
指導スタッフ 一人ひとり。人と絵との対話を指導の入口とし、合格という出口と出発点をめざし、
実技指導はもちろん人生相談まで幅広く。いろんなタイプの先生達です。

油絵専攻は、これまでにアーティストはもちろん、
イラストレーター、デザイナー、漫画家、陶芸家
など、さまざまな分野の作家を輩出してきました。
絵画を描き、学ぶことは、世界の見方の幅や奥行
きを知るスタート地点です。講師との、自分との、
仲間との、そして絵との対話。アトリエでの対話
はすべて作家の礎になります。指導講師は、自身
もそのように学び思考し実践してきた経験を生か
し、君たちの作家としてのスタートを全力でバッ
クアップします。

● レギュラー講師
東京芸大大学院博士課程修

愛知芸大大学院油画修

愛知芸大大学院油画修

東京芸大大学院油画修

愛知芸大大学院油画修

愛知芸大大学院油画修

愛知芸大大学院博士課程修

浅野 桃子
池 奈千江
小谷 浩士
大勝 純一
田島 秀彦
三浦 紗和子
宮坂 恵子

愛知芸大大学院油画在籍

愛知芸大油画在籍

筑波大総合造形卒

伊藤 衣毬
中条 友也
山本 さつき

● 招待講師
愛知芸大油画在籍

愛知芸大大学院油画在籍

岡本 晏奈
林 可奈葉

● チューター

本科 専科・日曜専科 高２専科・高２日曜専科

● 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）
● 入試説明会

● 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）

● 素描、油彩導入課題
　（用具の使い方、描き方、絵の見方）
● 専科・日曜専科各クラスとの合同課題
● 素描、油彩（石膏、人物、静物、想定）

［絵画基礎Ⅰ］
～基礎実技力育成～

● 素描、油彩導入課題
● 東京芸大クラス、東京愛知併願クラス、
 愛知芸大クラス、金沢美大クラス　
 志望校別授業
● 素描・油彩基礎課題（石膏、静物、人物、想定）

［絵画、素描・油彩Ⅰ］
～基礎造形力強化～

● 素描、油彩基礎課題
　（石膏、静物、人物、想定）
● 東京芸大クラス、東京愛知併願クラス、
 愛知芸大クラス、金沢美大クラス　
 志望校別授業

［絵画、素描・油彩Ⅰ］
～基礎造形力強化～

● 専科・日曜専科各クラスとの選択課題
● 素描、油彩
　（石膏、人物、静物、想定課題など）

［絵画基礎Ⅱ］
～基礎造形力・絵画表現力育成～

● 東京、東京愛知併願、愛知、金沢　
 各クラス別授業
● 素描、油彩基礎強化課題
● 素描、油彩表現力強化課題
　（石膏、静物、人物、風景、想定課題など）

［絵画、素描・油彩Ⅱ］
～絵画表現力の強化～

● 東京、東京愛知併願、愛知、金沢　
 各クラス別授業
● 素描、油彩基礎強化課題
● 素描、油彩表現力強化課題
　（石膏、静物、人物、風景、想定課題、 ドローイング課題など）
● 新宿校合同コンクール

［絵画、素描・油彩Ⅱ］
～絵画表現力の強化～

● 基礎造形力の確認と表現への試み

［絵画表現基礎Ⅱ］
～絵画表現力育成～

［志望校別対策］
～対応力を身につけ、完成度を高める～
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。

９月には、中旬に行われる塾生作品展へ向けての
自由制作があります。2022年度のテーマは「ウ
ルトラ」。

人物モデルは、美術の歴史の中で繰り返し描かれ
てきました。入試においても出題されます。

塾生作品展制作

人物油彩

さまざまなタイプの作品が講評棚に並びます。他
の作品へのアドバイスも自身の参考になります。

本科生を対象とした野外活動。2022年度は明治
村取材。その後、取材を元に油彩を描きます。

明治村取材スケッチ

作品講評会
石膏像は、デッサンの基礎を養うのに最適なモ
チーフです。培った表現力を入試に役立てます。

ギャラリートーク

石膏デッサン

設置クラス

高卒生

高３生・高卒生

高２生

高２生

高３生・高卒生（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

油絵 専攻

（2022年12月現在・50音順）

ここが作家の礎。
いしずえ

Art Space NAFで開催された「登山博文展」で
の作品解説。解説は、評論家の山本さつき氏。
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指導スタッフ 一人ひとり。人と絵との対話を指導の入口とし、合格という出口と出発点をめざし、
実技指導はもちろん人生相談まで幅広く。いろんなタイプの先生達です。

油絵専攻は、これまでにアーティストはもちろん、
イラストレーター、デザイナー、漫画家、陶芸家
など、さまざまな分野の作家を輩出してきました。
絵画を描き、学ぶことは、世界の見方の幅や奥行
きを知るスタート地点です。講師との、自分との、
仲間との、そして絵との対話。アトリエでの対話
はすべて作家の礎になります。指導講師は、自身
もそのように学び思考し実践してきた経験を生か
し、君たちの作家としてのスタートを全力でバッ
クアップします。

● レギュラー講師
東京芸大大学院博士課程修

愛知芸大大学院油画修

愛知芸大大学院油画修

東京芸大大学院油画修

愛知芸大大学院油画修

愛知芸大大学院油画修

愛知芸大大学院博士課程修

浅野 桃子
池 奈千江
小谷 浩士
大勝 純一
田島 秀彦
三浦 紗和子
宮坂 恵子

愛知芸大大学院油画在籍

愛知芸大油画在籍

筑波大総合造形卒

伊藤 衣毬
中条 友也
山本 さつき

● 招待講師
愛知芸大油画在籍

愛知芸大大学院油画在籍

岡本 晏奈
林 可奈葉

● チューター

本科 専科・日曜専科 高２専科・高２日曜専科

● 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）
● 入試説明会

● 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）

● 素描、油彩導入課題
　（用具の使い方、描き方、絵の見方）
● 専科・日曜専科各クラスとの合同課題
● 素描、油彩（石膏、人物、静物、想定）

［絵画基礎Ⅰ］
～基礎実技力育成～

● 素描、油彩導入課題
● 東京芸大クラス、東京愛知併願クラス、
 愛知芸大クラス、金沢美大クラス　
 志望校別授業
● 素描・油彩基礎課題（石膏、静物、人物、想定）

［絵画、素描・油彩Ⅰ］
～基礎造形力強化～

● 素描、油彩基礎課題
　（石膏、静物、人物、想定）
● 東京芸大クラス、東京愛知併願クラス、
 愛知芸大クラス、金沢美大クラス　
 志望校別授業

［絵画、素描・油彩Ⅰ］
～基礎造形力強化～

● 専科・日曜専科各クラスとの選択課題
● 素描、油彩
　（石膏、人物、静物、想定課題など）

［絵画基礎Ⅱ］
～基礎造形力・絵画表現力育成～

● 東京、東京愛知併願、愛知、金沢　
 各クラス別授業
● 素描、油彩基礎強化課題
● 素描、油彩表現力強化課題
　（石膏、静物、人物、風景、想定課題など）

［絵画、素描・油彩Ⅱ］
～絵画表現力の強化～

● 東京、東京愛知併願、愛知、金沢　
 各クラス別授業
● 素描、油彩基礎強化課題
● 素描、油彩表現力強化課題
　（石膏、静物、人物、風景、想定課題、 ドローイング課題など）
● 新宿校合同コンクール

［絵画、素描・油彩Ⅱ］
～絵画表現力の強化～

● 基礎造形力の確認と表現への試み

［絵画表現基礎Ⅱ］
～絵画表現力育成～

［志望校別対策］
～対応力を身につけ、完成度を高める～
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。

９月には、中旬に行われる塾生作品展へ向けての
自由制作があります。2022年度のテーマは「ウ
ルトラ」。

人物モデルは、美術の歴史の中で繰り返し描かれ
てきました。入試においても出題されます。

塾生作品展制作

人物油彩

さまざまなタイプの作品が講評棚に並びます。他
の作品へのアドバイスも自身の参考になります。

本科生を対象とした野外活動。2022年度は明治
村取材。その後、取材を元に油彩を描きます。

明治村取材スケッチ

作品講評会
石膏像は、デッサンの基礎を養うのに最適なモ
チーフです。培った表現力を入試に役立てます。

ギャラリートーク

石膏デッサン

設置クラス

高卒生

高３生・高卒生

高２生

高２生

高３生・高卒生（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

油絵 専攻

（2022年12月現在・50音順）

ここが作家の礎。
いしずえ

Art Space NAFで開催された「登山博文展」で
の作品解説。解説は、評論家の山本さつき氏。
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油絵  本科　東京芸大クラス
本科・東京芸大クラスは、東京芸術大学を第一志望に考える高卒生対象のクラスです。毎年、変化する入試出題に必要な臨機応変な対応力と絵
画表現を豊かにイメージする力を大切にし、描く力はもちろん、作品に奥行きを与える考える力を最大限に引き上げます。学生一人ひとりの制
作経験や資質を生かした指導と、次の絵につながる丁寧な講評を通して合格へと導きます。
●１学期は、石膏像や静物モチーフ、人物モデルなど基本的な課題制作を中心に素描、油彩の基礎造形力と描写力向上をめざします。６月中旬
から第一志望によるクラス別の授業が始まります。
●２学期は、制作期間を長く取った素描・油彩課題を、個人指導と講評により長所を引き出し、自らの絵のイメージをかたちにします。
●３学期および入試直前期は、予想される課題と入試を意識した制作により、試験日にピークを合わせ合格をめざします。

油絵  本科
       愛知芸大クラス
本科・愛知芸大クラスは、愛知県立芸術大学を第一志望に考える高
卒生対象のクラスです。愛知芸大入試に直結した課題や、素描・油
彩のバランスを考えたカリキュラムと、一人ひとりの弱点の自覚を
促し次の制作につながる適切なアドバイスにより、描写力や表現力
を養成します。愛知芸大の入試出題傾向や合格基準、入試結果詳細
を知りつくした講師スタッフが合格へと導きます。

油絵  本科
       東京芸大・愛知芸大併願クラス
本科・東京芸大・愛知芸大併願クラスは、東京芸術大学と愛知県立
芸術大学の併願を考える高卒生対象のクラスです。東京芸大と愛知
芸大の併願を視野に入れたバランスの良いカリキュラムを元に、入
試に必要な表現力を養います。単に、東京芸大と愛知芸大の入試対
策課題を繰り返すだけでなく、河合塾美術研究所独自のメソッドに
より、東京芸大と愛知芸大を併願するコツをわかりやすく指導し、
合格へと導きます。

●１学期は、石膏像や静物モチーフ、人物モデルなど基本的な課題制作を中心にデッサン、油彩の基礎造形力と描写力向上をめざします。６月
中旬から第一志望によるクラス別の授業が始まります。
●２学期は、愛知芸大実技模試をはさみ、素描、油彩を実践的に強化し、入試時期を見据えたこの時期までに必要なレベルまで力をつけます。
●３学期および入試直前期は、予想される課題と入試を意識した制作により、試験日にピークを合わせ合格をめざします。

1. 木炭の素材感豊かな独特の表情と、メリハリの効いた色彩が魅力
の静物素描です。観察に基づいた細部へのこだわりも感じます。
作者の視点が明瞭な構図も評価のポイントです。［MBM木炭紙・
木炭・鉛筆］ 

2. キャンバスに擦れる絵筆や木炭の心地よいリズムが聞こえてきそ
うな油彩です。抽象的な画面ですが、明度と彩度のバランスを考
慮した色彩構成に作者のセンスが感じられます。［F15号キャンバ
ス・油彩］ 

1. 美術研究所周辺の取材を元にした素描作品です。螺旋階段と階数、
窓枠のリズムをうまく利用し、画面構成しています。フラットな
色面も作品内容とマッチしています。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

2. 室内空間とモチーフを組み合わせた構成油彩です。柔和なブルー
グレーを基調とした色彩に、アクセントとなる反対色やキレのあ
る描写を加え、画面に効果を与えています。［F15号キャンバス・
油彩］

1. 常日頃から自身の接している世界と向き合い執念深く考え続け描き続けている作者の世
界と、目の前のモチーフ（色違いのピンポン玉とダンボール板）がしっかり関係を持ち、
確かな技術で描かれた説得力のある作品です。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

2. 頭部を布に覆われた石膏像２体のモチーフから描いた作品です。モチーフからイメージ
したことをどう表現するのか、綿密に練られた構図構成、緻密な制作プロセス、丁寧に
つくられる木炭の表情、繊細な細部によって支えられています。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

3. 台上のモチーフを自身のテーマで的確に丁寧に根気よく描かれています。削ぎ落とされ
た要素で構成された構図も秀逸で、今、目の前のモチーフと同じ空間にいることを大切
にしている作者の眼差しが感じられる空間が美しい作品です。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

4. 作者は物事を慎重に考えてから描いていくので時間がかかりますが、あきらめることな
く地道に描いてきたことで着実に前進しています。台上のモチーフを描く課題ですが、
描かれた作品は作者の今後の展開を予感させます。［F20号キャンバス・油彩］

5. 配布された２種類のモチーフ（紙粘土、アルミホイル）から選択し「風景」をテーマに
描いた作品です。作者の制作に対する素直さ、イメージの軽やかさと色彩や筆致が調和し、
まさに作者の「風景」が感じられる１枚になりました。［F20号キャンバス・油彩］

6. 作者は形や印象を即興的に描くことに優れていますが、油彩では自身の力や魅力が出しき
れず表現できずにいました。ドローイングなども取り入れ粘り強く描き続けこの前後の頃
からきっかけをつかみました。興味深い作品になっています。［F20号キャンバス・油彩］
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油絵  本科　東京芸大クラス
本科・東京芸大クラスは、東京芸術大学を第一志望に考える高卒生対象のクラスです。毎年、変化する入試出題に必要な臨機応変な対応力と絵
画表現を豊かにイメージする力を大切にし、描く力はもちろん、作品に奥行きを与える考える力を最大限に引き上げます。学生一人ひとりの制
作経験や資質を生かした指導と、次の絵につながる丁寧な講評を通して合格へと導きます。
●１学期は、石膏像や静物モチーフ、人物モデルなど基本的な課題制作を中心に素描、油彩の基礎造形力と描写力向上をめざします。６月中旬
から第一志望によるクラス別の授業が始まります。
●２学期は、制作期間を長く取った素描・油彩課題を、個人指導と講評により長所を引き出し、自らの絵のイメージをかたちにします。
●３学期および入試直前期は、予想される課題と入試を意識した制作により、試験日にピークを合わせ合格をめざします。

油絵  本科
       愛知芸大クラス
本科・愛知芸大クラスは、愛知県立芸術大学を第一志望に考える高
卒生対象のクラスです。愛知芸大入試に直結した課題や、素描・油
彩のバランスを考えたカリキュラムと、一人ひとりの弱点の自覚を
促し次の制作につながる適切なアドバイスにより、描写力や表現力
を養成します。愛知芸大の入試出題傾向や合格基準、入試結果詳細
を知りつくした講師スタッフが合格へと導きます。

油絵  本科
       東京芸大・愛知芸大併願クラス
本科・東京芸大・愛知芸大併願クラスは、東京芸術大学と愛知県立
芸術大学の併願を考える高卒生対象のクラスです。東京芸大と愛知
芸大の併願を視野に入れたバランスの良いカリキュラムを元に、入
試に必要な表現力を養います。単に、東京芸大と愛知芸大の入試対
策課題を繰り返すだけでなく、河合塾美術研究所独自のメソッドに
より、東京芸大と愛知芸大を併願するコツをわかりやすく指導し、
合格へと導きます。

●１学期は、石膏像や静物モチーフ、人物モデルなど基本的な課題制作を中心にデッサン、油彩の基礎造形力と描写力向上をめざします。６月
中旬から第一志望によるクラス別の授業が始まります。
●２学期は、愛知芸大実技模試をはさみ、素描、油彩を実践的に強化し、入試時期を見据えたこの時期までに必要なレベルまで力をつけます。
●３学期および入試直前期は、予想される課題と入試を意識した制作により、試験日にピークを合わせ合格をめざします。

1. 木炭の素材感豊かな独特の表情と、メリハリの効いた色彩が魅力
の静物素描です。観察に基づいた細部へのこだわりも感じます。
作者の視点が明瞭な構図も評価のポイントです。［MBM木炭紙・
木炭・鉛筆］ 

2. キャンバスに擦れる絵筆や木炭の心地よいリズムが聞こえてきそ
うな油彩です。抽象的な画面ですが、明度と彩度のバランスを考
慮した色彩構成に作者のセンスが感じられます。［F15号キャンバ
ス・油彩］ 

1. 美術研究所周辺の取材を元にした素描作品です。螺旋階段と階数、
窓枠のリズムをうまく利用し、画面構成しています。フラットな
色面も作品内容とマッチしています。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

2. 室内空間とモチーフを組み合わせた構成油彩です。柔和なブルー
グレーを基調とした色彩に、アクセントとなる反対色やキレのあ
る描写を加え、画面に効果を与えています。［F15号キャンバス・
油彩］

1. 常日頃から自身の接している世界と向き合い執念深く考え続け描き続けている作者の世
界と、目の前のモチーフ（色違いのピンポン玉とダンボール板）がしっかり関係を持ち、
確かな技術で描かれた説得力のある作品です。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

2. 頭部を布に覆われた石膏像２体のモチーフから描いた作品です。モチーフからイメージ
したことをどう表現するのか、綿密に練られた構図構成、緻密な制作プロセス、丁寧に
つくられる木炭の表情、繊細な細部によって支えられています。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

3. 台上のモチーフを自身のテーマで的確に丁寧に根気よく描かれています。削ぎ落とされ
た要素で構成された構図も秀逸で、今、目の前のモチーフと同じ空間にいることを大切
にしている作者の眼差しが感じられる空間が美しい作品です。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

4. 作者は物事を慎重に考えてから描いていくので時間がかかりますが、あきらめることな
く地道に描いてきたことで着実に前進しています。台上のモチーフを描く課題ですが、
描かれた作品は作者の今後の展開を予感させます。［F20号キャンバス・油彩］

5. 配布された２種類のモチーフ（紙粘土、アルミホイル）から選択し「風景」をテーマに
描いた作品です。作者の制作に対する素直さ、イメージの軽やかさと色彩や筆致が調和し、
まさに作者の「風景」が感じられる１枚になりました。［F20号キャンバス・油彩］

6. 作者は形や印象を即興的に描くことに優れていますが、油彩では自身の力や魅力が出しき
れず表現できずにいました。ドローイングなども取り入れ粘り強く描き続けこの前後の頃
からきっかけをつかみました。興味深い作品になっています。［F20号キャンバス・油彩］
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油絵  本科　金沢美大・広島市立大クラス
金沢美大・広島市立大クラスは、金沢美術工芸大学・広島市立大学など、入試で石膏デッサンや人物（自画像）、静物油彩が課される大学を第
一志望に考える高卒生対象のクラスです。入試で評価される観察力による描写力をつけていくために、基礎的な物の見方と、デッサンや油彩に
おける技術的な訓練を通して高度なレベルの造形力を身につけていきます。また他大学も併願する人のための対策カリキュラムも実施していき
ます。
●１学期は、石膏像や静物、人物モチーフを中心にデッサン、油彩の基礎的な物の見方や描き方を学び基礎造形力向上をめざします。
●２学期は、高度なレベルのデッサン力をつけていきながら人物（自画像）、静物油彩を制作していきます。また、併願する大学の対策も始め
ていきます。
●３学期および入試直前期は、試験時間内での制作で完成度を上げ、試験へと備えていきます。

合格者からのメッセージ

浅野 瑠菜さん
油絵本科
聖霊高校出身

制作するにあたって、自分の課題に
向けて真剣に取り組めた１年でし
た。河合塾生として塾で学んだこと
を大学でも活用していこうと思いま
す。

多摩美術大学 油画専攻
名古屋造形大学 美術表現領域

合
格

入試直前作品

石原 亜美さん
油絵本科
旭丘高校出身

現役のときはどう描けばいいのかわ
からなくて、混乱していたのですが、
これは嫌いというものを消していっ
たら、消去法でだんだん「これはい
いかもしれない」というものが残っ
ていきました。本科では失敗しても
いいからやってみようという意識で
行動しました。

東京芸術大学 油画専攻
多摩美術大学 油画専攻

合
格

杉山 真菜さん
油絵本科
常葉大学附属菊川高校出身

なるべくたくさんの作品を鑑賞する
ことを心がけてきました。河合塾の
図書室を利用したり、芸術文化セン
ターの図書室、美術館に出向いたり
と、作品を観ることのできるツール
はたくさんあります。そして、鑑賞
を通して自分の好きな色とは何か、
どんなことを考えているのか、どう
いう絵を描いてみたいのか。とにか
く紙にメモしながら自己分析するこ
とが、合格につながったと感じてい
ます。

愛知県立芸術大学 油画専攻
多摩美術大学 油画専攻

合
格

竹原 深平さん
油絵本科
旭丘高校出身

「不安」、それは常に私の心を支配し
ていました。共通テストで失敗した
らどうしよう…。デッサンの席が後
列だったらどうしよう…。なので私
はこの一年ひらすら不安を無くすた
めに行動しました。早いうちから勉
強したり、デッサンであえて苦手な
場所を選んだり私立の学校をたくさ
ん受けたりと。その結果本番は余計
な力が入ることなく作品と向き合う
ことができました。受験は大変です
が、とにかく不安を減らしましょう。

金沢美術工芸大学 油画専攻
多摩美術大学 油画専攻
武蔵野美術大学 油絵専攻
東京造形大学 絵画専攻領域

合
格

江崎 芹香さん
油絵本科
東邦高校出身

塾に来ている皆は美大入学をめざして
頑張る人達なので、時期が進むにつれ
てどんどん絵が洗練され、格好良く
なっていきます。その過程を見ている
のがとても楽しく、頑張ろうという気
持ちになりました。その結果、自身の
絵もよくなり、自分の中で納得できる
表現を見つけることができ、第一志望
の大学に合格することができました。
仲のいい人がいると楽しい塾生生活に
なるので、ぜひクラスの人達と話して
みてください。

愛知県立芸術大学 油画専攻合
格

小川 茜さん
油絵本科
天白高校出身

河合塾は、何より環境が充実してい
ます。さまざまなモチーフや石膏像が
完備されており、幅広いモチーフが
描けます。また、アトリエの中に画材
屋があり、足りない描画道具や紙も
すぐに買いに行くことができ、とても
便利です。私が特に良いなと思った
点は、クラスの担当の講師がとても
丁寧な指導を行ってくれたことです。
その人に合ったアプローチで、志望
している大学へ確実に合格に導いて
くれると思いました。

金沢美術工芸大学 油画専攻合
格

入試提出作品入試提出作品

入試再現作品

入試再現作品

1. 石膏像自体の量的な形態感や質感に対し肉迫した表現の強さと見上げた像の迫力
ある印象を完成度高く描写した作品です。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

3. 設置された物の形態感、固有色、質感を完成度高く描写することで実在感の強い「静物画」と
して表現することに成功しています。［F15号キャンバス・油彩］

4. 置かれた石膏像が存在する場の光や空気の質や量を感じながら、空間と物
の相互な関係の中で描かれた作品です。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

2. 明解で強い色調が多いモチーフに対し的確に形や空間感を描き上げたシャープでクリ
アーな表現が特徴的です。［F15号キャンバス・油彩］

入試直前作品　
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油絵  本科　金沢美大・広島市立大クラス
金沢美大・広島市立大クラスは、金沢美術工芸大学・広島市立大学など、入試で石膏デッサンや人物（自画像）、静物油彩が課される大学を第
一志望に考える高卒生対象のクラスです。入試で評価される観察力による描写力をつけていくために、基礎的な物の見方と、デッサンや油彩に
おける技術的な訓練を通して高度なレベルの造形力を身につけていきます。また他大学も併願する人のための対策カリキュラムも実施していき
ます。
●１学期は、石膏像や静物、人物モチーフを中心にデッサン、油彩の基礎的な物の見方や描き方を学び基礎造形力向上をめざします。
●２学期は、高度なレベルのデッサン力をつけていきながら人物（自画像）、静物油彩を制作していきます。また、併願する大学の対策も始め
ていきます。
●３学期および入試直前期は、試験時間内での制作で完成度を上げ、試験へと備えていきます。

合格者からのメッセージ

浅野 瑠菜さん
油絵本科
聖霊高校出身

制作するにあたって、自分の課題に
向けて真剣に取り組めた１年でし
た。河合塾生として塾で学んだこと
を大学でも活用していこうと思いま
す。

多摩美術大学 油画専攻
名古屋造形大学 美術表現領域

合
格

入試直前作品

石原 亜美さん
油絵本科
旭丘高校出身

現役のときはどう描けばいいのかわ
からなくて、混乱していたのですが、
これは嫌いというものを消していっ
たら、消去法でだんだん「これはい
いかもしれない」というものが残っ
ていきました。本科では失敗しても
いいからやってみようという意識で
行動しました。

東京芸術大学 油画専攻
多摩美術大学 油画専攻

合
格

杉山 真菜さん
油絵本科
常葉大学附属菊川高校出身

なるべくたくさんの作品を鑑賞する
ことを心がけてきました。河合塾の
図書室を利用したり、芸術文化セン
ターの図書室、美術館に出向いたり
と、作品を観ることのできるツール
はたくさんあります。そして、鑑賞
を通して自分の好きな色とは何か、
どんなことを考えているのか、どう
いう絵を描いてみたいのか。とにか
く紙にメモしながら自己分析するこ
とが、合格につながったと感じてい
ます。

愛知県立芸術大学 油画専攻
多摩美術大学 油画専攻

合
格

竹原 深平さん
油絵本科
旭丘高校出身

「不安」、それは常に私の心を支配し
ていました。共通テストで失敗した
らどうしよう…。デッサンの席が後
列だったらどうしよう…。なので私
はこの一年ひらすら不安を無くすた
めに行動しました。早いうちから勉
強したり、デッサンであえて苦手な
場所を選んだり私立の学校をたくさ
ん受けたりと。その結果本番は余計
な力が入ることなく作品と向き合う
ことができました。受験は大変です
が、とにかく不安を減らしましょう。

金沢美術工芸大学 油画専攻
多摩美術大学 油画専攻
武蔵野美術大学 油絵専攻
東京造形大学 絵画専攻領域

合
格

江崎 芹香さん
油絵本科
東邦高校出身

塾に来ている皆は美大入学をめざして
頑張る人達なので、時期が進むにつれ
てどんどん絵が洗練され、格好良く
なっていきます。その過程を見ている
のがとても楽しく、頑張ろうという気
持ちになりました。その結果、自身の
絵もよくなり、自分の中で納得できる
表現を見つけることができ、第一志望
の大学に合格することができました。
仲のいい人がいると楽しい塾生生活に
なるので、ぜひクラスの人達と話して
みてください。

愛知県立芸術大学 油画専攻合
格

小川 茜さん
油絵本科
天白高校出身

河合塾は、何より環境が充実してい
ます。さまざまなモチーフや石膏像が
完備されており、幅広いモチーフが
描けます。また、アトリエの中に画材
屋があり、足りない描画道具や紙も
すぐに買いに行くことができ、とても
便利です。私が特に良いなと思った
点は、クラスの担当の講師がとても
丁寧な指導を行ってくれたことです。
その人に合ったアプローチで、志望
している大学へ確実に合格に導いて
くれると思いました。

金沢美術工芸大学 油画専攻合
格

入試提出作品入試提出作品

入試再現作品

入試再現作品

1. 石膏像自体の量的な形態感や質感に対し肉迫した表現の強さと見上げた像の迫力
ある印象を完成度高く描写した作品です。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

3. 設置された物の形態感、固有色、質感を完成度高く描写することで実在感の強い「静物画」と
して表現することに成功しています。［F15号キャンバス・油彩］

4. 置かれた石膏像が存在する場の光や空気の質や量を感じながら、空間と物
の相互な関係の中で描かれた作品です。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

2. 明解で強い色調が多いモチーフに対し的確に形や空間感を描き上げたシャープでクリ
アーな表現が特徴的です。［F15号キャンバス・油彩］

入試直前作品　
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油絵  専科・日曜専科　東京芸大クラス
専科・東京芸大クラスは、東京芸術大学を第一志望とする高校３年生や、本科に通うことができない高卒生を対象にしたクラスです。初めての
実技入試にも自信をもって臨めるよう、密度の高いカリキュラムを組み丁寧な指導を進めていきます。日曜専科は、遠距離などの理由で専科に
通えない高３生および高卒生を対象にしています。専科同様のカリキュラムの流れで進みますので、いつでも専科にコース変更が可能です。
●１学期は、石膏像や静物モチーフ、人物モデルなど基本的な課題制作を中心にデッサン、油彩の基礎力向上をめざします。各大学の入試説明
を行い、６月中旬から第一志望によるクラス別の授業が始まります。
●２学期は、近年の芸大に特徴的な素描課題や、発想と表現の関係性を探る油彩課題で各人の構想力・表現力を強化します。
●３学期および入試直前期は、予想される課題や試験と同制作時間内で入試への対応力を上げ、合格をめざします。

合格者からのメッセージ

河合塾では多くのことを学ぶことができました。自分の信じてきた
ことが間違ってなかったんだと思える環境がありました。難しくて
よく分からなかったことはたくさん話して質問した方がいいと思い
ます。でも分からないことをそのままにしておいた方がいい時もあ
ります。いつか分かった時に、分かるまでにたくさん考えたことが
力になるからです。講師はいい人ばかりです。困らせるくらいたく
さん挑戦してもいつも面倒見てくれます。絶対です。

竹田 瑠実さん
油絵専科
名古屋南高校出身

愛知県立芸術大学 油画専攻
名古屋芸術大学 美術領域
名古屋造形大学 地域社会圏領域

現役合格

合格者からのメッセージ

河合塾に通うようになって、自分が得意とすることをもっと
生かす画面づくりができるようになったり、絵を描くことに
自信が持てるようになりました。学校とは違う緊張感のある
アトリエで受験本番でも緊張しないでリラックスして楽しん
で描くことができました。

渡邊 映月さん
油絵日曜専科
東邦高校出身

愛知県立芸術大学 油画専攻
現役合格 授

業
作
品

入
試
再
現
作
品

1

4

6

2 3

5

1. モチーフと言葉からのイメージを繊細な調子や描きの変化を駆使し丁寧に美しく描いてい
ます。全体的に落ち着いたグレーの画面ですが、しっかり目を引く強度のある作品で確か
な力を感じます。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

2. 手渡されたモチーフを構成し描いた素描です。しっとりとした暗いグレーの背景に、明る
く描かれたモチーフが美しく印象的です。[MBM木炭紙・木炭・鉛筆]

3. 手渡されたモチーフから大きな空間を描いた素描です。モチーフと舞台の関わりがおもし
ろく、作品・作者の両方に興味が湧きます。[MBM木炭紙・木炭・鉛筆]

4. 作者は作品を通して「見ること」をテーマにし、スケッチブックに描くことで考え試行錯
誤をし時間をかけて構想しました。キャンバスでも一つひとつこだわり描き切った見応え
のある作品です。［F20号キャンバス・油彩］

5. アトリエ内のパイプでつくられた巨大な立方体とそれに掛けられた黄色のチェーンと、作
者の視線や行為や状況などが混ざり合い描かれた、シャープで強く印象深い作品です。思
い切った黒一色の背景も効果的です。［F20号キャンバス・油彩］

6. 作者の明確なイメージが制作プロセスにも生かされ、描き出されたかたちやその配置のバ
ランスも絶妙で配色も功を奏し独自の画面になっています。テーマである「風景」に応え
た大変興味深い作品です。［F20号キャンバス・油彩］

油絵  専科・日曜専科
       愛知芸大クラス
専科・愛知芸大クラスは、愛知県立芸術大学を第一志望とする高校
３年生や、本科に通うことができない高卒生を対象にしたクラスで
す。対象を見る力をしっかり養い、個々の適性や進度を踏まえた指
導により合格に導きます。日曜専科は、遠距離などの理由で専科に
通えない高３生および高卒生を対象にしています。専科同様のカリ
キュラムの流れで進みますので、いつでも専科にコース変更が可能
です。

油絵  専科・日曜専科
       東京芸大・愛知芸大併願クラス
専科・東京芸大・愛知芸大併願クラスは、東京芸術大学と愛知県立
芸術大学の併願を考える高校３年生や、本科に通うことができない
高卒生を対象にしたクラスです。東京芸大と愛知芸大の併願を視野
に入れたカリキュラムを元に必要な表現力を養います。単に、入試
対策課題を繰り返すだけでなく、河合塾美術研究所独自のメソッド
により、東京芸大と愛知芸大を併願するコツをわかりやすく指導し
ます。日曜専科は、遠距離などの理由で専科に通えない高３生およ
び高卒生を対象にしています。

●１学期は、石膏像や静物モチーフ、人物モデルなど基本的な課題制作を中心にデッサン、油彩の基礎力向上をめざします。各大学の入試説明
を行い、６月中旬から第一志望によるクラス別の授業が始まります。
●２学期は、愛知芸大実技模試をはさみ、素描、油彩を実践的に強化し、入試時期を見据えたこの時期までの必要なレベルまで力をつけます。
●３学期および入試直前期は、予想される課題や試験と同制作時間内で入試への対応力を上げ、合格をめざします。

1. 自然なハーフトーンによ
る木炭の階調を、うまく
コントロールして描いた
秀作です。特に、フラフー
プの奥行きを微妙なグラ
デーションを巧みに使い
表現しています。［MBM
木炭紙・木炭・鉛筆］

2. 大胆な色彩による構成が
目を引く油彩作品です。
大きな色面と、細部の描
きのバランスが秀逸です。
油絵具の扱いにも幅があ
り、作者の技材への探究
心の高さが伺えます。
［F15号キャンバス・油彩］ 

1. 描く対象や、描くという
行為一つひとつを確かめ
るようにとらえようとす
る作者の心情が伝わって
きます。絵は技術だけで
はないのです。大切なの
は観る人に何かを伝える
ことです。［F15号キャン
バス・油彩］

2. 稲穂と麦をモチーフにした構成素描です。自然物モチーフですが、
バーコードと組み合わせ流通する食品として発想を展開しました。
シンメトリックな構図も安定感があります。［MBM木炭紙・木炭・
鉛筆］
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油絵  専科・日曜専科　東京芸大クラス
専科・東京芸大クラスは、東京芸術大学を第一志望とする高校３年生や、本科に通うことができない高卒生を対象にしたクラスです。初めての
実技入試にも自信をもって臨めるよう、密度の高いカリキュラムを組み丁寧な指導を進めていきます。日曜専科は、遠距離などの理由で専科に
通えない高３生および高卒生を対象にしています。専科同様のカリキュラムの流れで進みますので、いつでも専科にコース変更が可能です。
●１学期は、石膏像や静物モチーフ、人物モデルなど基本的な課題制作を中心にデッサン、油彩の基礎力向上をめざします。各大学の入試説明
を行い、６月中旬から第一志望によるクラス別の授業が始まります。
●２学期は、近年の芸大に特徴的な素描課題や、発想と表現の関係性を探る油彩課題で各人の構想力・表現力を強化します。
●３学期および入試直前期は、予想される課題や試験と同制作時間内で入試への対応力を上げ、合格をめざします。

合格者からのメッセージ

河合塾では多くのことを学ぶことができました。自分の信じてきた
ことが間違ってなかったんだと思える環境がありました。難しくて
よく分からなかったことはたくさん話して質問した方がいいと思い
ます。でも分からないことをそのままにしておいた方がいい時もあ
ります。いつか分かった時に、分かるまでにたくさん考えたことが
力になるからです。講師はいい人ばかりです。困らせるくらいたく
さん挑戦してもいつも面倒見てくれます。絶対です。

竹田 瑠実さん
油絵専科
名古屋南高校出身

愛知県立芸術大学 油画専攻
名古屋芸術大学 美術領域
名古屋造形大学 地域社会圏領域

現役合格

合格者からのメッセージ

河合塾に通うようになって、自分が得意とすることをもっと
生かす画面づくりができるようになったり、絵を描くことに
自信が持てるようになりました。学校とは違う緊張感のある
アトリエで受験本番でも緊張しないでリラックスして楽しん
で描くことができました。

渡邊 映月さん
油絵日曜専科
東邦高校出身

愛知県立芸術大学 油画専攻
現役合格 授

業
作
品

入
試
再
現
作
品

1

4

6

2 3

5

1. モチーフと言葉からのイメージを繊細な調子や描きの変化を駆使し丁寧に美しく描いてい
ます。全体的に落ち着いたグレーの画面ですが、しっかり目を引く強度のある作品で確か
な力を感じます。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

2. 手渡されたモチーフを構成し描いた素描です。しっとりとした暗いグレーの背景に、明る
く描かれたモチーフが美しく印象的です。[MBM木炭紙・木炭・鉛筆]

3. 手渡されたモチーフから大きな空間を描いた素描です。モチーフと舞台の関わりがおもし
ろく、作品・作者の両方に興味が湧きます。[MBM木炭紙・木炭・鉛筆]

4. 作者は作品を通して「見ること」をテーマにし、スケッチブックに描くことで考え試行錯
誤をし時間をかけて構想しました。キャンバスでも一つひとつこだわり描き切った見応え
のある作品です。［F20号キャンバス・油彩］

5. アトリエ内のパイプでつくられた巨大な立方体とそれに掛けられた黄色のチェーンと、作
者の視線や行為や状況などが混ざり合い描かれた、シャープで強く印象深い作品です。思
い切った黒一色の背景も効果的です。［F20号キャンバス・油彩］

6. 作者の明確なイメージが制作プロセスにも生かされ、描き出されたかたちやその配置のバ
ランスも絶妙で配色も功を奏し独自の画面になっています。テーマである「風景」に応え
た大変興味深い作品です。［F20号キャンバス・油彩］

油絵  専科・日曜専科
       愛知芸大クラス
専科・愛知芸大クラスは、愛知県立芸術大学を第一志望とする高校
３年生や、本科に通うことができない高卒生を対象にしたクラスで
す。対象を見る力をしっかり養い、個々の適性や進度を踏まえた指
導により合格に導きます。日曜専科は、遠距離などの理由で専科に
通えない高３生および高卒生を対象にしています。専科同様のカリ
キュラムの流れで進みますので、いつでも専科にコース変更が可能
です。

油絵  専科・日曜専科
       東京芸大・愛知芸大併願クラス
専科・東京芸大・愛知芸大併願クラスは、東京芸術大学と愛知県立
芸術大学の併願を考える高校３年生や、本科に通うことができない
高卒生を対象にしたクラスです。東京芸大と愛知芸大の併願を視野
に入れたカリキュラムを元に必要な表現力を養います。単に、入試
対策課題を繰り返すだけでなく、河合塾美術研究所独自のメソッド
により、東京芸大と愛知芸大を併願するコツをわかりやすく指導し
ます。日曜専科は、遠距離などの理由で専科に通えない高３生およ
び高卒生を対象にしています。

●１学期は、石膏像や静物モチーフ、人物モデルなど基本的な課題制作を中心にデッサン、油彩の基礎力向上をめざします。各大学の入試説明
を行い、６月中旬から第一志望によるクラス別の授業が始まります。
●２学期は、愛知芸大実技模試をはさみ、素描、油彩を実践的に強化し、入試時期を見据えたこの時期までの必要なレベルまで力をつけます。
●３学期および入試直前期は、予想される課題や試験と同制作時間内で入試への対応力を上げ、合格をめざします。

1. 自然なハーフトーンによ
る木炭の階調を、うまく
コントロールして描いた
秀作です。特に、フラフー
プの奥行きを微妙なグラ
デーションを巧みに使い
表現しています。［MBM
木炭紙・木炭・鉛筆］

2. 大胆な色彩による構成が
目を引く油彩作品です。
大きな色面と、細部の描
きのバランスが秀逸です。
油絵具の扱いにも幅があ
り、作者の技材への探究
心の高さが伺えます。
［F15号キャンバス・油彩］ 

1. 描く対象や、描くという
行為一つひとつを確かめ
るようにとらえようとす
る作者の心情が伝わって
きます。絵は技術だけで
はないのです。大切なの
は観る人に何かを伝える
ことです。［F15号キャン
バス・油彩］

2. 稲穂と麦をモチーフにした構成素描です。自然物モチーフですが、
バーコードと組み合わせ流通する食品として発想を展開しました。
シンメトリックな構図も安定感があります。［MBM木炭紙・木炭・
鉛筆］
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油絵  専科・日曜専科　金沢美大・広島市立大クラス
専科・金沢美大・広島市立大クラスは、金沢美術工芸大学・広島市立大学など、入試で石膏デッサンや人物（自画像）、静物油彩が課される大
学を第一志望に考える高校３年生や本科に通うことができない高卒生を対象としたクラスです。入試で評価される観察力による描写力をつけて
いくために、基礎的な物の見方と、デッサンや油彩における技術的な訓練を通して高度なレベルの造形力を身につけていきます。日曜専科は、
遠距離などの理由で専科に通えない高３生および高卒生を対象にしています。
●１学期は、石膏像や静物、人物モチーフを中心にデッサン、油彩の基礎的な物の見方や描き方を学び基礎造形力向上をめざします。
●２学期は高度なレベルのデッサン力をつけていきながら人物（自画像）、静物油彩を制作していきます。
●３学期および入試直前期は、試験時間内での制作で完成度を上げ、試験へと備えていきます。

油絵  高 2専科・高2日曜専科
高2専科および高２日曜専科は、油絵科受験を志望する高校２年生を対象にしたコースです。美術科高校に通う経験者から、これからデッサン
や油絵を始める初心者まで、各人の制作経験年数や枚数に応じて丁寧に指導を進めていきます。先輩である高３生や高卒生と一緒に制作するこ
とで、技術力も含め、より高度なデッサンや油絵の勉強をすることができます。また各人の志望校を決定するための入試説明会を実施し、最新
の入試情報を提供していきます。
●１学期・2学期は、高校3年生と同じアトリエで、東京芸大クラス、愛知芸大クラス、金沢美大クラスの課題を交互に制作します。各クラスでオー
ソドックスな描写系課題や言葉をもとにした発想系課題など、さまざまな課題を制作することができます。これにより技術はもとより柔軟な
思考や表現の幅を身につけ、早期より油絵科受験の準備をすることができます。
●３学期は志望に応じたクラスでの制作となります。

合格者からのメッセージ

堀 葉央里さん
油絵日曜専科
東邦高校出身

金沢美術工芸大学 油画専攻

私は高校の美術科で日々デッサン・油彩制作を行い、日曜は河合塾
で石膏デッサンを行っていました。河合塾では豊富なモチーフ、力
のある同じ専攻の生徒達に囲まれて、日々自分の能力を高めること
ができました。参考作品や周りの人達の作品から盗んだ技術を自分
のものに昇華することが、自分の力を鍛えてくれたと思います。

現役合格
入
試
直
前
作
品

1. 描き出しから完成に至るどの段階においても基本的な物
の見方、描き方に徹し、石膏像の美しい印象を出すこと
に成功したデッサンです。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

3. 人物モデルの自然な形の流れや壁に貼られた国旗との位置関
係に色彩を使って的確に表すことができているデッサン力を
感じる作品です。［F15号キャンバス・油彩］

4. 石膏像と向き合いながら時間をかけて試行錯誤しながら描
き上げたデッサンです。技術力をカバーできる熱意を感じ
る作品になりました。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

2. 夏期講習での自画像課題作品です。固有色の中での色幅を
見つけながら形態感や質感を表現し、実在感に迫ろうとし
ています。［F15号キャンバス・油彩］

1. 塾生作品展で制作した油彩です。流動する絵具の質や色彩を重ねて描か
れた世界と、中心で走る人物が画面全体に疾走感をもたらしています。
作者の絵画空間に対する探究心が感じられる一枚です。［F20号キャンバ
ス・油彩］

3. 白布が画面を横断する構図で魅力的に描かれています。全体を構成する要
素はシンプルですが、静物のリズム感や垂れる布の奥行きなど、細やかな
部分で空間に対する意識が伝わってきます。[MBM木炭紙・木炭・鉛筆]

4. 木炭の調子を利用して、石膏像から観察したことを隅々まで描き上げてい
ます。立体感や光の流れを意識しながら、細部の印象まで丁寧に追ってい
く実直な描写が実在感につながっています。[MBM木炭紙・木炭・鉛筆]

2. 置かれたモチーフを観察し、反射などの現象に注目して描いた作品です。
ペットボトルや植物の形がおもしろく、曲線と直線のリズムも画面にバ
ランスよく入っています。[F20号キャンバス・油彩]
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油絵  専科・日曜専科　金沢美大・広島市立大クラス
専科・金沢美大・広島市立大クラスは、金沢美術工芸大学・広島市立大学など、入試で石膏デッサンや人物（自画像）、静物油彩が課される大
学を第一志望に考える高校３年生や本科に通うことができない高卒生を対象としたクラスです。入試で評価される観察力による描写力をつけて
いくために、基礎的な物の見方と、デッサンや油彩における技術的な訓練を通して高度なレベルの造形力を身につけていきます。日曜専科は、
遠距離などの理由で専科に通えない高３生および高卒生を対象にしています。
●１学期は、石膏像や静物、人物モチーフを中心にデッサン、油彩の基礎的な物の見方や描き方を学び基礎造形力向上をめざします。
●２学期は高度なレベルのデッサン力をつけていきながら人物（自画像）、静物油彩を制作していきます。
●３学期および入試直前期は、試験時間内での制作で完成度を上げ、試験へと備えていきます。

油絵  高 2専科・高2日曜専科
高2専科および高２日曜専科は、油絵科受験を志望する高校２年生を対象にしたコースです。美術科高校に通う経験者から、これからデッサン
や油絵を始める初心者まで、各人の制作経験年数や枚数に応じて丁寧に指導を進めていきます。先輩である高３生や高卒生と一緒に制作するこ
とで、技術力も含め、より高度なデッサンや油絵の勉強をすることができます。また各人の志望校を決定するための入試説明会を実施し、最新
の入試情報を提供していきます。
●１学期・2学期は、高校3年生と同じアトリエで、東京芸大クラス、愛知芸大クラス、金沢美大クラスの課題を交互に制作します。各クラスでオー
ソドックスな描写系課題や言葉をもとにした発想系課題など、さまざまな課題を制作することができます。これにより技術はもとより柔軟な
思考や表現の幅を身につけ、早期より油絵科受験の準備をすることができます。
●３学期は志望に応じたクラスでの制作となります。

合格者からのメッセージ

堀 葉央里さん
油絵日曜専科
東邦高校出身

金沢美術工芸大学 油画専攻

私は高校の美術科で日々デッサン・油彩制作を行い、日曜は河合塾
で石膏デッサンを行っていました。河合塾では豊富なモチーフ、力
のある同じ専攻の生徒達に囲まれて、日々自分の能力を高めること
ができました。参考作品や周りの人達の作品から盗んだ技術を自分
のものに昇華することが、自分の力を鍛えてくれたと思います。

現役合格
入
試
直
前
作
品

1. 描き出しから完成に至るどの段階においても基本的な物
の見方、描き方に徹し、石膏像の美しい印象を出すこと
に成功したデッサンです。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

3. 人物モデルの自然な形の流れや壁に貼られた国旗との位置関
係に色彩を使って的確に表すことができているデッサン力を
感じる作品です。［F15号キャンバス・油彩］

4. 石膏像と向き合いながら時間をかけて試行錯誤しながら描
き上げたデッサンです。技術力をカバーできる熱意を感じ
る作品になりました。［MBM木炭紙・木炭・鉛筆］

2. 夏期講習での自画像課題作品です。固有色の中での色幅を
見つけながら形態感や質感を表現し、実在感に迫ろうとし
ています。［F15号キャンバス・油彩］

1. 塾生作品展で制作した油彩です。流動する絵具の質や色彩を重ねて描か
れた世界と、中心で走る人物が画面全体に疾走感をもたらしています。
作者の絵画空間に対する探究心が感じられる一枚です。［F20号キャンバ
ス・油彩］

3. 白布が画面を横断する構図で魅力的に描かれています。全体を構成する要
素はシンプルですが、静物のリズム感や垂れる布の奥行きなど、細やかな
部分で空間に対する意識が伝わってきます。[MBM木炭紙・木炭・鉛筆]

4. 木炭の調子を利用して、石膏像から観察したことを隅々まで描き上げてい
ます。立体感や光の流れを意識しながら、細部の印象まで丁寧に追ってい
く実直な描写が実在感につながっています。[MBM木炭紙・木炭・鉛筆]

2. 置かれたモチーフを観察し、反射などの現象に注目して描いた作品です。
ペットボトルや植物の形がおもしろく、曲線と直線のリズムも画面にバ
ランスよく入っています。[F20号キャンバス・油彩]
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