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日程  7月19日(火)～8月28日(日)　　　　　　
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★授業内容詳細、受講料は2枚目をご参照下さい。

入学金不要！
外部の方でも
受講できます

2022　BIGAKUKAN オプションゼミ

デッサンの基礎から絵画技法まで、 様々な事を学んでみたい方のための夏期講習会です！
日割りで受講できる講座をご用意しました。ぜひ興味のある授業にチャレンジしてみて下さい♪
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マチエール研究ゼミ 【日割り受講可／２日間以上受講必須】　時間／17:30～20:30 ２号館

【日割り受講可】　時間／17:30～20:30　２号館クロッキー力UPゼミ

【日割り受講可】　時間／17:30～20:30　１号館粘土ゼミ
《コンクール》実技模試

9：30～16：30  

基礎版画表現ゼミ【日割り受講可／２日間以上受講必須】　時間／17:30～20:30　２号館

コラージュゼミ【日割り受講可／２日間以上受講必須】　時間／17:30～20:30　１号館

9：30～16：30
人物ヌードゼミ

２号館

9：30～16：30
風景スケッチ

★雨天の場合は２号館教室で
　室内風景を描きます。

★予定：井の頭公園

モルモット
8/2 (火)

石膏

8/3 (水) 8/4 (木)
剥製
& 手

8/5 (金)

ウサギ

8/6 (土)

花

8/7(日)

人物



クロッキー力 UPゼミ
8/2(火)～7(日)

マチエール研究ゼミ
7/19(火)～7/24(日)
●2号館教室／各日にち5名まで
●時間／17:30～20:30 (3時間授業）

●受講料／1コマ　DS生  5,000円(税込)  外部生 6,000円

風景ゼミ　7/31(日)　場所：井の頭公園
★美学館に在籍の方限定授業

●時間／9:30～16:30 (6時間授業） 

●受講料／5,000円

★雨天の場合は２号館で室内風景を描きます。

  

粘土ゼミ　8/23(火)～8/27(土)
●2号館教室／各日にち6名まで
●時間／17:30～20:30 (3時間授業）

●受講料／1コマ　DS生  5,000円(税込)　
　　　　　外部生 6,000円

コラージュゼミ　8/16(火)～8/21(日)
●1号館教室／各日にち6名まで
●時間／17:30～20:30 (3時間授業）
●受講料／1コマ　DS生  5,000円(税込)　
　　　　　外部生 6,000円

人物ヌードゼミ　8/14 (日)
●2号館教室　定員15名まで
●時間／9:30～12:30、13:30～16:30
●1日／6時間授業
　DS生 10,000円(税込) 外部生 12,000円

●2号館教室／各日にち5名まで
●時間／17:30～20:30  (3時間授業）
●受講料／1コマ DS生 5,000円 外部生 6,000円 ★持ち物：鉛筆、木炭の他コンテや水彩絵具など、クロッキー帳

基礎版画表現ゼミ
8/9(火)～14(日)
●2号館教室／各日にち5名まで
●時間／17:30～20:30 (3時間授業）
●受講料／1コマ　DS生  5,000円(税込) 外部生 6,000円

●時間／9:30～12:30・13:30～15:00 ( 講評：15:30～16:30)

●受講料／★美学館在籍の方限定授業、DSの方は無料
　　　　　  ★美学館の夏期講習会を受けた方は無料

 《コンクール》　実技模試　8/28(日) 

★持ち物：鉛筆デッサン道具
（画用紙は開始前に教室で購入してください）
　

●２号館教室

油絵具、アクリル絵具で厚塗り表現や色の塗り重ねを勉強します。
マチエールの見本を制作し 、それを活かして好きなモチーフを
描きます。モチーフは美学館でも用意しますが、描きたいものを
持参していただいても結構です。        ★２日間以上の受講必須

井の頭公園に現地集合して、園内のお好きな場所でスケッチを描く
授業です。 授業の最後に全員で講評会も行います。
★参加される方には後日、別紙で詳細をお渡しします。

画面サイズ：F1 5キャンバス（日割りの方はF8~ F 3）　
（キャンバスは別料金です。受付で事前にご購入下さい。）

持ち物：①スケッチブックなど（Ｆ６号程度の持ち運びやすいサイズ）
　　　　②鉛筆、木炭等のデッサン画材、水彩またはアクリル絵具
　　　　③敷物又は簡易イス ④お弁当、飲み物、日除けの帽子

モルモット 石膏

8/2 (火) 8/3 (水) 8/4 (木) 8/5 (金) 8/6 (土) 8/7(日)
剥製
& 手 ウサギ 花 人物

短時間でモチーフの特徴を捉える練習です。 日替わりで
モチーフが変わります。

凹版画（ドライポイント）の技法で版画作品を作ります。版画という

新しい技法を学び、表現の幅を広げましょう。モチーフは美学館で

も用意しますが、描きたいものや資料写真（プリントしたもの）を

持参して頂いても結構です。 抽象的な絵でも制作できます。

持ち物：①インクで汚れる可能性があるので、 汚れても良い服装
             またはエプロンをお持ちください。②筆記用具

人物ヌードゼミです。 デッサン・クロッキー、 油彩・水彩でモデルを

描きます。（20分ポーズ、10分休憩）時間厳守です。遅刻された方

はポーズ中は教室には入れませんのでご注意下さい。

持ち物：デッサン道具（鉛筆または木炭）クロッキーの方はコンテや
水彩、ペン、色鉛筆など。油彩のキャンバスの場合はF15キャンバス、
水彩はB2サイズ程度まで。パネル、カルトンは貸し出します。

様々な紙をハサミとノリで切り貼りして画面を作るゼミです。
自分で絵の具を使ってコラージュ用の紙を作り、それらを使って
卓上で好きなモチーフを描きます。モチーフは美学館でも用意
しますが、お好きなモチーフや紙を持参して頂いても結構です。
持ち物：デッサン用具、アクリルなどの絵の具、コンテ
　　　コラージュで使いたい紙（雑誌や写真などご持参下さい。）
　　   ★２日間以上の受講必須

モチーフを粘土で立体的に作るゼミです。 360度の角度から見る
という新しい視点を持つことで、 モチーフの見方が変わります。
立体表現の幅が広がるので、 3DCG目指す方におすすめです。
モチーフは、りんご・布・手の中からお好きなモチーフをお選び
ください。
持ち物：①汚れても良い服装またはエプロンをお持ちください。

美術大学、桑沢デザイン研究所の入学試験を想定したデッサン
模擬試験です。 講師の講評により点数がつけられ、参加者内で
の順位が決まります。 上位目指して頑張りましょう。

★詳しいお申し込み方法は３枚目をご参照下さい。



切り取り

受付日 受付担当

領収確認
・受付にて領収
・銀行振込により領収

オプションゼミ

2022　DS夏期講習会　お申し込み方法

2022　
DS夏期講習会　
受講申込書

2022.7-8

受講証DS夏期講習会　

2022

受講料料または

受講申込書

下記のものを受付までご持参下さい。

受講申込書

郵送先

下記のものを受付までご郵送下さい。

受講料を銀行振込

される方へ

！
受講ご希望の方は、下記のいずれかの方法にてお申し込み下さい。

必ず受講される
生徒様ご本人の
お名前で指定の
銀行口座にお振
り込み下さい。

指定銀行　りそな銀行 荻窪支店

口座名義　

普通　1520243

窓口で
お申し込み
の場合

郵送で
お申し込み
の場合

合計　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　円

お名前

フリガナ

ご連絡先

ご住所

〒 -

★美学館に在籍されている方はお名前とご連絡先のみご記入下さい。

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-27-3  
山田ビル2F
TEL.03-5347-4649

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-27-3  
山田ビル2F
TEL.03-5347-4649

銀行のATMでお振り込みされる場合、
「ご利用明細書」が｢振込金受取書」の
代わりの証明となります。

★授業時間・画材は各講座により異なります。下記詳細をご確認下さい。

★各講座定員になり次第、締め切らせて頂きます。

お申し込み受付開始　　6月21日（火）より　　

お申し込み締め切り　　日割り可の授業は、 

　　　　　　　　　　　受講日の３日前まで

　　　　　　　　　　  

　　　

申込
期間
　

★金額は税込み料金です。画用紙や画材は実費となります。

★オプションゼミ割引券は１コマのみ適用されます。

火
19

マチエール

記入例→
受講される日の講座名
下の枠に◯を記入して
下さい。８
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《コンクール》実技模試
9：30～16：30  

9：30～16：30
風景スケッチ

２号館

9：30～16：30
人物ヌードゼミ

２号館

マチエール研究ゼミ 【日割り受講可】　時間／17:30～20:30　２号館

【日割り受講可】　時間／17:30～20:30　２号館クロッキー力UPゼミ

基礎版画表現ゼミ【日割り受講可／２日間以上受講必須】　時間／17:30～20:30　２号館

コラージュゼミ【日割り受講可／２日間以上受講必須】　時間／17:30～20:30　１号館

【日割り受講可】　時間／17:30～20:30　１号館粘土ゼミ


