
指導スタッフ ベーシックな指導から各自の個性を生かしたゼミまで、さまざまなカリキュラムを実現するスタッフです。
過去10年間で東京芸大32名、愛知芸大72名の合格者を輩出しています。

自分の可能性と向き合う。
「日本画」という言葉から、 皆さんはどんなイメージを描きますか？ 
日本の風土や自然観、心情や感性。日本画の顔料や墨、和紙といっ
た素材。皆さんが何に興味を持ち、どんな絵を描いていくのか…。
日本画はそんなさまざまな可能性に応えてくれます。日本画専攻で
は、物をよく観察することを大切にし、基礎から応用へと段階的に
身につけていきます。自分の可能性と向き合う１年は、一生の記憶
に残る充実したものとなるでしょう。

（2022年12月現在・50音順）

本科 日曜専科・高２日曜専科専科・高２専科

● 入塾ガイダンス
● 第１回全統共通テスト模試
● 全体保護者会（動画配信）

● 保護者会（三者面談）
● 塾生作品展
● 大学入学共通テスト出願
● 愛知芸大公開実技模試
● 第３回全統共通テスト模試
● 全統プレ共通テスト

年間カリキュラム

1学期

2学期
夏期講習

● 大学入学共通テスト
● 修了会

3学期

● 第２回全統共通テスト模試

冬期講習

春期講習

直前講習（高２専科、高２日曜専科は除きます）

● 石膏デッサン
● 静物着彩
● 人物課題（土曜ゼミ）
● 各種ゼミ
　（構図、計測、絵具など）
● 屋外スケッチ授業

［絵画表現Ⅰ］
～基礎造形力強化～

● 制作用具の紹介と扱い方
● 静物デッサン
● 石膏デッサン
● 静物着彩
● 人物課題（土曜ゼミ）

［絵画表現Ⅰ］
～基礎造形力強化～

● 石膏デッサン
● 静物着彩
● 人物課題（土曜ゼミ）
● 東京芸大公開実技模試
　（二次対応）※
● 学校推薦型選抜対策（個別指導）

［絵画表現Ⅱ］
～絵画表現力の強化～

● 石膏デッサン
● 静物着彩
● 人物課題（土曜ゼミ）
● 東京芸大公開実技模試
　（二次対応）
● 生徒がモチーフを考える静物着彩
● 学校推薦型選抜対策（個別指導）

● 東山動植物園スケッチ
● 日本画制作
　（岩絵具、和紙使用）
● 1学期末コンク ール
　（石膏デッサン、静物着彩）

● 各種ゼミ
　（構図、計測、絵具など）
● 屋外スケッチ授業
● 日本画制作
　（岩絵具、和紙使用）

● 屋外スケッチ授業
● 新宿校専科との合同コンク ール※
　（静物着彩）
※は専科・高2専科のみ

● 屋外スケッチ授業
● デイキャンプ
● 一人一卓静物着彩
● 新宿校本科との合同コンク ール
　（石膏デッサン）
● 2学期末コンク ール
　（石膏デッサン、静物着彩）

［絵画表現Ⅱ］
～絵画表現力の強化～

［志望校別対策］
～絵で表現することを深める～
入試に向けて、それぞれの志望大学に応じた課題の対策を行います。入試本番を間近に控え実践力を強化します。

新宿校実施の公開模試に授業内で参加します。全
国区での自分の実力を把握できる機会です。

東京芸大公開実技模試
本科では毎年、授業としてデイキャンプを行って
います。仲間との絆を深め、受験に臨みます。

デイキャンプ
塾での授業以外に、自宅学習課題にも取り組んで
います。日頃の積み重ねが合格につながります。

自宅学習課題

ゼミやレクチャーを導入し、確実にレベルアップ
できるカリキュラムで授業を行います。

石膏デッサン
多種多様なモチーフを取りそろえており、各大学
出題傾向に合わせたさまざまな課題に対応します。

静物着彩
人物着彩やヌードクロッキーゼミなど、人物モデル
を描く課題も数多く行っています。

人物課題

設置クラス

高卒生

高３生

高２生

高２生

高３生（遠方から通塾）

本 　 　 科
専 　 　 科
高 ２ 専 科
日 曜 専 科
高２日曜専科

月曜～金曜
火曜～金曜
火曜～金曜
日曜
日曜

  9：30～16：30
17：30～20：30
17：30～20：30
  9：30～18：00
  9：30～18：00

日曜
日曜

9：30～18：00
9：30～18：00

日本画専攻

● レギュラー講師
東京芸大大学院日本画修

愛知芸大大学院日本画修

東京芸大大学院日本画修

愛知芸大大学院油画修

愛知芸大大学院日本画修

多摩美大大学院日本画修

東京芸大大学院日本画修

稲垣 洋介
植田 浩
加藤 千奈
木曽 浩太
橘 泰司
成田 吉毅
宮川 翠

愛知芸大日本画在籍

愛知芸大日本画在籍

愛知芸大油画在籍

篠﨑 和真
南 彩莉
山口 大空

● チューター
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日本画  本科
今年から初めて芸大・美大にチャレンジする初心者から、よりハイレベルな大学をめざす経験者まで、一人ひとりの個性や実力に応じたカリキュ
ラムを行います。観察力と描写力から生まれる「写生力」を身につけることを目標として、石膏デッサンや静物着彩などの基本的な課題から、
ゼミや屋外スケッチ、自分たちでモチーフを考える特別課題など幅広いカリキュラムを通して学んでいきます。それらのベーシックな力を、定
期的に行われる一人一卓静物着彩やコンクールを通して確認していきましょう。

1. 中心となる植物越しの縫いぐるみを絵の柱として、手前から奥までの場面の描き分けができており、物と物との重なりの見え方、光と空間によって生じる状況差
などが的確に表現されています。自ら選択したモチーフを構図したことで画面の全体から細部に至るまで責任を持って描くことができました。形や色、質感表現
などについてはさらに高い次元をめざして欲しいです。

2. 手前から奥への空間が意識され、またボリュームのある花束の空間も感じる作品です。
白い菊を引き立てるよう配置し、葉の見え方や色合いのバリエーションもあり作者の心
遣いが表れています。

3. 手前から奥への空間の見え方は意識を持って表現されており、個々の描写は表現が的確
で魅力的です。形と色味の選択の幅や運筆表現はさらに高い次元をめざして欲しいです。

4. この作品は、光をうまくとらえ、ゆったりとおおらかな空間が広がり心地よい作品です。
特に運筆でモチーフらしく描くことが表現できています。今後、良さを生かしてよりそ
のものらしく完成度を上げていけると良いでしょう。

5. さまざまな質感や色彩の強弱があるモチーフですが、奥・画面端にまで力が注がれた作
者の誠実さが画面を魅力的にしています。肩の力を抜いた思い切りの良さがあると中
景・近景の空間がすっきりし、剥製に見る人をハッとさせる仕掛けがあるとより華やか
です。

6. 作者は、モチーフ全体の雰囲気を絵画的にとらえる力があります。２学期に制作した
この作品は、雰囲気で終わらせずしっかりと描き込み、今まで行った自宅課題で養っ
た観察や技術が生かされ、形になった作品です。

7. 探偵という物語性を大切にモチーフ選択にこだわりました。愛着を持って作品にのめ
り込むことはとても大切で、これまで蓄積した知識を凌駕する魅力ある作品を生む原
動力になります。考えすぎて弱々しい作品にならないよう留意しましょう。
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4. この作品は、光をうまくとらえ、ゆったりとおおらかな空間が広がり心地よい作品です。
特に運筆でモチーフらしく描くことが表現できています。今後、良さを生かしてよりそ
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5. さまざまな質感や色彩の強弱があるモチーフですが、奥・画面端にまで力が注がれた作
者の誠実さが画面を魅力的にしています。肩の力を抜いた思い切りの良さがあると中
景・近景の空間がすっきりし、剥製に見る人をハッとさせる仕掛けがあるとより華やか
です。

6. 作者は、モチーフ全体の雰囲気を絵画的にとらえる力があります。２学期に制作した
この作品は、雰囲気で終わらせずしっかりと描き込み、今まで行った自宅課題で養っ
た観察や技術が生かされ、形になった作品です。
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3. 作者の絵に向かう姿勢は興味深く、目下の課題に対してやりすぎなくらいに取り組む姿
が印象的です。実際にやりすぎて調子がつきすぎたり、質がオーバーになるといった失
敗も経験しました。しかし、失敗も次につながる「気づき」が得られるのであれば成長
の糧と言えます。この作品でも一旦は調子がつきすぎたタイミングもありましたが、そ
こから取って、また描いてを繰り返したことで深みのある影色が魅力的な作品に仕上が
りました。

2. この作者にとって、描くスピードと手数の多さは強力な武器でした。反面、観察した
こと以上の手数が入り、色が似てしまったり質が単調になってしまうこともありまし
た。この作品では細部のリアリティにもとことんこだわりつつ、全体の変化を常に気
にしていることでトータルのリアリティも実現しています。描写を作業としてではな
く、観察し気持ちを込めながらすることがこれほど魅力的な全体感を生み出すという
好例でしょう。

1. 乱反射する光の印象や、色味の豊かさ、質感表現の複雑さなどが理屈抜きに美しいと感
じられる作品です。床置きで見下ろしのアングルにし、像の下に白い板を敷いて下面に
反射光が当たるようにするなど、作者はセッティングの時点からイメージを持って取り
組んでいました。入試のための訓練としてやらなければいけないことという意識を超え、
一枚の絵としていかに充実した物にするかに集中できたことが結果につながったのだと
思います。

4. もともと実力のある作者でしたが、微妙に形が合わずに終わることもありました。この
作品では一度描いたところでも最後までしつこく修正を重ね、しっかりとブルータスら
しさをとらえることができています。本来、絵に明確な正解はありません。それは形も
同じで、どこまで合わせたら良いかという基準がはっきりあるわけではありません。こ
のときの作者のように、どこまでも追求しようという「姿勢」が感じられた時に形の説
得力は生まれます。

5. 春に今年度が始まり、そこからデッサンの基本を徹底して取り組んでいた作者の姿をよ
く覚えています。一つひとつの基本を、なぜそうするのか考え、できなければそれを放
置せずにこだわっていた姿勢は「デッサンをする」ことの本質です。この土台の上に作
者がとことん描写を追求してできた作品がこのジョルジョですが、いつの間にか描写力
も向上しており、立体としての調子の組み立てと表面のリアリティが高いレベルで融合
している作品です。

6. ゲタは実は難易度が高い石膏像で、特に体を含めた全体のクオリティを実現するのは高
い意識レベルが必要です。このモチーフでは黒布があるため描きやすさもありますが、
黒布に頼りすぎず、その下にある体の変化を追求できていることが説得力になっていま
す。制作の途中では色が似た時間帯もあったものの、そこからどのようにアプローチし
ていくか、そのやり取りも含めてデッサンの姿勢として素晴らしい取り組み方といえます。

7. 作者はとても真面目なため、「何をやらなければいけないか」をとてもシビアにやれる
人です。ともすれば、モチーフを感じ取ることより先にやらなければいけないことが先
行することにもなりがちです（誰にでもあることですが...） 。この作品ではモチーフの
世界観をじっくり感じ取り、どういう絵にしたいかという想いがあったのでしょう。判
断は義務感より感動で行われ、描写には目的があり、すべてに気持ちとらしさが込めら
れた抑揚の美しいデッサンとなっています。

8. 顔の正面のマルスらしいこの位置は、しっかり描き切ってフィニッシュしようと思うと
とても難易度が上がります（短時間でざっくり描くのは楽ですが...）。なのでこの位置
で完成度を追求することは、前半を的確に組み立てつつ、特に終盤の集中力とシビアな
確認、そしてほどほどでまとめようとせず踏み込んで描いていく追求力が問われます。
実は「デッサン」からは、それらの姿勢やメンタルも読み取れるものです。作者の成長
が感じ取れる１枚です。
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3. 作者の絵に向かう姿勢は興味深く、目下の課題に対してやりすぎなくらいに取り組む姿
が印象的です。実際にやりすぎて調子がつきすぎたり、質がオーバーになるといった失
敗も経験しました。しかし、失敗も次につながる「気づき」が得られるのであれば成長
の糧と言えます。この作品でも一旦は調子がつきすぎたタイミングもありましたが、そ
こから取って、また描いてを繰り返したことで深みのある影色が魅力的な作品に仕上が
りました。

2. この作者にとって、描くスピードと手数の多さは強力な武器でした。反面、観察した
こと以上の手数が入り、色が似てしまったり質が単調になってしまうこともありまし
た。この作品では細部のリアリティにもとことんこだわりつつ、全体の変化を常に気
にしていることでトータルのリアリティも実現しています。描写を作業としてではな
く、観察し気持ちを込めながらすることがこれほど魅力的な全体感を生み出すという
好例でしょう。

1. 乱反射する光の印象や、色味の豊かさ、質感表現の複雑さなどが理屈抜きに美しいと感
じられる作品です。床置きで見下ろしのアングルにし、像の下に白い板を敷いて下面に
反射光が当たるようにするなど、作者はセッティングの時点からイメージを持って取り
組んでいました。入試のための訓練としてやらなければいけないことという意識を超え、
一枚の絵としていかに充実した物にするかに集中できたことが結果につながったのだと
思います。

4. もともと実力のある作者でしたが、微妙に形が合わずに終わることもありました。この
作品では一度描いたところでも最後までしつこく修正を重ね、しっかりとブルータスら
しさをとらえることができています。本来、絵に明確な正解はありません。それは形も
同じで、どこまで合わせたら良いかという基準がはっきりあるわけではありません。こ
のときの作者のように、どこまでも追求しようという「姿勢」が感じられた時に形の説
得力は生まれます。

5. 春に今年度が始まり、そこからデッサンの基本を徹底して取り組んでいた作者の姿をよ
く覚えています。一つひとつの基本を、なぜそうするのか考え、できなければそれを放
置せずにこだわっていた姿勢は「デッサンをする」ことの本質です。この土台の上に作
者がとことん描写を追求してできた作品がこのジョルジョですが、いつの間にか描写力
も向上しており、立体としての調子の組み立てと表面のリアリティが高いレベルで融合
している作品です。

6. ゲタは実は難易度が高い石膏像で、特に体を含めた全体のクオリティを実現するのは高
い意識レベルが必要です。このモチーフでは黒布があるため描きやすさもありますが、
黒布に頼りすぎず、その下にある体の変化を追求できていることが説得力になっていま
す。制作の途中では色が似た時間帯もあったものの、そこからどのようにアプローチし
ていくか、そのやり取りも含めてデッサンの姿勢として素晴らしい取り組み方といえます。

7. 作者はとても真面目なため、「何をやらなければいけないか」をとてもシビアにやれる
人です。ともすれば、モチーフを感じ取ることより先にやらなければいけないことが先
行することにもなりがちです（誰にでもあることですが...） 。この作品ではモチーフの
世界観をじっくり感じ取り、どういう絵にしたいかという想いがあったのでしょう。判
断は義務感より感動で行われ、描写には目的があり、すべてに気持ちとらしさが込めら
れた抑揚の美しいデッサンとなっています。

8. 顔の正面のマルスらしいこの位置は、しっかり描き切ってフィニッシュしようと思うと
とても難易度が上がります（短時間でざっくり描くのは楽ですが...）。なのでこの位置
で完成度を追求することは、前半を的確に組み立てつつ、特に終盤の集中力とシビアな
確認、そしてほどほどでまとめようとせず踏み込んで描いていく追求力が問われます。
実は「デッサン」からは、それらの姿勢やメンタルも読み取れるものです。作者の成長
が感じ取れる１枚です。
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1. 夏らしいモチーフが画面いっぱいに広がった、力強さが必要なモチーフですが見事に
描き切っています。作者は色彩感覚も良く思い切りのいい仕事ができるのが持ち味で
す。画面中央には素材の厚みまで感じる丁寧な観察・表現も絡んできています。

3. かわいらしく賑やかな色彩をしっかりと描けています。暗がりの色をしっかりと設定したことで
華やかさに自然と目が行きます。受験生とはなかなか苦しく不安も抱えた立場ですが、一人の大
人・作家になりきって作品を見渡すまなざしが大切です。

2. 実感のある観察と高い美意識が作者の持ち味で調和を大切にしつつ細部まで丹念に描か
れています。光の状況差やコントラスト差の表現で画面はさらに臨場感が出るはずです。

4. 土曜ゼミの人物課題です。見上げの人物プロポーションやモデルの印象が正確
に描けています。光から感じる質感や明暗の抑揚についてはもっと大胆な表現
で描きたいです。

ゼミ1：スケッチ授業
光、風、温度を五感で感じ、スケッチブック片手に絵になる景色や物を探し描くスケッチ授業は、
アトリエでの制作だけでは気づけない自分の感覚があることを気づかせてくれます。

ゼミ2：日本画制作
日本画画材である岩絵具や墨、和紙などを使用して2週間をかけて制作します。
毎年充実した作品が生まれています。
絵画的な研究だけでなく制作過程の中で物の考え方や計画性、また日本画への気持ちを高める機会となっています。
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1. 夏らしいモチーフが画面いっぱいに広がった、力強さが必要なモチーフですが見事に
描き切っています。作者は色彩感覚も良く思い切りのいい仕事ができるのが持ち味で
す。画面中央には素材の厚みまで感じる丁寧な観察・表現も絡んできています。

3. かわいらしく賑やかな色彩をしっかりと描けています。暗がりの色をしっかりと設定したことで
華やかさに自然と目が行きます。受験生とはなかなか苦しく不安も抱えた立場ですが、一人の大
人・作家になりきって作品を見渡すまなざしが大切です。

2. 実感のある観察と高い美意識が作者の持ち味で調和を大切にしつつ細部まで丹念に描か
れています。光の状況差やコントラスト差の表現で画面はさらに臨場感が出るはずです。

4. 土曜ゼミの人物課題です。見上げの人物プロポーションやモデルの印象が正確
に描けています。光から感じる質感や明暗の抑揚についてはもっと大胆な表現
で描きたいです。

ゼミ1：スケッチ授業
光、風、温度を五感で感じ、スケッチブック片手に絵になる景色や物を探し描くスケッチ授業は、
アトリエでの制作だけでは気づけない自分の感覚があることを気づかせてくれます。

ゼミ2：日本画制作
日本画画材である岩絵具や墨、和紙などを使用して2週間をかけて制作します。
毎年充実した作品が生まれています。
絵画的な研究だけでなく制作過程の中で物の考え方や計画性、また日本画への気持ちを高める機会となっています。
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日本画  専科・高2専科
高校3年生および2年生を対象としています。1学期は観察力を身に
つけること、そして絵具などの道具の扱い方を学んでいきます。2
学期は日本画受験で出題頻度の高い石膏デッサン、静物着彩を中心
に、見えている世界をどのように画面で表現するかを学びます。ま
た実技模試を通して実戦的なアプローチも習得していきます。

日本画  日曜専科・高2日曜専科
主に専科に通塾できない高校3年生および2年生を対象としていま
す。授業は、写生の基礎となる観察力を学び、また観察で得た情報
を素直に表現する姿勢を身につけます。静物デッサン、石膏デッサ
ン、静物着彩をバランスよく制作し、それぞれの課題のポイントを
基礎からじっくり学んでいきます。

1. 作品のゴールをイメージしながら、物と物のぶつかりのセッティングまで配慮し、細部まで描写ができた秀作です。また暖色の多いモチーフの中で、薪の着色に青味を
巧みに取り込み、全体を調和させた作者のセンスが光ります。まだ手前の見え方は強引ですが、今後の作者が真実に向かう制作を重ねていく期待が高まります。

4. 色調の豊かさが目を引く作品で
す。特に頭部の陰色は柔らかい
グレーをうまくつくっています。
一方で体にはしっかりした暗さ
を入れて幅を持たせているとこ
ろもポイントです。

5. まだ細部まで描ききれていませ
んが、花を中心とした見え方が
自然であり、作品全体への配慮
が感じられます。画面を華やか
にする構図や色使いには心地よ
さがあります。

6. 細部まで描ききることで、難し
いセッティングでも力強く言い
切れた作品です。常に制作意欲
を持つ作者だからこそ追求でき
る描写と観察が個性的であり魅
力的です。

7. ４月から授業を受け10月に制作
した高校２年生の作品です。静
物着彩での押さえるポイントを
押さえ、自然な見え方を保ち、
完成まで自分の力で制作するこ
とができました。

合格者からのメッセージ

新豊 ねねさん
日本画本科
旭丘高校出身

東京芸術大学 日本画専攻

私は１浪した１年の間で満足いく絵は描けませんでした。完成しなかった
ことや、自分ではうまくいったと思っていてもそうでもないこともありま
す。でも、この１年間は “失敗をしていい” １年間だと思います。そこでの
失敗は、必ず本番につながります。だから、自分の絵から「学ぶ」ことを
あきらめないでください。自分の絵が自分の本気から生まれていることを
忘れないでください。そんなあなたを私は心から応援しています。全力で。

入試再現作品
合
格

松井 佑月さん
日本画本科
東邦高校出身

愛知県立芸術大学 日本画専攻
名古屋造形大学 映像文学領域

私が河合塾でよかったな、と思うことは、生徒一人ひとりをよく見てく
れることです。どんな些細なことでも親身になって話を聞いてくれます。
自分が絵のことで悩んでいる時もよく助けてもらいました。自分一人で
はなかなか解決策が見つからない時もあるので、とてもありがたかった
な、と思います。辛いこともいっぱいあると思いますが、あきらめない
で頑張ってください！

合
格

4

6

32

7

5

2. 体がややこじんまりとした印
象になっているなど、まだ足
りていないことはあります。
しかし、調子の流れを自然に
とらえることができており、
実直さを感じるデッサンです。

3. 構図や形、明暗や質の幅など
基本的なデッサン力の高さを
感じる作品です。欲を言えば、
体の筋肉の表現などは、より
微妙な丸みまで描き切る描写
力をつけたいところです。

入
試
再
現
作
品
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日本画  専科・高2専科
高校3年生および2年生を対象としています。1学期は観察力を身に
つけること、そして絵具などの道具の扱い方を学んでいきます。2
学期は日本画受験で出題頻度の高い石膏デッサン、静物着彩を中心
に、見えている世界をどのように画面で表現するかを学びます。ま
た実技模試を通して実戦的なアプローチも習得していきます。

日本画  日曜専科・高2日曜専科
主に専科に通塾できない高校3年生および2年生を対象としていま
す。授業は、写生の基礎となる観察力を学び、また観察で得た情報
を素直に表現する姿勢を身につけます。静物デッサン、石膏デッサ
ン、静物着彩をバランスよく制作し、それぞれの課題のポイントを
基礎からじっくり学んでいきます。

1. 作品のゴールをイメージしながら、物と物のぶつかりのセッティングまで配慮し、細部まで描写ができた秀作です。また暖色の多いモチーフの中で、薪の着色に青味を
巧みに取り込み、全体を調和させた作者のセンスが光ります。まだ手前の見え方は強引ですが、今後の作者が真実に向かう制作を重ねていく期待が高まります。

4. 色調の豊かさが目を引く作品で
す。特に頭部の陰色は柔らかい
グレーをうまくつくっています。
一方で体にはしっかりした暗さ
を入れて幅を持たせているとこ
ろもポイントです。

5. まだ細部まで描ききれていませ
んが、花を中心とした見え方が
自然であり、作品全体への配慮
が感じられます。画面を華やか
にする構図や色使いには心地よ
さがあります。

6. 細部まで描ききることで、難し
いセッティングでも力強く言い
切れた作品です。常に制作意欲
を持つ作者だからこそ追求でき
る描写と観察が個性的であり魅
力的です。

7. ４月から授業を受け10月に制作
した高校２年生の作品です。静
物着彩での押さえるポイントを
押さえ、自然な見え方を保ち、
完成まで自分の力で制作するこ
とができました。

合格者からのメッセージ

新豊 ねねさん
日本画本科
旭丘高校出身

東京芸術大学 日本画専攻

私は１浪した１年の間で満足いく絵は描けませんでした。完成しなかった
ことや、自分ではうまくいったと思っていてもそうでもないこともありま
す。でも、この１年間は “失敗をしていい” １年間だと思います。そこでの
失敗は、必ず本番につながります。だから、自分の絵から「学ぶ」ことを
あきらめないでください。自分の絵が自分の本気から生まれていることを
忘れないでください。そんなあなたを私は心から応援しています。全力で。

入試再現作品
合
格

松井 佑月さん
日本画本科
東邦高校出身

愛知県立芸術大学 日本画専攻
名古屋造形大学 映像文学領域

私が河合塾でよかったな、と思うことは、生徒一人ひとりをよく見てく
れることです。どんな些細なことでも親身になって話を聞いてくれます。
自分が絵のことで悩んでいる時もよく助けてもらいました。自分一人で
はなかなか解決策が見つからない時もあるので、とてもありがたかった
な、と思います。辛いこともいっぱいあると思いますが、あきらめない
で頑張ってください！

合
格

4

6

32

7

5

2. 体がややこじんまりとした印
象になっているなど、まだ足
りていないことはあります。
しかし、調子の流れを自然に
とらえることができており、
実直さを感じるデッサンです。

3. 構図や形、明暗や質の幅など
基本的なデッサン力の高さを
感じる作品です。欲を言えば、
体の筋肉の表現などは、より
微妙な丸みまで描き切る描写
力をつけたいところです。

入
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