
ご自宅での練習をおすすめ致します（ご家族証明写真） 

親御様へのお願い 御自宅の練習が役立ちます 

親御様に練習をお願いするのは、失礼な事とは存じますが、小さなお子様の緊張感が続く限界がある中、ご本

人様にして頂く、項目が沢山ございます。その中で 1 項目だけ練習をして頂くと本番撮影がスムーズに進行し

緊張感の切れる前の短時間で撮影が終了する事が出来ます ご理解をお願い申し上げます。 

 

家族証明写真 気を付け姿勢練習  

スタジオではお子様とご両親様の顔の位置を平均化する為、小さな踏み台に乗って撮影させて頂く場合が多く

ございます。その踏み台を怖がってしまわない様に、ご自宅で、お風呂の椅子位の高さの台に乗って頂き 

気を付け姿勢の練習をして頂くと良いと思います。 

ポイント 

  

① 気を付け姿勢で緊張しすぎて肩を上げ過ぎて首が短くならない様にして頂く 

② 顔 の位置の練習、緊張するとアゴを引きすぎてしまうので、アゴを引くのではなくほんの少し下を向く

イメージにして頂きながら、台に乗り、その姿勢で出来るだけ長くまっすぐ立っていられる様に練習をい

て頂ければ良いと思います。 

 

当スタジオが考える理想の幼稚園・小学校験御家族証明写真とは 

1 お父様を始め御家族全員が一丸となり志望校に絶対に入学させたいとの思いを写真で表現する 

2 とても良い家族の子供、良い環境の元で育っている優しく自立した良い子供である事を写真で表現する 

以上 2 つのファクターを 

元に撮影し、大切な幼稚園・小学校受験用ご家族証明写真を撮影しております。 

 

最後に 

私達は当スタジオで撮影されたお客様全員が志望校に入学して頂ける様、強く願っております。 

それを目標とし、創意工夫・改良改善を絶え間なく続けお客様のご満足行く合格するお受験写真を撮影して参

ります。                                       スタッフ一同 

 

お受験写真に対しその他、ご不明な点がございましたら、等サイト内 よくある質問お受験編でも詳しく紹介

されておりますのでご覧下さい。 

 

 



 

家族証明写真撮影について（幼稚園受験・小学校受験） 

男子の服装 

(白)ポロシャツ半袖又は長袖・(紺)ベスト・(紺又はグレー)半ズボン・白ソックス・黒のローファー靴をお勧

めしております。※提出時期より 3 か月以内に撮影した写真と規定がある場合は、どうしても暑い時期の撮影

も多くなりますので、半袖で写す事は問題ないと考えておりますが面接時期に合わせた長袖白ボロシャツで撮

影する方も大勢いらっしゃいます。 

足元はカットされて写りませんが、お子様にきちんと写真を撮るとの心構えをして頂ける様に出来れば面接用

の靴/ソックス迄ご用意頂けるとベストだと思います。 

 

男子の髪型 

お受験写真は決して他のお子様より目立つヘアスタイルである必要はないと思います。前髪が目にかかってな

い事、耳がきちんと出ている事、裾は短めで清潔感のある事、いわいる昔から続く坊ちゃん刈りが好ましいと

思います。 ※ご希望の方は、プロが行うお子様ヘアーセット(オプション)もございます。 

 

女子の服装 

白いブラウスに紺のジャンパースカートやボレロ又は清楚なワンピースをお勧めします。派手にならない程度

の刺繍があっても良いと思います。暑い時期の撮影は半袖・長袖と迷うところですが提出時期より 3 か月以内

に撮影した写真とある場合は、半袖(夏服)であっても問題ないと考えておりますが面接時期に合わせた長袖で

写す方も大勢いらっしゃいます。 

足元迄は写りませんが、きちんと写真を撮るとの心構えをして頂ける様に出来れば面接用の靴/ソックス迄ご用

意頂けるとベストだと思います。 

 

女子の髪型 

前髪について:出来るだけ額を出すと自信のある印象になります。 

切れ毛おくれ毛について:お子様の髪は細い為、切れ毛おくれ毛が目立つはずです。撮影で使用しているカメラ

の性能向上から髪の毛一本までキレイに写ります。切れ毛やおくれ毛は整髪料等ではねを押さえて頂くと良い

でしょう。※当店お勧めの整髪料ウテナ社制 マトメージュがキレイに纏まります 

髪が長い場合:三つ編みも良いと思いますが三つ編みの場合左右対象である事が望ましいと思います。正面から

写す証明写真の場合、三つ編みの長さや、高さ、下ろす角度が左右均等でないと写真で見た場合違和感がござ

います．御自宅で簡単にできる一足縛りも良いと思います。 

※ご希望の方は、プロが行うお子様ヘアーセット(オプション)もございます。 

 

 



お父様の服装と髪型 

スーツは紺系・ワイシャツは白が良いと思います。スーツ・ワイシャツ共、ストライプの入ったものであれば

目立たない程度のものをお勧めいたします。撮影時は、椅子にお座り頂きます。座った状態の姿勢でスーツの

調整をいたしますので、スリムなスーツよりも少しだけ、ゆったりとしたスーツがお奨めです。 

ネクタイ色は？提出時の季節を意識した色(例：出願が秋なら紺・茶・グレー・エンジ系)が良いと思います。 

ネクタイの柄は？ （株）コナカ監修 「ネクタイの柄が与えるイメージ」 

ドット＝上品親しみやすさ 小紋＝落ち着き誠実 ストライプ＝若々しさ行動的 チェック＝カジュアル社交

的とされています。従って考えますと、紺・茶・グレー・エンジ系の色で×ドット又は小紋の柄のネクタイが

ふさわしいと思います。又ネクタイ（ディンプル）が固くきれいに見える様に首元にゆとりのあるワイシャツ(目

安として指が 1 本～2 本入る位のサイズ)をご着用ください。 

ブラント時計・カジュアル時計・ブレスレット・金製品など目立つものはお付けにならない方が良いと思いま

す。社章等も出来れば外された方が良いかと存じます。結婚指輪はその限りではございません。カメラ機能の

向上によりスーツのシワ・細かなホコリ等も写りますのでお手入れにもご注意下さい。 

 

髪型・裾、耳回りはさっぱりと清潔感を感じさせるスタイルで有れば問題ないと思います。 

※ご希望の方は、お父様ヘアーセット(オプション)もございます。 ※髪色修正（オプション）もございます 

 

お母様の服装と髪型 

ほとんどのお客様は紺又は黒のおとなし目のスーツをご着用されています。ファショナブルにし際立って目立

つ服装やブランド品等は今回の趣旨を考えた場合の判断だからだと思います。撮影される頃は暑い時期が多い

と思いますが、親子面接に着用されるスーツで撮影される事をお勧め致します。 

 

スカート丈について 横位置写真の場合お母様の膝当たり迄写ります、腰掛けた時、膝が隠れるスカート丈が好

ましいと思います 

 

アクセサリーについて  

金製品や派手なアクセサリー指輪等・マニュキア・ブランド品やカジュアルな時計等は好ましくありませんの

で撮影時にはお付けにならない方が良いと思います。結婚指輪はその限りではありません。 

 

髪型 お顔に髪がかからない様なヘアスタイルが良いと思います。左右のストロボの強弱を変えほんの少しだけ

シャドウ(顔の影)を入れたセッティングをしていますので、顔に髪がかかりすぎていると影が協調してしまう

場合がございます。又写真は正面/水平位置から撮影しますので、ちょっとしたスキ髪も気になってしまいます

ので、当店にあるお化粧直しスペースで撮影前に最終チェックをお勧め致します。 

※オプションヘアメイク（オプション）もございます 



 

お兄様が一緒に写る場合  

制服が一番フォーマルになりますのでお持ちでしたらご着用下さい。無い場合は、襟着きシャツ(ボタンダウン

シャツ又はポロシャツ)長ズボン又は半ズボン、出来ればジャケット着用が理想的です。※Ｔシャツ・トレーナ

ーなど襟の無いものは正式ではありませんのでご注意ください。 

 

お姉さまが一緒に写る場合 

制服が一番フォーマルになりますのでお持ちでしたらご着用下さい。無い場合は白ブラウスに紺系ジャンパー

スカート又はジャケットが理想的だと思います※Ｔシャツ・トレーナーなど襟の無いものは正式ではありませ

んのでご注意ください。 

 

弟・妹様が一緒に写る場合  

男子：白ボタンダウン、ポロシャツ等の襟付きシャツと紺又はグレー半ズボン 

女子：白ブラウス、紺スカート 

あまりフォーマルでなくて良いと思いますが、襟なしシャツ・丸首シャツ・キャラクター等のイラスト入シャ

ツや派手な色使いのものは避けて頂いた方が良いと思います。 

 

赤ちゃん（乳幼児）が一緒に写る場合 

赤ちゃん用お洋服で派手すぎなければ良いと思います。お顔が隠れる場合が有りますので帽子はかぶらないで

撮影します。お母様の膝の上で足をそろえて座って頂きますので靴は不要です。その場合、足が広がらない様

にお母様が足を揃えてもって頂きます。※赤ちゃんのご機嫌も大切だと思いますので授乳後等ご機嫌の良く起

きているタイミングが理想的ですが、眠っている写真であっても問題ない様です。 

 

知っておきたい事  

スタジオでは天井に(トップライトストロボ)を配置しています。そのストロボの光で染めたお色が強くなる場

合がございます。テスト画像を見ながら撮影は進めますが 

出来れば自然な色合いがお薦めです。※お時間が無い方は、髪色修正（オプション）もございます 

 



小学校受験証明書写真撮影について（お１人） 

先ず撮影日迄のコンディション調整が大切です。 

【夏季撮影の場合】撮影日が決まりましたら、海・プール等での日焼けは禁物です。多少の日焼けなら健康そ

うで良いのでは?と思われがちですが、プリント作業の際に、自然な肌色が再現出来なくなってしまいます。 

【行楽などでお疲れは禁物】前日迄のお出かけで疲れてしまい当日、撮影がうまく出来ない場合もございます

撮影日迄のコンディション調整をぜひおすすめ致します。 

【体調不良による御予約延期について】1 回迄お受け致しておりますが、8 月～10 月迄の繁忙期、特に土日祭

は希望日の再予約が取りづらい場合もございます。予めご了承下さいませ。 

 

男子の服装 

(白)ポロシャツ半袖又は長袖・(紺)ベスト・家族写真撮影も行う場合は(紺又はグレー)半ズボン・白ソックス・

黒のローファー靴をお勧めしております。※出願時期より 3 か月以内とされている場合半袖で写す事は問題な

いと考えておりますが面接時期に合わせた長袖の方も大勢いらっしゃいます。 

 

女の子の服装 

白いブラウスに紺のジャンパースカートやボレロ又は清楚なワンピースをお勧めします。派手にならない程度

の刺繍があっても良いと思います。特に夏場の撮影は半袖・長袖と迷う時期ですが提出時期より 3 か月前以内

に撮影した写真と規定がある場合は、半袖(夏服)であっても問題ないと考えておりますが面接時期に合わせた

長袖で写す方も大勢いらっしゃいます。 

 

男の子の髪型 

お受験写真では決して他のお子様より目立つヘアスタイルの必要性はないと思います。前髪が目にかかってな

い事、耳がきちんと出ていて清潔感がある事、裾は刈り上げか短めである事、いわゆる短めで爽やかな仕上が

りが好ましいと思います。※ご希望の方は、お子様ヘアーセット(オプション)もございます。 

 

女の子の髪型 

前髪について:出来るだけ額を出すと自信のある印象になります。 

切れ毛・おくれ毛について:お子様の髪は細い為、切れ毛おくれ毛が目立つはずです。撮影で使用しているカメ

ラの性能向上から髪の毛一本までキレイに写ります。切れ毛おくれ毛は整髪料等で押さえて頂くと良いでしょ

う。 

※当店のお勧めの整髪料 （ウテナ社制）マトメージュきれいに纏まります。 

 



髪が長い場合:三つ編みも良いと思いますが三つ編みの場合左右対象である事が望ましいと思います。正面から

左右均等に写す証明写真の場合、三つ編みの長さや流れる角度が左右対象でないと写真で見た場合違和感がご

ざいます．御自宅で簡単にできる一足縛りも良いと思います。 

※ご希望の方は、プロが行うお子様ヘアーセット(オプション)もございます。 

 

短い緊張感の中で最良の姿勢と表情を写す為に【練習のお願い】 

小学校受験写真のポイントは、利発で優しい表情の子(具体的に：目元の優しさ・瞳の目力・口角上げ等) 自立

したしっかりとした子(気を付け姿勢確保)の 2 つを小さな写真の中に表現する事だと考えます。この 2 つの項

目をお子様の緊張感が切れる前までに撮影する為、是非前日の練習をお勧めしております。 

【練習方法】お母様とご自宅の鏡の前で（１）姿勢正しくお椅子に座り上半身の気を付け姿勢肩甲骨を 

中に寄せるイメージをする（2）優しいお顔、口角の上がった口元・目をいつもより大きく開き一点を集中し

て見る練習をして頂きますと、撮影当日はプロが更にポイントをひきだし良い表情・姿勢の写真を撮影致しま

す。 

 

 



幼稚園受験証明写真撮影について（お１人様） 

先ず撮影日迄のコンディション調整が大切です。 

撮影日が決まりましたら、海・プール等過度な日焼けは禁物です。多少の日焼けなら健康そうで良いのでは? 

と思われがちですが、写真焼付けの際、自然な肌色が再現出来ない場合がございます。又、行楽で疲れてしま

い当日、撮影がうまく出来ない等もございますので、撮影日迄のコンディション調整をぜひおすすめ致します。 

 

【体調不良等による御予約の延期について】1 回迄お受け致しておりますが、8 月～10 月迄の土日祭日は繁忙

期に入り再予約が取りづらくなります。ご希望の日程が取れない場合がございますので予めご了承下さいませ。 

 

 

男子の服装 

(白)ポロシャツ半袖又は長袖・(紺)ベスト・家族写真撮影も行う場合は(紺又はグレー)半ズボン・白ソックス・

黒のローファー靴をお勧めしております。提出時期より 3 か月前以内に撮影した写真と規定がある場合、半袖

で写す事は問題ないと考えておりますが面接時期に合わせた長袖の方も大勢いらっしゃいます。 

男子の髪型 

お受験写真では他のお子様より目立つヘアスタイルの必要はないと思います。前髪が目にかかってない事、耳

がきちんと出ている事、裾は刈り上げか短めである事、いわいる短めで爽やかな髪形が好ましいと思います。

※ご希望方は、お子様ヘアーセット(オプション)もございます。 

 

女子の服装 

白いブラウスに紺のジャンパースカートやボレロ又は清楚なワンピースをお勧めします。派手にならない程度

の刺繍があっても良いと思います。半袖・長袖と迷う時期ですが提出時期より 3 か月前以内に撮影した写真と

ある場合は、半袖(夏服)であっても問題ないと考えておりますが面接時期に合わせた長袖で写す方も大勢いら

っしゃいます。 

 

女子の髪型 

前髪について:出来るだけ額を出すと自信のある印象になります。 

切れ毛・後れ毛について:幼児は髪が細く切れ毛が目立つはずです。撮影で使用しているカメラの性能向上から

髪の毛一本までキレイに写ります。切れ毛や後れ毛は整髪料等で押さえて頂くと良いでしょう。 

※当店のお勧めの整髪料（ウテナ社制）マトメージュがキレイに纏まります。 

髪が長い場合:三つ編みも良いと思いますが三つ編みの場合左右対象である事が望ましいと思います。正面から

左右均等で写す証明写真ですので、三つ編みの長さや流れる角度が左右対象でないと写真で見た場合違和感が

ございます。ご自宅で簡単にできる一足縛りも良いと思います。 

※ご希望の方は、プロが行うお子様ヘアーセット(オプション)もございます。 



 

【お願い】短い緊張感の中で最良の姿勢と表情を写す為に 

幼稚園受験証明写真のポイントは、優しく利発な表情の子(目元・口角上げ等)・自立したしっかりした子(姿勢

確保)の 2 つを小さな写真の中に表現する事だと考えます。この 2 つの項目を緊張感が切れる迄の 5 分～10 分

位で撮影するため、前日の練習をお薦めしております。気を付け姿勢は、自立したしっかりした子を表します。

※その理由は、幼稚園受験をされる方の写真を撮る時期は 2 才～2 才半、そんな小さな子が緊張感を求められ

るはずの大人ばかりの写真スタジオで出来ている事、又その写真を提出する事が最も重要だと考えております。 

 



幼稚園受験写真について 

先ず撮影日迄のコンデイション調整が大切です。 

撮影が決まりましたら、海・プール等過度な日焼けは禁物です。多少の日焼けなら健康そうで良いのでは? 

と思われがちですが、写真焼付の再、通常以上に肌色を明るく出す補正(色調整)を入れる為、肌質部分のデー

タが壊れてしまう場合があり自然な肌色が出しづらくなってしまいます。又、前日迄のご旅行で疲れてしまい

当日、撮影がうまく出来ない等もございますので、撮影日迄のコンディション調整をぜひおすすめ致します。 

【お願い】ご予約延期については 1 回迄お受け致しておりますが、8 月～10 月迄の土日祭日は繁忙期に入り再

予約が取りづらい場合もございます。予めご了承下さいませ。 

 

男の子の服装 

(白)ポロシャツ半袖又は長袖・(紺)ベスト・家族写真撮影も行う場合は(紺又はグレー)半ズボン・白ソックス・

黒のローファー靴をお勧めしております。※提出時期より 3 か月前とされている場合半袖で写す事は問題ない

と考えておりますが面接時期に合わせた長袖の方も大勢いらっしゃいます。 

しゃいます。※半袖で 1 ポーズ/長袖に着替えて 1 ポーズを希望される方も大勢いらっしゃいます。 

※2 ポーズ目追加オプション価格はこちら→ 

 

女の子の服装 

白いブラウスに紺のジャンパースカートやボレロ又は清楚なワンピースをお勧めします。派手にならない程度

の刺繍があっても良いと思います。半袖・長袖と迷う時期ですが提出時期より 3 か月前迄に撮影した写真とあ

る場合は、半袖(夏服)であっても問題ないと考えておりますが面接時期に合わせた長袖で写す方も大勢いらっ

しゃいます。※半袖で 1 ポーズ/長袖に着替えて 1 ポーズを希望される方も大勢いらっしゃいます。 

※2 ポーズ目追加オプション価格はこちら→ 

 

男の子の髪型 

お受験写真では決して人より目立つヘアスタイルである必要性はないと思います。前髪が目にかかっててない

事、耳がきちんと出ている事、裾は刈り上げか短めである事、いわいる昭和の時代からつづく坊ちゃん刈りが

好ましいと思います。ご希望は、お子様ヘアーセット(オプシヨン)もございます。 

 

女の子の髪型 

前髪について:出来るだけ額を出すと自信のある印象になります。 

アホ毛・後れ毛について:幼児は髪が細くアホ毛が目立つはずです。撮影で使用しているカメラの性能向上から

髪の毛一本までキレイに写ってしまう為、アホ毛や後れ毛はグリス等で押さえて頂くと良いでしょう。 



髪が長い場合:三つ編み・も良いと思いますが三つ編みの場合左右対象である事が望ましいと思います。正面か

ら写す証明写真の場合、三つ編みの長さや流れる角度が左右対象でないと写真で見た場合違和感がございます

ご自宅で簡単にできるハーフアップや一足縛りも良いと思います。 

ご希望は、お子様ヘアーセット(オプション)もございます。 

 

 

短い緊張感の中で最良の姿勢と表情を写す為に 

幼稚園受験写真のポイントは、優しい表情(目元・口角上げ等)・しっかりした子(姿勢確保)の 2 つを小さな写

真の中に表現する事だと考えまいす。この 2 つの項目を緊張感が切れる前の(5 分以内)で撮影する為に前日の

練習をお勧めしております。ご自宅ではまっすぐきょうつけができる様に練習をお願いしております。きょう

つけ姿勢は、自立したしっかりした子を表します。※その理由は、幼稚園受験をされる方の写真を撮る時期は

2 才～2 才半、そんな小さな子が緊張感求められるはずの大人ばかりの写真スタジオで出来ている事、又その

写真を提出する事が最も重要だと思っております 
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