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広報担当者向け
スマホ写真の撮り方

たかがチラシ、 されどチラシ広報ドラえもん

✓ 団体で広報担当をされている方
✓ 撮影機材が主にスマートフォンの方
✓ SNS だけでなくチラシやポスター等でも写真を
　 活用したい方



　このノートは、糸満市の飛躍を目指して日々、活動をしている方に向けた現場で

活かせる実践の手引き書です。目まぐるしく変化する世の中で活動をする市民活動

団体、非営利組織、行政機関の方にとっては「いったい、どうやればいいのか分か

らない…」という日々の活動のノウハウや知識をテーマごとに分けて掲載していま

す。内容は当センタースタッフが講師として 2021 年度に行った市民活動講座「ま

ち寺子屋」で使用した資料をもとに構成しており「あっ」と驚く発見が詰まってい

ます。ぜひご覧いただき、みなさんの活動にご活用いただければ幸いです。

「まち活のノート」の使い方

現在行っている仕事
年～ フリーランス活動（写真・イラスト・動画など）
年～ 琉球新報社（糸満通信員）
年～ 糸満市市民活動支援センター相談員
年～ HUB沖縄（ライター）

川嵜紋（かわさきあや）

出身
福岡県福岡市博多区

学歴
福岡県立太宰府高等学校芸術学科美術コース卒業（染色専攻）
東京工芸大学芸術学部写真学科修了

この「ノート」の講師



広報担当者向け
スマホ写真の撮り方

2021.10.23 講師：川嵜紋

広報ドラえもん

１．はじめに
１－２．今日お伝えすること
１－３．何のために写真を撮るのか
１－４．こんな写真撮っていませんか
１－５．写真を撮るとき意識すること

２．実際に使う場面を考える
２－１．主に写真を使う場面
２－２． SNS（Facebook、Twitter、Instagramなど）
２－３．印刷物
２－４．そのほか

３．撮影ポイント
３－１．カメラ全般の撮影ポイント
３－２．スマホならではの撮影ポイント
３－３．補足：写真の編集の仕方

４．まとめ

講座内容
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１．はじめに

・この講座を聞いていただくことで、いざという時「ドラえもん」
のように役立つ写真素材を出せるスキルを身につける

「団体の広報で使える」写真の撮り方

１－２．今日お伝えすること

3

4



活動を伝える写真において、
皆さんは何のために写真を撮りますか？

写真の用途
・広報であれば「チラシ」や「会報誌」「SNS」など
・記録であれば「記念誌」や「報告書」など

写真を使うことで
「イメージしやすくなる」
「おしゃれに伝えられる」
「わかりやすく残せる」等
いろんな効果が見込める

2018.6/9 撮影
「おでかけ職人劇場〜管理栄養士と漁師町糸満にいく、ダイアウォーク」

１－３．何のために写真を撮るのか
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こんな写真撮っていませんか？

・何をやっているか、わからない写真
・何を伝えたいか、わからない写真
・肖像権的に使いずらい写真
・構図的に使いずらい写真

１－４．こんな写真撮っていませんか
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さて、どこの写真でしょうか

１－４．こんな写真撮っていませんか

スカイアンブレラ
いとま〜るで見れる！

チラシに使うイメージ写真！でも何がメイン？

１－４．こんな写真撮っていませんか
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写真を撮るとき、
その後どう使うか意識する

・ちゃんと撮れていない
・目的によっては使いづらい等

撮影シーンや使う用途によって、
写真にどう収めるかイメージ

使いづらい写真が減り、
いろんな場面で活用しやすい写真が増える

※それぞれの媒体で使いやすい写真は異なる

１－５．写真を撮るとき意識すること
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実際に使う場面を考える

主に写真を使う場面

１. SNS （Facebook、Twitter、Instagramなど）

２. 印刷物（チラシ、ポスター、広報誌など）

３. そのほか（記録写真）

２－１．主に写真を使う場面
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１. SNS（Facebook、Twitter、Instagramなど）

「投稿を見つけてもらう」「いつもどんな投稿をしているか」
写真は視覚的にアピールできる

２－２． SNS（Facebook、Twitter、Instagramなど）

15

16



ターゲットを明確にした写真が大切

まずは自社のコンテンツに自信をもって、投稿する内容に沿った
写真を投稿しましょう

２－２． SNS（Facebook、Twitter、Instagramなど）

１． SNSそれぞれの特徴

SNSの写真の特徴

投稿枚数 補足説明

Facebook 1投稿80枚まで
※タイムライン最大５枚
※多数枚はアルバム機能

・文字数多く伝えられる
・始めの3〜5枚が大切

Twitter 1投稿４枚まで ・基本1枚がベスト
・Twitterの特性上、面白さやインパクトの
あるものが良い

Instagram 1投稿10枚まで
※タイムライン最大１枚
※基本スクエア（1:1）表示

・アカウント全体の雰囲気を統一、1枚目が
大切

・表示などスクエアサイズになるので、
日の丸構図がおすすめ

２．人物は肖像権に注意

３．加工も大切なポイント

２－２． SNS（Facebook、Twitter、Instagramなど）
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１． SNSそれぞれの強み【深堀プラス】

２－２． SNS（Facebook、Twitter、Instagramなど）

☆ Instagramは一貫した投稿を

・投稿するテーマ ・フィルター（無しがベター）

☆写真の比率
正方形（1：1）／横長（1.91：1）／縦長（4：5）
スマートフォンの写真だと縦は切れるイメージで撮影

琉球ガラス製造協同組合
→琉球ガラスの写真

糸満写真部
→糸満市内の写真

まちテラス
→センターに関する投稿

２．人物は肖像権に注意

「写真の肖像権ステップ」
①誰か判別できる大きさで写っているか
②写っている人の同意は得たか
③公開によってその人が受ける精神的ダ
メージはポイント換算すると何点か
※肖像権について分かりやすい資料が

ネットにPDF資料が上がっています。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsda/4/1/4
_44/_pdf「肖像権処理ガイドライン（案）
の概要」より

２－２． SNS（Facebook、Twitter、Instagramなど）
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・露出を明るめに調整
・多少コントラストを強く又は明瞭（シャープネス）を上げ、色鮮やかに
※Instagramでは特に赤色が目につきやすいと言われています。

２－２． SNS（Facebook、Twitter、Instagramなど）

３．加工も大切なポイント

２.印刷物（チラシ、ポスター、広報誌など）
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２－３．印刷物（チラシ、ポスター、広報誌など）

１．画質に注意（スマートフォンであればA4サイズまで）

印刷物の写真の特徴

L版 1074×1524ピクセル 150万画素以上

A4 2516×3544ピクセル 900万画素相当

A3 2970×4200ピクセル 1400万画素以上

全紙 4570×5600ピクセル 1800万画素以上

２．余白は大きめに作って撮影しておく

３．左右、正面いろんな角度から撮影する 紙面のポイント

２－３．印刷物（チラシ、ポスター、広報誌など）
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２．余白は大きめに作って撮影しておく

・頭や先が切れるほどにいっぱいに撮影するとチラシなどで使う際、
デザインの段階で使いずらくなる

・縦、横で撮影しておくのも良い

２－３．印刷物（チラシ、ポスター、広報誌など）

３．左右、正面いろんな角度から撮影する（紙面のポイント）

２－３．印刷物（チラシ、ポスター、広報誌など）
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３. そのほか（記録写真）

１．状況は分かりやすく全体像を

２．看板なども記録として撮影

３．小まめに撮影しておくも、同じ画が続かないように変わら
ないものは始めと終わりに撮影

４．準備や作業風景、スタッフの様子も大切な撮影ポイント

記録写真全般の特徴

２－４．そのほか（記録写真）
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撮影ポイント

カメラ全般の撮影ポイント

✓ いらないものは省く

✓ 光のポジション（暗いところは避ける）

✓ 用途を考えるなら目線を変える

✓ 上手に見せるなら水平を大切に

✓ 構図の取り方（3分割／4分割／日の丸）

３－１．カメラ全般の撮影ポイント
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✓ いらないものは省く

こんな商品売ってます

店内の様子

・一枚の写真に伝えたいことを盛り込むのではなく、複数の写真で伝えたい
ことを説明する

３－１．カメラ全般の撮影ポイント

✓ 光のポジション（暗いところは避ける）

・基本は正面からの光、逆光はNG（カメラマンは光を背にするイメージ）
・光の位置は斜め前から当たっているのがベスト

３－１．カメラ全般の撮影ポイント
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✓ 光のポジション【深堀プラス】

３－１．カメラ全般の撮影ポイント

☆自然光を使った綺麗な写真の撮り方ポイント
・直射日光は避ける（バキッとし過ぎて硬い印象に）
・室内で直射日光の当たらない明るい場所
・室内の光が外の自然光より強くならないこと
・立体物は斜め前から光が当たる方が良い

☆自然光が無くても綺麗な写真を撮るポイント
・手ぶれをしないように注意する
・室内で一番強い光を意識し、逆光や真上からの光になっていな
いか注意する

・撮影後の編集で写真を明るくしたり
色を補正する

✓ 用途を考えるなら目線を変える

①こんなところで販売 ②こんなラインナップ ③新鮮な人参です

・伝えたいことによって距離や高さを変えて撮る

３－１．カメラ全般の撮影ポイント
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✓ 用途を考えるなら目線を変える【深堀プラス】

☆子どもの写真を撮るときこそ、目線が大切

３－１．カメラ全般の撮影ポイント

全体の様子を伝えるだけなら
この写真でも良いが

子どもたちがどんな顔で作業を
しているか、子どもたちの目線
で撮れると良い

20190413 平和祈念公園開催「第１５回平和祈念こいのぼりまつり」巨大こいのぼりのお色直しの様子

✓ 上手に見せるなら水平を大切に

・水平は撮影後に修正できる
・少しでも丁寧に写真を扱うことで素人感を減らせる

【試してメモ】
・撮影時はカメラの設定（appleはアプリ全体の「設定」→「カメラ」）で
「グリッド」を表示させると縦横の補助線が表示されるので水平に撮りやすい

３－１．カメラ全般の撮影ポイント
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✓ 構図の取り方（3分割／4分割／日の丸）

・必ずしも被写体を真ん中にしなくても良い
・オシャレに撮るテクニックとして構図の取方ポイントもある

３－１．カメラ全般の撮影ポイント

スマホならではの撮影ポイント

✓ 縦だけでなく横でも撮る

✓ ズームは使わない

✓ 撮りすぎない（選別しておく）

✓ 明るさの調整

✓ フィルターは使わない

✓ 脇を締めて両手で撮る

３－２．スマホならではの撮影ポイント
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✓ 縦だけでなく横でも撮る

・スマホでは縦で撮りがち
・使う用途を考えながら横に持ち変えることも大切

３－２．スマホならではの撮影ポイント

✓ ズームは使わない

・スマホのズーム機能は画質が荒れる場合が多い
・寄れる場合は出来るだけ近くまで寄って撮影する

ズームを使用した写真 近づいて撮影した写真

３－２．スマホならではの撮影ポイント
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✓ 撮りすぎない（選別しておく）

・たくさん撮ることは悪くないが、団体で使う際には他の人も使うことを
考慮し、撮影者側で写真を選別しておくと良い

３－２．スマホならではの撮影ポイント

✓ 明るさの調整

・スマホ内で編集機能が手軽に使えるようになっている
・少し明るめに修正すると見栄えが良くなる

【試してメモ】
・撮影時は、明るさを合わせたいところをタップすると調整してくれる
（合わせてピントも合わせてくれるので二度お得）

３－２．スマホならではの撮影ポイント
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✓ フィルターは使わない

・撮影の段階ではフィルターを使わない
・SNSなどに使う際、必要があれば撮った後で加工をする

【試してメモ】
・フィルターを使うだけで雰囲気を変えることもできる
・編集画面やSNSの投稿時にフィルターを使うことができる

３－２．スマホならではの撮影ポイント

✓ 脇を締めて両手で撮る

・手ぶれ写真が多い人は片手撮りが多い
・ここぞ！という場面では出来るだけ両手で撮影

【試してメモ】
・シャッタースピード200以下は手ぶれしやすい！（曇り空やオシャレなカフェ、
居酒屋など）

・スマホの音量調整部分がシャッターボタンになっている機種を使えば使い捨て
カメラのようにシャッターを切りやすくなる

３－２．スマホならではの撮影ポイント
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補足：写真の編集の仕方

✓ 「トリミングおよび回転」で写真の水平等調整

✓ 「露出（輝度）」で明るさ調整

✓ 「ハイライト」は明るいところ
「シャドー（影）」は暗いところの露出調整

✓ 「コントラスト」「彩度」で色の強さを調整

✓ 「色温度」で温かみやクールさを選べる

✓ 「明瞭」で霧がかった柔らかい感じか
霞のないクリアな視界か選べる

※ 自分なりの好きな編集方法を探すのもGood！

３－３．補足：写真の編集の仕方

まとめ
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・ちゃんと撮れていない
・目的によっては使いづらい等

撮影シーンや使う用途によって、
写真にどう収めるかイメージ

使いづらい写真が減り、
いろんな場面で活用しやすい写真が増える

※それぞれの媒体で使いやすい写真は異なる

４．まとめ

【再掲】

今回伝えた写真の撮り方が、いざという時にあなたや
団体の広報の手助けになることを願っています。

４．まとめ
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講座参加者の声

まち活のヒントは市民活動に役立てるヒント集です。

当センターや市役所市民生活環境課で配布しています。

市民活動に役立てるリーフレット

「まち活のヒント」

001 イベントの作り方

002 市民活動のあり方 with コロナ

003 自治会のあり方 with コロナ

004 目標達成できるチームの作り方

005 会議のやり方 10 のコツ（前編）

006 会議のやり方 10 のコツ（後編）

007 補助金制度の活かし方

008 情報発信ツールの種類と特徴

009 活動写真の撮り方

010 Zoom の使いかた

その他の刊行物

・撮影ポイント・ズームは使わない・フィルターは投稿時に加工で使う・構図の

　取り方等目から鱗ポロリでした！今後に活かしてまいります！サクッと短時間

　で学べて良かったです。ありがとうございました！

・どのような視点と意識で写真を撮ればいいか知ることができて良かった。ムダ

　な写真を撮らないようにします！！

・写真をただ撮っていた私に奥が深いものだと改めて知ることができました。広

　報として写真撮っています。従業員みんなで共有できるように考えてみます。



まち活のノート
「広報担当者向けスマホ写真の撮り方」
発行年月：2022 年 3 月 初版（2021 年度制作）

発　　行：糸満市市民活動支援センターまちテラス

　　　　  糸満市字糸満 989 番地の 83 糸満市場いとま～る E-1

メ ー ル：info@machiterrace.com

開館時間：月曜日から金曜日 午前９時から午後６時まで

 休 館 日：土曜・日曜・国民の休日・慰霊の日・年末年始

まち活のノート バックナンバー

001 広告デザイン理論を活かした読まれるチラシの作り方

002 広報担当者向けスマホ写真の撮り方

003 ファンづくりにつなげる SNS の活かし方

004 イベントを集客（告知・宣伝）から成功につなげる方法

005 成長できるチームをつくる 5つの活動

006 参加体験型ワークショップのつくりかた
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