
特別講座

特別講座

受講生募集中 1月29日（日）10：00より申込受付開始

文房堂 ホームページ

お問い合わせ・お申込みは…

TEL. ０３-３２９１-３４４4
http://www.bumpodo.co.jp

入会金 無料
◎会員割引で、お買い物ができます。

詳しい内容、ご受講に関してのご質問はアートスクール係までおたずね下さい。 いつからでも入会できます。 画材店だから、会員価格で材料の購入ができます。

※詳しくは中面をご覧ください。

B    U     M    P     O     D     O

アートスクール

いろいろ選べる
楽しく学 べる

画材で136年の文房堂で学ぶ

講座のご案内
2023年

4月から9月
まで

6474

シリコペ
新しい紙版画体験
講師 ： 松田 圭一郎　定員 10名
開講日時 4月16日（日）
14：00〜16：00　受講料 3,300円（材料費込）
シリコンを使った新しい版画技法“シリコペ”を体験できる
ワークショップです。直接紙に描いた絵が版になります。製版
処理のため、版を事前にアートスクールでお預かりしますの
で、4月4日（火）までのお申込み受付です。

新規開設講座

新規開設講座

リニューアル講座

6370

美術史を旅するⅠ
印象派
講師 ： 石塚 雅子　定員 10名
開講日時 第1月曜日
10：30〜12：30
受講料 19,470円 6ヶ月 6回分　初回日 4月3日（月）
美術の歴史と表現を体験できる新講座です。巨匠の色彩の
秘密を楽しく解説、技法の体験後、制作します。オリジナル作
品と模写が選べますので初めての方も安心です。

6398（4〜6月） 6399（7〜9月）

人物モデルを描く
講師 ： 羽川 幸一　定員 12名
開講日時 第1・第3水曜日 14：00〜16：00
受講料 各27,500円（モデル代込） 3ヶ月 5回分
初回日 4月5日（水）、7月5日（水）
プロのモデルを観て描くのは特別な事です。写真とは違い動
きやボリュームを体感できます。人体ヌードでは骨格を学び、
人物着衣で動きと質感の表現を学びます。自由な画材で基
本的なデッサン力を高めていきます。

6453

さし絵風
つけペンスケッチ
講師 ： 吉田 純　定員 10名
開講日時 第1・第3日曜日
14：00〜16：00
受講料 39,930円（モチーフ代込）
6ヶ月 11回分　初回日 4月2日（日）
セピア色のインクと水彩絵具で、日常的なモチーフをコツ
コツとスケッチしていきましょう。サラっとしていて明るく温
かい味わいの仕上りになるよう御指導致します。初めての
方もどうぞ。

6481

オーブン粘土FIMO
フィモレザーで作る
葉っぱのアクセサリー
講師 ： ほりあい あゆみ　定員 8名
開講日時 6月25日（日）　10：30〜13：00
受講料 3,300円（材料費込）
電気オーブンで加熱すると合成皮革に変身する特別な粘土
を使って本物みたいな葉っぱのブローチを作りましょう。



月曜日 火曜日 水曜日
6370  美術史を旅するⅠ 印象派
講師　石塚 雅子
美術の歴史と表現を体験できる新講座です。巨匠の色彩の秘密を楽し
く解説、技法の体験後、制作します。オリジナル作品と模写が選べます
ので初めての方も安心です。

第1月曜日
10：30～12：30

4/3から6ヶ月
6回 19,470円 定員 ： 10名

6371  楽しいデッサン 〜気軽に描こう〜
講師　飯沼 知寿子
対象物をよく観て、1本の線を描く。そんなことから、気軽にデッサンに
トライしてみませんか。

第1・第3月曜日
10：30～12：30

4/3から6ヶ月
11回

39,930円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6372  じっくり学ぶ水彩画
講師　上原 有美子
ふと出会った物や風景をとどめておきたい。そんな気持ちがあればどなた
でも描けます。色のきれいな水彩絵具で始めてみませんか。
第2・第4月曜日
10：30～12：30

4/10から6ヶ月
11回

38,720円
（モチーフ代込） 定員 ： 12名

6373  月曜絵画サロン
講師　石塚 雅子
初心者から経験者まで、絵画を愛する方の集まるサロンのようなアトリエ
であなたの絵の世界を深めてみませんか。静物・花・人物・風景・デッサン、
古典から現代まで色々な主題に取り組めます。講師も毎回一緒に制作し
ながらアドバイスをしますので、はじめての方も安心です。油絵・アクリル・
水彩・パステルお好みの画材でどうぞ！

毎週月曜日
14：00～16：00

4/3から6ヶ月
21回

一括（4～9月）72,765円
分割（4～6月）41,580円

（モチーフ代込）
定員 ： 10名

6374  パステル画
講師　中原 周作
パステルの美しさを通して色彩やかたちの理解を深めます。
より豊かな表現力を身につけましょう。

毎週月曜日
14：00～16：00

4/3から6ヶ月
22回

一括（4～9月）75,020円
分割（4～6月）37,510円

（モチーフ代込）
定員 ： 10名

6375  パステル画アトリエ
講師　古賀 麻美
やさしいパステルの色彩を大切に。パステルの基本的な使い方から、さら
には描き手らしい表現を学びます。
第2・第3・第4

月曜日
14：00～16：00

4/10から6ヶ月
17回

一括（4～9月）57,970円
分割（4～6月）30,690円

（モチーフ代込）
定員 ： 10名

6376  やさしい水彩画
講師　中原 周作
純粋な色彩で白い紙に感じたことを気軽に描いてみましょう。
楽しみながら絵の基本も身についていきます。
第1・第3月曜日
18：00～20：00

4/3から6ヶ月
11回

38,720円
（モチーフ代込） 定員 ： 12名

6377  水彩パステル色鉛筆
講師　美斉津 匠一
パステル画、水彩画は豊かな色彩を楽しみながら描きます。色鉛筆は色の
組み合わせにより表現の幅を出します。様々なモチーフに触れながら一人
一人に合わせた指導をします。
第1・第3月曜日
18：00～20：00

4/3から6ヶ月
11回

41,140円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6378  スケッチ・デッサン・A
講師　中原 周作
まずは、身のまわりの物から気軽に描いてみましょう。基礎のデッサンから
指導します。初心者でも安心です。
第2・第4月曜日
18：00～20：00

4/10から6ヶ月
11回

38,720円
（モチーフ代込） 定員 ： 12名

6379  基礎から学ぶ油絵
講師　美斉津 匠一
静物や人物をモチーフに、油絵をゆったり学べる講座です。
初めての方も、経験のある方もレベルに合わせて指導します。
第2・第4月曜日
18：00～20：00

4/10から6ヶ月
11回

41,140円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6380  銅版画の魅力
講師　名古屋芸術大学非常勤講師　水谷 昇雅
刷り上がりが楽しみな銅版画。基本技法のほか、様々な表現技法を学びな
がら制作していきます。
第2・第4月曜日
17：30～20：00

4/10から6ヶ月
11回

39,930円
（アトリエ費込） 定員 ： 12名

6381  初めての水彩デッサン
講師　竹原 美也子
絵を描く基本であるデッサン・水彩を学びます。初心者はもちろん、既に経験
のある方、力をつけたい方、それぞれのレベルに合わせ、作品を制作します。
第1・第3火曜日
10：30～12：30

4/4から6ヶ月
11回

37,510円
（モチーフ代込） 定員 ： 12名

6382  木版リトグラフ
講師　竹腰 桃子
筆や専用のクレヨンなどで描いた絵が、そのまま版になります。
一味違った表現方法で、楽しみながら制作しましょう。
第1・第3火曜日
10：30～12：30

4/4から6ヶ月
11回

38,115円
（アトリエ費込） 定員 ： 12名

6383  水彩画を楽しむ
講師　独立美術協会会員　向井 隆豊
美しい色と色の重なりあい。魅力に富んだ透明水彩を中心に、他の水性画
材も取り入れ基礎から応用まで学びます。
第2・第4火曜日
10：30～12：30

4/11から6ヶ月
11回

39,930円
（モチーフ代込） 定員 ： 12名

6384  デッサン 〜基礎から応用まで〜
講師　齋藤 悠紀
初心者の方も、経験者の方にも。描く対象物とじっくり向い合うことで、
しっかりとした表現力を養います。
第2・第4火曜日
10：30～12：30

4/11から6ヶ月
11回

39,930円
（モチーフ代込） 定員 ： 12名

6385  水彩画・パステル画
講師　美斉津 匠一
パステルか水彩、どちらかお好きな画材を使って、楽しみながら描きましょ
う。ご希望の方は、混合技法も学べます。
第1・第3火曜日
14：00～16：00

4/4から6ヶ月
11回

41,140円
（モチーフ代込） 定員 ： 12名

6386  油絵入門 〜ゆったり描こう〜
講師　大関 千里
油絵は、絵具をのせたり削ったりと色々な表現方法が楽しめます。
はじめての方でもゆっくり、じっくりと学んでいける講座です。
第1・第3火曜日
14：00～16：00

4/4から6ヶ月
11回

39,930円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6387  やさしい銅版画
講師　作田 富幸
まずは、銅版画の基本から学びます。自分の心を刻んだ線が写し出され、
様々な表情を放ち輝きはじめます。
第1・第3火曜日
14：00～16：30

4/4から6ヶ月
10回

36,300円
（アトリエ費込） 定員 ： 12名

6388  水彩画基礎レッスン
講師　美斉津 匠一
どなたでも親しみ易い水彩絵具で、あなたの心と眼をとおして水彩画の
魅力を探っていきます。
第2・第4火曜日
14：00～16：00

4/11から6ヶ月
11回

41,140円
（モチーフ代込） 定員 ： 12名

6389  水墨画
講師　川浦 みさき
水墨画の多彩な線と墨の表現方法を学びます。手本の写し絵にはない、描
く方の感性を大切に指導いたします。
第2・第4火曜日
14：00～16：00

4/11から6ヶ月
11回

39,930円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6390  銅版画を学ぼう
講師　名古屋芸術大学非常勤講師　水谷 昇雅
銅版に刻んだ線が刷り上がった時、何ともいえない驚きと喜びがあり
ます。基本技法・様々な技法を交えて学びます。
第2・第4火曜日
14：00～16：30

4/11から6ヶ月
11回

39,930円
（アトリエ費込） 定員 ： 12名

6391  基礎のデッサン（火）
講師　斎藤 真紀
描くことを難しく考えず、身近な物を自分の目と心をとおして白い紙に表
現しましょう。初心者でも安心です。
第1・第3火曜日
18：00～20：00

4/4から6ヶ月
11回

39,930円
（モチーフ代込） 定員 ： 14名

6392  楽しもう木版画
講師　小林 正
刷り上がりの楽しさは木版画の魅力です。彫りや刷りの基本から多色刷り
まで、じっくりと学んでいきます。
第1・第3火曜日
18：00～20：00

4/4から6ヶ月
11回

37,510円
（アトリエ費込） 定員 ： 12名

6393  人物デッサン（火）
講師　中原 周作

「ひと」ってとても魅力的だと思います。
クロッキー・デッサン・着彩をとおして表現力を養います。
第2・第4火曜日
18：00～20：00

4/11から6ヶ月
11回

53,240円
（モデル代込） 定員 ： 12名

6394  銅版画
講師　名古屋芸術大学非常勤講師　水谷 昇雅
銅版に刻んだ線が刷り上がった時、何ともいえない驚きと喜びがあり
ます。基本技法・様々な技法を交えて学びます。
第2・第4火曜日
17：30～20：00

4/11から6ヶ月
11回

39,930円
（アトリエ費込） 定員 ： 12名

6395  ヌードデッサン
講師　竹腰 桃子

「人体」というモチーフの見方、捉え方を学べる講座です。
人体デッサンの基礎から応用までを、丁寧に指導します。
第1・第3水曜日
10：30～12：30

4/5から6ヶ月
11回

56,870円
（モデル代込） 定員 ： 10名

6396  色鉛筆・パステル画
講師　赤木 己恵
色鉛筆かパステル、お好きな画材を使って、または混合技法で、色を重ね
ながら、静物・人物を描くことを中心に学びます。
第2・第4水曜日
10：30～12：30

4/12から6ヶ月
11回

38,720円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6397  じっくり描くデッサン
講師　久本 秀蔵
美術の基礎となるデッサンを学びます。何をどこから描けばいいのか？
道具の使い方は？画材に触れたことのない方でも丁寧に指導します。
自由に描く楽しみを広げ、奥深いデッサンの世界を体験しましょう。
第2・第4水曜日
10：30～12：30

4/12から6ヶ月
11回

41,140円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

人物モデルを描く 6398（4〜6月）6399（7〜9月）
講師　羽川 幸一
プロのモデルを観て描くのは特別な事です。写真とは違い動きやボリュー
ムを体感できます。人体ヌードでは骨格を学び、人物着衣で動きと質感の
表現を学びます。自由な画材で基本的なデッサン力を高めていきます。
第1・第3水曜日
14：00～16：00

4/5・7/5から
3ヶ月 各5回

27,500円
（モデル代込） 定員 ： 12名

6400  はじめてのアクリル画
講師　佐藤 孝志
アクリル絵の具を使ってみたい方、使ってみたけどしっくりこない方などに
向けて、基本的なことを一つ一つ理解しながら制作していきます。
第1・第3水曜日
14：00～16：00

4/5から6ヶ月
11回

36,905円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

はじめての日本画 6401（4〜6月）6402（7〜9月）
講師　竹原 美也子
伝統的な技法を用いた日本画作品を制作します。
日本画画材に触れてみたいという初心者の方大歓迎です。
第1・第3水曜日
14：00～16：00

4/5・7/5から
3ヶ月 各5回

17,050円
（アトリエ費込） 定員 ： 12名

6403  やさしい油絵・デッサン
講師　久本 秀蔵
油絵具は、他の画材では実現しがたい効果を出すことが可能な画材です。
身近なものをモチーフとして描いていくことで、その効果を各自で見出
し、使いこなしていくことを学んでいけます。全ての基礎となるデッサンも
選択して学んでいけます。
第2・第4水曜日
14：00～16：00

4/12から6ヶ月
11回

39,930円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6404  デッサン・淡彩
講師　藤原 恭子
基本的なデッサン力をつけながら、淡彩画の繊細な魅力や、スケッチなど
短時間で描くコツを学びます。初めての方でも安心です。
第2・第4水曜日
14：00～16：00

4/12から6ヶ月
11回

39,930円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6405  楽しい銅版画
講師　作田 富幸
有機溶剤を使わずに体にやさしい製版を目指す講座です。
基礎から多彩な表現まで、ゆとりを持って学べます。
第2・第4水曜日
14：00～16：30

4/12から6ヶ月
11回

39,930円
（アトリエ費込） 定員 ： 12名

水曜アトリエ 6406（4〜6月）6407（7〜9月）
講師　竹原 美也子
デッサン、水彩、アクリル、パステルと好きな画材を使ってご自分のペース
で自由に制作していただきます。
第1・第3水曜日
18：00～20：00

4/5・7/5から
3ヶ月 各5回

18,150円
（モチーフ代込） 定員 ： 12名

6408  アクリルでアートを楽しもう！（水）
講師　佐藤 孝志
絵具を盛り上げたり、削ったり、油絵の下地にも水彩画の様な表現も出来
ます。まずは絵具にふれて楽しんでください。
第1・第3水曜日
18：00～20：00

4/5から6ヶ月
11回

36,905円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

受講上のご注意
＊受講料は必ず前納してください。受講料を納入後受講生として登録されます。
＊　　　一度お支払いいただきました受講料の返金はできません。予めご了承ください。
＊受講料は、一括納入となっておりますが、毎週講座のみ3ヶ月の分割納入が可能です。
＊受講料の中には、特に明示した場合を除き、材料費・テキスト代などは含まれていません。
＊講座によっては、材料費・テキスト代・用具代など別途頂戴することがあります。
＊講座は定員になり次第締め切らせていただきます。
＊継続する講座は、継続受講生を優先させていただくため、一般募集の前に　　　　　　
　　　　　　継続手続きをしていただきます。
＊講師の病気や受講生が定員に満たない場合、講座を延期または中止することがあります。
＊都合により、担当講師が変更となる場合があります。
＊　　　　　　皆様の教室ですので、まわりの方に迷惑のかかる行為はご遠慮ください。
そのような行為があった場合には、受講をお断りすることがあります。
＊施設内における盗難、その他の物的事故については本スクールは損害賠
　　　　　　償の責めを負いません。
＊施設内で生命、身体に事故が生じた場合、応急の措置のみ行い、その後
　　　　　　の治療その他一切責めを負いません。
＊他時間への振替出席はできません。
＊原則として、年末年始などは休講させていただきます。
＊明るく、楽しい教室運営のため上記規約をご了承ください。
●個人情報の取扱いについて　申込書にご記入いただいた住所・氏名等の
　　　　　　個人情報につきましては、弊社よりの案内・資料の送付・申込み内容の確
　　　　　　認以外の目的で使用することはありません。

文房堂アートスクール
Twitter アカウント

@bumpodo_as
定期講座・特別講座の様子や受講生
作品などを更新しています！

ぜひ、チェックしてみてください。



木曜日 金曜日 土曜日／日曜日
6441  大人のアトリエ
講師　斎藤 真紀
絵を描くことへの興味は尽きないものです。例えばもっと自由に描きたい、水彩もパステル
もやってみたい･･･などなど。画材の指定はありませんのでお好みのものをお持ち下さい。
それぞれの画材の特徴を踏まえ、初心者にも分かり易く指導していきます。
第1・第3土曜日
10：30～12：30

4/1から6ヶ月
11回

39,930円
（モチーフ代込） 定員 ： 12名

6442  気楽にデッサン
講師　馬渡 吟治郎
全ての絵画の基礎となるデッサン力。
まずは肩の力を抜いて、気楽に楽しく学んでみませんか？
第1・第3土曜日
10：30～12：30

4/1から6ヶ月
11回

41,140円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6443  仏像彫刻
講師　宗教芸術院 会員　橋本 まゆみ
京都の仏師の作風をもとに、刀の扱い方を含め平面模様彫りから入り、仏
像を作ります。地蔵・観音像なども作ります。
第1・第3土曜日
10：30～13：00

4/1から6ヶ月
11回 39,325円 定員 ： 12名

6444  油絵（土）
講師　斎藤 真紀
初心者には油絵は大変？ 慣れてしまえば、油絵具ほど扱い易く自由に描け
る画材はありません。のんびりと時間をかけて描いていきましょう。
第2・第4土曜日
10：30～12：30

4/8から6ヶ月
11回

39,930円
（モチーフ代込） 定員 ： 12名

6445  パステル画入門
講師　粉川 江里子
パステルって「きれい」と思っていても描き方のわからない方。まず美しさ
を楽しんで描き始めましょう。
第2・第4土曜日
10：30～12：30

4/8から6ヶ月
11回

38,720円
（モチーフ代込） 定員 ： 12名

6446  彫塑
講師　一陽会会員　染矢 義之
粘土細工とは違う本格的な塑造の世界を体験してみませんか。
基本から学びますので初心者でも安心です。
第2・第4土曜日
10：30～13：00

4/8から6ヶ月
11回

47,190円
（モデル代込） 定員 ： 10名

6447  楽しい油絵
講師　一陽会会員　高岡 徹
身近な静物、人物を中心に初めての方はデッサンから油絵へと学びます。
作品発表会も行なっています。
第1・第3土曜日
14：00～16：30

4/1から6ヶ月
11回

38,720円
（モチーフ代込） 定員 ： 12名

6448  水彩画
講師　古賀 麻美
様々なモチーフをとおして水彩画の魅力に触れ学びます。
さらには、表現の幅を広げていきます。

毎週土曜日
14：00～16：00

4/1から6ヶ月
22回

一括（4～9月）73,810円
分割（4～6月）36,905円

（モチーフ代込）
定員 ： 10名

6449  こどものアトリエ
講師　百瀬 由利
こどもには豊かな感性がいっぱい。じっくり見まもり、ふくらませる。
そんな夢があふれた楽しいアトリエです。
第1・第3土曜日
14：00～16：00

4/1から6ヶ月
11回

36,300円
（アトリエ費込） 定員 ： 10名

6450  基礎のデッサン（土）
講師　斎藤 真紀
むずかしいと思われがちなデッサンを楽しく学んでいくうちに、
あなたの次のステップが見えてきます。
第2・第4土曜日
14：00～16：00

4/8から6ヶ月
11回

39,930円
（モチーフ代込） 定員 ： 14名

6451  銅版画入門
講師　名古屋芸術大学非常勤講師　水谷 昇雅
描画法・一色刷りから多色刷りまで。
その方に合った技法をまじえて学び、銅版画の魅力を探ります。
第2・第4土曜日
14：00～16：30

4/8から6ヶ月
11回

39,930円
（アトリエ費込） 定員 ： 12名

6452  初めて絵を描く人のために
講師　斎藤 真紀
初心者の方でも心配ありません。まずは、手を動かしてみましょう。
絵を描くことを長く楽しんでいただくために、基本を学べる講座です。
第2・第4土曜日
16：30～18：30

4/8から6ヶ月
11回

39,930円
（モチーフ代込） 定員 ： 14名

6453  さし絵風 つけペンスケッチ
講師　吉田 純
セピア色のインクと水彩絵具で、日常的なモチーフをコツコツとスケッチ
していきましょう。サラっとしていて明るく温かい味わいの仕上りになるよ
う御指導致します。初めての方もどうぞ。
第1・第3日曜日
14：00～16：00

4/2から6ヶ月
11回

39,930円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6455  日曜こどものアトリエ
講師　藤原 恭子
のびのびできる日曜の午後。のびのび手足をのばして感性を豊かにふく
らませる、元気なアトリエです。
第1・第3日曜日
14：00～16：00

4/2から6ヶ月
11回

36,300円
（アトリエ費込） 定員 ： 10名

6425  スケッチ・淡彩
講師　清水 智和
やさしい絵具の色とスケッチの線から生まれる淡彩画の魅力を学びます。
基本のスケッチから指導します。
第1・第3金曜日
10：30～12：30

4/7から6ヶ月
11回

36,905円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

かんたんデッサン 6426（4〜6月）6427（7〜9月）
講師　コヤマ イッセー
デッサンをする際に必要な基本的知識や道具の扱い方から始めます。
また、経験値に合わせた指導を行います。画題として静物と人物を描
くことで、絵画・デッサンの魅力を感じてもらいます。
第1・第3金曜日
10：30～12：30

4/7・7/7から
3ヶ月 各5回

20,900円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6428  銅版画 〜基礎から応用まで1〜
講師　林 朝子
基本的なエッチングから、アクアチントまでを丁寧に指導致しますので初
心者の方でも安心してご受講頂けます。ご希望の方へは多色刷りなどの
応用技法、メゾチントの指導も致します。
第1・第3金曜日
10：30～13：00

4/7から6ヶ月
11回

39,930円
（アトリエ費込） 定員 ： 12名

6429  水彩画との出会い 〜心で感じ筆先へ〜
講師　清水 智和
絵具・筆・紙の使い方や見分け方からはじめ、あなたらしい絵が描けるよう
に指導していきます。
第2・第4金曜日
10：30～12：30

4/14から6ヶ月
10回

33,550円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6430  アクリルでアートを楽しもう！（金）
講師　佐藤 孝志
油絵のようにも水彩画のようにも描けるアクリル絵具。
まず、絵を描くことの楽しさから学んでください。
第2・第4金曜日
10：30～12：30

4/14から6ヶ月
11回

36,905円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6431  ボタニカルアート
講師　望月 眞知子
身近にある季節の植物をよく観察し、鉛筆・透明水彩絵の具を使い、実物
大に写生・転写・彩色を重ね生き生きとした植物画を描き上げます。
第2・第4金曜日
10：30～12：30

4/14から6ヶ月
11回 36,905円 定員 ： 12名

6432  風景画 〜写真をもとに〜
講師　古賀 麻美
写真模写をとおして、形のとり方、色ののせ方等、基礎的な内容から
指導します。お気に入りの風景を表現する楽しさを学んでいきましょう。
第1・第3金曜日
14：00～16：00

4/7から6ヶ月
11回 35,695円 定員 ： 12名

デッサン・水彩画基礎 6433（4〜6月）6434（7〜9月）
講師　榎谷 杏子
まずは鉛筆の使い方から始め、水彩絵の具についても学んでいきます。
水彩絵の具は始めやすく、奥深い画材です。各々のレベルに合わせた指導
を致します。
第1・第3金曜日
14：00～16：00

4/7・7/7から
3ヶ月 各5回

17,050円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6435  銅版画 〜基礎から応用まで2〜
講師　林 朝子
基本的なエッチングから、アクアチントまでを丁寧に指導致しますので初
心者の方でも安心してご受講頂けます。ご希望の方へは多色刷りなどの
応用技法、メゾチントの指導も致します。
第1・第3金曜日
14：00～16：30

4/7から6ヶ月
11回

39,930円
（アトリエ費込） 定員 ： 12名

6436  自然物・風景 〜写真をもとに〜
講師　古賀 麻美
写真模写をとおして、形のとり方、色ののせ方等、基礎的な内容から指導し
ていきます。そこから徐々にお気に入りの自然物を表現する楽しさを学ん
でみませんか？
第2・第4金曜日
14：00～16：00

4/14から6ヶ月
11回 35,695円 定員 ： 12名

6437  デッサン入門A
講師　原田 あづさ
描くことの基本から指導します。じっくりと学ぶうちに、描いた1本の線は
様々な表情を放ちはじめるでしょう。
第2・第4金曜日
14：00～16：00

4/14から6ヶ月
11回

39,930円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6438  人物デッサン（金）
講師　杉山 尚子
顔やからだの成り立ち、表情の変化など興味のつきない人物像に素描・
着彩を通してアプローチします。
第2・第4金曜日
18：00～20：00

4/14から6ヶ月
11回

45,980円
（モデル代込） 定員 ： 12名

6439  デッサン入門B
講師　原田 あづさ
いきいき、のびのびした線。緊張感のある線。
様々な表情の線を楽しみながら表現力を身につけていきます。
第2・第4金曜日
18：00～20：00

4/14から6ヶ月
11回

38,720円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6440  日本画
講師　京都芸術大学 通信教員　小滝 雅道
初心者から経験者まで個別指導します。描き手らしさを大切に日本画の楽
しさに触れます。
第2・第4金曜日
18：00～20：00

4/14から6ヶ月
11回 35,695円 定員 ： 12名

6409  楽しい絵画レッスン
講師　赤木 己恵
親しみやすい水彩や色鉛筆などで気軽に描いてみましょう。
基本的な事から学ぶうちに描く喜びが発見できます。
第1・第3木曜日
10：30～12：30

4/6から6ヶ月
11回

38,720円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6410  油絵とアクリル画 〜初歩から学ぶ〜
講師　松本 次郎
油絵具、アクリル絵具どちらでもお好きな画材をお使いください。
また、初心者の方はデッサンから気軽に始めてみませんか。

毎週木曜日
10：30～12：30

4/6から6ヶ月
22回

一括（4～9月）81,070円
分割（4～6月）40,535円

（モチーフ代込）
定員 ： 10名

6411  俳画
講師　NHK学園俳画講座専任講師　池田 松蓮
四季折々の風物を簡素に平明に描きます。
筆使いの基礎・用具の扱い方をおぼえながら毎回作品を仕上げます。

第1木曜日
10：30～12：30

4/6から6ヶ月
6回

18,810円
（コピー代込） 定員 ： 10名

6412  パステル画初級レッスン
講師　赤木 己恵
まずはパステルに親しみながら。描く対象物とじっくり向い合うことであな
ただけの心の色を発見できます。
第2・第4木曜日
10：30～12：30

4/13から6ヶ月
11回

38,720円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6413  じっくり描く人物画（着衣女性）
講師　西川 ひろみ
同じ固定ポーズで5回継続して進めていきます。じっくり一点制作するのも、
場所を変えて何点か制作するのも自由です。一人ごとの個別指導ですので、
初心者から経験者まで対応します。各自好きな画材で制作していきます。
第2・第4木曜日
10：30～12：30

4/13から3ヶ月
5回

29,150円
（モデル代込） 定員 ： 10名

6414  じっくり描く人物画（裸婦）
講師　西川 ひろみ
同じ固定ポーズで5回継続して進めていきます。じっくり一点制作するのも、
場所を変えて何点か制作するのも自由です。一人ごとの個別指導ですので、
初心者から経験者まで対応します。各自好きな画材で制作していきます。
第2・第4木曜日
10：30～12：30

7/13から3ヶ月
5回

30,250円
（モデル代込） 定員 ： 10名

6415  はじめての水墨画
講師　大野 華窓
水墨画はどなたにも楽しく描けます。運筆の基礎から学びます。
素晴らしい墨の世界を知ってください。
第1・第3木曜日
14：00～16：00

4/6から6ヶ月
11回 34,485円 定員 ： 10名

6416  油絵（木）
講師　国画会会員　貴堂 静栄
描く対象とじっくり向い合い、あなたの心と眼をとおして、油絵具の魅力に
迫りながら自分らしい表現を探ります。

毎週木曜日
14：00～16：00

4/6から6ヶ月
22回

一括（4～9月）79,860円
分割（4～6月）39,930円

（モチーフ代込）
定員 ： 10名

6417  てんこく（昼の部）
講師　日本書道美術院審査員 毎日書道展審査会員　島村 操
書画に使用する印をご自分で作ってみませんか。
篆書の練習・刀の使い方、文字の入れ方から創作へと進みます。
第1・第3木曜日
14：00～16：00

4/6から6ヶ月
11回 34,485円 定員 ： 10名

6418  アジアン・アートの旅
講師　川浦 みさき
スケッチ写真や資料を見ながら、その歴史と魅力に迫ってみたいと思いま
す。アジアの息吹を身近に感じられる講座です。

第4木曜日
14：00～16：00

4/27から6ヶ月
6回 20,130円 定員 ： 12名

6419  たのしい木版画（昼の部）
講師　日本版画協会会員　木下 泰嘉
一色刷りから多色刷りまで。
バレンの作り方を含め、自由テーマで学びます。木版画を楽しみましょう。
基礎より指導します。
第2・第4木曜日
14：00～16：00

4/13から6ヶ月
11回 36,905円 定員 ： 14名

6420  スケッチ・デッサン・B
講師　中原 周作
まずは自由に手を動かしながら。
描く気持ちや過程なども大切にしながら学びます。
第1・第3木曜日
18：00～20：00

4/6から6ヶ月
11回

38,720円
（モチーフ代込） 定員 ： 12名

6421  じっくり描く水彩
講師　羽川 幸一
構図や立体感・遠近法をデッサンで学び、じっくり時間をかけて水彩画を
仕上げます。
第1・第3木曜日
18：00～20：00

4/6から6ヶ月
11回

44,770円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6422  てんこく（夜の部）
講師　日本書道美術院審査員 毎日書道展審査会員　島村 操
書画に使用する印をご自分で作ってみませんか。
篆書の練習・刀の使い方、文字の入れ方から創作へと進みます。
第1・第3木曜日
18：00～20：00

4/6から6ヶ月
11回 34,485円 定員 ： 10名

6423  デッサンから始める油絵入門
講師　小林 宏至
基本は楽しく描くをモットーに。初心者の方には基本的な道具の使い方、
描き方を。経験者の方には一歩踏み込んだ表現方法、作品へのアプロー
チの仕方を指導させていただきます。
第2・第4木曜日
18：00～20：00

4/13から6ヶ月
11回

38,720円
（モチーフ代込） 定員 ： 10名

6424  たのしい木版画（夜の部）
講師　日本版画協会会員　木下 泰嘉
一色刷りから多色刷りまで。
バレンの作り方を含め、自由テーマで学びます。木版画を楽しみましょう。
基礎より指導します。
第2・第4木曜日
18：00～20：00

4/13から6ヶ月
11回 36,905円 定員 ： 10名



コース名 時間 開催日 参加料

〈昼間〉裸婦クロッキーの会
第1・3水曜日　定員 ： 16名

10：30〜12：35

6456
4月5日

6459
6月7日

6461
7月5日

6463
8月2日

6465
9月6日

各回 2,200円
6457

4月19日
6458

5月17日
6460

6月21日
6462

7月19日
6464

8月16日
6466

9月20日

〈夜間〉裸婦クロッキーの会
第2木曜日　定員 ： 16名

18：00〜20：05 6467
4月13日

6468
5月11日

6469
6月8日

6470
7月13日

6471
9月14日 各回 2,200円

2023.04

1月29日（日）10：00より受付開始
お申込み受付開始日（1月29日）は電話のみでの受付になります。 何卒ご了承ください。

TEL. 03-3291-3444
AM10：00～PM6：00（日・祝も同じ）
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-21-1 文房堂ビル5階
TEL. 03-3291-3441（代）  FAX. 03-3293-6374

交通のご案内

● 毎週・隔週・月1回の定期講座のお申込みは店頭・お電話にて受け付
けております。

● お申込み受付後、カリキュラム表と郵便局専用振込用紙をお送り
しますので、お近くの郵便局にて受講料をお振り込みください。

● ご入金確認後、授業の初日に受講生専用割引スタンプカードをお渡
しいたします。

● 一部満席の講座がございます。お申込みの際に、お尋ねください。
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ＪＲ御茶ノ水駅
●お茶の水橋口から徒歩約7分

地下鉄・神保町駅
●都営三田線・新宿線・東京メトロ半蔵門線
　　　 Ａ5・Ａ7・Ａ9出口から徒歩3分

地下鉄・新御茶ノ水駅
●東京メトロ千代田線Ｂ5出口から徒歩約5分

地下鉄・竹橋駅
●東京メトロ東西線3ｂ出口から徒歩約10分

春夏の特別講座　学ぶ機会や楽しみがいろいろあります。
ご受講にあたって、事前の“受講予約”お申込みが必要です。中面「受講上のご注意」をご確認の上、お申込みください。

6476

裸婦を描く 6月　講師 ： 川浦 みさき
開講日時　　　6月4日（日）　10：30～16：30　　　※昼休み1時間含む
受講料　　　7,150円（モデル代込）　定員　　　10名
絵画の中でも人物は魅力的な画題です。モチーフのひとつとしての人体
を、説明を含め指導します。描画材料は鉛筆・木炭・水彩・パステル・墨…
自由です。

6479

カリグラフィーでサマーカードをつくろう
講師 ： 吉川 裕子　開講日時　　　6月25日（日）　10：30～12：30
受講料　　　4,400円（材料費込）　定員　　　8名
サマーカード作りが楽しめるカリグラフィー体験をしてみませんか？
必要な用具・材料はすべてこちらでご用意しますので、手ぶらで参加
できます。また、ペン軸・ペン先・インク（1色）・レターはお持ち帰りで
きますので、講座終了後、ご家庭でも楽しめます。

6482

花を描く　講師 ： 古賀 麻美
開講日時　　　7月2日（日）
10：30～16：30
※昼休み1時間含む
受講料　　　4,950円
（モチーフ代込）
定員　　　10名
季節の花を描きましょう。
選んだ花はご自宅にお持
ち帰りいただけます。
水彩・パステル・色鉛筆の中
からお好きな画材をご持参
下さい。

コース名・内容／講師 日時・受講料

6472
デッサン集中 4月 講師 ： 染矢 義之

4月2日（日）　　　10：30～16：30
※昼休み1時間含む
受講料　　　4,950円（モチーフ代込）
定員　　　10名　　　

描画材料は鉛筆か木炭。石膏像を中心としたモチーフをじっくり描き、物の見方、捉え方を学びます。

6474
シリコペ
新しい紙版画体験

講師 ： 松田 圭一郎
4月16日（日）　　　14：00～16：00
受講料　　　3,300円（材料費込）
定員　　　10名

シリコンを使った新しい版画技法“シリコペ”を体験できるワークショップです。直接紙に描いた絵が版になりま
す。製版処理のため、版を事前にアートスクールでお預かりしますので、4月4日（火）までのお申込み受付です。

6475
人物を描く

（レオタード）
講師 ： 竹腰 桃子

5月21日（日）　　　10:30～16:30
※昼休み1時間含む
受講料　　　7,150円（モデル代込）　　　
定員　　　10名　　　

1日かけてじっくりと人物画にとりくみましょう。今回のテーマは「レオタード」です。画材は自由。

6473
さし絵風つけペンスケッチ
体験講座

講師 ： 吉田 純
5月21日（日）　　　10:30～12:30
受講料　　　4,400円（モチーフ代込）
定員　　　10名

つけペンと水彩絵具で、さし絵風のスケッチを描いてみましょう。つけペン1本とインク1個付の講座です。
講座終了後、お持ち帰りできます。持ち物 : 水彩絵具セット（水彩絵具12色・丸筆12号平筆12号各1本）のみ。

6477
俳画 〜ハンカチに描く〜 講師 ： 池田 松蓮

6月4日（日）　　　10:30～12:30
受講料　　　3,300円（材料費込）　　　
定員　　　10名　　　

墨の香りでほっと一息。俳味のある淡彩画を墨と顔彩で描いてみましょう。画材の貸出、お手本があるので初心
者の方でも安心してご受講いただけます。今回ははがきとハンカチに描きます。

6478
水彩で描くスイーツ 講師 ： 野中 美里

6月18日（日）　　　14:00～16:30
受講料　　　3,850円（モチーフ代込）　　　
定員　　　8名　　　

初めての方、大歓迎。スイーツを描く水彩画の講座です。絵具や筆、画材の貸し出しもございますので、手ぶら
でご参加いただけます。1回完結で、楽しく絵画制作を始めてみませんか？

コース名・内容／講師 日時・受講料
6480
涼やか 軽快
夏のアロマ術

講師 ： 高原 千芙美
6月25日（日）　　　10：30～12：00
受講料　　　3,850円（材料費込）
定員　　　8名

ミント・ユーカリ・レモンなど涼を呼ぶ香りを各自でブレンドした爽やかな香のスプレーと、ラベンダー・ペパーミン
トのハーブで夏の疲れ肌を癒すローションを作ります。アロマとハーブの楽しみ方を学んでいただける内容です。
6481
オーブン粘土FIMO
フィモレザーで作る葉っぱのアクセサリー

講師 ： ほりあい あゆみ
6月25日（日）　　　10：30～13：00
受講料　　　3,300円（材料費込）
定員　　　8名

電気オーブンで加熱すると合成皮革に変身する特別な粘土を使って本物みたいな葉っぱのブローチを作りましょう。

6483
裸婦を描く ７月 講師 ： 大関 千里

7月16日（日）　　　10:30～16:30
※昼休み1時間含む
受講料　　　7,150円（モデル代込）
定員　　　10名

絵画の中でも人物は魅力的な画題です。モチーフのひとつとしての人体を、説明を含め指導します。描画材料は自由。
6484
ペーパークラフト
テラリウムのカード

講師 ： あおき いくこ
8月6日（日）　　　14:00～16:30
受講料　　　3,850円（材料費込）
定員　　　8名

ガラス瓶に植物や小物を飾る、立体と平面の2種類のカードを作ります。涼し気な夏のペーパークラフトを
お楽しみください。材料準備のため、申込締切日が7月28日（金）までとなります。
6485
人物を描く

（男性着衣クロッキー）
講師 ： 羽川 幸一

8月20日（日）　　　10:30～16:30
※昼休み1時間含む
受講料　　　7,150円（モデル代込）
定員　　　10名

1日かけてじっくりと人物画にとりくみましょう。今回のテーマは「男性着衣クロッキー」です。画材は自由。

6486
デッサン集中 9月 講師 ： 小林 宏至

9月3日（日）　　　10:30～16:30
※昼休み1時間含む
受講料　　　4,950円（モチーフ代込）
定員　　　10名

描画材料は鉛筆か木炭。石膏像を中心としたモチーフをじっくり描き、物の見方、捉え方を学びます。
6487
メディウムはがし刷り
版画体験講座

講師 ： 竹腰 桃子
9月17日（日）　　　10:30～13:00
受講料　　　2,750円（材料費込）
定員　　　10名

厚紙とアクリル画材を使った凹版です。身近な材料でどなたでも楽しく作れる版画です。


