
現役女性プロカメラマン監修だからわかりやすい！

プラクティカルフォト
認定講座
Pr a c t i c a l Photo

短期間で

使えるスキルが身につく

03 -4405 -2132
事務局へお気軽にお問合せください

E-mail : info@jeara.jp

一般社団法人日本アート教育振興会【認定・監修】
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雰囲気のあるアート写真が撮れない… 写真教室を開きたい！

本の説明はわからない…
もっと分かりやすく、楽しく学びたい！

子供の表情を上手に撮りたい！
動きの速いスポーツのベストな
一瞬が撮れない！

撮影スキルを
仕事や副業にいかしたい！ ぼかしを上手にいかせない…!
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「DoLa（ドゥーラ）メソッド」が、短期でスキルアップさせる！

では、どうしたら学んだ事を定着させられるのでしょうか？

それは、「学ぶ工程を変える」ことです。

どこの教室でも通常は、「①先生から学ぶ⇒②学んだ事を実際に撮ってみる」という学習工程が多いと思います。

ですが、プラクティカルフォト認定講座では、「先生から学ぶまえに、まずは実際に撮ってみます。」

この工程をいれることで、まず最初に「自分ができていないところ」や「自分の問題意識」を認識することができ、

その後でその問題意識に対する解決法として講師の指導をうけられるので、「問題意識＋解決法＝スキルの定着率が高い」となります。

この習得メソッドが、わたしたち独自の習得メソッド「DoLA（ドゥーラ）メソッド」と呼ばれるものです。

プラクティカルフォト認定講座は、このDoLAメソッドを基本姿勢として学んで行くので、あなたのスキル定着率も格段にあがります。

定着率があがることで、あなたは「より短期間でスキルを身につけられる」というわけです。

独自の習得メソッド「DoLA」が「短期でスキルアップ」させる！

それは理屈としては理解していても、実際には、深く記憶や身体に「定着していない」からです。

人間は覚えたことを、１時間後には56%忘れ、１日後には74%忘れ、１週間後にはなんと8割忘れる…と言われています。

ですから、いかに覚えたことを定着させるかがカギとなります。

なぜ…あんなに勉強したスキルが、

いざ撮影しようと思ったときに

活かせないのか…？

Do

まずはいつものように撮ってみる

または撮ると想定したワークを行う

習う前に、まずは「いつもの様に撮ってみる」

事で、自分自身で問題点に気づきます。

Learn

先生からテクニックを学ぶ

自分で課題がはっきりした状態で講

師からテクニックを教えてもらいます。

Action

学んだことを踏まえて、
再度撮ってみる

自分が感じた疑問の解決方法が明確になったうえで

撮影をする事で、スキルが深く記憶と身体に残る。
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現役の

女性プロカメラマン監修。

実践で使える

プロのテクニックが満載！

01POINT

今お持ちのカメラで

参加ＯＫ。一生使える

撮影スキルを

体で覚えていきます！

03POINT

POINT04
ファッション雑誌の

様な、オシャレな

テキスト♪

POINT05
認定を取得して

スキルアップを

実感できる。

学んだフォトスキルを活かす場が沢山あります！

POINT02
●「 JEARA公式フォト展」に出展できる！

●インストラクター資格がとれる!
認定インストラクターとして、プラクティカルフォト認定講座を教える事ができます。

カリキュラム、教材など開校に必要なものが揃っている為、スタート時から安心です。

つの特長プラクティカルフォト 認定講座
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る

準 1級以上の資格を取得した方

「JEARA 公式フォト展」

1級資格取得者限定プログラム

フォトグラファーズラボ
全会員が参加できるイベント！

Practical Photo交流会
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プラクティカルフォト認定講座で



プラクティカルフォト認定講座の流れ

さ
ら
な
る
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
と
、感
性
を
育
て
る
！

知識だけでなく、確実にスキルアップするカリキュラム。

2級～1級までの主な内容

プラクティカルフォト認定講座（２ｈ×６回）２級

プラクティカルフォト認定講座（２ｈ×６回）準１級

プラクティカルフォト認定講座（２ｈ×12回）１級

ベーシックインストラクター 認定講座ンストラクターイ
ベーシック

上級インストラクター 認定講座イン
上級

ター
ストラク

あなたも講師に！

GOAL
インストラクターとして

教室開校

GOAL
展覧会・受注・写真販売など

フォトグラファーとして活躍

認定講座が

終了しても

スキルセンスを

磨き続けられる！

１級資格取得者のための研究の場

フォトグラファーズラボ

インストラクターズラボ
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一眼レフ / ミラーレス / コンパクトデジカメ

主
な
内
容

プラクティカルフォト認定講座（２ｈ×６回）２級

機能だけを身に付けても、良い写真は撮れないことをご存知ですか？

実はプロから見ると、上級の方でも"９割"の方が

この２級にある、"良い写真の撮り方"ができていません。

初心者にも上級者にも必須の、

「ぶれない土台」を体に染み込ませましょう。

プロが教える「一気に差がつく」使えるテクニックを伝授します！
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・写真を楽しもう！

・光を知って撮る！

・失敗しない写真の撮り方とは？

・アート風の雰囲気ある写真にするには？

・疾走感と迫力を出す方法

・印象強い写真になる撮り方

・安定感と大胆さを出す秘訣

・飾れるパネル写真制作

・色の持つ効果を知り使いこなすプロの技

・シチュエーションを考えて

アーティスティックな写真を撮ろう！

・ボケ・望遠を使う

・奥深いモノクロの世界を学ぼう！

・プロが現場で使う、人を綺麗に撮るポージングとは？

・プロが使う実践的なテクニック多数 - Part１

・散漫にならないまとまった写真になるテクニック
他多数…



プラクティカルフォト認定講座（２ｈ×６回）準１級

一眼レフ / ミラーレス / コンパクトデジカメ

主
な
内
容

・「どう写るか」から「どう撮るか」を学ぼう！

・プロが使う構図のバリエーションで

イメージ通りの写真を撮る

・料理写真・物撮り -効果的な撮り方のコツ

・人物写真 -プロはシチュエーションで

撮り方を使い分ける！？

・風景写真 -３つの関わり方！

・動物写真 - 失敗しない５つのコツ！

・光を操って撮る！

・質感を加えてアート感を出す！

・自然に身につける露出

・インパクトのある面白い写真って？

・女性的で優しい写真にするには？

・飾れる正方形組み写真制作

・実はプロもやっている、自宅でできる手軽な撮影セットの組み方を伝授！

・プロが使う実践的なテクニック多数 - Part２

・正方形写真でアート感を出すテクニック！

・身近な光を利用した様 な々撮影テクニック

・アーティスティックな撮影で使えるハイキー・ローキー 他多数…

光をあやつり、ワンランク上の写真を撮る…

「写っている」という状態から、「意識して写した」という写真を目指そう！

基礎を「知っている」だけでなく、「本当に使える力」として身につけよう！

センスが高まり、クリエイティブ力に幅が出ます。

アーティストとして出発しよう！
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プラクティカルフォト認定講座（２ｈ×12回）１級

一眼レフ / ミラーレス

主
な
内
容

写真で自己表現をする！ドラマチックな写真を撮る…

・露出の特性（SS/ブレ・F/ボケ・ISO/感度・モード・ジャンプを止める！）

・露出補正（WB・適正露出・側光方式・レンズ前マジック）

・光と影（光源・光量・光質・ミックス光・ボケ・日中シンクロ）

・ハイキー、ローキー、ピント、被写界深度、彩度

・写真にストーリーを！（登場物でストーリー・視点を変えてストーリーなど）

・物、人物、景色などジャンル写真を学ぶ

・夜景をキレイに撮るコツ

・アーティスティックな写真を取ろう！

・挫折しないで面白く身につけられる露出

・露出の基準値設定

・前ボケ、後ろボケなどボケの効果的な使い方

・自分の写真の方向性を知る

・演出に合わせたポージング

・写真ダウンロードサイトで採用されるコツ

・カメラマンネームをつくる ・ポートフォリオ制作（流れのある１０枚組） 他多数…

基礎の上に高度なテクニックを身につけ、

応用力を効かそう！

一眼、ミラーレスを使い、より繊細な表現ができる様になる！

そして、周りの人々が驚く様な作品を撮る

フォトグラファーを目指そう！
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自分の好みに合わせた開講スタイルで♪ 本格的な開講もＯＫ！

沢山の生徒さんを持つ

本格的な教室開講もできます！

ベーシックインストラクター認定講座
ベーシック

インストラクター

上級インストラクター認定講座
上級

インストラクター

教室開校を目指す方はもちろん、

自分自身のスキルアップにもオススメの講座です。

テキストやカリキュラムが

あるので安心！
自宅開講もＯＫ！

プラクティカルフォトインストラクター認定講座
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初心者の方や、独学でスキル不足に悩んでいた方も

プラクティカルフォトを受講後、今では、こんな活動をしています！

趣味で

写真展に出展。

受賞しCMで

採用！

自宅で

写真教室

開講

スタジオ

カメラマン

イベント

カメラマン

アーティスト

ＰＲの撮影
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プラクティカルフォト認定講座

12

本部 講師

※担当講師は、急きょ代行講師となることもございますのでご了承ください。



MIYAKI WAKAKO
宮木 和佳子

プロカメラマン
Practical photo 認定講座 監修者

プラクティカルフォト認定講座

本部講師

【金曜】昼クラス

日本大学芸術学部写真学科卒。

学生時代に組み写真で「金丸茂嶺賞」を受賞。

2002 年 恵比寿ガーデンプレイスにて開催された「日韓共同開催若手カメラマン ON OFF 」にて、若手カメラマン

50 人に選ばれる。その後、アパレルビジュアルイメージ撮影、写真集出版、など雑誌、広告、ファッションへと活躍の

場所を広げる。㈲アットウィルにカメラマンとして在籍しつつ、2008年11月 株式会社ミニーナを立ち上げ代表取締

役を勤める。2008年1月 西麻布にて初の個展を行う。2011年㈱ミニーナ ㈲アットウィルを退社しフリーカメラマン

として完全独立。

フリーカメラマンとして勢力的に撮影をする傍ら、2011 年よりカメラ講座を開講。「楽しい一眼レフ」をモットーに何

も知らない方に一眼レフ を教えるカメラ講習会を不定期開催。2012年より、美容師をターゲットに iPad と連動し

た営業プロモーションのための写真講座が ZELE ネットワーク内で正式決定。2012 年 テレビ東京「極嬢ヂカラ

プレミアム」撮影企画にて、第一弾～第五弾まで、カメラマンとしてレギュラー出演し番組内で撮影を行った。
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IDEHARA REI
出原 れい

プロカメラマン
Practical photo 認定 本部講師

プラクティカルフォト認定講座

本部講師

【水曜】夜クラス

日本大学芸術学部写真学科卒。

専業主婦として二児の育児に専念した後、写真スタジオに就職。アシスタント修行を経てプロカメラマンとなる。

スタジオでは人物撮影を主に撮影し、1000人以上の撮影を行う。女性や子どもの撮影を得意とし、現在はフリー

ランスカメラマンとして活動中。人物撮影、ライブ、舞台、企業ＨＰ等々。2016年から100％パレードオフィシャルカメ

ラマンを務める2018年2月に西アフリカ・ガーナで行われたパレードに同行。

2018年5月フォーラム美術館写真展示。2018年、2019年宇フォーラム美術館 光野ルミ子作品展 写真展示。2019

年2月～神奈川県立地球市民かながわプラザあーすぷらざ 写真展『踊りゆくガーナタウン』。参加作品：マリオネット

アーティスト山本由也劇人形写真集「 Great Marionette 」当講座の理念、学びやすさに共感し6期より新宿校講師

を務める。受講生1人1人の成長を大切にし、写真添削にも力を入れている。受講生のそれぞれの持ち味を最大限に

引き出し、確実にスキルをみにつけるための、納得しやすくて分かりやすい指導で受講生からも人気が高い。そして

なによりも写真をより楽しんでもらえる授業を信条としている。
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DESHOULLIÈRES MIWA
デゾリエール 美和

フォトグラファー・ギャラリスト（フランス）
Practical photo 認定 本部講師

プラクティカルフォト認定講座

本部講師

【木曜】夜クラス 【日曜】午後クラス

フェリス女学院短期大学卒。
日本写真芸術専門学校二部在学中より横浜老舗ホテルの写真室に勤務し、スタジオ写真、ウェディングの撮
影に従事する。その後舞台、カタログ、幼稚園・学校などのイベント撮影やアルバム制作にも携わり活動の
場を広げ技術を磨く。2010年、自身の作品制作に専念するため写真発祥の地フランスに渡る。以降個展、
グループ展にて作品を発表。お尻シリーズ(Portraits charnus)や A fleur de peauが人気を博す。制作の傍
ら、 Galerie Le Mouton Noir、 Galerie Andre & Léonでギャラリストとしてフランス、日本のアーティ
ストの作品をサイトで紹介したり、展示会を企画し販売するなど、国内外のアーティストを支援する活動も
行う。フランス在住１１年、現在、サイアノタイプの写真が好評。

当講座の理念、クオリティの高さに共感し参画。新宿校講師を務める。日本、フランスと両方の写真界をみ
てきた洞察から、生徒それぞれの個性を伸ばす教育に注力している。その多様性に富んだ鋭い洞察からは想
像もできないようなソフトで、包み込むような人柄に生徒は魅了されている。
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YASUNO ATSUHIRO
安野 敦洋

プロカメラマン
Practical photo 認定 本部講師

プラクティカルフォト認定講座

本部講師

【土曜】昼クラス

1981 年生まれ。大阪府出身。
学生時代、広告クリエイティブに興味を持ち、京都にて「京都広告塾」を受講。その中で広告写真の世界に出
会い、広告写真撮影スタジオに飛び込む。その後、フリーランスとしてアパレル・料理中心にスチール撮影業
務に従事。
アパレル撮影では、主に国内有名ブランド、海外ハイブランドのカタログや web 掲載用の物・モデルなどの
商品撮影を行う。また料理撮影を得意とし、web マガジン、メニュー、広告などに掲載。近年ではミシュラ
ンガイドにて星を取得するレストランや有名シェフの取材撮影にて料理・人物などの撮影に従事。
2018 年にキャリアコンサルタント国家資格を取得。また広告制作ディレクター職も経験し、幅を広げるべく
活動。クライアントや相談者に寄り添うことを大切にしている。

カメラマンとしての活動でもクライアントに対して寄り添うことを大切にしているが、この講座で指導に当た
る際も生徒に寄り添いヒヤリングをし、その生徒のレベルに合った指導方法を心掛けており、その繊細さに生
徒が魅了されている。

その他、JEARA主催【Photoshopセミナー】の講師を現在担当中。はじめての方も写真の編集ができるように
サポートしており、オンラインで分かりやすく、毎回好評を得ている。

16



写真教育を通じ、

文化力の高い自立した人を育成する事で

写真界に新たなムーブメントを起こし、 豊

かな社会づくりに貢献します。

プラクティカルフォト 活動理念

一般社団法人 日本アート教育振興会

JEARA（ JapanEducationofArtAssociation）について

JEARA活動理念

教育を進化させ、

人々の才能開花に貢献する。

アートマインドコーチング

アートマインドコーチン

グは、対話型絵画鑑賞法

を主体とした「思考力・

主体性・美意識」を伸ば

す能力UPプログラム。

アートマインド画力

BCA 表現者ビジネスカレッジ

表現者が自力で食べていくための学校。

アーティスト・漫画家・ピアニスト・カメラマン・彫刻家・イラストレーターなど表現者

として食べていきたい、またはアートや写真など自己表現や表現スキルで、何かしら

仕事がしていきたい、そんな表現者を目指すあなたが、自力で食べていくビジネスス

キルやセルフプロモーションを身につけられる、表現者のためのビジネスカレッジ。

アートマインド画力認定講座は、「最短」で圧倒的な
画力がつき、「独創的」なアート発想が育つ、他には
ない唯一の講座です。

プラクティカル デッサン講座

通常のデッサン練習法とは、逆の発想をするメソッド で

初心者でもデッサンが早く上達するプログラム。 個別

添削もあり、確実に上達するカリキュラムを提供。
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