


KYOTOGRAPHIE へようこそ！

　

　

Use this passport to discover photography. You can do 
the activities in any order, by yourself or with your friends 
and family. When you are finished stop by the ticket 
counter and get your passport stamped!

このパスポートと一緒に、KYOTOGRAPHIEをまわろう！
パスポートの中には、アーティストや作品のことについてもっと知れ
るヒントが書いてあるよ。質問の答えを自分で考えたり、家族や友達
と一緒に話し合ったりしてみよう。作品を見終わった後は、出口にい
る係の人にスタンプをもらってね。

キ ョ ウ ト グ ラ フ ィ ー

しつもん こた

いっしょ

いっしょ はな

かかり ひと

あ

キョウトグラフィー

なか さくひん

さくひん み お あと でぐち

し

か じぶん かんが かぞく ともだち

「KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭」は、6年前にルシール・レイボーズと
仲西祐介がはじめた写真のお祭。毎年、美しい春の京都で世界中の写真家たち
の作品が展示されるよ。

KYOTOGRAPHIE was started 
by Lucille Reyboz and Yusuke 
Nakanishi six years ago. They 
wanted to show photography 
from Japan, and all around 
the world in Kyoto’s beautiful 
spaces. KYOTOGRAPHIE 
happens every spring, we 
hope you enjoy it!

まいとしまつり うつく はる きょうと せかいじゅう しゃしんかしゃしんなかにしゆうすけ

さくひん てんじ

キョウトグラフィー きょうとこくさいしゃしんさい ねんまえ
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写真を撮るときの目線の高さのこと。上から下を見たり（鳥の目線）、下から上を
見たり（虫の目線）、目の高さで正面から見たり、いろいろな視点があるよ。
例：展覧会5番の作品を見てみよう。

人や動物の顔や姿を写した絵・写真のこと。例：展覧会7番の作品を見てみよう。

明るい色と暗い色、粗いものと滑らかなもの、大きいものと小さいものなど、同じ
画面に並んでいる要素が、大きく違うこと。例：展覧会9番の作品を見てみよう。

ひと さくひん ばしょ くうかんぜんたい さくひん み てんじ

一つの作品だけではなく、場所や空間全体を作品として見せる展示のこと。
例：展覧会6番の作品を見てみよう。

写真に写る人・物の置き方や置く場所のこと。例：展覧会4番の作品を見てみよう。
もの お かた お ばしょうつ ひとしゃしん

ひと すがたどうぶつ かお うつ え しゃしん

しゃしん と めせん

めせんむし

めせんたか

たか しょうめん してんめ

うえ うえした したみ

み

とり

れい

あか あら なめ おお ちい おな

がめん

いろ いろくら

なら さくひんてんらんかい　ばん みようそ おお ちが

こうず

してん

れい さくひんてんらんかい　 ばん み

れい さくひんてんらんかい　 ばん み

れい さくひんてんらんかい　 ばん み

れい さくひんてんらんかい　 ばん み

せん かたち いろ しつかん つ あ れい さくひんてんらんかい　 ばん み

The photographer decides what point-of-view he would like the image to be taken from. 
birds-eye view (from above looking down), worm’s-eye view (low to the ground looking up), 
face to face (at eye level). e.g. see the picture from exhibition no.5.

A portrait is a likeness of person or an animal, especially of the face. 
e.g. see the picture from exhibition no.7.

The arrangement of opposite elements (light vs. dark colors, rough vs. smooth textures, large 
vs. small shapes, etc.) to create interesting photographs. 
e.g. see the picture from exhibition no.9.

It is an exhibition that shows not only one work but the space is as an artwork. 
e.g. see the picture from exhibition no.6.

The plan, placement or arrangement of the elements in the photo. 
e.g. see the picture from exhibition no.4.

These words will help you look at art and photography. 
Can you remember them and try to use them in the exhibition?

視点  POINT OF VIEW

portraitポートレート

コントラスト contrast

線や形、色や質感の、釣り合いのこと。例：展覧会8番の作品を見てみよう。
An arrangement of parts so they are equally powerful in the image.
e.g. see the picture from exhibition no.8. 

Balanceバランス

installationインスタレーション

物や風景、出来事など、アーティストや写真家が作品を作るときに決める作品の
中心となる内容のこと。例：展覧会3番の作品を見てみよう。
The subject of an artwork is the object, scene, incident, etc., chosen by an artist. 
e.g. see the picture from exhibition no.3.

もの

ちゅうしん ないよう

ふうけい

しゅだい

できごと しゃしんか さくひん さくひんつく き

れい さくひんてんらんかい　 ばん み

主題  Subject

composition構図

Vocabulary
写真用語

しゃしん

よ さくひん ふか み

し ことば あつ

アートや写真についてもっと知ることができる言葉を集めてみたよ。
これを読んで、一つ一つの作品をもっと深く見てみよう。

しゃしんようご
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