
指導スタッフ 絵画、立体、デザイン、工芸の各領域のベテラン講師たちが丁寧に分かりやすく指導します。
受験コースは多くの美術系高校の合格者を輩出しています。

感動を表現する喜び。
芸術の本質は見えるものを再現するのではなく、見えるようにすることだ（パ
ウル・クレー）。基礎中学専攻では、デッサンの基礎から多彩な造形活動や
楽しいレクチャーを通して、創造力や豊かな感性を育て、美術の素晴らしさ
を学びます。また、美術系高校入試に向け、実技対策の個別指導、進学説明会、
保護者面談などを通して、確実な個人指導で志望校合格をめざします。

● レギュラー講師
愛知芸大大学院彫刻修

愛知芸大大学院油画修

東京芸大大学院日本画修

片山 章子
木村 節治
三宅 世梨菜

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

受験コース  対象：中３生 デッサンコース  対象：中１～３生 造形コース  対象：中１～３生

● 入塾ガイダンス
● 美術系高校進学ガイダンス

● 保護者会
● 作品展示会（ギャラリー）
● ウィンドウ展示

年間カリキュラム

1学期

2学期
夏期講習

● 修了会
3学期

冬期講習

春期講習

● デッサン研究Ⅰ （デッサンの基本技術）
● デッサン研究Ⅱ  （デッサンの歴史と表現）

● 水彩画 （花を描く）
● ペン画

［造形表現の基礎］
～平面表現の基礎～

● デッサン研究Ⅰ （デッサンの基本技術）
● デッサン研究Ⅱ （デッサンの歴史と表現）

● 水彩画 （花を描く）
● 鉛筆デッサン

［絵画表現の基礎］
～デッサンの基礎と絵画表現～

● デッサン研究Ⅰ （デッサンの基本技術）
● デッサン研究Ⅱ  （デッサンの歴史と表現）

● 鉛筆デッサン
● 選択デッサン

［デッサンの基礎］
～素描の基礎知識と技術～

● 人体クロッキー
● 静物・手・石膏の選択デッサン
● イメージ画（水彩画）
● 塑造
● デザイン・平面構成と立体造形
● 日本画　● 油彩画

［多彩な表現活動］
～デザイン・立体表現について～

● 人体クロッキー
● 静物・手・石膏の選択デッサン
● イメージ画（水彩画）
● 塑造
● デザイン・平面構成と立体造形
● 日本画　● 油彩画

［デッサン研究］
～さまざまな表現素材を
通しての描写研究～● 人体クロッキー

● 志望校別対策（選択デッサン）2回で1枚制作
● 静物デッサン
● 石膏デッサン
● 手のデッサン
● 志望校別対策

［デッサンの応用研究］
～描写力・表現力の強化～

● 素描１
● 自由制作と美術レクチャー
● 細密デッサン（質感や陰影を考えて素描研究）
● 組みモチーフのデッサン

［さまざまな造形研究］
～表現活動としての美術～

［応用課題・傾向と対策］
～志望校別実践演習～
● 個別問題点徹底研究
● 志望校別個別対策
● 入試直前デッサン対策

［さまざまなデッサン表現］
～絵画表現力の強化～
● 素描研究Ⅰ
● 素描研究Ⅱ
● 細密デッサン（質感や陰影を考えて素描研究）
● 組みモチーフのデッサン

２回で１枚制作 ２回で１枚制作 ２回で１枚制作

作品制作が終了するごとに講師が一人ひとり丁寧
に分かりやすく作品の講評、アドバイスをします。

石膏デッサン講評会：受験
講評会でみんなの作品を見ることも勉強になりま
す。それぞれの感性あふれる作品を鑑賞しましょう。

油彩画の講評会：デッサン・造形
油彩画の授業風景です。油彩画、日本画、塑造、
デザインなどさまざまな絵画・造形活動を体験し、
素材の特性や表現技術について学んでいきます。

絵画実習：デッサン・造形

手や静物、石膏と多彩なモチーフを描きデッサン
の基礎を学んでいきます。 

基礎鉛筆デッサン：合同
１学期に幾何形態や、形の単純なものから素描の
基礎を学び、徹底した基礎力を養い受験態勢に入
ります。

鉛筆デッサン：受験
実技中においても個人の特性にあった指導をする
機会を多くもち、的確なアドバイスができるよう
授業を進めていきます。

個別指導：受験

設置クラス
中学生

中学生

中学生

土曜午前専科
土曜午後専科
日 曜 専 科

土曜
土曜
日曜

  9：30～13：30
14：30～18：30
  9：30～13：30

基礎中学専攻

（2022年12月現在・50音順）
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基礎中学専科  受験コース

授業紹介

5. 明暗と空間、そして質感を十分に生かして構成された見事な作品になりました。
グレーの諧調がとても豊富で美しい作品です。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］

6. 茶色のビンとプラスチックの虫かごです。構図や明暗、また、質感など２つのモチー
フの関係をうまく表現した作品です。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］

7. 基本的な形態や空間のとらえ方がきちんと身についています。ケーキ箱の厚紙や
フォークのステンレスはしっかりと描かれています。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］

8. 形態や明暗のとらえ方がよく、ブルータスの堂々とした佇まいが存在感を持って
表れています。細部のこだわりも見事です。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］

9. 奥行と垂直、位置関係がしっかりとテーマとして明確になっています。モチーフ
の特徴が強く出ている作品です。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］

デッサンの基礎学習とされている石
膏デッサンは、構図、プロポーション、
明暗、奥行きなどをしっかりととら
えていけるモチーフです。

石膏デッサン
志望校にあわせた実技対策として静
物画を描きます。物の形態や色、質
感など正確に描いていく技術を学び
ます。

静物デッサン
受験コースのデッサン講評は個別に
応じた指導を丁寧に行います。仲間
の講評は自分にとっても大切なもの
です。

デッサン講評会
６月中旬に来年度における美術系高校の学
校説明・受験内容とその傾向と対策などの
説明会を実施します。受験意識を早めに育
てゆとりのある受験対策を行っています。

美術系高校進学ガイダンス

5

8

6

7

9

1. 見上げた位置からのビーナス首像です。明暗や奥行きがしっかりと描かれていてと
ても迫力がある作品になっています。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］

2. 逆光のブルータス青年像です。頭部から首にかけてのディテールは精悍で重厚な
ブルータスの特徴を明確に出しきっています。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］

3. ディテールの表現はとても豊かで、手の力強さや存在感がある作品になりました。
やや空間性に欠けますが魅力ある作品です。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］

4. 伸び伸びとした手の表情や虫めがねを持つ指の構造が正確に描かれています。色
調の差も形態に合った美しさが出ています。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］
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基礎中学専科  受験コース

授業紹介
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6. 茶色のビンとプラスチックの虫かごです。構図や明暗、また、質感など２つのモチー
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志望校にあわせた実技対策として静
物画を描きます。物の形態や色、質
感など正確に描いていく技術を学び
ます。

静物デッサン
受験コースのデッサン講評は個別に
応じた指導を丁寧に行います。仲間
の講評は自分にとっても大切なもの
です。

デッサン講評会
６月中旬に来年度における美術系高校の学
校説明・受験内容とその傾向と対策などの
説明会を実施します。受験意識を早めに育
てゆとりのある受験対策を行っています。

美術系高校進学ガイダンス

5

8

6

7

9

1. 見上げた位置からのビーナス首像です。明暗や奥行きがしっかりと描かれていてと
ても迫力がある作品になっています。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］

2. 逆光のブルータス青年像です。頭部から首にかけてのディテールは精悍で重厚な
ブルータスの特徴を明確に出しきっています。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］

3. ディテールの表現はとても豊かで、手の力強さや存在感がある作品になりました。
やや空間性に欠けますが魅力ある作品です。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］

4. 伸び伸びとした手の表情や虫めがねを持つ指の構造が正確に描かれています。色
調の差も形態に合った美しさが出ています。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］
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基礎中学専科  デッサン・造形コース 基礎中学専科  デッサン・造形コース

授業紹介

デザインは不特定多数を対象に豊か
な生活を提案するアートです。目的
やテーマ、そして制作時間は大切な
要素です。

デザイン
（ファッションデザインを考える） 手はもちろん他にもたくさんのモ

チーフで質感の豊かな世界を描き込
んでいきます。それらは、鉛筆の幅
広い可能性を学ぶことになります。

手のデッサン
静物画をテーマに油彩の技法を楽し
く理解していきます。デッサンや水
彩とは違った色の深みやタッチで魅
力ある表現をつくることができます。

油彩画実習

デザインを考えるにあたり多彩なレ
クチャーを行い、イメージデザイン
をつくり上げていきます。（色紙を
使って色と形のコーディネート）

デザイン
（ファッションデザインを考える）デッサンの学びは造形活動の基礎と

なります。技術だけではなく、理論
も勉強しながら「素描」の理解を深
めます。

デッサン講評会
身のまわりのものを描くことで、形
や色、質感などの特徴を具体的に、
また容易にとらえることができます。

鉛筆画デッサン（静物）
正確さを学び、美しさの追及にふさ
わしいモチーフです。しっかりと丁
寧に形や色を描いていきます。

鉛筆デッサン（石膏）
静物のモチーフをもとにイメージを
想像していきます。基礎編で習った
ポイントも復習しながら描き進めて
いきます。

静物イメージデッサン

1. 静物の水彩画です。布に置かれたモチーフたちが素朴なタッチで描かれながらも、しっかりとそれぞれの個性が出ています。に
じみやぼかしの技術を生かした味わいのある作品になりました。［７h・四ツ切画用紙・水彩］

2. 油彩の重厚なタッチと正確な密度の高い描写が作品の質を
高め、とても深みのあるものになりました。 ［６h・F６号キャ
ンバス・油彩］

1. 油彩画の静物画、F６号の作品です。繊細な色彩と優美な
形態が美しく表現されています。 ［６h・F６号キャンバス・
油彩］

3. 筆やペインティングナイフで何層も重ねたタッチも非常に効
果的で油彩の技術をふんだんに使った楽しい作品です。 ［６
h・F６号キャンバス・油彩］

5. 手と布の質感の対比が丁寧な観察によりおもしろく表現され
ています。大きく広げられた布がつくり出す静かな空間が魅
力的です。［５h・水粘土］

4. 空間構成が美しい見事な作品です。手の構造をしっかり意
識しながら自分のイメージを大切に制作できました。［５h・
水粘土］

8.自然の水や空が愛情をもって包み込んでくれることの喜びを
表現した作品です。とてもファッショナブルで楽しいデザイ
ンをつくり出しました。［２h・四ツ切画用紙・水彩とコラー
ジュ］

7.「自然と愛」をテーマにファッションデザインを考えました。
自然を青、愛を赤に生きていく強さと優しさがにじみ出てい
る作品です。［２h・四ツ切画用紙・水彩とコラージュ］

6. 手の質感がとても美しく表現されています。密度の高い描
写が画面全体に緊張感を漂わせた作品です。［３h・四ツ切
画用紙・鉛筆］

3. 木の立方体とステンレスのハサミも質感がよく出ています。
基礎的なデッサン力がつきました。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］

5. デッサンの技術の総合的な実力が付き始めています。構図や明暗、奥行きや質感、二つのモチーフの
関係など極めて質の高いテクニックと表現力があります。見応えのある中学２年生の作品です。［３h・
四ツ切画用紙・鉛筆］

4. 形態感や床面の意識がしっかりと付いていま
す。デッサンの基礎力が枚数を重ねながら身に
ついています。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］

2. 光によって変化している美しい形態を丁寧に写し取っていま
す。抵抗感のある美しい作品になりました。［３h・四ツ切画
用紙・鉛筆］
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授業紹介

デザインは不特定多数を対象に豊か
な生活を提案するアートです。目的
やテーマ、そして制作時間は大切な
要素です。

デザイン
（ファッションデザインを考える） 手はもちろん他にもたくさんのモ

チーフで質感の豊かな世界を描き込
んでいきます。それらは、鉛筆の幅
広い可能性を学ぶことになります。

手のデッサン
静物画をテーマに油彩の技法を楽し
く理解していきます。デッサンや水
彩とは違った色の深みやタッチで魅
力ある表現をつくることができます。

油彩画実習

デザインを考えるにあたり多彩なレ
クチャーを行い、イメージデザイン
をつくり上げていきます。（色紙を
使って色と形のコーディネート）

デザイン
（ファッションデザインを考える）デッサンの学びは造形活動の基礎と

なります。技術だけではなく、理論
も勉強しながら「素描」の理解を深
めます。

デッサン講評会
身のまわりのものを描くことで、形
や色、質感などの特徴を具体的に、
また容易にとらえることができます。

鉛筆画デッサン（静物）
正確さを学び、美しさの追及にふさ
わしいモチーフです。しっかりと丁
寧に形や色を描いていきます。

鉛筆デッサン（石膏）
静物のモチーフをもとにイメージを
想像していきます。基礎編で習った
ポイントも復習しながら描き進めて
いきます。

静物イメージデッサン

1. 静物の水彩画です。布に置かれたモチーフたちが素朴なタッチで描かれながらも、しっかりとそれぞれの個性が出ています。に
じみやぼかしの技術を生かした味わいのある作品になりました。［７h・四ツ切画用紙・水彩］

2. 油彩の重厚なタッチと正確な密度の高い描写が作品の質を
高め、とても深みのあるものになりました。 ［６h・F６号キャ
ンバス・油彩］

1. 油彩画の静物画、F６号の作品です。繊細な色彩と優美な
形態が美しく表現されています。 ［６h・F６号キャンバス・
油彩］

3. 筆やペインティングナイフで何層も重ねたタッチも非常に効
果的で油彩の技術をふんだんに使った楽しい作品です。 ［６
h・F６号キャンバス・油彩］

5. 手と布の質感の対比が丁寧な観察によりおもしろく表現され
ています。大きく広げられた布がつくり出す静かな空間が魅
力的です。［５h・水粘土］

4. 空間構成が美しい見事な作品です。手の構造をしっかり意
識しながら自分のイメージを大切に制作できました。［５h・
水粘土］

8.自然の水や空が愛情をもって包み込んでくれることの喜びを
表現した作品です。とてもファッショナブルで楽しいデザイ
ンをつくり出しました。［２h・四ツ切画用紙・水彩とコラー
ジュ］

7.「自然と愛」をテーマにファッションデザインを考えました。
自然を青、愛を赤に生きていく強さと優しさがにじみ出てい
る作品です。［２h・四ツ切画用紙・水彩とコラージュ］

6. 手の質感がとても美しく表現されています。密度の高い描
写が画面全体に緊張感を漂わせた作品です。［３h・四ツ切
画用紙・鉛筆］

3. 木の立方体とステンレスのハサミも質感がよく出ています。
基礎的なデッサン力がつきました。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］

5. デッサンの技術の総合的な実力が付き始めています。構図や明暗、奥行きや質感、二つのモチーフの
関係など極めて質の高いテクニックと表現力があります。見応えのある中学２年生の作品です。［３h・
四ツ切画用紙・鉛筆］

4. 形態感や床面の意識がしっかりと付いていま
す。デッサンの基礎力が枚数を重ねながら身に
ついています。［３h・四ツ切画用紙・鉛筆］

2. 光によって変化している美しい形態を丁寧に写し取っていま
す。抵抗感のある美しい作品になりました。［３h・四ツ切画
用紙・鉛筆］
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