1年間）

■第2・4木曜日13:30-16:00（1年間）

■第2・4火曜日14:00-17:00（1年間）

クラス紹介
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■ 金瀬胖ゼミ
写真があらゆる所にあり、全てはもう撮られているように見
えるから、何を撮り、写真をどう使うかはなかなか難しい。挑
戦する場である写真雑誌が激減し、すぐれた批評家の渾身
の批評などの写真家を育てる環境は、よほど注意して探し
出さなければならなくなった。
　そこへコロナが来て、人類史的な転換期に私たちはある
ことを知らされる。ここをどう生きるか、何を見るか。多くの
デジタル写真は絵や小説のように「思い通り」に、強く、美
しく、ナイーブに描くことに向かっているように見える。わた
しはここで立ち止まる。写真は相手を写すものだ。相手には

「思い通り」以上のなにかが必ずある。この時そのものを差
別なく見事に写し出すのが写真の最大の魅力なのだ。写真
はいつも「思い通り」にしようとする自分との格闘だ。思い通
りに撮れた写真が私のカットの中にある。まったくつまらなく
て独善的で赤面する。時に絶望しながら、これが写真、とい
うカットを見つける作業をする。それはもう一度写真を撮る
ということに他ならない。写真にチェックを入れて初めて写
真が撮れたと思う。様々な人の意見を聞きながら発表への
ステップを踏む。

ゼミ展をとおしてテーマを
掘り下げる
毎年春に「共生」「平和への願い」「多
摩川風土記」などテーマ設定した写真
展を開催しています。そのテーマを映像
化する作業の中で、取材への取り組み
方や文章表現等、多くの事を学んでき
ました。その経 験を生かして一 人 一 人
が個 性を磨き表 現力をつけています。
また、撮影ごとに小冊子にまとめること
は、構成要素の学習に役立っています。
撮影そのものは個別の行為ですが、そ
れぞれの経験を共有しながら作品作り
をすすめています。

※コロナ禍においては第1、第3火曜日午後
2時からオンライン合評を行っています。

写真・古屋行男　写真集「中国・雲南面影」より

写真・入江進「志賀高原」

写真・夏目安男　写真集「ユメノシマ」より■授業内容　
１ 写真を選ぶ、組む。写真とは何かを考える。
２ そして自分のもっとも大切なテーマを見つける。
３ 写真の挑戦、プレゼンテーション、本、写真展へ。

■ 入江進ゼミ

授業ではゼミ生の皆さんの主体性を尊
重しながら、写真創作に取り組みます。
写真は存在する「モノ」しか写し撮るこ
とは出来ませんが、その捉え方や表現
の仕方は写真家一人ひとりみな違いま
す。ゼミ生の持っている「意識と感性」
の特徴を見つけ出し、共に考えながら
写真作品に仕上げてゆくのが私の役割

と考えています。

写真・高橋侑也「法剣」

■ 飯塚明夫ゼミ
ゼミは一人ひとりが
自分なりの写真表現を
追求する場

「写真の心」を磨く
写真表現で大切なことは何でしょうか。
撮影技術や知識、プリントのテクニック
も重要ですね。しかし一番大切なことは

「写 真で 伝えたいオモイ＝写 真 の 心 」
の強さではないでしょうか。技術や知識
は 教わることが出来ますが、「写 真の
心」は自分で見つけ、育てるしかありま
せん。講師はその見つけ方や育て方を
アドバイスします。土曜ゼミでは毎年５
月頃に修了写 真 展を開 催しています。
ゼミ生が一つの写真展に向かって切磋
琢磨することで、おのずと一人ひとりの

「写真の心」も強くなります。

■ 土曜ゼミ

入江進／ JRP/JPS 会員。著書「デジタル一眼レフ
ではじめる新風景撮影術」（学習研究社）。デジタル
カメラ各誌で執筆。

写真・篠田明美「穏やかな日々」より

■第1・3金曜日17:00－19:30 （1年間）

■第2・4木曜日17:00－19:30 （1年間）

■第1火曜日14:00－17:00 （1年間）
https://kamuro2.wixsite.com/iriezemi

■第１・３土曜日14:00－16：30 （1年間）　
■担当講師

飯塚明夫＋五味明憲

クラス紹介
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フィルムで撮影し、印画紙にプリントする
現在はデジタル写真が当たり前ですが、一見時代遅れに見
える銀塩の手法は、逆に「写真とは何か」という写真の原
点を見つめることができます。フィルムカメラはデジカメと
違って、個性豊かなデザインなのも魅力。フォーマットは、
ハーフ、35ミリ、ブローニー、4×5まで幅広く扱います。
お気に入りのカメラにフィルムを装填し、じっくりと撮影。暗
室作業を通して1枚１枚プリントと向き合い、丁寧に作品を
完成させます。こうした一連のプロセスを通して写真を学び
ます。

撮影実習＝撮影会とその写真による写真の編集を繰り

返し行います。撮影地は東京および近県です。ときに

撮影旅行に出ることもあります。

どう撮るかだけでなく、撮った写真から学ぶことを大

切にしています。写真の量が写真の質を決める、とい

う言葉がありますが、このクラスで写真を撮ることで、

また他の人が撮った沢山の写真を見ることで、写真の

視点が自然と磨かれていきます。

■ 日曜撮影専科

英伸三＋金瀬胖　

撮った写真を 8 ～ 16 ページに編集する作業は、写真

の順番や展開、見開きや対向という写真独特の表現方

法を学びながらグラビアページや写真集など、公の場

で公開する作品にしていくためのレッスンです。これ

はおそおらく現研にしかない、かなり高度な授業内容

ですが、写真経験やレベルに関係なく参加できます。

実際に雑誌や写真展でその成果を生んでいます。

■   Monochrome Film Workshop
　 （MFW）

暗 室 作 業は初めてと
いう方にも、個展の作
品を上 手く仕 上げた
いという方にも、一対
一で丁 寧な対 応をす
る教室です。写ったか
どうかその 場で 確 認
できるデジタルカメラ

に比べ、フィルムに写し止めようという意志と技術、その努
力が試される銀塩カメラの醍醐味は、そのすべての工程に
自らが関わることで得られます。現像し終えたばかりのネガ
を透かし見る時の満足感。暗室のセーフライトの下、現像
液に浸した印画紙に揺らめく画像が現れる瞬間のワクワク
感は、一度味わったら止められません。手間をかけることが
楽しくなります。

■ モノクロ暗室専科
コロナ、マスク、失業、労働、保育、高齢、憲法、公害、
どれもが困った事態の真っただ中にあります。見方を
変えれば、“今こそ撮れる”トレンドのテーマです。こ
れへのチャレンジはちっとも難しくありません。自分が

写真・中村梧郎

写真・中澤ふみ子 写真・とみたやすよ

写真・鈴木知之「Cross」

写真・中村梧郎

■ フォトジャーナリズム専科
生きている時代と社会を部分であれ記録できるなん
て何と素敵なことでしょう。フォトジャーナリズム専科は

「ちょっとやってみようか」という方大歓迎です。お待
ちしています。

■第３水曜日18:30－21：00 （1年間）　
■担当講師　中村梧郎

■第1・３火曜日15:00－18：00 （1年間）　
■担当講師　五味明憲

■第1・3日曜日13:00－17：00 
　（1年間）　
■担当講師

■担当講師

亀井正樹＋鈴木知之

■前期（6 〜 11月）
　撮影実習・フィルム現像実習・暗室実習
■後期（12 〜 5月）：
　合評・暗室実習・修了展制作
■第１・３土曜日　月2回（６ヶ月）　
　（講義：14:00 〜 17:00、
　　暗室実習：①14:00 〜 17:00、②17:30 〜 20:30）

クラス紹介
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授業料一覧

写真・英伸三「雨の交差点」四谷三丁目

英 伸三 連続講座（9月開講）

英 伸三の《ドキュメンタリ－写真舞台》
撮る！見せる！の 2 部構成

毎月第２火曜日 18:00 〜 20:30・水曜日 14:00-17:00 の全21回の講座

　何を撮るか。何故撮るか。これは写真を撮るう

えで不可欠の問題です。ちょっとしゃれた標題を

つけた講座ですが、内容は、私の50余年にわたる

写真活動の経験から学んだ写真のテーマの発想

と、その実践、写真をまとめるにあたっての効果的

な見せ方、組み写真、写真展、写真集の編集・構

成の仕方などを紹介します。受講生の写真につい

てのアドバイスは2日目（水曜日）の前半に行いま

す。撮った写真をたくさん持って来て下さい。2日

目（水曜日）の後半は国内外の歴史に残る写真集

を1，2冊教材にして、写真家が何を撮り、写真が

何を伝えているかを読み解きます。写真から発す

るメッセージを受けとめることによって、新たな写

真世界が見えてくるはずです。

 第 1 部

撮る！
写真の言葉を探す
被写体とテーマの関係。その時代の社会情況による構
造的変化をどのような視点で捉えるか。都市・農村・
風景・祭り行事。海外取材などについて考えます。

幕間特別講座：名作映画鑑賞　
 第 2 部

見せる！
写真に新たないのちを吹き込む
写真の強さ、弱さ。何がどのように写っているかを見
極める写真の ” 審美眼 “ を鍛える方法。単写真・組み
写真の見方、考え方と編集、構成の実践など。

クラス 授業料 入学金（ 新規） 選考料 合計（税込） 時間帯 担当講師

写真総合科（ 22 回） ¥143,000 ¥11,000 ¥154,000 第 2・4 土曜日　
10:00 ～ 12:30

尾辻弥寿雄
宮本遼

写真基礎ワークショップ（ 4 回） ¥22,000 ¥5,500 ¥27,500 第 1・3 土曜日　
13:30 ～ 15:30　

宮本壽男
宮本遼

デジタル基礎講座（ 8 回） ¥61,600 ¥61,600 木曜日 15:00 ～ 17:30
　　or18:30 ～ 21:00 入江進

Lightroom 専科（ 8 回） ¥61,600 ¥61,600 木曜日 15:00 ～ 17:30
　　or18:30 ～ 21:00 入江進

デジタル研究科（ 全 12 回） ¥88,000 ¥88,000 修了クラスに準じます 入江進

足立君江ゼミ・山本やす子ゼミ
（ 22 回） ¥143,000 ¥11,000 ¥5,500 ¥159,500 

足立　第 1・3 火曜日　
       14:00 ～ 16:30　　
山本　第 2・4 火曜日　
       14:00 ～ 16:30

金瀬胖ゼミ・尾辻弥寿雄ゼミ
（ 22 回） ¥143,000 ¥11,000 ¥5,500 ¥159,500 

金瀬　第 1・3 金曜日　
       17:00 ～ 20:00　　
尾辻　第 2・4 木曜日　
       13:30 ～ 16:00

金井紀光ゼミ・飯塚明夫ゼミ
（ 22 回） ¥143,000 ¥11,000 ¥5,500 ¥159,500 

金井　第 2・4 日曜日　
       14:00 ～ 16:30　　
飯塚　第 2・4 木曜日　
       17:00 ～ 19:30

土曜ゼミ（ 22 回） ¥143,000 ¥11,000 ¥5,500 ¥159,500 土曜　第 1・3 土曜日　
       14:00 ～ 16:30　

飯塚明夫
五味明憲

入江ゼミ（ 12 回） ¥88,000 ¥11,000 ¥99,000 入江　第 1 火曜日　
       14:00 ～ 17:30　　　

フォトジャーナリズム専科（ 12 回） ¥88,000 ¥11,000 ¥99,000 第 3 水 18:30 ～ 21:00 中村梧郎

日曜撮影専科（ 12 回） ¥88,000 ¥11,000 ¥99,000 第 1・3 日曜日　
14:00 ～ 17:00

英伸三
金瀬胖

モノクロ暗室専科（ 12 回） ¥66,000 ¥5,500 ¥71,500 第 1・3 火曜日　
15:00 ～ 18:00　　 五味明憲　

モノクロフィルムワークショップ
（ 12 回） ¥66,000 ¥5,500 ¥71,500 第１・３ 土曜日　

14:00 ～ 17:00
鈴木知之
亀井正樹

英伸三連続講座
（ 1 部・2 部　各 10 回） ¥49,500 ¥49,500 第 ２ 火 18:00 ～ 20:30　

第 2 水 14:00 ～ 17:00 英伸三

オンラインワークショップ写真講座
（ 全 6 回） ¥33,000 ¥33,000 第 2・4 土曜日　　

15:30 ～ 17:30
宮本壽男
宮本遼

■各クラスの合宿・修了展にかかる費用は上記授業料に
含みません

■モノクロ暗室専科・ワークショップの材料代は別途実
費がかかります。

■申し込み方法
　入学金と入学申込書を提出してください。ホームページ
の申し込みフォームからも受けたまわります。

　受領証を送付しますので、授業料を下記いずれかの口
座に 5 月末日までに納入してください。

　各ゼミの受講希望の方は、申込書と作品（A4~ 四つ切
プリント）を 10 枚 ~30 枚提出してください。

　授業料の分割をご希望の方は事務局までお問合せ下さい。
　納入いただいた授業料は原則返金をいたしません。
■振込口座銀行
三菱UFJ銀行	普通	4660049	株式会社現代写真研究所
みずほ銀行	 普通	1168372	株式会社現代写真研究所
ゆうちょ銀行	 0 一九店	当座	0546814	
　　　　　　　　　　　　　　　　現代写真研究所事務局
郵便振替口座	 00110-7-546814	
　　　　　　　　　　　　　　現代写真研究所事務局

入学申込書（2022年度）希望のクラスをご記入ください　　

氏名　

フリガナ

生年月日　　　　　　　　　　　　　年 　　　　　月　　　　　日 

住所

TEL

メールアドレス

学費は（ 　 　　　　　 　　円）を　　 月　 　日に振り込み（ 済・予定）です。

2022 年　　月　　　日 

FAX

希 望 ク ラ ス

〒



講師一覧

所長 英伸三
副所長 中村梧郎
教務主任 金瀬胖
運営委員長 尾辻弥寿雄
事務局長 山本知代子

〒160-0004　東京都新宿区四谷3-12沢登ビル5・６Ｆ

03-3359-7611（TEL）　03-3355-1462（FAX)

jimukyoku@genken.ac

http://www.genken.ac

twitter GENKEN_PHOTO instagram Youtube 随時配信中　　

講師

足立君江
飯塚明夫
石川三男
入江進
金井紀光
亀井正樹
黒田勝雄
小池汪
五味明憲
鈴木純平
鈴木知之
多々良栄里
田沼洋一
中西篤行
宮本壽男
宮本遼

山本やす子

特別講師

小山貴和夫
桑原史成
鈴木一誌
関次男
滝川淳
バク齋藤
本橋成一
森住卓

現代写真研究所

授業見学随時受付中

twitter

現代写真研究所HP

 instagram 

Youtube

写真・青柳和男「スクランブルの渦の中」より


