
「TopEyeフォトコンテスト」受賞作品
（一部）の鑑賞や誌面のダウンロードが
できます。ぜひご覧ください！
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第 192 回 TopEye 賞
「気配」 太田 愛有未 さん

第 194 回 TopEye 賞
「AM 7:30」 岡﨑 ひなた さん

第 193 回 TopEye 賞
「オレのものだっ！」 篠原 謙吾 さん第 191回 TopEye 賞

「ある日。雨の日。」 岡 優成 さん

E-mail：topeye@nikon.com
TEL：03-6718-3020

『TopEye』へのお問い合わせはこちらまで。

ニコントップアイ編集部（　　　　　　　　　　　　　　 　）

元気な先輩に出会いたい！

山口県立下松高等学校
美術部写真班OG 

京都造形芸術大学（現・京都芸術大学）
染織テキスタイルコース卒

近藤 冴夏 さん
SENPAI-
file.23

OB/OG訪問！

写真を
仕事に

した先
輩に、

「当時
」と「今

」を

聞いて
みまし

た！

フォトグラファー

「パピヨンズ・クイーン」で

第174回TopEye賞

進路に写真へのこだわりはなく、美術や色彩への

関心から大学を選びました。でも作品を撮影してポ

ートフォリオを作ったり、京都の名所を撮りにいく

など、カメラを体の一部のように使っていました。

そんな風にずっと関わり続けてきた写真を、卒業

制作にも取り入れて自分らしい作品が作れた時、

「やっぱり私の中には写真がある」と再認識。就活

でも写真関連の会社を含めて数社受け、ウェディ

ングフォトの会社に決まりました。なんだか「辻褄

が合った」感覚です。

まだ2年目なので式や披露宴などの撮影は担当せ

ず、式の打ち合わせや当日のお客様の誘導、撮影

アシスタント、撮影された写真の補正や編集とい

った仕事をしています。スナップ撮影でも一生に一

度のかけがえのない瞬間なので、撮り逃しは許さ

れないという緊張感があります。その分、お客様

に喜んでいただけると「この仕事をして良かった」

と心から思います。

高校の仲間にも時々会います。落ち着いたら一緒

に撮影旅行をしたい。自然が豊かな北海道や沖縄

がいいかな。

「自分には写真がある」大学で実感

打ち込んだ経験がこの先の自分を支えてくれる写真を全力で楽しみ切った高校時代 式の撮影担当を目指し練習と勉強の毎日

中学時代の先輩に「好きなことができるよ～」と

誘われて入部。顧問の先生にカメラを渡されて

「面白いもの撮ってきて！」という始まりでした。

いつも全力で楽しむのが部のモットーで、思いつ

くままに春は花を撮り、夏は海に飛び込んで（飛

び込ませて）撮り、秋は紅葉をふりまいて撮り、冬

は雪と戯れつつ撮る。たくさんの人や物事に関わ

り、のびのびと活動して感じた「写真は楽しい！」

という気持ちが今の原点です。

TopEye賞作品は部の仲間がモデルです。受賞し

てから友人を撮るのがさらに楽しくなり、シーンや

ロケ場所の構想が膨らんでワクワクしたのを覚え

ています。

高校で自由な写真活動を目いっぱい楽しんだ体験がモチベーションとなり、
ウェディング写真の道へ。素敵な式や披露宴の撮影を担当する日も近い！

写真って楽しいけれど、いろいろ大変ですよね。

タイトルに悩み抜いたり、自分を奮い立たせて知

らない人に声をかけたり…。でもそんな体験が数

日先、数年先の自分を支えてくれるはず。落ち込ん

だ自分を引っ張り上げてくれるのも、辛いことを

乗り越えた経験だったり、一緒に頑張った友達

だったりします。

写真に熱中した日々が今の私の力になっているの

は、やはり悔いを残さない楽しみ方をしたから。皆

さんも、一瞬一瞬を大事に、友達と全力で楽しん

で欲しいと思います。

自分で撮影した桜の写真を織り込んだ卒業制作。
高さ3mと大型です。

休みの日はカメラと散歩。
公園や水族館がお気に入り。

いつ撮影を任されてもいいよう、
練習にも努めます。

応募してね！

ジャンジャン
今年も、

第195回
TopEyeフォトコンテスト
作品募集開始！

第195回
TopEyeフォトコンテスト
作品募集開始！

全国写真部「コロナ休校」対策レポート 

TopEye OB/OG訪問
近藤 冴夏 さん
（山口県立下松高等学校OG）

緊急企画

広島県立庄原格致高等学校写真部 2012～2018写真集 

ふるさと見つめてふるさと見つめて
TopEyeフォトコンテスト常連でもある庄原格
致高校写真部の、7年間の写真活動をまとめ
た写真集。全国レベルの大会の受賞作をはじ
め、学校生活や地元の街・自然・人を切り取
った力作を150ページあまりに集約。とても見ご
たえがあり、部活動に役立つこと間違いなし！ 
元写真部顧問の田村繁美先生のご厚意によ
り、抽選で3校に進呈いたします。 

抽選で
3校に！ 

WEB SOUBUN : www.2020kochisoubun.com

今年の高総文祭はネットで楽しもう！写真部
門では上記期間中、全国の高校生から送ら
れた作品を「2020こうち総文」WEBサイト
に3カ月間公開します。出品校はもちろん、全
国の写真部の皆さん、ぜひアクセスを！

開催期間：7月31日（金）～10月31日（土） 

第68回ニッコールフォトコンテスト 
「TopEye&Kids」部門 
受賞者＆作品発表！！ 

全国にアピールしたい貴部の活動について、メールで概要をお送りください。 
後日ご連絡し、記事候補として取材させていただきます。　①学校名 ②クラブ名 ③顧問の
先生のお名前 ④ご連絡先電話番号 をご記入の上、下記のEメールアドレスまで！ 

〈応募方法〉 
Eメールのタイトルを「庄原格致高校写真集希望」とし、以下の項目をご記入の上、
topeye@nikon.comまでお送りください。 
●学校名・クラブ名 ●顧問の先生のお名前 ●TopEyeへの感想、メッセージ 
●学校住所・電話番号

〈応募締切〉 
2020年9月30日  ※当選発表は、写真集の発送をもって代えさせていただきます。 

11月6日発行予定です！ 次号は

大募集！
！

たとえば… 
◉我が街のお気に入りのスポット
◉我が部の伝統行事
◉オモシロ被写体
　などなど 

あなたの部の写真活動を 
レポートしてください！ 

PRESENT 今年は、WEB上で開催！ 

いよいよ

スタート



『TopEye』主催、年に1度の写真コンテストが、いよいよスタート。
今年の活動の集大成として、ぜひ奮ってご応募ください。

第195回

［応募締切］　2021年 1月14日 必着
［入賞発表］　『TopEye』2021春号 誌上（2021年2月下旬発行予定）

●昨年度まで実施してきました「年度賞」および「学校ポイント制」は休止いたします。
　また、「全国高校生写真サミット」の開催も休止となります。
●TopEye賞作品の「ニッコールフォトコンテスト」第4部自動ノミネートは廃止となります。

おことわり

作品募集開始！

コロナに負けるな！
写真部 オンライン休校対策レポート

他にも工夫いろいろ！

今年度は新学期からいきなり休校。大変なスタートでしたね。
でも写真部はくじけない。家にいたって写真は撮れる！
休校中、ネット等を活用してリモート活動した写真部に話を聞きました。

ZOOMでミーティング！

クラウドで作品共有！

週1の定期ミーティングで活動にリズム

宮城県白石工業高等学校

八嶋 圭吾 先生

週に 1度、ZOOMを使ってミーティングしました。内容は
健康確認と活動の話し合い、それから生徒の作品を画面
にアップして講評会。いつもやっている作品の「赤ペン添
削」も、ZOOM画面上で行いました。

ネット上で作品競技会＆講評会

福井県立丹生高等学校

竹内 祐子 先生

週に 1 度、オンライン競技会＆合評会を行いました。
部の LINE に 1人 1作品投稿して、翌日投票で順位
決定。ポイント制で 10 回分の得点を競いました。分
散登校の時期は3チームに分かれて作品制作を行い、
2週に1度 ZOOMで外部講師の講評を受けました。

オンラインに今後の可能性を感じる

埼玉栄中学・高等学校

髙橋 朗 先生

週に2～3度、ZOOMで全員参加の合評会を行いました。
オンラインだとプロジェクターの準備がいらず、全員が同
じ条件で写真を見られるので、手軽さを感じました。情報
や画像の共有も容易なため、自主的な活動に広がればい
いと思っています。

ZOOMの講評会をYouTubeで再放送

和歌山県立神島高等学校

恵納 崇 先生

「コロナの日常」をテーマに個人撮影。作品入りの
SDカードを手渡しか郵送で顧問が受け取り、不定期
に ZOOM で講評会。リアルタイムで参加できない生
徒には、部員限定公開のYouTubeで視聴できるよう
にしました。

Googleフォトで写真を共有

アンケート機能で大会選手を選出

大阪府立生野高等学校

吉田 允彦 先生

互いの写真を自由に見られるよう、Googleフォトを活用。
部活のLINEで3～4人程度と一緒にやりとりして、撮影の
アドバイスを行いました。また、長期に渡って取材撮影中
のテーマもあり、相手の了解を得た上で、三密に配慮しな
がら撮影を行いました。

熊本県立第二高等学校

一木 康 先生

休校中は学校のクラウドを使って部内連絡。撮影法やレタ
ッチなどの YouTube 動画を紹介して撮影活動をフォロー
しました。撮った作品はクラウドにアップし、アンケート機
能を使った投票で夏の大会の出場者を選出しました。

部内コンテストで講評びっしり

群馬県立富岡実業
高等学校

布目 紀佳 先生

毎週生徒に作品を提出してもらい、計 18 回に渡り
部内コンテストを行いました。10 項目の審査基準
を基に顧問が審査してランキング。講評を書いて
PDF で共有しました。また 4・5 月
はコラボ企画で、地元の上毛新聞
社の Instagram に 1日 1 枚写真
をアップしました。ぜひご覧くだ
さい！

部の専用サイトで撮影指導

関市立関商工高等学校

井戸 俊博 先生

休校中は基本的に自主撮影。部の WEB サイトに
部内用ページを設け、連絡事項や撮影のヒントを
書いて活動の指針にしていました。

LINE通話で頻繁に会議

山口県立下松高等学校

藤井 孝美 先生

各自の家で撮影した作品を学校のクラウドに上げ、それを
みんなで見ながら LINE のグループ通話で講評。組写真も
クラウドに代わる代わるアクセスして作っていました。

新1年も入部して張り切ってます！！

ZOOMは赤ペンも入れられるんです！

緊急
企画

5月下旬から登校・
部活再開。「密」の回
避と換気に気をつけ
ながら活動中！

写真は時代を写す鏡。この非常事態も
記録する価値があると思います。

不安と困惑の中、目的と
意欲は失いませんでした。
「どうにかしよう」とする力
は養えた気がします。

高総文祭もWEB開催。
皆さんとお会いできず
残念ですが、オンライ
ンなどで交流できたら
と思っています。

ZOOMで、他校と合同の合
評会ができればと思ってい
ます。一緒にやりたい学校
の方、ご連絡を！

部員たちも、普段の撮
影環境のありがたさが
分かったと思います。
皆さんそのうちどこか
でお会いしましょう。

普段撮らないものにチャレンジ
する良い機会になりました。これ
からもお互い頑張りましょう！
（3年 會田 月音さん）

写真は自己表現。こんな状
況でしか撮れない写真を
考える機会にもなったと思
い ま す。部 のTwitterや
Instagramを随時更新して
いますので、見に来てくだ
さいね。

写真との向き合い方を見直す良い機会になりました。
オンラインもいろいろ可能性がありそうです。

新入部員の歓迎会兼撮影会から再スタートします。
これからも、校内や地域に元気を届ける部活動を！

部内コンテストの
講評レジュメ。

コメントびっしり！

昨年の「写真サミット」「日韓中 
高校生フォトコン」などの実績
で、県に表彰されました！「関商工高校写真部」で検索！

元気に、WEB上で
写真談義。

新年度の取り組み
についても、みんな
でミーティングしま
した。

# 富実写真部の世界
#富実写真部の世界 2

審査員　熊切大輔
広島県生まれ。日本大学芸術学部写真学科
卒業。主な作品に、「さよならを教えて」「私は
眠らない」国内外での個展など多数。2017年
に出版した写真集「川はゆく」で伊奈信男
賞、林忠彦賞、木村伊兵衛写真賞受賞。

審査員　藤岡亜弥
東京都生まれ。東京工芸大学を卒業後、日刊
ゲンダイ写真部に入社。その後フリーランスの
写真家として独立。広告や雑誌などで「人」が
生み出す瞬間・空間・物を対象に撮影する。
公益社団法人日本写真家協会理事。

応募上のおもな注意

同封の応募規定をよくお読みの上、ご応募ください。

氏名・学校名は
楷書で読みやすく。

組写真の場合は
並べる順番も
書いてね。

一眼レフやミラー
レスカメラの場合
は、レンズの焦点
距離も忘れずに。

露出データ・
ISO感度は
記入モレ多し。
気をつけて！

余白がないと、
角が傷つくよ！

「フチなし」だと、
両サイドの画像が
一部切れるかも！

写真はテープでつなげて、応募票に
並び順を明記。

各写真のトリミングの比率を揃えよう。

カメラ付き携帯電話などで撮影し
た写真は受け付けていません。

プリントは「フチ（余白）あり」設定。

スマホ写真は対象外

写真のサイズをよく確認しよう

組写真は4枚組まで。

応募票は各写真の裏に貼り付ける。
記入モレに注意！

応募規定裏面の応募票（コピー可）を、使用して
ご応募ください。
ダウンロードもできます。

www.nikon-image.com/
activity/topeye/ 

最新の
応募用紙を
ご使用ください

〒354-0045 
埼玉県入間郡三芳町上富1141-10

「TopEyeフォトコンテスト」係
※TopEye編集部の住所とは異なります。ご注意ください。

TopEye賞 準TopEye賞 入 選 佳 作 準佳作

●賞状
●ニコン Z 50 
　16-50 VR レンズキット

●賞状
●ニコンコンパクト
    デジタルカメラ

●賞状
●ニコン
　オリジナルグッズ

●賞状
●ニコン
　ダイレクト商品

●賞状

20作品10作品5作品1作品1作品

審査員

賞

宛先

今回から写真のサイズが変更になりました

四つ切
305×254mm

A4
297×210mm

六つ切
254×203mm

（うち組写真最大2作品） （うち組写真最大3作品） （うち組写真最大4作品）


