
ver. 20.03.18
MPA認定ベビグラファーコース 受講スケジュール

　　　　　　　　　　　　　　　　　フォトマスター名：　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受講生名：　　　　　　　　　

受講日 時間帯 時間数 章 内容 進歩状況 受講印

1 / ～ 30分 第1章
ベビグラファーの仕事道具
①写真はレンズで決まる
②カメラアクセサリーとカメラのお手入れあれこれ

2 / ～ 30分 第2章
ベビグラファーのカメラ基礎知識 
①ベビグラファーとして撮影に臨む
②「これだけは知っておきたい！」カメラの基礎知識

3 / ～ 90分 第3章

おうちスタジオをプロデュース
①おうちスタジオの全体設計
②光と影を操る！ベビグラファーは光の魔術師
③セルフプロデュース

4 / ～ 30分 第4章

ベビグラファーのコミュニケーション 
①コミュニケーションは撮影前から
②撮影ストーリーで見るコミュニケーション
③ありがちな失敗例

5 ～ 360分 第5章

ベビグラファーの撮影テクニック
①ねんね横から
②ねんねななめ上
③ねんね真上
④うつぶせ
⑤おすわり
⑥⑦⑧親子のふれあいショット
【ママのヘアメイクチェック】
⑨発展編
⑩実践ベビーフォト

6 / ～ 120分 - 提出作品チェック・フィードバック

課
題

□ 課題①　 □ 課題② 　□ 課題③　□ 課題④　 
□ 小テスト①-1 □ 小テスト①-2 □ 小テスト②-1 □ 小テスト②-2 □ 小テスト③ □ 小テスト④ □ 小テスト⑤ 
※課題・小テストは、授業の進捗状況に合わせて進めてください。

備
考

【コース時間数数配分について】
 ・各章の時間配分は、目安です。受講生の理解度により、時間配分を調整し、授業を進めてください。 
【作品提出について】 
・作品提出をもって、MPAベビグラファー認定となります。 
　作品提出の方法については、別紙を参照の上、担当マスターより説明を受けてください。 
【副読本について】
・副読本として、ロイヤルセラピスト協会著『ママはみんなベビグラファー　我が子を世界一かわいく撮る方法』（合
同出版）をご準備ください
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ベビグラファー課題①

氏名　　　　　　　　　　　　　

（１） 一眼カメラには、大きく分けて一眼レフ・ミラーレスカメラに分かれます。 それぞれのカ
メラの特徴について述べてください。

●一眼レフカメラ

●ミラーレスカメラ
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ベビグラファー課題②

氏名　　　　　　　　　　　　　

（１）下記の用語について、何を表しているのか述べてください。

①露出補正

②Ｆ値

③シャッタースピード

④ISO 感度

⑤ホワイトバランス

⑥被写界深度

⑦焦点距離

⑧センサーサイズ
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ベビグラファー課題③

氏名　　　　　　　　　　　　　

（１）レンズには大きく分けて単焦点レンズとズームレンズがあります。 それぞれのレンズの特
徴を述べてください。

【単焦点レンズ】

【ズームレンズ】

（２）レンズには望遠・標準・広角などの種類があります。 それぞれのレンズの写り方の特徴を
述べてください。

【望遠】

【標準】

【広角】
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ベビグラファー課題④

氏名　　　　　　　　　　　　　

（１）照明をセッティングし、自分の理想とするおうちスタジオを作ってみましょう。（写真添付）

（２）おうちスタジオで実際に撮影をしてみましょう。（写真添付）
～撮影時はレフ板の練習も行いましょう～
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ベビグラファー小テスト①−１

氏名　　　　　　　　　　　　　

（１）以下はベビグラファーの仕事道具について記したものです。（  ）の中に適切な語句 
      を入れ正しい文章を完成させてください。 
 
      写真を撮影する為の機材選びで、一番大切なことはレンズである。 
      カメラを買った時についてきた（             ）は一般的に F 値がｆ3.5～ｆ5.6 
      など（             ）レンズが多く、くらべてｆ1.4 などの単焦点レンズは   
      （              ）撮ることができ、（              ）も大きく美しい。 
      よって、ベビグラファーは明るい（              ）レンズを利用する。   
 
      ベビグラファーの利用するカメラは、（             ）撮影が容易なこと、AF が 
      高速かつ正確で、（              ）・（              ）などの機能が充実している 
      こと、（              ）が容易に出来ることの３点に注意して選定する。 
 
 
（２）下記のグッズの使い方や必要性を記述してください。 
   
      ●レンズ保護プロテクター 
 
 
  

      ●レンズクリーナークロス 
 

 
   
      ●カメラストラップ 
 
 
 
      ●ボトムグリップ
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ベビグラファー小テスト①−2

氏名　　　　　　　　　　　　　

（３）下記はカメラ・レンズのお手入れに注意が必要な点について記したものです。
（        ）内に適切な語句を入れ正しい文章を完成させてください。

カメラのレンズを外すと（         ）がむき出しの状態になっています。 大変重要でデリ
ケートな部分なので、（ ）がむき出しになった 状況を極力減らすよう、ス
ピーディーにレンズ交換を行ったり（        ） を取り付ける必要がある。
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ベビグラファー小テスト②−1

氏名　　　　　　　　　　　　　

（１）下記の文章の（ ）の中に適切な語句をいれ正しい文章を完成させてください。

①（ ）とは、レンズの中の光の通り道の大きさを変えて、カメラに 入る（ ）の量
を調整するもの。
ベビー撮影では、F 値がなるべく（     ）レンズを使用する。
背景が（  ）赤ちゃんの表情が印象深く（   ）柔らかい 写真に仕上がる。

②（ ）とは、シャッターが開いてから閉じるまでの時 間のこと。
十分な（    ）がある場所ではシャッタースピードがぶれにくい
（   ）に保つことが出来る。 予測しづらい動きをする赤ちゃん撮影では、シャッタース
ピードは（  ） することが基本。（ ）をコントロールして（  ）で 撮影するこ
と。

③ISO とは光に対する（ ）を表した数値である。 数値が大きくなれば感度が       
（    ）、光をとらえる能力が（ ）。 ISO 感度を（ ）とフラッシュを使わな 
くても、（ ）写 真が撮れるが、画像の（ ）が気になり、仕上がりの質が
（ ）する。

しかし、カメラ技術は進歩しているので、ISO を上限（ ）程度にし ておけば（  ）も問
題ない。（ ）で撮影すること。

④光にはいろいろな種類があり、その違いが写真の（ ）に影響する。 デジタル
カメラでは、カメラが自動で（    ）の種類を認識し、白いも のを白く写るように適切な補正
を加える「オート（   ）機能」 がある。基本的に（   ）はオートで撮影する事。
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ベビグラファー小テスト②−2

氏名　　　　　　　　　　　　　

⑤赤ちゃんの撮影を行う際、ピントは原則赤ちゃんの（ ）に合わせる。
ただし、ピントを合わせる場所を変えることで（ ）を変える事もできる。

シャッターが開いている間に、被写体やカメラが動くことを（ ）と いう。
カメラが動く事で（ ）がブレる事を手ブレといい、被写体が動くこ とで、     
（  ）だけがブレる事を被写体ブレという。 動きが活発になりだした赤ちゃんの撮影
では、（    ）に注意が必要。
（   ）をコントロールしてブレにくい環境づくりが大切である。
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ベビグラファー小テスト③

氏名　　　　　　　　　　　　　
 

（１）下記はベビグラファーの撮影テクニックについて記したものです。
（　　 　）の中へ適切な語句を入れ正しい文章を完成させて下さい。

ベビグラファーの撮影で最も大切なのは、「赤ちゃんの（ ）を逃が さず撮影する」事。
●被写体となるのは、（ ）ようになる前のベビー
●ベビー撮影は基本的に（ ）で行う といった、限られた環境での撮影の為、細かい設定にこだわ
らず（ ） で撮影する。

（２）カメラには大きく分けて２通りの構え方があります。 それぞれのメリット・デメリットに
ついて記述してください。

■従来の基本の構え：ファインダーをのぞく
【メリット】

【デメリット】

■ライブビュー撮影
【メリット】

【デメリット】
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ベビグラファー小テスト④

氏名　　　　　　　　　　　　　
 
（１）下記は露出について記しています。適切な語句を語群から選び記号を記述してください。

（ ）自分の理想の明るさ
（ ）カメラが決めた明るさ
（ ）理想の明るさより暗い状態
（ ）理想の明るさより明るい状態

 

（２）ベビグラファーの撮影では、主に自然光をメインの光源として撮影します。  
　　　自然光の特徴や撮影時に気をつける点を記述してください。

（３）光と影をあやつる為に必要な STEP を記述してください。

【STEP１】

【STEP２】

【STEP３】

a. 露出補正
b. 適正露出
c. 露出
d. 露出オーバー
e. 露出アンダー
f. 標準露出
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ベビグラファー小テスト⑤

氏名　　　　　　　　　　　　　
 

（１）下記の光の向きの特徴について記述してください。

●順光

●サイド光

●逆光

（２）ベビグラファーの撮影において、レフ板を使用します。 レフ板の使い方について記述
してください。




