
指導スタッフ 油絵・日本画・彫刻・デザイン・工芸・版画
各々を専門とする講師陣がみなさんと一緒に考え、悩み、サポートします。

● 講師
多摩美大大学院デザイン修

愛知芸大大学院彫刻修

愛知芸大大学院油画修

愛知芸大大学院油画修

東京芸大大学院彫刻修

東京芸大大学院工芸修

愛知芸大大学院日本画修

愛知芸大大学院油画修

樫尾 聡美
鈴木 一太郎
田中 藍衣
富永 敏博
長田 沙央梨
松田 剣
宮治 綱
矢澤 七奈

愛知芸大油画在籍

愛知芸大日本画在籍

愛知芸大油画在籍

浅野 雅姫
今井 大地
久保石 華鈴

● チューター

（2022年12月現在・50音順）

設置クラス

平日２日専科
平日３日専科
土 曜 専 科
日 曜 専 科

月・火／水・木／木・金
月・火・水／火・水・木／水・木・金
土曜
日曜

17：30～20：30
17：30～20：30
  9：30～18：00
  9：30～18：00

基礎高１・２年専攻

何つくる？
きみの手は

美術を楽しみながら進みた
い専攻を知るためにいろん
な課題を体験します。 どの
専攻にも共通する「観察」
「発想」「表現」をじっくり
学び、「好き」から始まっ
た美術の世界を一緒に広げ
てみませんか？

全クラス共通

● 入塾ガイダンス
● 専攻体験

● デッサンコンクール

● 
●

●
 
全体保護者会（動画配信）
自由制作展

年間カリキュラム

1学期

2学期
夏期講習

春期講習

● 三者面談

 

3学期
冬期講習

● 画材を知る（デッサンをはじめ、さまざまな課題）
● 画面意識を持つ（モチーフを自分で組みデッサンする）

● （モチーフと）自分の作品を客観的に
みる力を養う 

● 色にふれる（モチーフを）絵具で描く
● 立体にふれる（モチーフを）粘土などでつくる

［姿勢づくり］
～観察することについて理解を深める～

●

●
 各専攻の考え方や特徴を知り、画材を体験する（油絵、日本画、彫刻、デザイン、工芸体験の課題）
観察し発見したことから発想する力と表現する力を身につける 

［体験する］
～専攻を知る～

［発展へつなげる］

● 進学を意識して表現力をさらに高める
自分の力を確認する（デッサンコンクール）●

～専攻を決める～

工芸課題デッサン

彫刻課題日本画課題 デザイン課題

油絵課題
「観る→描く→考える」を繰り返し、美術におい
て最も重要な観察することを深めます。

モチーフをもとに個々の発想を生かして油彩で表現しま
す。発想を豊かにするためにドローイングも行います。

いろいろな切り口でモチーフを観察し、つくり方
や使う道具も工夫して課題に取り組みます。

日本画専攻で主に使用する、岩絵の具とさまざまな
質感の画材に触れながら絵画制作を体験します。

生き物をよく観察して芯棒をつくり、粘土で造形
していきます。立体と空間の意識を高めます。

幅が広い分野なので課題内容は年によって違いま
すが、作品の用途が明確である場合が多いです。

専攻体験
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課題内容の確認、課題の意図、各講師からのアドバイスな
どスムーズに制作に入れるような話をします。

課題の説明
途中入塾が可能なので毎月初心者の方がいらっしゃいます。
話だけでは分かりにくいことも講師が実際に描きながら説
明する場合もあるので安心です。

初心者への対応

制作中は講師がアトリエを回り適時アドバイスします。基
本的な画材の扱いから、実技指導まで生徒の様子に合わせ
た指導をします。

制作&アドバイス
制作が終了したら作品を並べ、講師がコメントしていきま
す。新たな気づきや改善点などが見つかる制作と同じくら
い大切な時間です。

講評会

～制作の流れ～ 構成デッサンの場合

私の一週間 〜塾生３人に聞きました〜
基礎高１・２年専攻では皆さんのライフスタイルに合ったクラスが選べます。
学校の行事、部活、習い事、河合塾が遠いなど、それぞれの学校生活や事情に合わせて
無理なく通えるクラスをフレキシブルに選択できます。

POINT 1

POINT 2

POINT 3

POINT 4

平日2日＋平日3日など複数クラスの所属も OK。

クラス変更もできます。

見学、1日体験も随時受け付けています。

休みの分も事前に申請すれば振替ができます。
（回数や振替可能な曜日は所属クラスで異なります）

月 火 水 木 金 土 日

午前

午後

夕方

夜

月 火 水 木 金 土 日

午前

午後

夕方

夜

《授業日》月・火／水・木／木・金　１７：３０〜２０：３０
授業内容やアトリエの環境など様子を見ながらゆっくりと慣れていきたい人はコチラ。

畠山 紘幸さん（平日２日クラス）
愛知／中部大学春日丘高校２年生

自分は学校で補習が時折あるので、確実に行自分は学校で補習が時折あるので、確実に行
ける曜日にあるこのクラスを選択しました。ける曜日にあるこのクラスを選択しました。
多種多様なカリキュラムを通して自分の得手多種多様なカリキュラムを通して自分の得手
不得手を発見できたり、先生方の指導や周り不得手を発見できたり、先生方の指導や周り
の作品から自分の作品の課題点や新たな視点の作品から自分の作品の課題点や新たな視点
を得ることができるのもとても良いです。を得ることができるのもとても良いです。

初めての人にオススメ
平日２日専科

（制作時間：週６時間）

充実した制作をすることができます。

《授業日》月・火・水／火・水・木／水・木・金　１７：３０〜２０：３０
受験を見据えて実技力を伸ばしたい、少しでも長く制作していたい。週６時間では物足りない。
そんな人はコチラ。

田中 ゆららさん（平日３日クラス）
愛知／名古屋西高校２年生

高２から始めたので、少しでも力をつけたく高２から始めたので、少しでも力をつけたく
てこのクラスを選択しました。制作時間が長てこのクラスを選択しました。制作時間が長
いので、作品と丁寧に向き合うことができます。いので、作品と丁寧に向き合うことができます。
先生方や周りからの刺激を受け、より成長で先生方や周りからの刺激を受け、より成長で
きたと思います。きたと思います。

力をつけたい人にオススメ
平日３日専科

（制作時間：週９時間）

課題に達成感を感じるようになりました。

アトリエの様子も
ご覧ください

基礎高１・２年専攻ブログ

学校

部活

学校
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課題内容の確認、課題の意図、各講師からのアドバイスな
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課題の説明
途中入塾が可能なので毎月初心者の方がいらっしゃいます。
話だけでは分かりにくいことも講師が実際に描きながら説
明する場合もあるので安心です。

初心者への対応

制作中は講師がアトリエを回り適時アドバイスします。基
本的な画材の扱いから、実技指導まで生徒の様子に合わせ
た指導をします。

制作&アドバイス
制作が終了したら作品を並べ、講師がコメントしていきま
す。新たな気づきや改善点などが見つかる制作と同じくら
い大切な時間です。

講評会

～制作の流れ～ 構成デッサンの場合

月 火 水 木 金 土 日

午前

午後

夕方

夜

千坂 優羽さん（土曜クラス）
三重／桑名高校２年生

三重県から通うことになるためこのクラスを三重県から通うことになるためこのクラスを
選択しました。２年間このクラスに通ってい選択しました。２年間このクラスに通ってい
ます。たくさんの塾生の作品を観る機会や、ます。たくさんの塾生の作品を観る機会や、
さまざまな体験をする機会があります。これさまざまな体験をする機会があります。これ
らに刺激を受けて私も成長できて、とても有らに刺激を受けて私も成長できて、とても有
意義な時間を過ごせています。意義な時間を過ごせています。

あきらめず頑張ろうと思うことができました。

《授業日》土曜／日曜　９：３０〜１８：００
部活や他の習い事と両立したい人。遠方から通いたい人はコチラ。１日集中して制作でき、
効率よく力をつけていけます。

遠方の人にオススメ
土曜専科・日曜専科

（制作時間：週7.5時間）

学校
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年間を通してデッサンを継続して取り組んでいます。どの専攻にも対応できるよう観察を基本とした課題を行います。生徒一人ひとりの感性が
現れるような課題、アドバイスを心がけています。

基礎高 1・2 年  全クラス共通

1. 石膏像だけではなく、アトリエ全体の雰囲気も含めて
大きくとらえられています。躊躇せずに伸び伸びと描
けているのも魅力的です。

6. モチーフと画面をよく観察しじっくりと描かれています。
乾きの遅い油絵具だからこそ生まれた色、質、空間の表現
です。

2. フォーンの持つ大きな量感や、像を取り巻く空間が
ゆったりと表現されていて、誠実に画面と向き合って
いることが伝わってきます。

8. 観察に基づいた違和感の無い手の形体と透明な
アクリルボックスを持つ内側の空間がよく表現
できています。

3. アトリエのパーテーション越しに石膏像が描かれたこ
の作品からは、モチーフを取り巻く光や空気なども見
つめる作者の眼差しが伝わってきます。

4. 鮮やかな青とスイカの色、アルミ
箔の煌めきがとても印象的な画面
です。猛暑でも集中し前向きに描
けた結果生まれた力作です。

5. 緻密な描写で、卓上の静物を中心
に画面全体の広がりを描けていま
す。隅々にまで神経が入っていて、
とても緊張感のある作品です。

7. アトリエの好きな場所にモチーフを置いて描くという課題で、明暗
を利用して見せ場を分かりやすく描けています。

  体験課題
各専攻の画材を体験しつつ、考え方や特徴を学ぶ課題です。美術を幅広く学びたい人にとっても魅力的な課題です。
一緒に将来の自分を探りましょう。

【課題】 『ビニール袋に入ったモチーフを一つ選択
し、触れた感覚をきっかけに自由に描きなさい』
黒いビニール袋にモチーフを入れ視覚を遮断し、触
れた感覚や思い出された記憶をもとにドローイング
した後、油絵を制作しました。

油絵体験

21

1. 作者は普段から漫画を描いていて、画面構成にコマ割りや文字を
利用しました。絵具を引っ掻いたり盛り上げたり、工夫し楽しん
で描いています。

2. アトリエに設置された布の要素を生かしました。春風のようなふ
わりとした軽やかで温かさを感じさせる描写です。

3. モチーフの触覚から感じ取った同調圧力のイメージを、アトリエ
と組み合わせ味わいのある色味で描きました。じわりじわりと作
者の想いが伝わってきます。

4. 触覚などでしか感じることができないモチーフから生じた何か不
安な気持ちを、大胆な色味や躍動感のある筆の動きで表現し、作
者のストレートな感情を描くことができました。

5. 優しい色味とタッチで描かれた作品です。作者の近況をモチーフ
と重ね合わせました。毎日じっくり鑑賞したい気持ちになる作品
です。

3 4 5

工芸体験
【課題】 『二つの物が融合した形をつくりなさい』
「私物」と「たくさんのモチーフの中から選んだ物」。二つの物を自由に融合させて珍奇で魅力的な立体を誕生させることができました。
使用画材：石粉粘土、針金、紙、アクリル絵具、ニスなど

1.「シャボン玉が出てくるアヒルの玩具」と「竹籠」の融合です。竹籠を水張りテー
プに置き換えるアイデアで軽やかさと強度を見事に両立させました。卵を抱える
ように石粉粘土でつくったシャボン玉が中に仕込まれている点もジワジワきます。

2.「ゲーム機のコントローラー」と「花崗岩」の融合です。それぞれの面にコントロー
ラーの要素を配してあり立体パズルのようなおもしろみのある作品です。細かい
パーツも精巧につくってありマニアックな力が発揮できました。

4 5
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21

1. 作者は普段から漫画を描いていて、画面構成にコマ割りや文字を
利用しました。絵具を引っ掻いたり盛り上げたり、工夫し楽しん
で描いています。

2. アトリエに設置された布の要素を生かしました。春風のようなふ
わりとした軽やかで温かさを感じさせる描写です。

3. モチーフの触覚から感じ取った同調圧力のイメージを、アトリエ
と組み合わせ味わいのある色味で描きました。じわりじわりと作
者の想いが伝わってきます。

4. 触覚などでしか感じることができないモチーフから生じた何か不
安な気持ちを、大胆な色味や躍動感のある筆の動きで表現し、作
者のストレートな感情を描くことができました。

5. 優しい色味とタッチで描かれた作品です。作者の近況をモチーフ
と重ね合わせました。毎日じっくり鑑賞したい気持ちになる作品
です。

3 4 5

工芸体験
【課題】 『二つの物が融合した形をつくりなさい』
「私物」と「たくさんのモチーフの中から選んだ物」。二つの物を自由に融合させて珍奇で魅力的な立体を誕生させることができました。
使用画材：石粉粘土、針金、紙、アクリル絵具、ニスなど

1.「シャボン玉が出てくるアヒルの玩具」と「竹籠」の融合です。竹籠を水張りテー
プに置き換えるアイデアで軽やかさと強度を見事に両立させました。卵を抱える
ように石粉粘土でつくったシャボン玉が中に仕込まれている点もジワジワきます。

2.「ゲーム機のコントローラー」と「花崗岩」の融合です。それぞれの面にコントロー
ラーの要素を配してあり立体パズルのようなおもしろみのある作品です。細かい
パーツも精巧につくってありマニアックな力が発揮できました。

4 5
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デザイン体験
【課題】『変容というテーマで行う自由制作の展覧会を想定したDMをデザインしなさい』

自由制作　ギャラリー展示風景

1. シンプルながら全方位のレタリング配置やグラデー
ション構成がバリエーション豊富な基礎科の展示会
を表現しています。

2. 確かに！と思わせるユーモアある作品です。上下の
変化を暖色•寒色の対比表現で強調しています。

3. お茶碗に盛られたご飯の量が変容する様子をシンボ
リックに描いた作品です。梅干しがいいアクセント
になっています。

4. シンプルな画面構成で、りんごをモチーフとしつつ
も表情を分割して変化を付けていて、とてもインパ
クトのある作品です。

5.「変容」というテーマと複数人で行う展覧会、両方
の要素をうまく落とし込んでいる作品となっていま
す。マスキングして描かれた形や線からは独特なお
もしろさが表れています。

1. テーマに対して、それぞれがイメージしたことを試行錯誤し、自分と向き合い完成させた作品を展示するところまでを自身で考え、取り組む課題です。この経験は、受験後の将来にとても
役立つでしょう。

彫刻体験
【課題】 『モチーフの動物をよく観察し、水粘土で模刻しなさい。』
じっとしてくれない動物の様子を作品にすることは簡単ではありませんが、じっくりと観察を繰り返しながら、モチーフの質感や特徴をそれぞ
れ感じ取り、表現することができました。

1. メスのウコッケイが片足をあげた瞬間のポーズをとらえた、躍動感を感じさせる作品
です。ボリュームのある羽根の表現は、それぞれ質感を変えることで、硬さや柔らか
さの違いが工夫されています。個体の仕草や特徴をしっかり観察する中で、写実的な
表現だけに収まらず、作者のユニークな感性が色濃く作品に投影されています。

2. オスのウコッケイの
堂々とした姿が表現さ
れています。荒々しさ
の残る粘土の表情は、
実際にウコッケイが羽
根をふるわせながら歩
く姿を想像でき、生命
力あふれる作品に仕上
がっています。

3. ハトの凛としたたたず
まいが表現されていま
す。じっくりと観察す
る中で、ハトの大きな
立体感を損なうことな
く、羽根の細部描写ま
でこだわることができ
ました。作者の丁寧で
実直な姿勢がうかがえ
ます。

2 31

54

1. 廊下の片隅でスケッチから完成するまでの制作を継続していて、現場でしかつかめない柔らかな光に包まれた様子を落
ち着いた色調で描けました。

2. 制作期間中の出来事（２学期初頭、台風が来ていました）とモチーフ。それぞれに向き合うことで自然と物事がつながっ
ていく絵の様子に、作者の “今” を感じます。

3. 黒い色面や淡いトーンでの描写など、日本画材をさまざまなアプローチで使い分けて描かれている作品からは、モチー
フに対する観察と画材に対しての理解が見えてきます。

4. グラスや鏡の硬質な素材の中から、ビンの中の３色（黄・青・白）で色彩がまとめられていて、ビー玉越しの爽やかな
世界観が表現できています。

日本画体験
【課題】 『アトリエ内や設置されているモチーフを、日本画材を使って自由に描きなさい。』
顔料と膠を指で混ぜていく工程や箔を画面に置いていく工程で、絵の具を触覚的にも感じな
がらさまざまな視点で画材にも向き合う機会となりました。

2 4

1

3
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デザイン体験
【課題】『変容というテーマで行う自由制作の展覧会を想定したDMをデザインしなさい』

自由制作　ギャラリー展示風景

1. シンプルながら全方位のレタリング配置やグラデー
ション構成がバリエーション豊富な基礎科の展示会
を表現しています。

2. 確かに！と思わせるユーモアある作品です。上下の
変化を暖色•寒色の対比表現で強調しています。

3. お茶碗に盛られたご飯の量が変容する様子をシンボ
リックに描いた作品です。梅干しがいいアクセント
になっています。

4. シンプルな画面構成で、りんごをモチーフとしつつ
も表情を分割して変化を付けていて、とてもインパ
クトのある作品です。

5.「変容」というテーマと複数人で行う展覧会、両方
の要素をうまく落とし込んでいる作品となっていま
す。マスキングして描かれた形や線からは独特なお
もしろさが表れています。

1. テーマに対して、それぞれがイメージしたことを試行錯誤し、自分と向き合い完成させた作品を展示するところまでを自身で考え、取り組む課題です。この経験は、受験後の将来にとても
役立つでしょう。

彫刻体験
【課題】 『モチーフの動物をよく観察し、水粘土で模刻しなさい。』
じっとしてくれない動物の様子を作品にすることは簡単ではありませんが、じっくりと観察を繰り返しながら、モチーフの質感や特徴をそれぞ
れ感じ取り、表現することができました。

1. メスのウコッケイが片足をあげた瞬間のポーズをとらえた、躍動感を感じさせる作品
です。ボリュームのある羽根の表現は、それぞれ質感を変えることで、硬さや柔らか
さの違いが工夫されています。個体の仕草や特徴をしっかり観察する中で、写実的な
表現だけに収まらず、作者のユニークな感性が色濃く作品に投影されています。

2. オスのウコッケイの
堂々とした姿が表現さ
れています。荒々しさ
の残る粘土の表情は、
実際にウコッケイが羽
根をふるわせながら歩
く姿を想像でき、生命
力あふれる作品に仕上
がっています。

3. ハトの凛としたたたず
まいが表現されていま
す。じっくりと観察す
る中で、ハトの大きな
立体感を損なうことな
く、羽根の細部描写ま
でこだわることができ
ました。作者の丁寧で
実直な姿勢がうかがえ
ます。

2 31

54

1. 廊下の片隅でスケッチから完成するまでの制作を継続していて、現場でしかつかめない柔らかな光に包まれた様子を落
ち着いた色調で描けました。

2. 制作期間中の出来事（２学期初頭、台風が来ていました）とモチーフ。それぞれに向き合うことで自然と物事がつながっ
ていく絵の様子に、作者の “今” を感じます。

3. 黒い色面や淡いトーンでの描写など、日本画材をさまざまなアプローチで使い分けて描かれている作品からは、モチー
フに対する観察と画材に対しての理解が見えてきます。

4. グラスや鏡の硬質な素材の中から、ビンの中の３色（黄・青・白）で色彩がまとめられていて、ビー玉越しの爽やかな
世界観が表現できています。

日本画体験
【課題】 『アトリエ内や設置されているモチーフを、日本画材を使って自由に描きなさい。』
顔料と膠を指で混ぜていく工程や箔を画面に置いていく工程で、絵の具を触覚的にも感じな
がらさまざまな視点で画材にも向き合う機会となりました。

2 4

1

3

19

基
礎
高
１
・
２
年




