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思い出と写真データの整理術

講師インスタグラム@rakukaji →



（ニックネーム： にしじゅん）

西脇 順子

整理収納アドバイザー 神栖市大野原在住

双子の出産育児がきっかけで、整理収納を学ぶ

モットーは「片付けしやすい家で、家事と育児を頑張りすぎない」

＜ 講師自己紹介 ＞
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整理収納セミナー講師、インスタグラム配信

個人宅出張＆マンツーマンレッスン

＜ 講師自己紹介 ＞
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私のデジタル経験値

•学生のとき、パソコン売り場でアルバイト

•家族のスマホ買い替え・インターネット契約・ルーター設定

•個人事業のサイト作り・動画編集・SNS運用など

•子どもの写真の整理、ゲーム機などの設定、パスワード管理も。
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＜講師自己紹介＞



インスタグラム:

不登校・双子ママが発信する 家事・育児を楽するアイデア
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講座開始前の確認

質問はいつでもOK

水分補給OK

一時退席はご自由に
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１. 〇 〇 〇 は年々増え、〇 〇 〇 は年々減っていく
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思い出の量は、年を重ねるごとに 増えていく
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判断力や体力は、20代をピークに 減っていく
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歳を取ってから
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思い出の物を整理するのは…

歳を取る前

もし迷ったら、最近から過去に向かって整理する

ではなく、



１. 〇 〇 〇 は年々増え、〇 〇 〇 は年々減っていく
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１. 思い出は年々増え、判断力は年々減っていく
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捨てるのには、判断力が必要

壊れて機能が失われても

簡単には捨てられないことも

思い出の物は、捨てにくい

固
有
の
記
憶
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思い出よりも、今の暮らしが大切

思い出の物は

できるだけ

捨てたくない
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今の暮らしが

圧迫されて

困っている



箱や棚を用意して

そこに収まる量に調整

無印良品 ポリプロピレンキャリーボックス・ロック付

muji.com
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もし新しく買うなら、

フタ付きの箱がおすすめ



子どもの分を入れるなら、1人１箱

長男
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次男 三男



２. 写真に撮ってコンパクトにすべき ３つのもの
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スマホで撮って、実物を手放す
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その１ ： かさばるもの

立体的な

作品

人形

ぬいぐるみ

趣味の

コレクション

ドレス

着物

トロフィー

盾
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その２ ： 数が多いもの

イラスト・絵

手芸の作品
手紙・色紙

旅行記

パンフレット
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その３ ： 変色するもの

自然の物を

使った作品

写真

アルバム
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写真に撮ってコンパクトにすべき ３つのもの

 かさばるもの

 数が多いもの

 変色するもの
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子どもの絵をデータ化し、縮小してA4用紙一枚に
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パイプ式ファイルなら大量収納も可能

◼ チューブファイル

◼ ドッチファイル

と呼ばれる商品

この写真のタイプは

収容枚数300枚
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スマホで、写真や作品をデータ化する

 無料の「スキャンアプリ」を活用する

 スキャナーが不要

 大きなサイズの紙でもOK
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「メモ」アプリの書類スキャン

 iPhone標準搭載アプリ

 初期設定では「ファイル」に保存されてしまうため、

設定＞メモ＞“写真”に保存を「ＯＮ」にする。

「写真」を開くと見られるようになる。
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iPhoneユーザー



① アイコンを長押し

② 「書類をスキャン」

③ カメラが起動する／書類にかざす

④ 自動で撮影される

⑤ 「保存」
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台形が自動的に修正される

普通のカメラで撮影 スキャン機能で撮影
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書類スキャンの動画は、インスタグラムにも掲載中
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同じく、インスタグラムに掲載の記事「パスワード管理」
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家事・育児に関するインスタ記事を掲載中
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1分の小休憩

少し体を動かして、リフレッシュしましょう



写真を取り込むなら、
「フォトスキャン by Googleフォト」

•写真のような光沢のある紙でも、

反射光を除去してスキャンできる

•無料アプリ

• 4回撮影＆手動なので

少し時間がかかる
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iPhoneユーザーAndroidユーザー



データ化したいものが大量にある場合

•スキャナーの機械を購入、またはレンタルしてスキャン

•業者に依頼してデータ化（アルバム、本、書類、ビデオ類）
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古いアルバムは、大きくて重たく、管理が大変

黄ばみや劣化が進んでいるものも
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データ化した写真を 今どきのフォトブックに

手に取って見られる方がいいなら、小さくて薄いフォトブック
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データ化した後の写真の廃棄

自治体の「可燃ごみ」で回収してもらえる

•封筒に入れて捨てる

•シュレッダーにかける

•塩素系漂白剤をかける
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古紙・紙資源には
出せません

データ化ついでに処分
してくれる業者もいます



写真に塩素系漂白剤をかけて消す実験
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データ化した写真を捨てても

本当に大丈夫なのでしょうか？
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写真を捨てるのは、「縁起が悪い」？

•気になるものは、お焚き上げ・供養してもらう（有料が多数）

•ネット通販サービスもある。「お焚き上げ」で検索
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お近くの神社や
お寺に相談してみて



データ化のメリット・デメリット

メリット

省スペース

転送しやすい

編集しやすい

劣化の心配がない

デメリット

記録媒体の劣化

流出の可能性

パスワード忘れ

ある程度の知識が必要
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写真データをどこに保存するか

クラウド

オンラインストレージ

スマホや

デジカメ

DVD,CD,パソコン

外付けHD
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写真の保管先について

パソコンとSDカードに保管していますが、

どの程度のバックアップ（控え）が必要でしょうか？

複数の保存先があれば、ひとまず合格。

さらに備えたいなら、オンラインストレージも利用。
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３. スマホ写真の整理の手順
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子どもや家族の

思い出

趣味の写真

友達との思い出

調べもの

スクリーンショット

どのように整理するか

「最終的にどうしたいか」がヒントになる

ピンぼけ・真っ黒・重複・変顔 ⇒ 削除
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分け方／残す・残さないで迷ったら

• どのように分けたら、後から探しやすいか？

• この写真を見るのは、家族？ それとも自分だけ？

• その写真を保管する必要性 （ネガティブな写真/どこにでもある写真）

子どもや家族の

思い出

趣味の写真

友達との思い出

調べもの

スクリーンショット
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使い慣れている端末で整理作業をする

パソコンやタブレットなど、大画面の方が作業性は良い

クラウドやSDカードを経由して、スマホからパソコンへデータ移動

整理前

フォルダ１

フォルダ2

ウインドウを3つ・4つ並べて、
データを整理・移動させていく
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SDカードで、データ移動させる方法

• microSDメモリカードに、スマホのデータを入れる。

• カメラで撮った写真が、最初からメモリカードに

保存される設定にしておくと便利。

（設定→ストレージ→SDカードにデータ転送）

• microSDカードを専用アダプターに差し込み、

パソコンのSDカードリーダーに差し込む。

Androidユーザー
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iCloudで、データ移動させる方法 ①

https://www.icloud.com/
「iCloud」で検索する

• パソコンのブラウザからiCloudにアクセス

• AppleIDとPWを入力してログインする

• 「写真」を選択すると、この画面になる

iPhoneユーザー
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https://www.icloud.com/


iCloudで、データ移動させる方法 ②

iPhoneユーザー

• 複数の写真を選択してダウンロードする。

• 一度にダウンロードできる点数は、1000点まで。

• 削除もこの画面からできる。
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ダウンロード



PCにダウンロードしないで整理する方法

任意のキーワードのアルバムを作って整理する

ライブラリ ・・・ すべての写真が見られる

アルバム → ジャンル分けのようなもの

フォルダ → フォルダの中にアルバムが入る

なお、アルバムを削除してもデータは消えない

iPhoneユーザー
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1分の小休憩

少し体を動かして、リフレッシュしましょう



４. おすすめフォトツールの紹介
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写真を保存するためのツール

デジタルフォトアルバム 「おもいでばこ」 BUFFALO
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「おもいでばこ」

◼ スマホ、デジカメなどの写真をまとめる電子機器

◼ テレビで見られる、リモコン操作がかんたん

◼ 1TB、2TBと大容量

◼ 価格が3万円～4万円と、ややお高めな印象

◼ 故障予想「みまもり合図」が、5段階で自己判定してくれる
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写真管理で私が重視したこと

 閲覧しやすいこと

◼ テレビ画面・リモコン操作

◼ 初めて触った人や小学生でも、直感で操作できる
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「おもいでばこ」のリモコン



写真管理で私が重視したこと

 閲覧しやすいこと

◼ テレビ画面・リモコン操作

◼ 初めて触った人や小学生でも、直感で操作できる

 複数人が撮った写真をまとめられる

◼ パパが撮った写真も入れられる

◼ ママが写った写真も残せる
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スマホ写真、そもそも印刷する必要があるのか

印刷するには、コストがかかる。

もしアルバムやフォトブックを作るなら、置く場所が必要。

印刷せず、データのまま楽しむ人も、増えている。
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データのまま、保存して楽しむためのツールが登場



写真を共有するためのツール

◼ おすすめ① ： 家族アルバム「みてね」

◼ 招待した家族だけで写真を共有できるSNS

◼ 無料でも利用可能

◼ 保存容量も保存期間も、無制限

◼ 動画は1本あたり3分以内（有料版は10分）
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サービス終了のリスク



写真共有アプリ、私の利用歴
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2014年～
子どもの出産を機に

Nicori（ニコリ）を使い始める
2017年にサービス終了
Wellnoteにデータ移行

2014年～
子どもの出産を機に

Nicori（ニコリ）を使い始める
2017年にサービス終了
Wellnoteにデータ移行

2017年～
Wellnote（ウェルノート）を

使い始める
2022年にサービス終了
「みてね」にデータ移行

2014年～
子どもの出産を機に

Nicori（ニコリ）を使い始める
2017年にサービス終了
Wellnoteにデータ移行

2017年～
Wellnote（ウェルノート）を

使い始める
2022年にサービス終了
「みてね」にデータ移行

2023年～ 「みてね」を使い始める予定



写真を共有するためのツール

◼ おすすめ② ： LINE

◼ LINEグループの「アルバム」や「ノート」に投稿

◼ 容量・保存期間は、無制限

◼ ただしトークの写真には、保存期間があるので注意

◼ 連絡のためのツールの転用
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写真を共有するためのツール

69

◼ おすすめ③ ： 各種クラウドサービスの共有機能

◼ 保存のためのツールの転用

例） iCloudストレージ、ファミリーで共有

「いいね」やコメントも可能

200GB：月額400円（4人家族なら1人100円）

無料プランでは使えない。



写真を編集するためのツール

◼ スマホに最初から入っている機能で編集

◼ どのようなスマホ・デジカメにせよ、

標準搭載の機能をまずは活用
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自動補正機能が便利



写真を編集するためのツール

71

文字入れ、ぼかし・顔隠しスタンプを入れるためのアプリなら、

◼ Instagram

◼ LINE

◼ Canva キャンバ （無料で使える画像編集アプリ）



1. 〇〇は年々増え、〇〇は年々減っていく

2. 写真に撮ってコンパクトにすべき ３つのもの

3. スマホ写真の整理の手順

4. おすすめフォトツールの紹介 （保存、共有、編集）

72

思い出と写真データの整理術



大量の写真の整理に悩むのか

整理された写真を楽しむのか

量より質の考えで 見やすさを大切に

73
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