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写真公募企画「趣味×写真」

「趣味×写真」シリーズは、コロナ禍真っただ中の2020年に
実施したユーザー調査を切っ掛けにスタートしました。
写真という趣味に支えられたという声、写真は最高の趣味と
いう声に共感して感謝する一方、写真ばかりではなく趣味の
有り難みがそこにあるのだと受け止めました。
中でもとりわけ目に留まったのが「写真を見てもらいたい」
というひと言でした。
ギャラリー休止、フォトコン延期が相次ぐ中、コロナ禍との
せめぎ合いに屈せず趣味を謳歌、趣味に没頭した証としての
写真を思うように見てもらえない、そうした日々が「見ても
らいたい」という控えめで切実な言葉に表れているようで、
逃げることのできない課題を突き付けられた思いでした。
ここに「趣味×写真」第2弾公募企画の写真群を公開します。
一人の写真ファンの声がどのような形を持ち始めたか。
どうぞ、お確かめください。
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✔ 第2回のテーマは「2020～2022年
科学少年・科学少女の見た風景」

数限りなく存在する「趣味」にどうアプローチするか。
「写真」と密接で最も人口が多いのは野花、植物園、園芸、フ
ラワーアレンジメントなど「花」界隈かもしれません。それは、
ユーザー調査の被写体ランキングでコロナ禍の前も後も撮られ
続けた代表格が「花」であったことからうかがえます。
今回「花」さえ差し置いて「科学」をキーワードとしたのは、
前回「アマチュア無線」と地続きであること、そして、夏休み
という時期が実験・電子工作の体験イベントなど科学の集いの
最盛期であることが理由です。
ところが、ゾンビのようなコロナ禍は、子どもさんたちやその
親御さんたちが心の底から楽しみにしていた集いの中止相次ぐ
という形で残酷な仕打ちを見せつけました。

3



✔ コロナ禍に負けない、「見せたくてたまらない」
写真群。私たちも「見せたくてたまりません」。

それでも、自信をもってご紹介できる写真群が揃いました。
うっ屈とする状況を前にしても、サイエンスホビーで鍛えた眼
差し・センサーを持つ科学ファンは屈せず、打開を図り、かて
にすら変えられたようです。

公募に際しての応募条件は「科学」が好きなこと。2020年から
2022年の間に撮った「見せたくてたまらない」写真を送ってく
ださいと呼びかけました。そして、年齢は不問。
「趣味」「好き」に突き動かされるのは心が少年だから、少女
だから。年齢で区切ることなどできないと考えたからです。
その差70歳以上、年齢・世代を超えた少年・少女たちの協演を
お楽しみください。
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✔ 息子と見た空
平井愛さん

49歳・女性 主婦（パート）東京都国立市
私は科学少女「天文宇宙大好き、空を見上げる
のが大好きです。このチラシも、プラネタリウ
ムでもらいました」。
小笠原（父島）にて、2022年2月

写真にまつわるエピソード／メッセージ「すっ
かり大きくなった大学生の長男を口説き落とし
て、小笠原へ1週間の母子2人旅に行きました。
もう、これだけで、自慢したいです。
一緒に見た夕焼け空は刻一刻と色を変え、夢中
でたくさんシャッターを切りましたが、どれひ
とつとして同じ写真はありませんでした。
素敵な企画をありがとうございます。
コロナの自粛ムードでなかなか自慢できなかっ
たのですが、『自慢しよう！』の呼びかけが嬉
しくて応募しました」。 5



✔ 燃え盛る花びら
Mさん

16歳・男性（高校 2年生）
川崎市麻生区
私は科学少年「季節に沿った花や
風景を全力で撮ってるから」。
浄慶寺（あじさい寺）にて、梅雨
2022年6月28日

写真にまつわるエピソード／メッ
セージ「家を出た時にはもう日が
暮れ始めていてお寺に着く頃には
もう間に合わないかなと思ってダ
メもとで行きました。
ですがまだギリギリ光線が残って
て梅雨の代名詞と夏のはじまりの
ような太陽が融合したような写真
が撮れました」。
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✔ 光るキノコの
灯りだけの世界
湯淺光則さん
61歳・男性（写真家）
兵庫県尼崎市
私は科学少年「小さな頃から自然が
大好き、科学大好き少年でした」。
神戸市にて、2022年6月
写真にまつわるエピソード／
メッセージ「世界でも日本のごく一
部でしか見られない、シイノトモシ
ビタケ。深夜にひっそりと光る神秘
的な世界を、ライトなどは使わず、
キノコの光だけで表現しています。
もちろん普通のカメラで普通に高
感度で撮ってもこうは撮れません。
私だけが撮れる、世界で唯一の
キノコの光の世界です」。
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✔ かがみの
せかい

永冨礼さん

17歳・女性（高校2年生）
東京都大田区
表参道にて、 2022年8月
写真にまつわるエピソード
／メッセージ
「複雑に配置された様々な
形の鏡と、それに反射する
人々や建物が面白くて撮り
ました」。
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✔ お口にあいますか？ 永冨貴之さん

4歳・男性千葉県市原市 私は科学少年「とにかく興味があることを『何度もやります』。特に
恐竜と海の生物とのバトル。戦い方を変えて何度もやってます」。自宅にて、2022年2月18日
写真にまつわるエピソード／メッセージ「子供部屋にいったらビックリ。恐竜フィギアと食べ物
フィギアのコラボレーション。大人では思い付かない組み合わせ」。 9



✔ I wanna sailing away
鈴木綾さん

23歳・女性（大学院2年）千葉県船橋市
私は科学少女「小学生の頃から理科が好
きで、そこからずっと気持ちは変わず、
ついに現在理系の大学院生になりました。
小学校の夏休みの自由研究で環境問題を
扱い、その課題意識は現在の研究にもつ
ながっています」。
種子島南種子町にて、2022年8月
写真にまつわるエピソード／メッセージ
「2022年の8月に研究のために種子島に
行きました。本当は自由にいろんなとこ
ろに行って、知的好奇心を満たしたいの
に、コロナにより、行動を制限された自
分自身と波止場に泊まった船を重ね合わ
せました。
その一方で、航海にでなくても船底に映
る水は綺麗ですし、自分の周りにある日
常の魅力にも気づけたと思います」。
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✔ kaleidoscope 〜煌めく yuriさん

18歳・女性（高校3年生）
奈良県宇陀市
私は科学少女「私は写真を撮
ることが好きです。
高校生になってからとても好
きになりました」。
家の庭にて、2021年3月31日

写真にまつわるエピソード／
メッセージ「かわいらしく生
きるたんぽぽを見つけました。
自分の思う角度を探して撮っ
た写真です。
誰かにこの写真を見ていただ
けたら嬉しいです」。
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✔ 無変化
畑中歩斗さん

21才・男性（大学生）京都府京都市
私は科学少年「どんなことにでも興味を持ち、自分の
好きなこととどう繋げれるか考えるから」。
名古屋にて、2022年5月15日
写真にまつわるエピソード／メッセージ「この写真は
大学のサークルで出会った友達と名古屋旅行に行った
時のものです。その友達達とは一度も会ったことはな
く、大学も住んでいる県も違うメンバーでした。深く
は知らない人たちとこのように会うことはコロナ禍で
は考えられませんでした。しかし、会ってしまえばコ
ロナがあることなんて考えられないほど楽しく、愛し
い時間を味わえました。
この写真を見て2022年に撮影したと言われても、2001
年に撮影したと言われても、1991年に撮影したと言わ
れても、どの年代でも納得する写真だと思いました。
変わっているようであまり変わってない、変わったの
は意外と自分自身なんだと感じられると思います」。 12



✔ FREEDOM
坂井一葉さん

19歳・女性（専門学校1年）東京都江戸川区
私は科学少女「高校生からどうしたらカッコイイ
写真が撮れるのか、自分が表現したい写真とは何
なのかを研究してきました。私は自分が写真に対
して科学少女だと思います」。
アクアパーク品川にて、2022年 7月

写真にまつわるエピソード／メッセージ
「何の形にもはまらない自由で意のままに振る舞
う姿がとても神秘的に撮れました。
このクラゲのようになんの制限もなく自由な生き
方ができる将来が近くにきますようにという願い
を込めてこのタイトルをつけました」。
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✔ 万華鏡の世界

彦坂瞳さん

1枚目
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✔ 万華鏡の世界
彦坂瞳さん 2枚目

30歳・女性（会社員）
愛知県名古屋市
私は科学少女「とにかく写真が好き。
人が発見した色彩感覚や景色などに
魅了されてます」。
愛知県西尾市にて、2021年10月

写真にまつわるエピソード／メッ
セージ「西尾市にある三河工芸ガラ
ス美術館に巨大万華鏡があります。
自分が万華鏡の中に入り万華鏡の世
界を体験できます。
愛知県に住んで30年ですがこんな素
敵なスポットがあるとは知りません
でした」。
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✔ 回折

舘範夫さんその1

73歳・男性（退職した技術者）

千葉県印旛郡
私は科学少年「宇宙の話題、ホーキング博士、探求心は衰えていない」。
ホテルのベランダより、2020年春
写真にまつわるエピソード／メッセージ
「ホテルのベランダから見下ろした海岸の様子です。波の回折現象が見てとれました」。 16



✔ ユリ籠

舘範夫さんその2

自宅の庭にて、2021年夏
写真にまつわるエピソード／メッセージ
「蛙は門柱の灯りの側で寄ってきた虫を捕食
しますが、この日は咲いたばかりの百合の花
に乗って休んでいるようでした」。
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✔ 燃焼

舘範夫さんその3

自宅の室内にて、2020年初夏

写真にまつわるエピソード／
メッセージ
「僅かな明かりを長時間溜め
て蚊取り線香の姿にしました。
点在する明るい点は、灰が落
ちて火口が現れた痕跡です」。
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✔ 手相に注目
永冨由佳さん

37歳・女性千葉県市原市
私は科学少女
「家族が食べる材の原産地
や成分に興味があります」。
自宅にて、2022年6月9日

写真にまつわるエピソード
／メッセージ
「この写真の主役は手相。
両手『ますかけ線』だった
のです。すごい人になるか
も。楽しみです」。
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✔ 空飛ぶ挑戦！
永冨雪子さん

73歳・女性（フォトグラファー）

埼玉県三郷市
私は科学少女「身の回りにあるもの、起きる
ことに興味は尽きない」。
千葉県市原市（孫の自宅庭）にて、2022年6
月12日撮影

写真にまつわるエピソード／メッセージ
「4歳の孫はジャングルジムから何度もジャ
ンプして、ばぁばにカッコいい写真を撮って
欲しいと要求。
シャッターを押すタイミングが重要！ばぁば
と孫のコラボ写真です」。
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✔ ムスメ2022
永冨敦子さん

45歳・女性（英語教室講師）

東京都大田区
原宿にて、8月

写真にまつわるエピソード
／メッセージ
「女子高生のムスメと原宿
にある奇抜な店構えがマッ
チしていました」。
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✔ はなとちょう
永冨琉衣さん

15歳・女性（中学校 3年）

東京都大田区
沖縄にて、7月

写真にまつわるエピソード／
メッセージ
「蝶々かと思ったら、鳥だった
のでびっくりしました」。
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✔ やりたかったこと
永冨新悟さん

49歳・男性（保健体育教諭）
東京都大田区
私は科学少年？「科学は赤点でした」。
富士山山頂にて、8月

写真にまつわるエピソード／メッセー
ジ「年齢の節目に達成したかったこと、
それが富士山登頂。年々落ちていく体
力、弱気になる精神力、でも前を向い
て行きたい、そんな葛藤を吹き飛ばす
ような素晴らしい光景でした」。
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✔ 死美(しび)
永冨貴哉さん

47歳・男性（獣医師）

千葉県市原市
私は科学少年「幼少の頃から日常的に生
き物を常に探してしまいます。広い緑の
中から一番最初にカマキリの存在を見つ
けることが出来ます。今回の魚もなぜか
目に入ってきました」。
九十九里海岸にて、2022年4月1日

写真にまつわるエピソード／メッセージ
「海が荒れた次の日だったと思います。
鳥などに食べられることなくキレイなま
まで少しだけ時間が経った状態。なぜか
美しく感じてスマホでとりました」。
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✔ 冬の変身 永冨新嗣さん

自営業、75歳・男性埼玉県三郷市私は科学少年「自然の変化」。近くの畑にて、2月初旬
写真にまつわるエピソード／メッセージ「霜の降りた葉は驚くほど美しく神秘的です」。 25



✔ てんとうむし
田中大雅さん

15歳・男性（高校1年生）
東京都世田谷区
私は科学少年「科学が好き」。
熊谷市にて、5月

写真にまつわるエピソード／メッ
セージ「線路脇の植木にテントウム
シがたくさんいた。
カメラを向けると逃げてしまうので、
かなり苦戦した」。
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✔ 北海道旅行

冨岡環太郎さん その1

8歳・男の子（小学校2年生）
岡山県岡山市
私は科学少年「宝石と化石が好き」。
旭山動物園にて、夏休み

写真にまつわるエピソード／メッセージ
「夏にお母さんと北海道旅行に行って旭山動物園で撮った写真。
猿の写真は変な写真だと思う。ガラスに座っていたから面白いと思った」。 27



✔ 北海道旅行

冨岡環太郎さん その2

写真にまつわるエピソード／メッセージ
「夏にお母さんと北海道旅行に行って旭山動物園で撮った写真。
魚の写真は、アザラシ館で撮って、魚が光っているところが不思議だと思った」。
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✔ 大自然の子から
生命力
高詩怡さん

15歳・女性（高校1年生）
神奈川県川崎市
私は科学少女「私は中学一年から光触
媒に興味持つきっかけで科学が好きに
なりました。いまはロボット作りの
チャレンジしています。科学者になる
という夢ができました」。
自宅にて、2020年5月31日
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写真にまつわるエピソード／メッセージ
「2020年の自宅待機の時で撮った写真で
す。物語は、さつまいもの料理はあんま
りしなかったためそのまま放置してしま
いましたが、掃除しているとき見つかり
まして、私も親もとてもびっくりしまし
た。すごい、不思議だという気持ちばっ
かりでした。それに、いつ買ったのかも
覚えていませんでした。
以前も生命の力は強いとおばあちゃんか
ら聞きまして、この言葉もようやく分か
りました。自分も初めて命のすごさを感
じました。
その日の夜ご飯が自然への感謝や命への
尊敬など複雑な気持ちで強い強いさつま
いもさんを家族みんなでいただきました。
この件以来、野菜などの食物は捨てたこ
ともなく、壊れる前に食べるようになり
ました。



高さん…つづき

今でも、私が成長のみちでさつまいも
さんとの素敵な出会いが心より大自然
に感謝しています。本当にありがとう
ございました。
私は世界中のみなさんにこの気持ちを
届けたいです。
見回りを観察して、不思議が見つかる
かもしれません。たとえ小さな出会い
でもどこかで大きく変わります。それ
はきっと楽しいのです。

見ていただき本当にありがとうござい
ました」。
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✔ 日本の美しき日々
Aさん

41歳・女性（主婦）
住所埼玉県
私は科学少女「コロナ禍、子どもたちにも行動制
限がかかりました。緊急事態宣言中は子どもたち
とお菓子を作ったり、川沿いを歩いてBB弾や石
ころを探したり、虫を採って観察したり、月や星
を眺めたりするうちに、母である私も、遥か遠い
はずの少女だった頃に揺り戻されたかのような、
そんな懐かしい日々を過ごしました。なので、私
も科学少女を自称しても良いでしょうか？41歳も
科学少女の仲間に入れてください(笑)!」
撮影：実家がある埼玉の小さな町です。
2022年元旦。
写真にまつわるエピソード／メッセージ「社会全
体がなんとなくモヤモヤっとした日々だった一昨
年の冬のある日。ふと、「身近にあるもので誰も
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が簡単にできる、何か心躍ることはないかな」と
思い立ち、子どもたちと植木鉢の水受け皿に水を
張って、そこに散歩中に摘んだ草花を入れ、一晩
外に置きました。
翌朝自然の力で凍ったものを、空をバックに撮影
し始めました。日本の冬の空は、突き抜けて青く、
美しくて。カメラはスマホです。
節分の豆蒔き翌日は、庭に蒔かれた豆を入れてみ
ました（一晩水に浸かるので、ちょっとふやけま
す笑)。近所の子が一緒に作ってくれたり、ご近
所さんがご自宅の花を「これ入れてみて!」と摘ん
できてくださった日もありました。お菓子を作る
型に絵の具を溶かした色水を入れて凍らせたりも
しました。
子どもたちと一緒に作る時間も楽しいですし、毎
朝表情を変え、予想を超える魅せ方で凍る氷を見
るのも、撮影して自分のSNSに写真を投稿するこ
とも、日々の楽しみになりました。投稿を見て、
お子さんと氷作りをしてくれた友達もいました。



Aさん…つづき
近くにいるのに会えない友達にも遠い
場所で暮らす友達にも「こちらは元気
にしてるよ」と伝われば良いなと思っ
ていました。
今年の1〜2月は、約60枚の写真が撮れ
ました。その中でも、元旦に撮った
『2022年、良い一年になりますように。
絶対なるでしょうよ!』という願いと決
意表明を込めた1枚を添付します。
花材は、お節の飾り付けに使う為のも
のを実家の母から拝借。「日本のおめ
でたさ」も籠って見えたら・・・って、
詰め込みすぎですね(笑)
写真のおもしろさと可能性を改めて感
じたコロナ禍。大変な日々ですが、大
事なことに気づかされ、大切にさせて
もらえている日々です。
CIPAの皆様も引き続きカメラと写真
を愛し、カメラと写真に愛されつつ、
くれぐれもご自愛くださいね」。
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✔ 青空と看板
高原玲さん

13歳・男性（中学生）
沖縄県国頭郡
私は科学少年「たまに科学的なこと
考えてなぜこの様な動きをするなの
かなどを考えたりするため」。
沖縄県那覇市にて、2022年8月23日

写真にまつわるエピソード／メッ
セージ「写真を撮った時は都市部な
ため繁盛している店の屋上に行った
のですが全く人は近くにおらず少し
不思議な場所でした。新型コロナウ
イルス感染拡大前は人はいたのかも
しれませんが感染が拡大したためま
さに2020年~2022年の写真と言える
かもしれません」。
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✔ 椅子と窓
からの景色

高原玲さん
その2

沖縄県那覇市に
て2022年8月23日

写真にまつわる
エピソード／
メッセージ
「人のいないと
ころを見つけ写
真を撮りました。
2020年以前には
人がごった返し
この椅子で休憩
していたのかも
しれません」。
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✔ upside down
Kさん

13歳・女性（中学2年生）

東京都八王子市
私は科学少女「写真が好きなだけです」。
大阪にて、夏休み

写真にまつわるエピソード／メッセージ
「Instagramで有名な落ちないアイスを
食べた」。
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✔ きれいな海と空
宮崎匠心さん

13歳・男性（中学校1年・写真部）
東京都世田谷区
私は科学少年「カメラが好きだから」。
横浜にて、2022年5月23日

写真にまつわるエピソード／メッセー
ジ「運動会の振り替え休日に行った部
活での写真」。

36



✔ かつて存在したビルの屋上から 白澤洋一さん
44歳・男性 博士（工学） 会社員/大学兼任講師東京都世田谷区私は科学少年「好奇心を持って
いる（きっと）」。東京都目黒区に当時存在したビル（Hotel CLASKA）の屋上にて、2020年10月
写真にまつわるエピソード／メッセージ「この写真の撮影場所の建物は、既に取り壊されており、
同じ目線で撮影することはできません。この時、確かに、私はこの場所にいて、この場所に建物
（Hotel CLASKA）はありました」。 37



✔ ウイズコロナ旅は
宇宙へ

Yさん

52歳・女性（会社員）
東京都東村山市
私は科学少女「ワクワクする気持
ちを持ち続けたいから」。
千葉県いすみ市にて、2021年

写真にまつわるエピソード／メッ
セージ「いすみ鉄道の企画展示が
その日までと知り朝一車を走らせ
ました」。
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✔ 日本最高地点で子供たちと交信

齊藤孝之さん

55歳・男性（教員）所沢市
私は科学少年「無線歴40年 無線を通してものづ
くりの面白さと多様な通信手段で普段の生活では
つながらない世界の人とつながり、自分の世界を
広げています」。
富士山頂上にて、令和4年７月31日

写真にまつわるエピソード／メッセージ
「前日の大雨とは一転、頂上は素晴らしい天気で
した。勤務校の子供たちや教育委員会の方と、交
信できました。無線をやっていて良かった！自分
の出した電波が携帯基地局など人工物なものを介
さず直接子供たちの目の前にあるトランシーバー
に富士山からの電波を送り込んで話せる感動を味
わいました。
登山は難儀しましたが苦労した分感動は100倍で
した！」
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✔ 日本最高地点で
子供たちと交信

齊藤孝之さんその2

40



✔ モールスキー
比嘉隆太さん

33歳・男性（会社員）
埼玉県川越市
私は科学少年「私は、小学生のころから
理科が好きでした。高校時代から写真だ
けでなくラジオを聴く事が多くて、いつ
しか夜間帯は遠くのAMラジオを聴いて
いました。その後、アマチュア無線の資
格を取り多くの人と交信をしています」。
東京都江東区にて、2022年8月
写真にまつわるエピソード／メッセージ
「アマチュア無線の運用は実に幅広く、
一言では表せません。私のアマチュア無
線の交信では言葉で話す電話だけでなく、
モールス符号を使った電信もよくやって
います。
短点と長点の組み合わせで、世界中のア
マチュア無線家と交信ができます。
そして、モールス符号を使った交信する
のに必要な道具がこの電鍵です。
いま1番お気に入りの電鍵を写真に収め
てみました」。 41



✔ お日様のいたずら書き
小野力さん

71歳・男性（定年退職者） 神奈川県相模原市

私は科学少年「子供のころから、天体望遠鏡（製作、月・惑星
などの観測）や、電子機器（ラジオ・ステレオアンプなどの製
作）が趣味でした。これらを製作・使用している中で、構成部
品・動作原理を学び、また、自分の視点をどこにおけばどのよ
うな現象が見えるかを意識することが身につきました。

最近の取り組み事例は、アマチュア無線でモールス交信を始め
たことや、惑星直列を観望しながら自分の視点を太陽系の外側
において各惑星の配置を想像したりなど、科学への興味はつき
ません」。

小田急江ノ島線 線路フェンス、2020年5月

写真にまつわるエピソード／メッセージ「線路沿いに設置され
ている鉄柵の上面に鉄柵背面の針金フェンスの影が面白い幾何
学模様を描いていました。針金フェンスの曲線横針金と直線縦
針金の影が鉄柵胴縁の高さにより異なった模様を描いています。
影模様ができる仕組みがわかるまでしばらくその場にたたずんでいました。

現在は急激な科学の進歩の結果、モノを用いる知識はあっても、そのモノの動作原理・構成・仕組みがブラックボックスと
なり、科学知識に大きな偏りがあります。

モノの動作原理や構成に興味を抱き、理解が得られるような子供たちへの教育機会を設けるべきと考えます」。 42



✔ RED
山口冬華さん

40歳・女性（フリーター）

東京都練馬区
私は科学少女「科学が好きだから」。
東京都にて、春

写真にまつわるエピソード／メッセージ
「ガラスがグラスに映る込む」。
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✔ 山口冬華さん つづき 44

▲白に映える赤 ▲SOFT TOUCH

◀RED ZONE  ▼水色の季節 店先の出迎え▶



✔ 生と死と死
和田薫乃さん

29歳・女性（エステティシャン）
埼玉県三郷市
私は科学少女
「プラネタリウムが好きです。
花びらが散っていく瞬間、
朽ちていく変化にもドキドキし
ます」。
自宅にて、8月
写真にまつわるエピソード／
メッセージ
「同じタイミングで購入した
トックリヤシ。同じように育て
ていたのに、なぜか片方だけし
おれてしまう。
数ヶ月後、左側の子も…」。
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✔ 最高の笑顔
和田薫乃さん
その2

ふなばしアンデルセン公園
にて、8月

写真にまつわるエピソード
／メッセージ
「ひまわりの『ぱぁあ！』
とした笑顔がかわいい♡
夏らしくて1番好きな写真
です」。
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✔ 不完全でも
和田薫乃さん
その3

ふなばしアンデルセン公園
にて、8月
写真にまつわるエピソード
／メッセージ
「なぜかみんな、
完成された、完璧なものに
目が行きますが、不完全で
もその良さがある。
不完全だからこそ伸び代が
ある。
そんなところも見つめてみ
ませんか？」
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✔ ひまわりの見守る
街中の小さな公園
松井秀樹さん

63歳・男性（会社員）

神奈川県藤沢市
私は科学少年「カメラを通して、
現実の世界と創造の世界を想像
する楽しみを持ち合わせている」。
神奈川県藤沢市打越公園にて、
2022年6月28日
写真にまつわるエピソード／
メッセージ「早朝から日差しの
強い公園の入り口に、まるで監
視人のように咲いているひまわ
りは、あたかも「早く子供たち
が遊びにきてくれないか〜。」
と待っているかのようで、毅然
と立っている姿と奥の滑り台と
のコントラストが妙に気に入った
一枚です」。
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✔ 夕立ちのあとの黄昏

松井秀樹さん その2

福井県小浜市小浜湾にて、2022
年7月2日

写真にまつわるエピソード／
メッセージ
「墓参に訪れた小浜湾の日の入
りを撮影しようとしていた時に、
遠景の半島に雷雨が発生し、そ
の雷雨が撮影地にも迫ってきた。
一旦撮影を中断し、通過するの
を待っていたが、日の沈む瞬間
を撮影することはできなかった。
それでも赤く色づいた空と雲、
そして飛行機雲と鳥が印象的
だった」。
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✔ 置き去りにされた
スニーカーは何を
思うのだろう？

松井秀樹さん その3

神奈川県藤沢市にて、2022年6
月3日
写真にまつわるエピソード／
メッセージ
「早朝の散歩をしていると、駐
車場にスニーカーを見つけた。
よく見ると紐がない！ 置き去
りにされたのだろうか？ でも
どうして紐が無いのだろう？
どうして駐車場に置いていかれ
たのだろう？ スニーカーはど
んな気持ちなのだろう？」

50



✔太陽に向かう
チューリップ
松井秀樹さん その4

長野県安曇野市国営アルプスあ
ずみの公園にて、2022年5月3日
写真にまつわるエピソード／
メッセージ
「僕にとってチューリップを撮
ることはとても難しく、苦手な
被写体。
どう撮ったら可愛らしく撮って
あげられるのか？ 悩みながら
毎年のチューリップの時期を過
ごす。しゃがんで見上げた時に、
ふと、ひまわりのように太陽に
向かっているのではないか？
ふと思ったその気持ちでシャッ
ターを切った一枚」。
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✔ もう一つの花見

松井秀樹さん その5

神奈川県藤沢市にて、2022年4月10日 写真にまつわるエピソード／メッセージ「毎年の花見のシーズン。
花見は見上げるとの先入観しかなかったが、桜の根元に生えているコケの上に一枚の花びら。じっくり見
るとコケの可憐さが伝わってきた。此処にも小さなドラマがある」。 52



✔ 上翔
（じょうしょう）

岩田智史さん

13歳・男性（中学生）
埼玉県吉川市
私は科学少年「様々な
色の空が好きで、よく
空を見ていること」。
吉川市にて、
2022年4月

写真にまつわるエピ
ソード／メッセージ
「入学した頃に疲れて
帰って来て、空を見上
げた時にたまたま鳥の
形をした雲があって、
大きく羽ばたくような
姿に勇気づけられて撮
りました」。
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✔キラキラと動物
境翔人さん

18歳・男性（工業高校3年）
東京都東大和市
私は科学少年「ものづくりが好きで工
業高校に通学しています」。
校内にて、2021年7月4日
写真にまつわるエピソード／メッセー
ジ「ホログラムでキラキラ綺麗になっ
ております」。
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✔ トンビの空中遊泳

Kさん

49歳・男性（会社員）
福島県いわき市
私は科学少年「無線やパソコンプログラム
に興味があるから」。
いわき市小名浜三崎公園にて、８月下旬

写真にまつわるエピソード／メッセージ
「マリンタワーを撮影中、残暑を楽しむトン
ビが空中遊泳していた。秋を招いているよう
にも見えました」。
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✔ 森の童女
市川泰憲さん

74歳・男性（年金＆団体職員）
東京都東村山市
私は科学少年「最新のカメラ技術と過去のレン
ズ資産の融合を目指しました」。
長野県安曇野市にて、2021年8月

写真にまつわるエピソード／メッセージ「わが
家にある古い人形で最も気品高く感じられるの
をコロナ禍とはいえ安全を考え車で持ち出して、
人気のない森の中で撮影しました。
最新のミラーレス一眼にマウントアダプターを
介して1950年製のフォクトレンダー社のプロミ
ネントの「ウルトロン50mmF2」レンズを使っ
て撮影。
写りすぎるデジタルの時代にあって、古典レン
ズを使って口径食が目立つようにと少しだけ個性をだしてみました。
この人形は、1927年に、アメリカ合衆国から日本に両国間の親善を目的として贈られた人形
（Friendship Dolls：青い目の人形に対し、日本より当時のアメリカへ返礼のために贈られた
日本人形（Japanese Friendship Dolls：答礼人形）と同等品と考えられます。 56



✔ ポン酢クラウン

田原冴星さん

11歳・男性（小学6年生）千葉県流山市
私は科学少年「写真ならお父さんに負けない！」 自宅にて、2022年8月
写真にまつわるエピソード／メッセージ「夏休みの自由研究と一石二鳥！」 57



✔ ラムネのお家
川崎光音さんその1

14歳・女性（中学2年生）
神奈川県横浜市
神奈川県横浜市にて、
2022年2月17日

写真にまつわるエピソー
ド／メッセージ
「ラムネ菓子の残りが少な
くなったから、容器の中
をのぞき込んだ。そした
ら、面白い風景が見えた。
なんだか、ラムネのお家
の窓から光が差し込んで
いるみたい」。
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✔ 光が揺れる
川崎光音さんその2

神奈川県横浜市（八景島
シーパラダイス）にて、
2022年2月23日

写真にまつわるエピソード
／メッセージ
「太陽の光が、水槽の水を
こえて差し込んでくる。光
と影が、床の上でゆらゆら
と揺れていた」。
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✔ 私も揺れる
川崎光音さんその3

神奈川県横浜市（八景島
シーパラダイス）にて、
2022年2月23日

写真にまつわるエピソード
／メッセージ
「水を通った光と影が、床
の上でゆらゆらと揺れてい
た。自分の影もゆらゆらと
揺れている。もう一人の自
分が映っているみたい」。
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✔ 水槽の中の深海
—水底で見る静かな夢—

川崎光音さんその4

大阪府大阪市（海遊館）にて、
2022年2月11日

写真にまつわるエピソード／メッセージ
「水底のカニは、水面に映る鏡像と同居
していた。カニの見る夢が、水面に映し
出されているのだろうか」。
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https://www.cipa.jp/j/stats/dc.html


✔ ブルーな気持ち
川崎光音さんその5

神奈川県横浜市（八景島シーパ
ラダイス）にて、2022年2 月23日

写真にまつわるエピソード／
メッセージ
「ガラス越しに来てくれたアザラ
シは、今日はちょっとブルーな
気持ちみたい。元気出してね」。
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https://www.cipa.jp/j/stats/lens.html


✔ 魚たちの秋祭り
川崎光音さんその6

神奈川県横浜市（八景島シーパ
ラダイス）にて、2022年2月23日

写真にまつわるエピソード／
メッセージ
「紅葉色の魚たちがにぎやかだ。
今日は秋祭りかな？」
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https://www.cipa.jp/j/stats/report.html


✔ 水槽の中の大海原

川崎光音さんその7

神奈川県横浜市（八景島シーパラ
ダイス）にて、2022年 2月23日

写真にまつわるエピソード／
メッセージ
「仲間たちみんなで大移動。今日
はどこへ行くのかな？」

64

ｘ

https://www.cipa.jp/j/std/std-sec.html


✔ 魚たちのごあいさつ

川崎光音さんその8

神奈川県横浜市（八景島シーパラ
ダイス）にて、2022年2月23日

写真にまつわるエピソード／
メッセージ
「どこかに向かって泳ぐ魚たち。
マンボウが近づいてごあいさつ」。
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https://www.cipa.jp/j/std/std-sec-guideline.html#stdtabsTop


✔ 青空に立つ帆柱

川崎光音さんその9

大阪府大阪市(（海遊館西はとば「サンタ
マリア号」）にて
2022年 2月11日

写真にまつわるエピソード／メッセージ
「船の帆柱が、青空に向かって、真っすぐ
に、しっかりと、立っていた」。
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✔ 空に描いた水彩画
川崎光音さんその10

愛知県犬山市にて、2022年1月9日
写真にまつわるエピソード／メッセージ
「夕方の空に、いろいろな形の雲が浮かんでた。
誰かが空いっぱいに、水彩絵具の筆を走らせたの
だろうか」。

私は科学少女「小学校の時は、時間があればずっ
とスライムを作っていました。スライムは簡単に
作れますが、ホウ砂の入れ方や、温度や、材料な
ど、いろいろなことを少し変えるだけで、ずいぶ
ん違う手ざわりのものになります。何度も作って、
ちょっとずつ違いを出すのが楽しかったです。
中学校に入ってからは、スマホ（iPhone SE2）で
写真を撮ることが多くなりました。家の中でも外
でも、いろいろなものを撮っています。光の動き
で物の見え方が変わったりしますし、目で見た時
とカメラで撮った時とでも違いがありますが、そ
ういう変化を見るのが楽しいです」。
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✔ 夜桜を走り抜ける
川崎光音さんその11

神奈川県鎌倉市にて、2022年3月28日

写真にまつわるエピソード／メッセージ
「桜の季節に、夜の街をドライブした。
桜色の光が、勢いよく走っていた」。
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✔ 太陽がどこか
を照らしてる

田村一虎さん

12歳・男性（中学1年
生）
東京都世田谷区
私は科学少年「科学と
写真を撮ることが好き
で写真科学部に入って
いるからです」。
自宅にて、7月

写真にまつわるエピ
ソード／メッセージ
「光はいつも誰かを照
らしてる」。
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✔ 田園の夕焼け

向井靖弘さん

62歳・男性（公務員）

滋賀県東近江市
私は科学少年「今もロ
ボット教室に行き、
そ〜いうことか!と毎
回思うことがある」。
滋賀県竜王町にて、
2022年6月
写真にまつわるエピ
ソード／メッセージ
「車での通勤の帰宅途
中、思わず目を引く景
色にすぐ車を止めて撮
影しました。田園の風
景は何十年と見ていま
すが、こんなに綺麗な
不思議な夕焼けは初め
てでした」。
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✔ 興味津々

Tさん

15歳・女性（学生）
福岡市
私は科学少女「写真を撮ること
が大好きだからです！特に一眼
レフを使って撮ったものを印刷
して見るのが好きです。データ
で見るのとは違う写真の凄さが
分かるからです！」
車の中から、2022年8月

写真にまつわるエピソード／
メッセージ「おばさんが飼って
いる犬と一緒に出かけに行った
ところ、いろいろなものに興味
津々なご様子の犬。窓から顔を
出して外をキョロキョロ。また、
風にあたりながら気持ちよさそ
うにしていました」。
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✔ Birthday
吉田昌晃さん

37歳・男性
（フォトグラファー）
神奈川県川崎市
私は科学少年「カメラが好き
パソコンが好き」。
横浜ベイクォーター スヌー
ピーカフェにて、2021年12月
写真にまつわるエピソード／
メッセージ
「毎年祝う妻の誕生日。
いつも誰か機嫌が悪かったり、
寝ちゃってたりと家族全員は
なかなか揃わないのですが、
この日は家族みんなでケーキ
を囲んでお祝いすることがで
きた貴重な瞬間」。
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✔ Smile
吉田昌晃さん
その2

友人の自宅にて、2022年8月
写真にまつわるエピソード
／メッセージ
友人の第一子ニューボーン
撮影。
授かるまでに時間がかかり、
待ちに待った第一子。
出産までの時間を知ってい
るからこそ、我が子を撮る
ように1枚1枚丁寧に撮影し
ました。
その中でもとびっきりの笑
顔を見せてくれた1枚。見て
いる人みんなを笑顔にして
くれるそんな写真です」。
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締め切りは2022年8月31日。素晴らしい写真群に恵まれましたが、
延長や2次募集も検討しました。
こうした写真群を目の当たりにすれば、自分も、とお考えに
なっていただける方が多いでしょうし、とりわけ「永冨家」に
触発されるご家族も多いのではないかとも考えました。
永冨家は、PSJ（公益社団法人日本写真協会）の公募写真展に家
族そろって何度も応募された経験があり、お孫さんがジャンプ
している写真の雪子さんがリーダー格。雪子さんの号令一下、
次々写真を送っていただきました。
当企画はWebsiteを舞台にした写真展ともフォトコンともいえる
ものですが、順位・勝敗を決めるものではなく、コロナという
共通の敵に「相変わらず楽しんでいるよ！」と見せつけるのが
狙い。そうだとしても、永冨家はじめ個性の競い合いは圧巻で
した。
延長や2次募集を行わないのは、次の企画が控えるためです。
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次回公募テーマはいよいよ「花」。ご期待ください。
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CIPA「2020〜2022年科学少年・科学少年の風景」
にご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

皆様のおかげで、きっと、写真の歴史が動き始めます。
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お願い：ご留意いただきたい点

・ 当写真集（電子データにてCIPA Websiteに公開）の中の
写真や同掲載ページ、写真集の中からCIPA Website上に
引用した写真や同掲載ページについて、他のWebsite、
SNSなどに転載することは、原則として、お断りします。

・ 報道に際して写真や同掲載ページの引用をご検討いいた
だけます際も、まことに恐縮ですが、下記CIPA広報窓口
に許諾をお問い合わせくださいますよう、お願いします。
infosat@cipa.jp
ご紹介いただけます事例の多い統計などとは扱いが異な
りますこと、何卒ご留意くださいますようお願いします。

・ CIPA Websiteの関連URLについてはリンクフリーです。
・ 撮影者様が、ご自身の写真のページをスクショするなど

してご自身のSNSなどに投稿いただくことは、自由です。
・ 撮影者様にとってかけがえのない写真とメッセージを扱

っております。何卒ご配慮の程、お願いいたします。
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