
洋画Ⅰ－1
牛骨鉛筆デッサン 科目コード： 62001S
1年次～配当年次

1単位数

なし履修の前提条件

洋画I－1(牛骨鉛筆デッサン)a
開催日程：2019年5月25日（土）～ 2019年5月26日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：40

洋画I－1(牛骨鉛筆デッサン)b
開催日程：2019年6月1日（土）～ 2019年6月2日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：40

洋画I－1(牛骨鉛筆デッサン)c
開催日程：2019年7月6日（土）～ 2019年7月7日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

開講日程・
開講地・定員

奥田輝芳*、相見節子、水口裕務、古野恵美子、西垣肇也樹、山本努、小牟田悠介、田中愛
子、小川万莉子　他担当者

科目概要と到達目標

パネルに掛かった牛骨を画用紙（木炭紙標準サイズ65×50cm）に1点鉛筆デッサンします。
1.有機的な形を持つモチーフを基本形態に照らし、プロポーションと形を捉えます。
2.鉛筆の明暗を使い分け、モチーフの持つ量感（ボリューム）を表現します。
3.モチーフの質感や色を観察し表現します。

評価基準と成績評価方法

1.事前課題への取り組み
2.観察力
3.描出力（形態・量感・明暗・質感・空間等の理解）
4.授業への取り組み
授業への取り組みと成果物による総合評価

予習・復習

予習：テキスト『デッサンと基礎』pp.14～25、pp.206～208などを適宜読み、デッサンについての理解
を深めておいてください。また、スクーリングまでにカッターナイフで削った鉛筆（2H～6B程度）を必
要数準備すると同時に、事前課題を制作しスクーリング初日に必ず持参してください。（8時間）

復習：受講後には、仕上がったデッサンで学んだ事を振り返り、再度身近なモチーフを描くことで、学
んだことを確実なものにしていくようにしましょう。（15時間）

テキストと参考文献・URL

テキスト 『デッサンと基礎』pp.14～25、pp.206～208
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参考文献・URL なし

課題

●事前課題
Ａ4サイズ画用紙に横位置で9段階のマス目を作り鉛筆によるグレイスケール（明暗段階）を制作し、ス
クーリング初日に持参して下さい。裏面に学籍番号、氏名と「洋画I-1」事前課題と記入のこと。初日
に持参・提出のない場合は単位認定されません。（事前課題の詳細・作例はairUシラバスの事前課題
ページ、またはシラバス巻末 事前課題資料編「洋画I-1」で必ず確認するようにして下さい。）

●1日目・2日目の課題
パネルに掛かった牛骨を画用紙（木炭紙標準サイズ65×50cm）に1点鉛筆デッサンします。

授業計画

●自宅学習
事前課題

●スクーリング
1日目
1講時　導入、鉛筆デッサンガイダンス
2～5講時　制作（適宜翌日のため並べて総評）

2日目
1～4講時　制作
5講時　合評、後片付け

受講にあたって

●持参物
「洋画I-1」事前課題：鉛筆による9段階のグレイスケール
木炭紙大カルトン、目玉クリップ2個、クロッキー帳（B4サイズ程度）、鉛筆（2H ～6B程度）、練り消
しゴム、カッターナイフ、フィキサチーフ
・作品を持ち帰る際、梱包用の筒等があると便利です。
・使用する紙（画用紙）は大学で用意します。

クロッキー帳について
クロッキー帳はスケッチブックより薄手の紙を綴ったもので、デッサンの前に軽くスケッチしたり、エ
スキース（構図を探るための下絵）を描いたりするために使います。もちろんいきなりデッサンしても
構いませんが「使う」「使わない」に関わらず、たえず身近に備えておきたいものです。
手を動かすにはある程度大きい方が良く、B4サイズ（26.4×25.7cm）程度をお勧めします。

●諸経費
諸経費の引き落としはありません。
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洋画Ⅰ－2
石膏木炭デッサン 科目コード： 62002S
1年次～配当年次

1単位数

なし履修の前提条件

洋画I－2(石膏木炭デッサン)a
開催日程：2019年6月8日（土）～ 2019年6月9日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：40

洋画I－2(石膏木炭デッサン)b
開催日程：2019年6月22日（土）～ 2019年6月23日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：30

洋画I－2(石膏木炭デッサン)c
開催日程：2019年7月20日（土）～ 2019年7月21日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

奥田輝芳*、相見節子、水口裕務、古野恵美子、西垣肇也樹、山本努、小牟田悠介、田中愛
子、小川万莉子　他担当者

科目概要と到達目標

石膏像を木炭紙（標準サイズ65×50cm）に1点木炭デッサンします。
1.石膏像を客観的な視点で観察し構造を理解します。
2.木炭という素材で明暗の変化や量感（ボリューム）を表現します。
3.石膏像の白さや質感の表現を探ります。

評価基準と成績評価方法

1.事前課題への取り組み
2.観察力
3.描出力（形態・量感・明暗・質感・空間等の理解）
4.授業への取り組み
授業への取り組みと成果物による総合評価

予習・復習

予習：テキスト『デッサンと基礎』pp.14～25、pp.205～206などを読み理解するとともに、木炭とはど
のような素材かを知るためにも、事前課題を制作し、スクーリング初日に持参して下さい。（8時間）

復習：受講後には、さらに木炭という表現素材に慣れるよう、授業で学習したことを確認しながら、木
炭紙を用い身近なモチーフなどを描くようにして下さい。（15時間）

テキストと参考文献・URL

テキスト 『デッサンと基礎』pp.14～25、pp.205～206

参考文献・URL なし
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課題

●事前課題
木炭紙半切サイズに5段階の木炭によるグレイスケール（明暗段階）を制作し、スクーリング初日に持
参して下さい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。裏面に学籍番号、氏名と「洋画I-
2」事前課題と記入のこと。（事前課題の詳細・作例はairUシラバスの事前課題ページ、またはシラバ
ス巻末 事前課題資料編「洋画I-2」で必ず確認するようにして下さい。）

●1日目・2日目の課題
石膏像を木炭紙（標準サイズ65×50cm）に1点木炭デッサンします。

授業計画

●自宅学習
事前課題

●スクーリング
1日目
1講時　導入、木炭デッサンガイダンス
2～5講時　制作（適宜翌日のため並べて総評）

2日目
1～4講時　制作
5講時　合評、後片付け

受講にあたって

●持参物
「洋画I-2」事前課題：木炭による5段階のグレイスケール
木炭紙大カルトン、目玉クリップ2個、クロッキー帳（B4サイズ程度）、鉛筆（HB～2B程度）1～2本、
木炭（柳・中太）1箱、芯抜き、カッターナイフ、食パン2枚程度、ガーゼのハンカチ又は医療用ガーゼ
（洗いざらしの物）、練り消しゴム、フィキサチーフ
・作品を持ち帰る際、梱包用の筒等があると便利です。
・使用する紙（木炭紙）は大学で用意します。

クロッキー帳について
クロッキー帳はスケッチブックより薄手の紙を綴ったもので、デッサンの前に軽くスケッチしたり、エ
スキース（構図を探るための下絵）を描いたりするために使います。もちろんいきなりデッサンしても
構いませんが「使う」「使わない」に関わらず、たえず身近に備えておきたいものです。
手を動かすにはある程度大きいほうが良く、B4サイズ（26.4×25.7cm）程度をお勧めします。

●諸経費
実習費：600円（木炭紙標準サイズ2枚）
・スクーリング終了後、指定口座より引き落としいたします。
・金額は変更になる場合があります。
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洋画Ⅰ－3
静物木炭デッサン 科目コード： 62003S
1年次～配当年次

1単位数

なし履修の前提条件

洋画I－3(静物木炭デッサン)a
開催日程：2019年6月22日（土）～ 2019年6月23日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：40

洋画I－3(静物木炭デッサン)b
開催日程：2019年7月6日（土）～ 2019年7月7日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：30

洋画I－3(静物木炭デッサン)c
開催日程：2019年10月12日（土）～ 2019年10月13日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

開講日程・
開講地・定員

奥田輝芳*、相見節子、水口裕務、古野恵美子、西垣肇也樹、山本努、小牟田悠介、田中愛
子、小川万莉子　他担当者

科目概要と到達目標

組まれた静物を木炭紙（標準サイズ65×50cm）に1点木炭デッサンします。
1.静物群像をモチーフに、互いの関連性を意識しながら奥行きのある空間を表現します。
2.モチーフの魅力となるポイントを画面上に切り取り構図する力をつけます。
3.それぞれのモチーフの基本形を把握し、その質感の違いを表現していきます。

評価基準と成績評価方法

1.事前課題への取り組み
2.観察力
3.描出力（形態・量感・明暗・質感・空間等の理解）
4.授業への取り組み
授業への取り組みと成果物による総合評価

予習・復習

予習：テキスト『デッサンと基礎』pp.14～25、pp.205～206などを適宜読み理解するとともに、木炭と
はどのような素材かを知るためにも、課題欄の事前課題を制作し、必ずスクーリング初日に持参できよ
うにしておいて下さい。（8時間）

復習：受講後には、さらに木炭という表現素材に慣れるよう、授業で学習したことを確認しながら、木
炭紙を用いて身近なものなどを描くようにしてください。（15時間）

テキストと参考文献・URL

テキスト 『デッサンと基礎』pp.26～39、pp.205～206
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参考文献・URL なし

課題

●事前課題
木炭紙半切サイズに7段階の木炭によるグレイスケール制作しスクーリング初日に持参して下さい。初
日に持参・提出のない場合は単位認定されません。裏面に学籍番号、氏名と「洋画I-3」事前課題と記
入のこと。（事前課題の詳細・作例はairUシラバスの事前課題ページ、またはシラバス巻末 事前課題
資料編「洋画I-3」で必ず確認するようにして下さい。）

●1日目・2日目の課題
組まれた静物を木炭紙（標準サイズ60×50cm）に1点木炭デッサンします。

授業計画

●自宅学習
事前課題

●スクーリング
1日目　
1講時 導入、デッサンガイダンス
2～5講時　制作、（適宜翌日のため並べて総評）

2日目
1～4講時　制作
5講時　合評、後片付け

受講にあたって

●持参物
「洋画I-3」事前課題：木炭による7段階のグレイスケール
木炭紙大カルトン、クロッキー帳（B4サイズ程度）、鉛筆（HB～2B程度）1～2本、カッターナイフ、木
炭（柳・中太）1箱、芯抜き、食パン2枚程度、目玉クリップ2個、ガーゼのハンカチ又は医療用ガーゼ
（洗いざらしの物）、練り消しゴム、フィキサチーフ
・作品を持ち帰る際、梱包用の筒等があると便利です。
・使用する紙（木炭紙）は大学で用意します。

クロッキー帳について
クロッキー帳はスケッチブックより薄手の紙を綴ったもので、デッサンの前に軽くスケッチしたり、エ
スキース（構図を探るための下絵）を描いたりするために使います。もちろんいきなりデッサンしても
構いませんが「使う」「使わない」に関わらず、たえず身近に備えておきたいものです。手を動かすに
はある程度大きいほうが良く、B4サイズ（36.4×25.7cm）程度をお勧めします。

●諸経費
実習費：600円（木炭紙標準サイズ2枚）
・スクーリング終了後、指定口座より引き落としいたします。
・金額は変更になる場合があります。
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洋画Ⅱ－1
静物油彩1 科目コード： 62004S
1年次～配当年次

1単位数

なし履修の前提条件

洋画II－1(静物油彩1)a
開催日程：2019年6月29日（土）～ 2019年6月30日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：40

洋画II－1(静物油彩1)b
開催日程：2019年7月20日（土）～ 2019年7月21日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：30

洋画II－1(静物油彩1)c
開催日程：2019年11月23日（土）～ 2019年11月24日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

奥田輝芳*、相見節子、水口裕務、古野恵美子、西垣肇也樹、山本努、小牟田悠介、田中愛
子、小川万莉子　他担当者

科目概要と到達目標

白い静物を、「洋画II-1」事前課題で予め地塗りしておいたF20号キャンバスに油彩（三原色＋白）で
描きます。
1.白いモチーフから豊かな色味を感じとり、色彩のバルールを活用した奥行を表現します。
2.三原色による基本的な混色を学び、より多くの色をつくる練習をします。
3.モチーフ個々の持つ質の違いを油彩で表現します。

評価基準と成績評価方法

1.事前課題への取り組み
2.観察力
3.描出力（形態・量感・明暗・質感・空間・色彩等の理解）
4.授業への取り組み
授業への取り組みと成果物による総合評価

予習・復習

予習：テキスト『デッサンと基礎』pp.74～87、pp.188～214などを適宜読み理解するとともに、選択す
る絵具グループそれぞれの色を、実際に画用紙などに塗って確認しておきましょう。また、「洋画II-
1」事前課題として下記地塗りについてをよく読み、キャンバスに地塗りを施しスクーリングに持参し
て下さい。（8時間）

復習：受講後には仕上げた作品で、学習したことを振り返り、選択しなかったもう一方の絵具グループ
による描画も試してみましょう。（15時間）
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テキストと参考文献・URL

テキスト 『デッサンと基礎』pp.74～87、pp.188～214

参考文献・URL なし

課題

●事前課題
F20号キャンバスに巻末資料の要領で下地を塗り、スクーリング初日に持参して下さい。裏面に学籍番
号、氏名と「洋画II-1」事前課題と記入のこと。初日に地塗りされ乾いたキャンバスの持参がない場合
は単位認定されません。（事前課題の詳細・作例はairUシラバスの事前課題ページ、またはシラバス巻
末 事前課題資料編「洋画II-1」で必ず確認するようにして下さい。）

●1日目・2日目の課題
白い静物を、事前課題で予め地塗りしておいたF20号キャンバスに油彩（三原色＋白）で描きます。

授業計画

●自宅学習
事前課題

●スクーリング
1日目
1講時　導入、油彩ガイダンス
2～5講時　油彩制作、（適宜翌日のため並べて総評）

2日目
1～4講時　油彩制作
5講時　合評、後片付け

受講にあたって

●持参物
「洋画II-1」事前課題：地塗りを施したF20号キャンバス
クロッキー帳（B4サイズ程度）、鉛筆（HB～2B程度）1～2本、木炭（柳・中太）1箱、芯抜き、ウエ
ス、梱包材料（段ボール箱、気泡緩衝材（エアキャップ）等。スクーリング後に画材・作品を発送する
必要がある場合のみ。布ガムテープは大学で用意します）
『洋画コース専門教育科目シラバス』（airUシラバス「洋画II-1」をプリント出力するかシラバスを持
参）、油彩用具一式（「油彩画の基礎知識」（airUシラバス）またはシラバス巻末資料参照。ただし、
絵具は以下のA・Bどちらかの組み合わせと、チタニウムホワイトもしくはパーマネントホワイトどちら
かの合計4色のみ。）
・乾いていないキャンバスを持ち帰る際、もう1枚余分のキャンバスとキャンバスクリップがあると便
利です。

【Ａ】イエローオーカー・ライトレッド（茶系）・プルシャンブルー
低明度で、かなり昔から使われていた古典色
【Ｂ】カドミウムイエロー・カドミウムレッド・コバルトブルー
（【Ａ】よりも彩度が高い鮮やかな色、【Ａ】にくらべて高価）
【A・B共通】チタニウムホワイトもしくはパーマネントホワイト
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●大型キャンバス事前送付指定期間（「大型キャンバスの事前送付について」を必ず読むこと）
a日程（京都）…前半：6/25（火）～6/26（水）
b日程（東京）…前半：7/16（火）～7/17（水）
c日程（京都）…前半：11/19（火）～11/20（水）

●諸経費
諸経費の引き落としはありません。
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洋画Ⅱ－2
人体油彩1 科目コード： 62005S
1年次～配当年次

2単位数

なし履修の前提条件

洋画II－2(人体油彩1)a
開催日程：2019年7月27日（土）～ 2019年7月28日（日）,2019年8月10日（土）～ 2019年8月
11日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥32,000、定員：40

洋画II－2(人体油彩1)b
開催日程：2019年8月10日（土）～ 2019年8月11日（日）,2019年8月24日（土）～ 2019年8月
25日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：30

洋画II－2(人体油彩1)c
開催日程：2019年10月17日（木）～ 2019年10月20日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：30

洋画II－2(人体油彩1)s
開催日程：2019年8月10日（土）～ 2019年8月11日（日）,2019年10月19日（土）～ 2019年10
月20日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：10

開講日程・
開講地・定員

奥田輝芳*、相見節子、水口裕務、古野恵美子、西垣肇也樹、山本努、小牟田悠介、田中愛
子、小川万莉子　他担当者

科目概要と到達目標

前半2日間ではヌードクロッキーと、木炭紙（標準サイズ65×50cm）に1点木炭デッサンします。
後半2日間ではF20号のキャンバスに人体ヌードの油彩を1点制作します。
1.短時間のクロッキーで対象の全体を把握し、量感やムーブマンを捉える練習をします。
2.デッサンは人体の有機的フォルムが持つ骨格や構造を学びます。
3.油彩は人体の立体的表現と共に、肌の色彩表現を通して豊かな人体表現を目指します。

評価基準と成績評価方法

1.事前課題への取り組み
2.観察力
3.描出力（形態・量感・明暗・質感・空間・色彩等の理解）
4.授業への取り組み
授業への取り組みと成果物による総合評価

予習・復習

予習：テキスト『デッサンと基礎』pp.54～67、pp.188～214などを適宜読み理解するとともに、前半で
はサンプルドローイングを模写し「洋画II-2」事前課題①として持参して下さい。また後半では、「洋
画II-2」事前課題②としてF20号キャンバス張りを実施し後半のスクーリングに持参して下さい。
また後半の油彩では油彩ガイダンスを行いますので、「油彩画の基礎知識」（airUシラバスまたはシラ
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バス巻末資料)を参照し油彩に対する理解を深めておいてください。(15時間)

復習：受講後には、仕上げた作品で学んだことを確認しながら、自画像や身近な人物を描き、人を描く
ことに慣れるようにしましょう。(15時間)

テキストと参考文献・URL

テキスト 『デッサンと基礎』pp.54～67、pp.188～214

参考文献・URL なし

課題

●事前課題①
サンプルドローイングの模写をMサイズ（302×242mm）クロッキー帳に5枚以上制作し、スクーリング初
日に持参して下さい。裏面に学籍番号、氏名と「洋画II-2」事前課題①と記入のこと。初日に持参のな
い場合は単位認定されません。（事前課題①の詳細・サンプルドローイングはairUシラバスの事前課題
ページ、またはシラバス巻末 事前課題資料編「洋画II-2」で必ず確認するようにして下さい。）

●1日目・2日目課題
ヌードクロッキーと、木炭紙（標準サイズ65×50cm）に1点木炭デッサンします。

●事前課題②
20号キャンバスを木枠・キャンバス布を別々に購入し、各自で張り3日目（後半初日）に持参して下さ
い。木枠裏面に学籍番号、氏名と「洋画II-2」事前課題②と記入のこと。3日目に持参のない場合は受
講できません。（事前課題②の詳細・作品例はairUシラバスの事前課題ページ、またはシラバス巻末資
料「洋画II-2」事前課題②で必ず確認するようにして下さい。
※キャンバス張りの道具や例については「キャンバスの張り方」（airUシラバスまたはシラバス巻末資
料「油彩画の基礎知識」)参照。

●3日目・4日目課題
F20号のキャンバスに人体ヌードの油彩を1点制作します。

授業計画

●自宅学習
事前課題①②

●スクーリング
＜前半＞
1日目
1～2講時　導入とクロッキー制作
2～5講時デッサン制作（適宜翌日のために並べて総評）

2日目
1～4講時 　デッサン制作
5講時 合評　片付け

＜後半＞
3日目
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1講時　導入、油彩ガイダンス
2～5講時 油彩制作（適宜翌日のために並べて総評）

4日目
1～4講時　油彩制作
5講時　合評、後片付け

受講にあたって

●持参物
1日目・2日目
「洋画II-2」事前課題①：サンプルドローイング模写作品
クロッキー帳（Mサイズ程度）、鉛筆（2～6B程度）、木炭紙大カルトン、目玉クリップ2個、芯抜き、
木炭（柳・中太）1箱、食パン2枚程度、ガーゼのハンカチ（洗いざらしの物）、カッターナイフ、練り
消しゴム、フィキサチーフ
・作品を持ち帰る際、梱包用の筒等があると便利です。
・使用する紙（木炭紙）は大学で用意します。

3日目・4日目
「洋画II-2」事前課題②：各自で張った F20号キャンバス
前半2日間で制作した木炭デッサン、クロッキー帳(B4サイズ程度)、鉛筆（2～6B程度）、木炭（柳・中
太）1箱、芯抜き、油彩用具一式（「油彩画の基礎知識」参照）、梱包材料、新聞紙（梱包用のガム
テープは大学で用意します）
・乾いていないキャンバスを持ち帰る際、もう1枚余分のキャンバスとキャンバスクリップがあると便
利です。

●大型キャンバス事前送付指定期間（「大型キャンバスの事前送付について」を必ず読むこと）
a日程（東京）…後半：8/6（火）～8/7（水）
b日程（京都）…後半：8/20（火）～8/21（水）
c日程（京都）…前半：10/15（火）～10/16（水）
s日程（京都）…後半：10/15（火）～10/16（水）

●諸経費
実習費：5,000円（モデル使用料4日分、木炭紙標準サイズ1枚）
・スクーリング終了後、指定口座より引き落としいたします。キャンセル・欠席の際もモデル使用料引
き落としは行います。
・金額は変更になる場合があります。

●その他
学習面談について
希望者には本科目スクーリング時に1・2年次テキスト科目およびスクーリング科目の相談を受け付けま
す。授業内で対応しますので作品を持参し担当教員まで申し出てください。
授業内で対応不可能な場合、スクーリング終了後の対応となります。なお、個人面談を希望される場合
は『学習ガイド』の「学習に関する対面相談」に従って申し込みしてください。
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洋画Ⅲ－1
人体油彩2―塑造と油彩 科目コード： 62006S
2年次～配当年次

2単位数

なし履修の前提条件

洋画III－1(人体油彩2－塑造と油彩)a
開催日程：2019年6月15日（土）～ 2019年6月16日（日）,2019年7月13日（土）～ 2019年7月
14日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：40

洋画III－1(人体油彩2－塑造と油彩)b
開催日程：2019年8月17日（土）～ 2019年8月18日（日）,2019年8月31日（土）～ 2019年9月
1日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥32,000、定員：25

洋画III－1(人体油彩2－塑造と油彩)c
開催日程：2019年10月26日（土）～ 2019年10月27日（日）,2019年11月9日（土）～ 2019年
11月10日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：30

開講日程・
開講地・定員

山河全*、城野愛子、富士篤実、門川昭子、小牟田悠介、藤部恭代　他担当者

科目概要と到達目標

前半2日間でヌードモデルを対象にクロッキーを描き、粘土で塑造制作を行い人体への立体的な理解を
深めます。
クロッキーを通して、人体の構造を掴み、塑像制作を通して立体的に人体を理解します。
後半2日間では油彩表現（F20号）で人体の立体構造の再現と、色彩による実在感の表現を学習します。

評価基準と成績評価方法

1.事前課題への取り組み
2.観察力
3.表現力（形態・量感・明暗・質感・空間・色彩等の理解）
4.授業への取り組み
授業への取り組みと成果物による総合評価

予習・復習

予習：自分の手足や友人、家族の姿など、人体というモチーフに着目し、その動きやプロポーションを
意識しながら素描をしてみると良いでしょう。(8時間)

復習：受講後は、骨格や複雑な動きなど、人体について学んだことを活かし、日常でも着衣のクロッ
キーなどを繰り返し人体についての理解を深めてください。(15時間)
また、学んだことが3年次配当科目の「洋画V-2（人）」の表現の試みにつながることも意識してみま
しょう。
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テキストと参考文献・URL

テキスト なし

参考文献・URL なし

課題

●事前課題
人物クロッキー20枚（B4以上のクロッキー帳）を作成しスクーリング初日に持参してください。
事前課題ページの詳細に従い、学籍番号、氏名と「洋画III-1」事前課題と記入のこと。初日に持参・
提出のない場合は単位認定されません。（事前課題の詳細・作例はairUシラバスの事前課題ページ、ま
たはシラバス巻末 事前課題資料編「洋画III-1」で必ず確認するようにして下さい。）

●1日目～4日目の課題
1日目・2日目でヌードモデルを対象にクロッキー、粘土による塑造制作を行い、人体への理解を深めな
がら、3日目・4日目は油彩による表現を実習します。

授業計画

●自宅学習
事前課題

●スクーリング
＜前半＞
1日目
1講時　導入、クロッキー制作
2講時　クロッキー制作と塑造のための芯制作
3～5講時　粘土モデリング

2日目
1～3講時　塑造、粘土モデリング
4～5講時　講評、解体

＜後半＞
3日目
1講時　導入
2～5講時　油彩制作、寸評　

4日目
1～3講時　油彩制作
4～5講時　合評、後片付け

受講にあたって

●持参物
1日目・2日目
「洋画III-1」事前課題：人物クロッキー20枚
クロッキー帳（B4サイズ（36.4×26cm）以上）、鉛筆、消しゴム、練り消しゴム、カッターナイフ、
a・c日程受講生は、粘土（約10kg）を持ち帰る為の容器、新聞紙、梱包材料(スクーリング後に画材・
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作品を発送する必要がある場合のみ。ダンボール箱、気泡緩衝材（エアキャップ）等。布ガムテープは
大学で用意します)

3日目・4日目
F20号キャンバス、油彩用具一式（油彩画の基礎知識（airUシラバスまたはシラバス巻末資料参照）、
新聞紙、梱包材料
・乾いていないキャンバスを持ち帰る際、もう1枚余分のキャンバスとキャンバスクリップがあると便
利です。
・東京会講を受講する場合は、4日間ともスリッパを持参してください。

●大型キャンバス事前送付指定期間（「大型キャンバスの事前送付について」を必ず読むこと）
a日程（京都）…後半：7/9（火）～7/10（水）
b日程（東京）…後半：8/27（火）～8/28（水）
c日程（京都）…前半：11/5（火）～11/6（水）

●諸経費
6,500円（モデル使用料4日分、粘土）
・スクーリング終了後、指定口座より引き落としいたします。キャンセル・欠席の際もモデル使用料引
き落としは行います。
・金額は変更になる場合があります。
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洋画Ⅲ－2
風景を描く 科目コード： 62007S
2年次～配当年次

1単位数

なし履修の前提条件

洋画III－2(風景を描く)a
開催日程：2019年5月18日（土）～ 2019年5月19日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

洋画III－2(風景を描く)b
開催日程：2019年9月25日（水）～ 2019年9月26日（木）
開催地：兵庫■、受講料： ￥16,000、定員：25

洋画III－2(風景を描く)c
開催日程：2019年11月9日（土）～ 2019年11月10日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：40

開講日程・
開講地・定員

山河全*、城野愛子、小川万莉子　他担当者

科目概要と到達目標

屋外に身を置き、モノクロームで描きこむことと色彩を用いて表現する風景スケッチを行います。
テキスト課題の「建物のある風景」にもありますが、風景画は現場の実在感、空気の実感を伴うことが
重要です。季節や時間、光や影、自然と人工物、風や音、温度や湿度といったその場でしか味わえない
多くの要素があります。それらの要素を選択しながら画面に取り入れ、その場で実感した空気を表現す
ることによって自身の風景画の目標を作れるようになります。

評価基準と成績評価方法

1.事前課題への取り組み
2.構成力
3.表現力（空間・色彩等の理解）
4.授業へ取り組み
授業への取り組みと成果物による総合評価

予習・復習

予習：テキスト『デッサンと基礎』pp.40～53「デッサン・風景」などを適宜読むと同時に、ボールペ
ンなどの消せない素材で、屋外でスケッチをすることに慣れておくと良いでしょう。(8時間)

復習：受講後は、テキスト科目の「洋画演習II-2」第2課題（風景油彩「建物のある風景」）を意識
し、屋外に身を置き描く習慣をつけましょう。(15時間)

テキストと参考文献・URL

テキスト 『デッサンと基礎』pp.40～53

参考文献・URL なし
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課題

●事前課題
「季節」「時間」「人」をテーマとした風景写真（写真および出力データ）2Lサイズ以上10枚をスクー
リング初日に持参して下さい。
事前課題ページの詳細に従い、学籍番号、氏名と「洋画III-2」事前課題と記入のこと。初日に持参・
提出のない場合は単位認定されません。（事前課題の詳細・作例はairUシラバスの事前課題ページ、ま
たはシラバス巻末 事前課題資料編「洋画III-2」で必ず確認するようにして下さい。）

●1日目・2日目の課題
・着目する風景の魅力を鉛筆やボールペンで探る。
・色彩を用いて風景のスケッチを行う。

授業計画

a日程は京都で、b日程は兵庫（たつの市・室津）で、c日程は東京で開講します。
a・c日程では、大学構内や周辺の何気ない風景を切り取って徹底した観察と描写を行い、そこから様々
な造形要素を見いだします。
b日程は教員と同宿する形式で、学外で1泊2日の風景スケッチのための写生合宿を行い、洋画コース学
外研修授業と位置づけます。寸評・合評は2日目の現地合評を除き、指定の宿泊場所で行います。またb
日程に限り、1日目の授業を10:00からとします。

●自宅学習
事前課題

●スクーリング
【a・c日程】
1日目
1講時　風景について、導入
2講時　場所さがし
3～４講時　描画
5講時　寸評

2日目
1～3.5講時　描画
3.5～5講時　合評、後片付け

【b日程】
1日目
1講時　風景について、導入（10:00現地集合）
2講時　場所さがし
3～4講時　描画
5講時　17:30～寸評

2日目
1～2講時　描画
3講時　合評
4～5講時　15:30～後片付け、解散
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受講にあたって

●持参物
「洋画III-2」事前課題：「季節」「時間」「人」をテーマとした風景写真
スケッチブック（F8号以上）・鉛筆・消しゴム・練り消しゴム・カッターナイフ・太字黒ボールペン
（例：パイロット油性 ブラック1.6mm）数本・水彩用具一式・必要な人はイーゼル・携帯椅子などス
ケッチに必要なもの（屋外のため天候を考えた準備をしてください）

●諸経費
実習費はありませんが、b日程を受講する場合は指定の宿泊所に宿泊していただきますので、別途交通
費・宿泊費（1泊2食付/2人部屋の場合、1人あたり約16,500円～）が必要となります。
現地への交通経路、経費など詳細はスクーリング受講許可者に対し、後日お知らせいたします。宿泊不
要の方は別途ご相談ください。
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洋画Ⅳ－1
静物油彩2―構成 科目コード： 62008S
2年次～配当年次

2単位数

なし履修の前提条件

洋画IV－1(静物油彩2－構成)a
開催日程：2019年8月17日（土）～ 2019年8月18日（日）,2019年8月24日（土）～ 2019年8月
25日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：30

洋画IV－1(静物油彩2－構成)b
開催日程：2019年10月5日（土）～ 2019年10月6日（日）,2019年10月19日（土）～ 2019年10
月20日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥32,000、定員：30

洋画IV－1(静物油彩2－構成)c
開催日程：2019年11月2日（土）～ 2019年11月5日（火）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：30

洋画IV－1(静物油彩2－構成)s
開催日程：2019年8月17日（土）～ 2019年8月18日（日）,2019年11月4日（月）～ 2019年11
月5日（火）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：10

開講日程・
開講地・定員

山河全*、藤部恭代、田中愛子、富士篤実　他担当者

科目概要と到達目標

前半2日間は大学準備の写真や、モチーフと事前課題で持参する各自の写真（プリントアウトしたも
の）をもとにコラージュによる作品を作ります。
後半2日間にはその作品を油彩で表現します。
テキスト課題「囲まれた空間」で学習した平面的な構成や画面のリズム感を応用する課題です。映像化
されたモチーフ（写真など）を材料にコラージュ作品を作り、油彩で形と色による造形化を実践する課
題です。絵画が造形物であることを理解しながら、自分だけの新しい造形物を作れるようになることを
目指します。

評価基準と成績評価方法

1.事前課題への取り組み
2.構成力
3.表現力（色彩、形態、素材等の理解）
4.授業への取り組み
授業への取り組みと成果物による総合評価
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予習・復習

予習：テキスト『デッサンと基礎』pp.88～103「マチエールと構成」などを適宜読み、コラージュにつ
いて理解すると同時に、「コンポジション基礎」（airUシラバスまたはシラバス巻末資料）をよく読
み、構成についても理解を深めておいてください。(8時間)

復習：コラージュによる斬新なエスキースづくりや、油彩制作で学ぶ色彩やマチエール（絵肌）への理
解はこれからの展開にとって大切なものです。受講後も、自宅学習で身につけてください。(15時間)

テキストと参考文献・URL

テキスト 『デッサンと基礎』pp.88～103

参考文献・URL なし

課題

●事前課題
「身の回りにある卓上のもの等の写真」（プリントアウトしたもの）2Lサイズ～A4サイズ 10枚を作成
し、スクーリング初日に持参して下さい。
事前課題ページの詳細に従い、学籍番号、氏名と「洋画IV-1」事前課題と記入のこと。初日に持参・提
出のない場合は単位認定されません。（事前課題の詳細・作例はairUシラバスの事前課題ページ、また
はシラバス巻末 事前課題資料編「洋画IV-1」で必ず確認するようにして下さい。）

●1日目・2日目の課題　
大学側で準備した写真やモチーフと、事前課題で持参する各自の写真や平面素材をもとに、コラージュ
による作品を作ります。モチーフの写真を撮る、スケッチするなど自分なりの手法でコラージュに取り
入れ、持参物などと組み合わせてコラージュを作ります。
後半にはその作品を油彩で表現します。

●3日目・4日目の課題
F20号の構図を考え、コラージュをトリミングし油彩表現で作品を作ります。

授業計画

●自宅学習
事前課題

●スクーリング
＜前半＞
1日目
1講時　導入
2～5講時　アクリル絵具とコラージュ制作、寸評

2日目
1～３講時　アクリル絵具と平面素材、写真などでコラージュを制作
4～5講時　合評

＜後半＞
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3日目
1講時　導入
2～5講時　油彩制作

4日目
1～3講時　油彩制作　
4～5講時　合評、片付け

受講にあたって

●持参物
1日目・2日目
洋画IV-1事前課題：身の回りにある卓上のもの等の写真（プリントアウトしたもの、またはコピー）
アクリル絵具12色セット、パレット、筆、筆洗、雑巾、ボンド（木工用、ゴム系）、スケッチブック
（F10号以上）、鉛筆、消しゴム、練り消しゴム、木炭、パステル、色鉛筆、コンテ、ウエス、新聞
紙、コラージュ素材（布、色画用紙、包装紙、ビニール、エアキャップなど表面に質感があるもの、セ
ロファン等透ける素材も可）、はさみ、カッターナイフ
梱包材料(スクーリング後に画材・作品を発送する必要がある場合のみ。段ボール箱、気泡緩衝材（エ
アキャップ）等。布ガムテープは大学で用意します)

・カルトンは不要です。
・制作を進める上で写真資料を追加したい場合は、SDカードの入ったカメラ、スマートフォンの場合は
PCと繋ぐためのケーブル等、電子機器類を用意してください。PCやプリンターは大学で用意します。
・前半に制作するコラージュの台紙（CCボール紙）は大学で用意します。

3日目・4日目
前半2日間で作成したコラージュ、油彩用具一式（「油彩画の基礎知識」（airUシラバス）またはシラ
バス巻末資料参照）、F20号キャンバス、新聞紙、梱包材料
・乾いていないキャンバスを持ち帰る際、もう1枚余分のキャンバスとキャンバスクリップがあると便
利です。

●大型キャンバス事前送付指定日（「大型キャンバスの事前送付について」を必ず読むこと）
a日程（京都）…後半：8/20（火）～8/21（水）
b日程（東京）…後半：10/15（火）～10/16（水）
c日程（京都）…前半：10/29（火）～10/30（水）
s日程（京都）…後半：10/29（火）～10/30（水）

●諸経費
実習費：1,500円（ジェッソ、CCボール紙1枚、インク）
・スクーリング終了後、指定口座より引き落としいたします。
・金額は変更になる場合があります。

●その他
学習面談について
希望者には本科目スクーリング時に1・2年次テキスト科目およびスクーリング科目の相談を受け付けま
す。授業内で対応しますので作品を持参し担当教員まで申し出てください。
授業内で対応不可能な場合、スクーリング終了後の対応となります。なお、個人面談を希望される場合
は『学習ガイド』の「学習に関する対面相談」に従って申し込みしてください。
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洋画Ⅳ－2
コンポジション 科目コード： 62009S
2年次～配当年次

1単位数

なし履修の前提条件

洋画IV－2(コンポジション)a
開催日程：2019年11月30日（土）～ 2019年12月1日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

洋画IV－2(コンポジション)b
開催日程：2019年12月21日（土）～ 2019年12月22日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：30

洋画IV－2(コンポジション)c
開催日程：2020年1月11日（土）～ 2020年1月12日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

山河全*、藤部恭代、小林良一 他担当者

科目概要と到達目標

静物油彩（F15号）を2点描くことで近代絵画の成り立ちについて学習します。絵画は様々な造形要素か
ら作られています。構成やリズム、色や形、明暗のバランスや絵具の物質感など、絵画の造形的魅力は
尽きません。ここでは近代以降の絵画が歩んできた道を振り返りながら、絵画は平面造形であることを
確認していくことが目標です。

評価基準と成績評価方法

1.事前課題への取り組み
2.構成力
3.表現力（造形要素の理解）
4.授業への取り組み
授業への取り組みと成果物による総合評価

予習・復習

予習：airUシラバスまたはシラバス巻末資料「絵具と混色・筆とナイフ」、「コンポジション基礎」を
よく読んでおいてください。表現の要となる造形要素についてしっかりと理解し、実際に混色の練習と
筆やナイフによる絵具の置き方を練習しておきましょう。(8時間)

復習：受講後は、表現が単なるイメージではなく、絵具で物理的に構築していくものだということが理
解できると思います。その造形の可能性を活かし、様々な絵具の扱いを試し表現の幅を拡げてみてくだ
さい。この基礎演習の中にも自由制作へのヒントが潜んでいるはずです。(15時間)
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テキストと参考文献・URL

テキスト なし

参考文献・URL シラバス巻末資料「絵具と混色・筆とナイフ」「コンポジション基礎」

課題

●事前課題
補色による混色練習（赤と緑など5パターン）、F15号キャンバス2枚の下塗り（1枚は補色混色でできた
色、もう1枚は自由色によるもの）
裏面に学籍番号、氏名と「洋画IV-2」事前課題と記入のこと。初日に持参・提出のない場合は受講でき
ません。（事前課題の詳細・作例はairUシラバスの事前課題ページ、またはシラバス巻末 事前課題資
料編「洋画IV-2」で必ず確認するようにして下さい。）

●1日目・2日目の課題
・「キュビスム」をテーマにした油彩制作します。
絵画の構成的な要素をキュビスムから学びます。セザンヌからピカソへ引き継がれた絵画の造形性につ
いて学び、実習します。
・「フォービスム」をテーマにした油彩制作
描く対象を省略し平面化することや色彩の美しさを強調することで作られる造形の魅力について考え実
習します。

授業計画

●自宅学習
事前課題

●スクーリング
1日目
1講時　導入「キュビスム」構成研究　
2～4講時　油彩制作（補色の混色と白のみで制作）　
5講時　寸評

2日目
1講時　導入「フォービスム」構成研究　
2～4講時　油彩制作（マチエールと色面）
5講時　講評

受講にあたって

●持参物
「洋画IV-2」事前課題：下塗りしたF15号キャンバス2枚
油彩用具一式、中型ペインティングナイフ数本、スケッチブック（F10号以上）、木炭、鉛筆、キャン
バスクリップ4個、新聞紙、梱包材料(スクーリング後に画材、作品を発送する必要がある場合のみ。段
ボール箱、気泡緩衝材（エアキャップ）等。布ガムテープは大学で用意します)

●大型キャンバス事前送付指定期間（「大型キャンバスの事前送付について」を必ず読むこと）
a日程（京都）…11/26（火）～11/27（水）
b日程（東京）…12/17（火）～12/18（水）
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c日程（京都）…2020年1/7（火）～1/8（水）

●諸経費
諸経費の引き落としはありません。
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洋画Ⅴ－1
花 科目コード： 62010S
3年次～配当年次

2単位数

「洋画演習II-1」を合格済みであること。履修の前提条件

洋画V－1(花)a
開催日程：2019年4月20日（土）～ 2019年4月21日（日）,2019年4月27日（土）～ 2019年4月
28日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：20

洋画V－1(花)b
開催日程：2019年6月15日（土）～ 2019年6月16日（日）,2019年7月13日（土）～ 2019年7月
14日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥32,000、定員：25

洋画V－1(花)c
開催日程：2019年8月10日（土）～ 2019年8月13日（火）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：20

洋画V－1(花)s
開催日程：2019年4月20日（土）～ 2019年4月21日（日）,2019年8月12日（月）～ 2019年8月
13日（火）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：10

開講日程・
開講地・定員

川村悦子*、小枝繁昭、山河全、門川昭子　他担当者

科目概要と到達目標

本科目では新鮮な「花」をモチーフに、ドローイングやディスカッションを通して見ることの多様性を
体験し、作品制作を行います。前半は、花の観察や思考を手掛かりにドローイングを行い、それぞれの
考えや興味を探ります。また、グループ討論の場でそれらの内容を公開、意見交換の中でその多様性を
学びます。
後半は、前半での成果を手掛かりに“花を見る”ことから導きだされたテーマに基づき、F25号の自由
制作を行なうことで各自の視点を深めていきます。

評価基準と成績評価方法

1.発想力
2.表現力
3.授業の理解度
4.自由制作への発展性
事前課題に始まる授業への取り組みと制作姿勢、成果物による総合評価

予習・復習

予習：私たちはいつ頃から花を愛でるようになったのでしょう。あなたの暮らしの中で花はどのような
彩りを添えていますか。受講に先だち、事前課題を念頭に置き、花について考えを巡らせておきましょ
う。(8時間)
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復習：今回のスクーリングでは花を通して世界を考えました。花は様々なモチーフに置き換えることが
できます。スクーリングで学んだことを、これからの自由制作でも応用していきましょう。(15時間)

テキストと参考文献・URL

テキスト なし

参考文献・URL なし

課題

●事前課題
レポート「花について考えていること・花を通して見えてくるもの」（任意のA4レポート用紙、または
400字詰原稿用紙1,200字程度）

　私たちは、なぜ花を愛でるのでしょう。枯れ行くものと知りながら限りある美しさを楽しんだり、祝
いの時や別れの時などに想いを込める対象としたり、花咲く頃を待ちわび愛情を込めて世話をしたり
… 。あなたは花と向き合った時どんなことを考え、どんなことを感じますか？また、花を通じて世界
を見るとどんなことが見えてきますか？
スクーリングを受講される前に、先ずは心を真っ白にして“花”と向き合ってみましょう。そして、頭
の中でも花を巡る冒険に出かけてください。その過程で考えたことや感じたことをまとめ1200字程度の
レポートを作成して下さい。スクーリング初日に、そのレポートを基にそれぞれの“取り組み”と“考
え・感じた”ことを発表していただきます。

レポートには学籍番号、氏名と「洋画V-1」事前課題と記入のこと。初日に持参・提出のない場合は単
位認定されません。各自の考える花についてのレポートですので参考資料はありません。

●1日目～4日目の課題
本科目では新鮮な「花」をモチーフにF25号の制作を行います。
花の色やかたち、質感、構成様式といった造形的な観点だけではなく、様々な視点、距離、思考から
じっくりと花と向き合います。花を取り巻く歴史的文化や、日々の暮らしの中での関わりなど、できる
だけ多岐に渡り“花とは何か”を考察します。その体験の中から、各自の制作のテーマとなりうる問題
点を探り、F25号の作品を制作します。

授業計画

●自宅学習
事前課題

●スクーリング
＜前半＞
1日目
1～2講時　事前課題発表会、小講義、ドローイング導入　　
3～5講時　花（生花）のドローイング

2日目
1～2講時　ドローイング　続き　　
3講時　グループ討論　　　
4～5講時　「花」自由制作導入・相談
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＜後半＞
3日目
1～2講時　エスキース相談・油彩/アクリル制作（どちらでも可）　　　　　
3～5講時　油彩/アクリル制作

4日目
1～3講時　油彩/アクリル制作　　
4～5講時　全体作品講評会

●フォローアップ
以下の日程で「フォローアップ」を開催します。学習の補助として、必要な方は参加してください。申
込不要、自由参加。
洋画V-1(花)a：2019年4月29日（月・祝）9:30～13:50
洋画V-1(花)b：2019年7月15日（月・祝）9:30～13:50
洋画V-1(花)c・s：2019年8月14日（水）9:30～13:50

受講にあたって

●持参物
1日目・2日目
「洋画Ⅴ-1」事前課題：レポート（任意のA4レポート用紙、または400字詰原稿用紙1,200字程度）
ドローイング用に水彩、アクリル、クレパス、木炭、コンテ、ペン等、描画材料は自由。スケッチブッ
ク、クロッキー帳など基本的な用紙材料は準備してください。必要であればカメラなど。（携帯電話の
カメラ機能でも可）
・生花、使用する紙（画用紙全紙サイズ）数枚は大学で用意します。
・ドローイングの内容により支持体や描画材料の選択も異なりますので、授業を進めながら必要に応じ
て購買等で準備することも可能です。

3日目・4日目
F25号キャンバス、油彩用具一式（アクリル絵具可）、木炭、前半で制作したドローイング、ウエス、
新聞紙、梱包材料など。
・乾いていないキャンバスを持ち帰る際、もう1枚余分のキャンバスとキャンバスクリップがあると便
利です。
・生花は大学で用意します。生花ですので必ずしも前回と同じ種類であるとは限りません。

●大型キャンバス事前送付指定期間（「大型キャンバスの事前送付について」を必ず読むこと）　
a日程（京都）…後半：4/23（火）～4/24（水）
b日程（東京）…後半：7/9（火）～7/10（水）
c日程（京都）…前半：8/6（火）～8/7（水）
s日程（京都）…後半：8/6（火）～8/7（水）

●諸経費
実習費：2,500円（生花・画用紙全紙サイズ3枚）
・スクーリング終了後、指定口座より引き落としいたします。
・金額は変更になる場合があります。
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洋画Ⅴ－2
人 科目コード： 62011S
3年次～配当年次

2単位数

「洋画演習II-1」を合格済みであること。履修の前提条件

洋画V－2(人)a
開催日程：2019年5月18日（土）～ 2019年5月19日（日）,2019年6月8日（土）～ 2019年6月9
日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥32,000、定員：25

洋画V－2(人)b
開催日程：2019年5月25日（土）～ 2019年5月26日（日）,2019年6月15日（土）～ 2019年6月
16日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：20

洋画V－2(人)c
開催日程：2019年10月12日（土）～ 2019年10月15日（火）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：20

洋画V－2(人)s
開催日程：2019年5月25日（土）～ 2019年5月26日（日）,2019年10月14日（月）～ 2019年10
月15日（火）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：10

開講日程・
開講地・定員

川村悦子*、一居孝明、富士篤実、酒巻洋一、小林良一　他担当者

科目概要と到達目標

本科目では「人」をテーマにしたF25号制作をします。いにしえより、「人」は絵画の大きな主題を占
めていました。画家たちは人を描くことで人について考えます。今日の私たちは人と向き合うなかでど
のような作品が描けるのでしょうか。現代を生きる私たちにとって、人とは何なのでしょう。そこから
各々が考える「人」をテーマとして制作を進めていきます。
また、現代の美術では制作プロセスも多様です。本科目では、場合によってはカメラによる取材を取り
入れ、その可能性を探ります。
前半は事前課題や取材を通してそれぞれにとっての「人」について考え、アイデアスケッチをし、考え
を具現化していきます。
後半は前半のプランスケッチを基に作品を制作し、油絵具あるいはアクリル絵具等を用いて表現の実際
を学びます。

評価基準と成績評価方法

1.発想力
2.表現力
3.授業の理解度
4.自由制作への発展性
事前課題に始まる授業への取り組みと制作姿勢、成果物による総合評価
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予習・復習

予習：なぜ人物は描かれ続けてきたのでしょうか。それぞれの体験や記憶、日々の暮らしや愛、悲し
み、喜びといった心の広がり等を手がかりにして、「人」についての考察を様々な視点から深め、事前
課題を作成しましょう。(15時間)

復習：ここで探った人やその心の問題は、人物画題だけに留まらずさまざまな題材に置き換え探求すべ
きテーマへと広がります。スクーリングで学んだことを、これからの自由制作でも応用していきましょ
う。(15時間)

テキストと参考文献・URL

テキスト なし

参考文献・URL テキスト「技法と表現」-表現の可能性・第10章、第11章参照

課題

●事前課題
①「人」をテーマに各自の人にまつわるスケッチやクロッキー、各自の取材写真・画家の作品資料を通
して本課題のプランスケッチを作成してみましょう。用紙は八つ切り画用紙２枚です。プランスケッチ
の描画材料は自由です。
②①で作成したプランスケッチについて、視点、創意工夫点など作成する上で留意した事を、任意のA4
レポート用紙または400字詰原稿用紙に記述して下さい。（800字程度）
プラン裏面とレポートには学籍番号、氏名と「洋画V-2」事前課題と記入のこと。初日に持参・提出の
ない場合は単位認定されません。また、事前課題の参考例はありません。

●1日目～4日目の課題
「人」をモチーフにF25号の作品を制作します。
幅広い視点から、人そのもの、人のいる空間、人に関わる物や事柄などに題材を求め、人の何をテーマ
にするのかを探ります。“人物画”の概念を取り外し、できるだけ身近な体験の中から探求すべき問題
点を探り、合わせて画面空間をどのように創るのか、その造形性についても学びます。

授業計画

●自宅課題
事前課題①②

●スクーリング
＜前半＞
1日目
1～2講時　事前課題発表、小講義、導入
3～4講時　取材・エスキース相談
4～5講時　プランスケッチからエスキースへ

2日目
1～2講時　エスキース制作　
3～5講時　エスキース制作
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＜後半＞
3日目
1～5講時　油彩・（アクリル絵具）制作　

4日目
1～3講時　油彩・（アクリル絵具）制作　
4～5講時　作品全体講評合評

●フォローアップ
以下の日程で「フォローアップ」を開催します。学習の補助として、必要な方は参加してください。申
込不要、自由参加。
洋画V-2(人)a：2019年6月10日（月）9:30～13:50
洋画V-2(人)b：2019年6月17日（月）9:30～13:50
洋画V-2(人)c・s：2019年10月16日（水）9:30～13:50

受講にあたって

●持参物
1日目・2日目
「洋画Ⅴ-2」事前課題：①プランスケッチ、②レポート
スケッチ、エスキース用品(水彩絵具、アクリル絵具、パステル他、描画材料は自由)、必要であればカ
メラなど（携帯電話のカメラ機能も可）。
・ドローイングの内容により支持体や描画材料の選択も異なりますので、授業を進めながら必要に応じ
て購買等で準備することも可能です。
・使用する紙（画用紙全紙サイズ）は大学で用意します。

3日目・4日目
F25号キャンバス、油彩用具一式（アクリル絵具可）　
前半2日間で制作したドローイングおよびエスキース、ウエス、新聞紙、梱包材料(スクーリング後に画
材・作品を発送する必要がある場合のみ。ダンボール箱、気泡緩衝材（エアキャップ）等。布ガムテー
プは大学で用意します)
・乾いていないキャンバスを持ち帰る際、もう1枚キャンバスとキャンバスクリップがあると便利で
す。

●大型キャンバス事前送付指定期間（「大型キャンバスの事前送付について」を必ず読むこと）
a日程（東京）…後半：6/4（火）～6/5(水)
b日程（京都）…後半：6/11（火）～6/12(水)
c日程（京都）…前半：10/8（火）～10/9（水）
s日程（京都）…後半：10/8（火）～10/9（水）

●諸経費
実習費：300円（画用紙全紙サイズ3枚）　
・スクーリング終了後、指定口座より引き落としいたします。
・金額は変更になる場合があります。

●その他
面談について
本科目スクーリング受講時に面談を行います。洋画コース専門教育科目の学習を進める上での疑問や
困っていることなどがある場合、面談時に相談も受け付けます。また、3年次テキスト科目の課題を持
参された場合は、面談時に講評も受けられますので、活用してください。
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洋画Ⅴ－8
構想 科目コード： 62025S
3年次～配当年次

2単位数

「洋画演習II-1」を合格済みであること。
テーマ設定や発想の手掛かりをつかむことが難しいと思われる方は、 「洋画V-1（花）」
「洋画V-2（人）」スクーリングを先に受講してください。また、本科目を受講する場合は3
年次配当のテキスト科目「洋画演習III」に着手している、あるいはその直前が望ましいで
しょう。

履修の前提条件

洋画V－8(構想)a
開催日程：2019年6月29日（土）～ 2019年6月30日（日）,2019年7月20日（土）～ 2019年7月
21日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：20

洋画V－8(構想)b
開催日程：2019年11月30日（土）～ 2019年12月1日（日）,2020年1月11日（土）～ 2020年1
月12日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：20

開講日程・
開講地・定員

川村悦子*、一居孝明、小枝繁明　他担当者

科目概要と到達目標

本科目では、自由制作における「発想」→「構想」→「作品制作」を模擬体験します。テーマの発見、
エスキースへの展開からF25号油彩（またはアクリル）の完成までを、個別相談をはさみ、順を追って
進めるなかでそれぞれの方向を探ります。

評価基準と成績評価方法

1.発想力
2.表現力
3.授業の理解度
4.自由制作への発展性
事前課題に始まる授業への取り組みと制作姿勢、成果物による総合評価

予習・復習

予習：この授業では各自の発想を大切にして、自由制作を進める中で構想を練っていきます。自由制作
では作者の積極性が必要になってきます。制作の第一歩として、興味を持ったものや描きたいものを取
材し、資料を集めてファイリングしておいてください。その上で事前課題を作成しましょう。(15時間)

復習：制作を経て日常生活を見直すと、今までと違った物の見方ができているでしょう。授業内で養っ
た独自の視点をもってドローイングやスケッチをくり返し、主題の探求を続けてください。あわせて
「洋画演習III-1」「洋画演習III-2」の項に目を通してください。(15時間)
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テキストと参考文献・URL

テキスト なし

参考文献・URL テキスト[洋画を学ぶ2]-表現の可能性・第10章、第11章参照

課題

●事前課題
①自由制作エスキース2点（画用紙8～10号）
②レポート「自由制作について考えていること」（任意のA4レポート用紙または400字詰原稿用紙　800
字程度）

①はこれまで自分が制作した作品や最も気になる事物、好きな画家の作品などをヒントに自由に発想し
たエスキース2点（画用紙8～10号）と考え制作しましょう。その考え方についての②レポート（800
字）を記述することで、絵画制作が進めやすくなります。
事前課題では自分なりに描きたい作品の画面構想を練ってみます。モチーフ探しなど必要な取材を行っ
て、いくつかプランスケッチを作り、合わせて考え方をメモしていきましょう。
次いで、いくつかのプランスケッチの中から作品にしたいものを選んでエスキースを作ります。考え方
のメモを見直しながら整理してレポートにまとめていきます。2点についてまとめてもそれぞれについ
て書いても構いません。

エスキース裏面とレポートには学籍番号、氏名と「洋画V-8」事前課題と記入のこと。初日に持参・提
出のない場合は単位認定されません。また、事前課題の参考例はありません。

●1日目～4日目の課題
本科目では、個人別テーマでF25号の作品を制作します。
探求すべきテーマの設定、教材や必要とする資料はあらかじめ準備しておきましょう。

授業計画

●自宅学習
事前課題①②

●スクーリング
＜前半＞
1日目
1～3講時　導入、小講義、事前課題発表
3～4講時　エスキース相談、制作
5講時　エスキースからF25号キャンバス制作準備

2日目
1～4講時　油彩（またはアクリル絵具）制作　
5講時　講評、後半に向けたアドバイス

＜後半＞
3日目
1講時　中間発表、見直し
2～5講時　油彩（またはアクリル絵具）制作　
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4日目
1～3講時　制作　
4～5講時　講評会

●フォローアップ
以下の日程で「フォローアップ」を開催します。学習の補助として、必要な方は参加してください。申
込不要、自由参加。
洋画V-8(構想)a：2019年7月22日（月）9:30～13:50
洋画V-8(構想)b：2020年1月13日（月・祝）9:30～13:50

受講にあたって

●持参物
1日目・2日目
「洋画V-8」事前課題：①エスキース2点、②レポート
取材資料/これまで制作した作品から最も重要と思う作品写真1～2点（持参が難しい場合は2L以上の写
真）、ファイル（制作の第一歩として、興味を持ったものや描きたいものを取材し、資料を集めてファ
イリングしたもの）、作家の参考作品の写真、アイデアスケッチなど制作を進めるための資料（多め
に）、F25号キャンバス、油彩用具一式（アクリル絵具可）、エスキース描画材一式、新聞紙、梱包
材、屋外制作の準備（屋外にモチーフを求める場合）

3日目・4日目
F25号キャンバス・油彩用具一式（アクリル絵具可）、前半で制作したエスキース、ウエス、新聞紙、
梱包材料など。
・乾いていないキャンバスを持ち帰る際、もう1枚余分のキャンバスとキャンバスクリップがあると便
利です。

●大型キャンバス事前送付指定期間（「大型キャンバスの事前送付について」を必ず読むこと）
a日程（京都）…前半：6/25（火）～6/26（水）、後半：7/16（火）～7/17(水)　
b日程（京都）…前半：11/26（火）～11/27(水)、後半：2020/1/7（火）～1/8(水)

●諸経費
諸経費の引き落としはありません。
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洋画Ⅴ－9
抽象 科目コード： 62026S
3年次～配当年次

2単位数

「洋画演習II-1」を合格済みであること。履修の前提条件

洋画V－9(抽象)a
開催日程：2019年7月6日（土）～ 2019年7月7日（日）,2019年8月3日（土）～ 2019年8月4日
（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：20

洋画V－9(抽象)b
開催日程：2019年10月19日（土）～ 2019年10月20日（日）,2019年11月9日（土）～ 2019年
11月10日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥32,000、定員：20

開講日程・
開講地・定員

川村悦子*、相見節子、山河全　他担当者

科目概要と到達目標

本科目ではF25号の抽象絵画に挑戦します。
抽象絵画とは何かと一言では言えませんが、今日、絵画表現の幅を広げてきたのは、既製の枠にとどま
らず、新たな見方、捉え方を模索し続けた先人の志でした。この授業では、抽象表現に取り組んだ作家
たちの足跡を追って、彼らの表現の転機を探るとともに、様々な表現実験を通して皆さん一人一人が表
現の領域を広げることを目指します。

評価基準と成績評価方法

1.発想力
2.表現力
3.授業の理解度
4.自由制作への発展性
事前課題に始まる授業への取り組みと制作姿勢、成果物による総合評価

予習・復習

予習：西洋画の歴史の中で抽象絵画と言われる表現が現れたのは比較的最近のことです。事前課題を通
して、いくつかの作品をピックアップし、近現代絵画史の流れ、及び背景を調べておきましょう。また
具象的な表現でも色や形、絵肌などに主張がある作品も見られます。(15時間)

復習：皆さんが普段扱うモチーフを、例えば色彩や形態、物質感を中心にとらえてみるなど、今後の制
作の中に生かしてみましょう。(15時間)

テキストと参考文献・URL

テキスト なし

参考文献・URL なし
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課題

●事前課題
①レポート「抽象画を1点選んで画家と制作の背景を調べる」（任意のA4用紙または400字詰原稿用紙　
800字程度）
②選んだ作品を引用し、10号サイズ画用紙に着彩ドローイングを1点制作する
③F25号パネルに綿布を張り、ジェッソ下塗りを1点制作する（後半日程の初日に持参）

事前課題に取り組むにあたって
選ぶ「抽象画」は、あなたにとっての「抽象画」で構いません。冒頭で述べたように、「これが抽象画
です」とはなかなか言い切れないのと同様に、人によって受け止め方も異なります。
あなたはこれまでどんな抽象画に出会いましたか。それはどんな出会いでしたか。人との出会いのよう
に気が合いそうだったり、ちょっと苦手だったり、なんだか素敵と思っても付き合ったらそれほどでも
なくて、逆に変な人と思っていたけど奥の深い人もいるでしょう。分かる分からないは置いておいて、
なんだか気になる、つまり仲良くなってみたい抽象絵画を1点選んで、ある人物のプロフィールを調べ
るように、その作品の生まれた背景を調べてレポートにしてください。
また、先人の作品に触発されたり、仲間同士で刺激を受けたりする中で表現のあり方が変化すること
は、美術に限らず、文学や音楽でもよくみられることです。選んだ1点の成り立ちを調べ、あるいは想
像して部分なり全体を、またあるいは考え方を、各々の制作に応用してみてください。複数枚制作して
そこから1点選べるとなお良いと思います。作ったものはぜひ、全て持参してください。
ドローイングとレポートには学籍番号、氏名と「洋画Ⅴ-9」事前課題と記入のこと。初日に持参・提出
のない場合は単位認定されません。パネルは裏面に同様に記入し、後半日程（3日目）の初日に持参し
てください。
（事前課題③のパネル製作と下地塗りについては、airUシラバスの事前課題ページ、またはシラバス巻
末資料「V-9」で必ず確認するようにしてください。）

●1日目～4日目の課題
F25号の抽象作品を制作します。
絵画は「何か」が描かれた平面であると同時に、絵具という物質が広がり併置された表面であると言わ
れます。新たな表現を模索し続けた先人にならって絵具や素材の質感を考えて、スクーリング前半では
絵画が持つ素材感、マチエールを中心に実験を試みます。後半ではそれらの成果物から各自の興味を絞
り込んで、油彩かアクリル絵具で作品を1点制作します。

授業計画

●自宅学習
事前課題①②③

●スクーリング
＜前半＞
1日目
1講時　事前課題発表会、小講義、課題説明
2～4講時　ドローイング実験（オートマティズムと素材研究）／フロッタージュ、ドリッピング、コ
ラージュ等
5講時　応用、エスキース制作

2日目
1～2講時　研究発表（各自の焦点の絞り込み、事前課題との付き合わせ）
3～4講時　エスキース相談・制作、パネル制作と下地塗りの手順紹介
5講時　エスキース決定
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＜後半＞
3日目
1～2講時　エスキース中間発表、エスキース見直し　
3～5講時　油彩（あるいはアクリル絵具による）制作

4日目
1～3講時　油彩（あるいはアクリル絵具による）制作
4～5講時　講評会

●フォローアップ
以下の日程で「フォローアップ」を開催します。学習の補助として、必要な方は参加してください。申
込不要、自由参加。
洋画V-9（抽象）a：2019年8月5日（月）9:30～13:50
洋画V-9（抽象）b：2019年11月11日（月）9:30～13:50

受講にあたって

●持参物
1日目・2日目
「洋画V-9」事前課題：①レポート、②ドローイング
ドローイング用品（素材実験用としてアクリル絵具、ポスターカラー、ジェッソ、墨汁、クレパス等自
由に選択して持参してください）、筆、刷毛、スポイド、ボロ布、絵具皿、空き瓶、使い捨てビニール
手袋、エプロン
・ドローイングの内容により支持体や描画材料の選択も異なりますので、授業を進めながら必要に応じ
て購買で準備することも可能です。
・25号サイズ段ボール・布・紙・マチエール素材等は大学で用意します。

3日目・4日目
「洋画V-9」事前課題：③布張り、ジェッソの下塗りをしたF25号パネル
油彩道具もしくはアクリル絵具一式（他、必要に応じた画材や用具を教員と相談の上持参）・新聞紙・
梱包材料(スクーリング後に画材・作品を発送する必要がある場合のみ。ダンボール箱、気泡緩衝材
（エアキャップ）等。布ガムテープは大学で用意します)
・油彩を使用の場合は乾いていないキャンバスを持ち帰る際、もう1枚キャンバスとキャンバスクリッ
プがあると便利です。　
・マチエール素材等は大学で用意します。

●大型キャンバス事前送付指定期間（「大型キャンバスの事前送付について」を必ず読むこと）
a日程（京都）…後半：7/30（火）～7/31（水）
b日程（東京）…後半：11/5（火）～11/6（水）

●諸経費
実習費：600円（綿布、用紙代等）
・スクーリング終了後、指定口座より引き落としいたします。
・金額は変更になる場合があります。
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卒業制作（洋画）
科目コード： 62091S

4年次～配当年次

6単位数

卒業制作1～2：前年度までに卒業制作着手要件を充足し、卒業制作着手の許可を受けている
こと。
卒業制作3～6：申込までに「卒業制作3～6」の履修の前提条件を充足していること。（「注
意事項」および『コースガイド』pp.8～9参照）
※卒業制作1～6は受講までに各事前課題に取り組むこと。

履修の前提条件

卒業制作1(A日程)
開催日程：2019年5月3日（金）～ 2019年5月4日（土）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：なし

卒業制作1(B日程)
開催日程：2019年5月3日（金）～ 2019年5月4日（土）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：なし

卒業制作2(A日程)
開催日程：2019年7月27日（土）～ 2019年7月28日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：なし

卒業制作2(B日程)
開催日程：2019年8月10日（土）～ 2019年8月11日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：なし

卒業制作3(A日程)
開催日程：2019年10月5日（土）～ 2019年10月6日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：なし

卒業制作3(B日程)
開催日程：2019年10月5日（土）～ 2019年10月6日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：なし

卒業制作4(A日程)
開催日程：2019年11月23日（土）～ 2019年11月24日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：なし

卒業制作4(B日程)
開催日程：2019年11月23日（土）～ 2019年11月24日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：なし

卒業制作5(A日程)
開催日程：2019年12月7日（土）～ 2019年12月8日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：なし

卒業制作5(B日程)
開催日程：2019年12月7日（土）～ 2019年12月8日（日）

開講日程・
開講地・定員
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開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：なし

卒業制作6(A日程)
開催日程：2020年1月25日（土）～ 2020年1月26日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：なし

卒業制作6(B日程)
開催日程：2020年2月8日（土）～ 2020年2月9日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：なし

開講日程・
開講地・定員

川村悦子*、奥田輝芳、山河全、由井武人、山本努　他担当者

科目概要と到達目標

「卒業制作1」
立体からの展開…イメージやテーマを立体化し、それをモチーフとして平面作品へと展開します。
自宅で制作する50号自由制作に向けてのエスキース相談をします。

「卒業制作2」
課題講評・卒業制作のエスキースの制作とプレゼンテーション
50号自由制作2点の合評と卒業制作のエスキース発表（プレゼンテーション）を行います。

「卒業制作3」
卒業制作とポートフォリオの相談
卒業制作に向けての計画を詰め画面に取りかかります。ポートフォリオ・副論作成の相談を行います。

「卒業制作4」
卒業制作と副論の相談
合評を経て画面構想を見直し、制作を進めます。ポートフォリオとプレ副論（副論の草稿段階）を持参
し、相談・確認を行います。

「卒業制作5」
制作を進めます。ポートフォリオとプレ副論（副論の草稿段階）を持参し、相談・確認を行います。
ポートフォリオと副論の提出前最終チェックをします。

「卒業制作6」
卒業制作最終提出と撮影、及び展示準備
作品の完成度を高め撮影・提出後、卒業制作展展示の準備を行います。

※卒業制作着手にあたっては、3年次の自由制作はもちろんのこと、1、2年次の制作からの発見を振り
かえり、それぞれが探究すべきテーマを探ります。あわせて授業内で行われる発表や意見交換を通して
自作を客観的に見直し、卒業制作へとつなげます。

評価基準と成績評価方法

「卒業制作1」 立体・平面制作を通してのテーマ理解
「卒業制作2」 各自のテーマのプレゼンテーションと50号自由制作から卒業制作への展開
「卒業制作3・4」 卒業制作画面への造形化と表現、ポートフォリオ・副論の取り組み度
「卒業制作5」 卒業制作展の最終評価および展示を前提とした進捗度
「卒業制作6」 卒業生制作提出作品及び展示作品の完成度
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提出物の総合評価

予習・復習

予習：卒業制作は自宅での制作と大学での授業を相互に連関して進められていきます。その時その時の
発見や気付きを書き留めるなど、自分だけの制作ノートを作ってみるようにしましょう。
各スクーリングには事前課題が課されていますので、よく確認するようにしてください。事前課題の持
参・提出が無い場合、スクーリングの単位認定はされません。(45時間)

復習：前半にはテキスト第1課題の50号制作、卒業制作後半には100号の制作が伴います。スクーリング
時間が短い分、自宅での制作が卒業制作本体の質をたかめるために大変重要です。スクーリングで得た
評価やアドバイスを振り返り、しっかりと制作を進めるようにしましょう。(適宜充分な時間)

テキストと参考文献・URL

テキスト なし

参考文献・URL なし

課題

「卒業制作1」
【内容】
卒業制作に先立ち、身近な素材を用いてそれぞれのイメージやテーマに沿った立体作品を自宅で事前課
題として制作し、その立体作品をもとに10号の油彩を制作します。それを絵（平面）に描くことで各自
のテーマを見直すとともに、今後の制作への手がかりを探っていきます。

●「卒業制作1」事前課題
①「各自のテーマから30㎝立方に収まる立体制作」をし、スクーリング初日に持参して下さい。
②「洋画演習IVの50号のエスキース2点」を制作しスクーリング初日に持参して下さい。
①は梱包の箱、②は裏面に学籍番号、氏名と「卒業制作1」事前課題と記入のこと。初日に持参・提出
のない場合は単位認定されません。（事前課題の詳細・作例は必ずairUシラバスの事前課題ページ、ま
たはシラバス巻末 事前課題資料編「卒業制作」で必ず確認するようにして下さい）

「卒業制作2」
【内容】
洋画演習IV第一課題の50号油彩をプレ卒制作品として持参し、100号に向けての合評を行います。同時
に卒業制作2事前課題の100号エスキース2点とプレゼン用の資料を用い、各自のプレゼンテーションを
行い100号へ向けての具体的な相談を行います。

●「卒業制作2」事前課題
①「卒制100号1点目のエスキース2点以上」を制作し、スクーリング初日に持参して下さい。
②「100号のプレゼンテーション用の資料」を作成し、スクーリング初日に持参して下さい。
①は裏面、②は外装に学籍番号、氏名と「卒業制作2」事前課題と記入のこと。初日に持参・提出のな
い場合は単位認定されません。（事前課題の詳細・作例は必ずairUシラバスの事前課題ページ、または
シラバス巻末 事前課題資料編「卒業制作」で必ず確認するようにして下さい）

「卒業制作3」
【内容】
卒業制作2以降に描いた卒業制作100号1点目を持参し講評を行うとともに、2点目に向けたエスキース相
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談を行います。同時に持参した事前課題のポートフォリオ材料と副論の下描きを元に、洋画演習IV-2の
提出に向けた相談を行います。

●「卒業制作3」事前課題
①「卒制100号2点目のエスキースを数点制作」し、スクーリング初日に持参して下さい。
②「ポートフォリオ材料となる3年次以降の課題や自由制作の写真を撮影してプリントアウト（2L～
キャビネ版程度）」し、スクーリング初日に持参して下さい。
③「副論相談用の文章を作成」し、スクーリング初日に持参して下さい。
①は裏面、②③はそれぞれ外装に学籍番号、氏名と「卒業制作3」事前課題と記入のこと。初日に持参
・提出のない場合は単位認定されません。（事前課題の詳細・作例は必ずairUシラバスの事前課題ペー
ジ、またはシラバス巻末 事前課題資料編「卒業制作」で必ず確認するようにして下さい）

「卒業制作4」
【内容】
卒業制作100号の制作と指導を行い、同時にポートフォリオの最終相談、及びプレ副論を提出し、最終
副論完成への指導を行います。

●「卒業制作4」事前課題
①「ポートフォリオ（未完成でも）を相談を経たキャプションやファイリングをした形式」に仕上げス
クーリング初日に持参して下さい。
②「副論を1,200字程度のプレ副論」として作成し、スクーリング初日に持参して下さい。
各底面又は裏面に学籍番号、氏名と「卒業制作4」事前課題と記入のこと。初日に持参・提出のない場
合は単位認定されません。（事前課題の詳細・作例は必ずairUシラバスの事前課題ページ、またはシラ
バス巻末 事前課題資料編「卒業制作」で必ず確認するようにして下さい）

「卒業制作5」
【内容】
卒業制作100号2点の制作と指導を行い完成を目指します。同時にポートフォリオと副論の完成をめざし
最終チェックを行います。

●「卒業制作5」事前課題
①「完成させたポートフォリオ」をスクーリング初日に持参して下さい。
②「完成させた副論」をスクーリング初日に持参して下さい。
各底面又は裏面に学籍番号、氏名と「卒業制作5」事前課題と記入のこと。初日に持参・提出のない場
合は単位認定されません。（事前課題の詳細・作例は必ずairUシラバスの事前課題ページ、またはシラ
バス巻末 事前課題資料編「卒業制作」で必ず確認するようにして下さい）

「卒業制作6」
【内容】
卒業制作100号2点を提出、及び展示できるよう完成させ、最終審査の後、図録用の写真撮影と額装、梱
包を行います。

●「卒業制作6」事前課題
①卒業制作100号2点を最終審査を受けられるよう完成させスクーリング初日に持参して下さい。
②「額装用の仮縁や木枠を準備」し持参して下さい。（必要な工具や釘、ビスなども含む）
100号や木枠は必ず梱包用材に「2019年度通信洋画卒業制作」と記入すること。初日に持参・提出のな
い場合は単位認定されません。（事前課題の詳細・作例は必ずairUシラバスの事前課題ページ、または
シラバス巻末 事前課題資料編「卒業制作」で必ず確認するようにして下さい）
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授業計画

●自宅学習
「卒業制作1～6」の指定された事前課題

●スクーリング
「卒業制作1」（5月）
1日目　卒業制作説明、10号油彩制作
2日目　制作続き、50号自由制作相談　講評

 「卒業制作2」（7・8月）
1日目　50号自由制作（2点）合評、エスキース相談
2日目　卒業制作プラン、エスキース発表（プレゼンテーション）個別相談

「卒業制作3」（10月）
1日目　エスキース相談・副論相談・制作
2日目　エスキース相談・ポートフォリオ相談・制作

「卒業制作4」（11月）
1日目　卒業制作中間合評、制作
2日目　制作、ポートフォリオ・副論作成と指導

「卒業制作5」（12月）
1日目　制作、ポートフォリオ・副論最終チェック
2日目　制作

「卒業制作6」（1月）
1日目　最終制作、卒業制作審査（出品作品選定）、総評
2日目　撮影、卒業制作展展示についての説明、額付け、梱包、ミーティング

 ●フォローアップ
以下の日程で「フォローアップ」を開催します。学習の補助として、必要な方は参加してください。申
込不要、自由参加。
「卒業制作1」
A日程（京都）：5月5日（日）9:30～13:50
B日程（東京）：5月5日（日）9:30～13:50

「卒業制作2」
A日程（京都）：7月26日（金）13:20～17:40
B日程（東京）：8月9日（金）13:20～17:40

「卒業制作3」
A日程（京都）：10月4日（金）13:20～17:40
B日程（東京）：10月4日（金）13:20～17:40

「卒業制作4」
A日程（京都）：11月22日（金）13:20～17:40
B日程（東京）：11月22日（金）13:20～17:40

「卒業制作5」
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A日程（京都）：12月6日（金）13:20～17:40
B日程（東京）：12月6日（金）13:20～17:40

「卒業制作6」
A日程（京都）：2019年1月24日（金）13:20～17:40
B日程（東京）：2019年2月7日（金）13:20～17:40

受講にあたって

●持参物
「卒業制作1」（5月）
卒業制作1事前課題：①立体作品、②50号自由制作（「洋画演習IV」第1課題）のエスキース2点）
※airUシラバスの事前課題ページ、またはシラバス巻末 事前課題資料編「卒業制作1」参照。
筆記用具、F10号キャンバス（地塗りの有無は自由）、油彩・描画用具（各自必要なもの）、木炭、ク
ロッキー帳（スケッチブック）、ウエス、新聞紙、梱包材料(スクーリング後に画材・作品を発送する
必要がある場合のみ。ダンボール箱、気泡緩衝材（エアキャップ）等。布ガムテープは大学で用意しま
す)

「卒業制作2」（7・8月）
卒業制作2事前課題：①100号のエスキース2点、②卒業制作にむけてのプレゼン用資料集
50号自由制作作品2点、エスキース制作のための用具
※持参するエスキースや資料は、プレゼンテーションに備えて大きめのものを用意してください。

「卒業制作3」（10月）
卒業制作3事前課題：①100号2点目のエスキース2点、②ポートフォリオ用写真プリント、③副論草稿
卒業制作用キャンバス、エスキース、制作用具一式、ポートフォリオの材料（作品写真）、副論の草
稿、新聞紙、梱包材料(ダンボール箱、紐など100 号キャンバスが梱包できるもの）

「卒業制作4」（11月）
卒業制作4事前課題：①制作中のポートフォリオ、②プレ副論
制作中の卒業制作作品、エスキース、制作用具一式、ポートフォリオとプレ副論（クリアファイルに入
れた状態で持参）、新聞紙、梱包材料(ダンボール箱、紐など100 号キャンバスが梱包できるもの）

「卒業制作5」（12月）
卒業制作5事前課題：①ポートフォリオ、②副論の完成品
制作中の卒業制作作品、エスキース、制作用具一式、ポートフォリオと副論の完成品（クリアファイル
に入れた状態で持参）、新聞紙、梱包材料(ダンボール箱、紐など100 号キャンバスが梱包できるも
の）

「卒業制作6」（1月）
卒業制作6事前課題：①卒業制作100号2点、②額装用品一式（ネジ、箱、用具等含む）
卒業制作完成作品、額など展示に必要なもの、制作用具一式、新聞紙、梱包材料(ダンボール箱、紐な
ど100 号キャンバスが梱包できるもの）

●キャンバス事前送付指定期間（「大型キャンバスの事前送付について」を必ず読むこと）
「卒業制作2」A日程（京都）7/23（火）～7/24（水）、B日程（東京）8/6（火）～8/7（水）
「卒業制作3」A・B日程10/1（火）～10/2（水）
「卒業制作4」A・B日程11/19（火）～11/20（水）
「卒業制作5」A・B日程12/3（火）～12/4（水）
「卒業制作6」A日程（京都）2020年1/21（火）～1/22（水）、B日程（東京）2/4（火）～2/5（水）
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●諸経費
卒業制作6をB日程(東京開場)を受講する場合は、東京・外苑キャンパスから京都・瓜生山キャンパスへ
の作品送付費用が別途かかります。

注意事項

■受講について
卒業制作スクーリングは年2回の申し込みとなります。「卒業制作1～2」は春期（4～6月）、「卒業制
作3～6」は秋期（10～12月）の申込期間にスクーリングを申し込んでください。会場は各スクーリング
毎に選択することが可能です。
例：「卒業制作1」はA日程（京都）、「卒業制作2」はB日程（東京）等。
※「卒業制作1～2」を受講済みであっても「卒業制作3～6」申込時点で「卒業制作3～6」履修の前提条
件を満たせない場合、後半へ進むことはできず、「卒業制作1～2」についても次年度以降に再度受講と
なります。
※卒業制作受講については『コースガイド』pp.8～9を必ず確認してください。

■先行募集時に申し込みされなかった場合は、追加募集の申込期間に申し込みをしてください。
追加募集の申込期間は以下のとおりです。受講を希望される場合は早めに申し込みをしてください。

・卒業制作1～卒業制作2
A日程（京都）、B日程（東京）ともに
申込期間：4/11（木）～4/27（金）必着

・卒業制作3～卒業制作6
A日程（京都）、B日程（東京）ともに
申込期間：9/10（火）～9/30（月）必着
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洋画演習Ⅰ－1
科目コード： 62601TW

1年次～配当年次

2単位数

なし履修の前提条件

提出順序の制約なし（ただし、第1課題合格後、第2課題提出が望ましい）履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着

課題提出期間

無単位修得試験

奥田輝芳*、相見節子、古野恵美子、水口裕務、西垣肇也樹、一居孝明、小牟田悠介、田中愛
子、小川万莉子　他　担当者

科目概要と到達目標

第1課題では「塊を描く」、第2課題では「私の靴」をそれぞれ鉛筆デッサンします。
スクーリング科目の「洋画I・II」と合わせて、観察を中心にしたデッサンを学んでいきます。この課
題では身近な画材である鉛筆を用い、大きな量感の把握や細部への興味や観察を深め描出することを目
指します。「見ることと描くこと」の基礎を十分に意識して学習してください。

評価基準と成績評価方法

第1課題
1.観察力
2.描出力（形態・量感・明暗・質感・空間等の理解）

第2課題
1.観察力
2.描出力（形態・量感・明暗・質感・空間等の理解）

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。

本科目の成績評価は全課題（2課題）の総合評価となります。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『デッサンと基礎』　

参考文献・URL
airUマイページ>カリキュラム一覧（シラバス）>「洋画演習I-1」>テキスト・教材
学習
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作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品提出用角筒に入れて一括送付
1.F10号スケッチブック（画用紙）から1枚（表面右下に学籍番号、氏名、科目、第
○課題、○回目提出を記載）
※水彩紙・ケント紙は不適当。紙はあまり薄くないもので、目の荒くないものが良
い。提出の際は必ずF10号と同サイズ（53×45.5cm）に切って制作すること。
2.“何を梱包したか”がわかるように梱包前のモチーフの写真（裏面に学籍番号、
氏名、科目、第○課題、○回目提出を記載）を添付。スナップ写真やデジタル写真
でも可。
3.添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
4.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

●提出注意事項
提出物の内容が守られていない場合は再提出となることがあります。
「洋画演習I-1」と「洋画演習I-2」は課題提出順序の制約はありませんが、絵画へ
の理解を深め円滑な学習を進めるうえで「洋画演習I-1」から「洋画演習I-2」の順
序（それぞれ第1課題提出後に第2課題を提出）で進めることが望ましいです（各課
題で十分な制作時間を設けてください）。

再提出物
（一括送付）

1.再提出作品（写真も含む）
2.再提出用添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
3.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【鉛筆デッサン「塊を描く」】　F10号サイズの画用紙

直方体または円筒を基本構造にもつ形態を布で梱包して鉛筆で描く。
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品提出用角筒に入れて一括送付
1.F10号スケッチブック（画用紙）から1枚（表面右下に学籍番号、氏名、科目、第
○課題、○回目提出を記載）
※水彩紙・ケント紙は不適当。紙はあまり薄くないもので、目の荒くないものが良
い。提出の際は必ずF10号と同サイズ（53×45.5cm）に切って制作すること。
2.“どんな靴か”（デザインや素材、色など）がわかるようにモチーフの写真（裏
面に学籍番号、氏名、科目、第○課題、○回目提出を記載）を添付。スナップ写真
やデジタル写真でも可。
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初回提出物
（一括送付）

3.添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
4.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

●提出注意事項
提出物の内容が守られていない場合は再提出となることがあります。
「洋画演習I-1」と「洋画演習I-2」は課題提出順序の制約はありませんが、絵画へ
の理解を深め円滑な学習を進めるうえで「洋画演習I-1」から「洋画演習I-2」の順
序（それぞれ第1課題提出後に第2課題を提出）で進めることが望ましいです（各課
題で十分な制作時間を設けてください）。

再提出物
（一括送付）

1.再提出作品（写真も含む）
2.再提出用添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
3.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【鉛筆デッサン「私の靴」】　F10号サイズの画用紙

「私の靴（片方）」をよく観察して鉛筆で描く。
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洋画演習Ⅰ－2
科目コード： 62602TW

1年次～配当年次

2単位数

なし
※本科目は「洋画演習I-1」履修後を想定し内容を設定しています。デッサンの技法を修得し
ておくことが必要ですので、可能な限り、「洋画演習I-1」を先に履修してください。

履修の前提条件

提出順序の制約なし（ただし、第1課題合格後、第2課題提出が望ましい）履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着

課題提出期間

無単位修得試験

奥田輝芳*、相見節子、古野恵美子、水口裕務、西垣肇也樹、一居孝明、小牟田悠介、田中愛
子、小川万莉子　他　担当者

科目概要と到達目標

第1課題で人物油彩「自画像」、第2課題で静物油彩「野菜・果物」を制作します。
スクーリング科目の「洋画I・II」と合わせて、「観察」を中心にしたデッサンを経て、歴史的な「油
彩画の成り立ち」について学んでいきます。この課題では油絵具という画材を体験し、絵具を使って
デッサンをするようなつもりで色彩による表現を探ります。「見ることと描くこと」の基礎を十分に意
識して学習してください。

評価基準と成績評価方法

第1課題
1.観察力
2.描出力（形態・量感・明暗・質感・空間・色彩等の理解）

第2課題
1.観察力
2.構成力
3.描出力（形態・量感・明暗・質感・空間・色彩等の理解）

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。

本科目の成績評価は全課題（2課題）の総合評価となります。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『デッサンと基礎』
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参考文献・URL
airUマイページ>カリキュラム一覧（シラバス）>「洋画演習I-2」>テキスト・教材
学習

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品提出用角筒に入れて一括送付
1.F10号キャンバス（必ず木枠からはずし、画面右下耳にマジックで学籍番号、氏
名、科目名、第○課題、○回目提出を明記）
※キャンバスにプラスチック製の釘が使用されているものは、木枠からはずしにく
いので不適当。
2.F10号スケッチブック（画用紙も可）からデッサン1枚（画面右下に学籍番号、氏
名、科目名、第○課題、○回目提出を明記）
※画用紙で提出する場合、必ずF10号と同サイズ（53×45.5cm）に切って制作する
こと。
3.添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
4.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

●提出注意事項
「洋画演習I-1」と「洋画演習I-2」は課題提出順序の制約はありませんが、絵画へ
の理解を深め円滑な学習を進めるうえで「洋画演習I-1」から「洋画演習I-2」の順
序（それぞれ第1課題提出後に第2課題を提出）で進めることが望ましいです（各課
題で十分な制作時間を設けてください）。
油彩は完全に乾いた状態で提出してください。乾燥には1～2週間程度必要です（乾
燥していない場合や、提出物の内容が守られていない場合は再提出となることがあ
ります）。

再提出物
（一括送付）

1.再提出作品
2.再提出用添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
3.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【人物油彩「自画像」】（※溶き油を使用しないこと）　F10号キャンバス

鏡を用い「自画像」をデッサンと油彩（※揮発性油、乾性油に溶き油を使用しないこと）で描く。
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品提出用角筒に入れて一括送付
1.F10号キャンバス（必ず木枠からはずし、画面右下耳にマジックで「学籍番号、
氏名、科目名、第2課題、○回目提出」を明記）
※キャンバスにプラスチック製の釘が使用されているものは、木枠からはずしにく
いので不適当。
2.添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
3.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

●提出注意事項
「洋画演習I-1」と「洋画演習I-2」は課題提出順序の制約はありませんが、絵画へ
の理解を深め円滑な学習を進めるうえで「洋画演習I-1」から「洋画演習I-2」の順
序（それぞれ第1課題提出後に第2課題を提出）で進めることが望ましいです（各課
題で十分な制作時間を設けてください）。
油彩は完全に乾いた状態で提出してください。乾燥には1～2週間程度必要です（乾
燥していない場合や、提出物の内容が守られていない場合は再提出となることがあ
ります）。

再提出物
（一括送付）

1.再提出作品
2.再提出用添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
3.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【静物油彩「野菜・果物」】　F10号キャンバス

「野菜・果物」を油彩で描く。
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洋画演習Ⅱ－1
科目コード： 62603TW

2年次～配当年次

2単位数

「洋画演習I－1」および「洋画演習I－2」を合格済みであること。履修の前提条件

提出順序の制約なし（ただし、第1課題合格後、第2課題提出が望ましい）履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着

課題提出期間

無単位修得試験

山河全*、城野愛子、藤部恭代、富士篤実、山本努、小林良一、酒巻洋一　他担当者

科目概要と到達目標

第1課題でドローイング「手」（50枚）、第2課題で鉛筆デッサン「囲まれた空間を描く」の合計2課題
を制作します。

「手」のドローイングでは、まず観察描写から始めます。クロッキーやデッサンで対象をよく観ること
で、形や質感の特徴を発見しできるだけ正確に表現する力を養います。また、鉛筆以外の様々な描画材
料を体験することで、表現の可能性を広げられるようになります。そして、画面の構図を考える、構成
を考える力がつきます。
「囲まれた空間を描く」では、身の回りにある「囲まれた空間」を鉛筆で描写します。ある程度の大き
さで奥行きに制限のある空間を描くことで、物と物の関係や間にある空間、質感の違いを意識し対象を
相対化させることができるようになります。微妙な空間を明暗で表現することで形を見つける面白さや
わずかな奥行きを表す楽しさを味わうことができるようになります。

評価基準と成績評価方法

第1課題
1. 観察力
2. 表現力（形態・量感・明暗・質感・空間等の理解）
3. 課題への取り組み時間

第2課題
1. 観察力
2. 表現力（形態・量感・明暗・質感・空間等の理解）
3. 課題への取り組み時間

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。

本科目の成績評価は全課題（2課題）の総合評価となります。
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テキストと参考文献・URL

テキスト 『デッサンと基礎』

参考文献・URL
『造形の基礎を学ぶ』
airUマイページ>カリキュラム一覧（シラバス）>「洋画演習II-1」>テキスト・教
材学習

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを絵画作品送付用平箱（F10号）に入れて一括送付
1.B3サイズクロッキー帳（表紙右下に「学籍番号、氏名、科目名、第○課題、○回
目提出」を明記）
2.添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
3.返却用宅配便着払い伝票（返送先明記）
※2、3は、クリアファイルに入れること。
●提出注意事項
提出物の内容が守られていない場合は再提出となることがあります。
可能な限り、課題提示順に着手・提出してください。合否を問わず、次課題への着
手・提出もできます（各課題で十分な制作時間を設けてください）。

再提出物
（一括送付）

1.再提出作品
2.再提出用添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
3.返却用宅配便着払い伝票（返送先明記）

課題の内容

【ドローイング「手」】

自らの「手」をモチーフとし、様々な形や表情を「手」のポーズや描画材料を替えながら50枚のドロー
イングで探ります。
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品提出用角筒に入れて一括送付
1.F10号画用紙1枚（画面裏右下に「学籍番号、氏名、科目名、第○課題、○回目提
出」を記載）
2.モチーフの写真（制作の光線と同じ状態でフラッシュなどを使用せずに撮影し、
2L程度にプリントしたもの（裏面に「学籍番号、氏名、科目名、第○課題、○回目
提出」を記載）
3.添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
4.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

●提出注意事項
提出物の内容が守られていない場合は再提出となることがあります。
可能な限り、課題提示順に着手・提出してください。合否を問わず、次課題への着
手・提出もできます（各課題で十分な制作時間を設けてください）。

再提出物
（一括送付）

1.再提出作品（写真を含む）
2.再提出用添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
3.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）
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課題の内容

【鉛筆デッサン「囲まれた空間を描く」】

身の回りにある「引き出し、物入れ、食器棚、おもちゃ箱、などなど」比較的小さな「囲まれた空間」
を鉛筆で描写します。
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洋画演習Ⅱ－2
科目コード： 62604TW

2年次～配当年次

2単位数

「洋画演習I－1」および「洋画演習I－2」を合格済みであること。履修の前提条件

提出順序の制約なし（ただし、第1課題合格後、第2課題提出が望ましい）履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着

課題提出期間

無単位修得試験

山河全*、城野愛子、藤部恭代、富士篤実、山本努、小林良一、酒巻洋一　他担当者

科目概要と到達目標

第1課題では「鏡面に映る自画像と室内風景」、第2課題では「建物のある風景」の計2点を制作します
（両課題ともにデッサンも行います）。
「鏡面に映る自画像と室内風景」では、みなさんが将来絵を描くための手がかりになる沢山のヒントを
見つけられます。具体的なものがゆがんだ鏡面に映る事で形が変容し、思いもよらない偶然の形や色を
発見することができます。また「建物のある風景」では今までのテキスト科目とは違い、屋外の大きな
空間を描きます。多くの描く対象があるときの目標の作り方、風景を通して何を表現したいのかを考
え、絵画のテーマについて考えるようになります。

評価基準と成績評価方法

第1課題
1.観察力
2.描出力（形態・量感・明暗・質感・空間・色彩等の理解）
3.構成力
4.表現力

第2課題
1.観察力
2.描出力（形態・量感・明暗・質感・空間・色彩等の理解）
3.構成力
4.表現力
以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。

本科目の成績評価は全課題（2課題）の総合評価となります。
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テキストと参考文献・URL

テキスト 『デッサンと基礎』

参考文献・URL
『造形の基礎を学ぶ』第2章「見る」ということ
airUマイページ>カリキュラム一覧（シラバス）>「洋画演習II-2」>テキスト・教
材学習

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品提出用角筒に入れて一括送付
1.F15号キャンバス（必ず木枠からはずし、画面右下耳にマジックで学籍番号、氏
名、科目名、第○課題、○回目提出を明記）
2.エスキース（F10号画用紙。モノクロームデッサンが望ましい。裏面に学籍番
号、氏名、科目名、第○課題、○回目提出を明記）
3.鏡面の設置状況が分かる写真1枚（デジカメプリント可。裏面に学籍番号、氏
名、科目名、第○課題、○回目提出を明記）
4.添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
5.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

●提出注意事項
可能な限り、課題提示順に着手・提出してください。合否を問わず、次課題への着
手・提出もできます（各課題で十分な制作時間を設けてください）。
油彩は完全に乾いた状態で提出してください。乾燥には1～2週間程度必要です（乾
燥していない場合や、提出物の内容が守られていない場合は再提出となることがあ
ります）。

再提出物
（一括送付）

1.再提出作品（エスキースと写真を含む）
2.再提出用添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
3.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【人物油彩「鏡面に映る自画像と室内風景」】

「鏡面に映る自画像と室内風景」を鉛筆デッサンと油彩で表現します。
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品提出用角筒に入れて一括送付
1.F15号キャンバス（必ず木枠からはずし、画面右下耳にマジックで学籍番号、氏
名、科目名、第○課題、○回目提出を明記）
2.エスキース（F10号画用紙。裏面に学籍番号、氏名、科目名、第○課題、○回目
提出を明記）
3.現場写真（デジカメプリント可。裏面に学籍番号、氏名、科目名、第○課題、○
回目提出を明記）
4.添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
5.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

●提出注意事項
可能な限り、課題提示順に着手・提出してください。合否を問わず、次課題への着
手・提出もできます（各課題で十分な制作時間を設けてください）。
油彩は完全に乾いた状態で提出してください。乾燥には1～2週間程度必要です（乾
燥していない場合や、提出物の内容が守られていない場合は再提出となることがあ
ります）。

再提出物
（一括送付）

1.再提出作品（エスキースと写真を含む）
2.再提出用添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
3.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【風景油彩「建物のある風景」】

自宅周辺にある「建物のある風景」を、現場で鉛筆デッサンと油彩で表現します。
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洋画演習Ⅲ－1
科目コード： 62605TW

3年次～配当年次

2単位数

「洋画演習II－1」および「洋画演習II－2」を合格済みであること。履修の前提条件

履修方法

郵送・窓口課題提出形態

1課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着

課題提出期間

無単位修得試験

川村悦子*、小枝繁昭、門川昭子、由井武人、藤部恭代担当者

科目概要と到達目標

各自の制作への視点を育む初めての自由制作I「発想」を2点描きます。描く対象を自分で探すところか
ら始まります。1、2年次で学んだことを基本に、表現探求の第一歩と考えて制作してください。
制作していく上で、対象に対して自身のものの見方やどの様な想いを抱いているのかを探るのが、本科
目の目的です。
ものの見方や想い、疑問はこれからの課題と考えて、テーマの発見へとつなげてください。

評価基準と成績評価方法

1.制作意図・発想力（作品、ノート）
2.造形性（構成・形、色、空間の扱い・画面の質の探究）
3.上記の総合的評価

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。

本科目の成績評価は課題の評価となります。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『技法と表現』

参考文献・URL
airUマイページ>カリキュラム一覧（シラバス）>「洋画演習III-1」>テキスト・教
材学習

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品提出用角筒（大）に入れて一括送付
1.F25号作品 2点
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初回提出物
（一括送付）

2.レポート（1回の提出につき801字以上1,200字以内　任意の400字原稿用紙：縦書
き3枚、ワープロ原稿の場合、任意のA4用紙横書き：文末に文字数記入。原稿用紙
の種類は問わない。）
3.添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
4.返送用宅配便着払伝票（返送先明記）
2.3.4は、クリアファイルに入れること。

●提出注意事項
・キャンバスは乾燥させてから木枠からはずし余白右下部分に「学籍番号、氏名、
科目名、第○課題」および2枚それぞれ描いた順にA、Bと記入し、画面を外に巻い
て角筒に入れ提出してください。作品裏面に天地を記入してください。25号、30号
等の平箱をお持ちの場合は、木枠のまま平箱に入れて提出することも可能です。
・必ず「元払い」で発送してください。返却時は「着払い」にて発送します。
・レポートは、添削指導評価書とともにクリアファイルに入れ、角筒に同封してく
ださい。
・角筒や平箱内に課題以外の作品を入れないでください。資料添付する場合は写真
やカラーコピーにし、レポートにホッチキス留めするなどして添付してください
（資料裏面に「学籍番号・氏名・科目名・第○課題」を明記すること）。また、教
員による面談指導なども行いますので希望される場合は『学習ガイド』の「対面相
談申込書」を使用し、申し込みを行ってください。

再提出物
（一括送付）

1.再提出作品と再提出用レポート（作品の規定と制作ノートの枚数は初回と同じ。
指定がない限り新しく制作した作品を提出。何回目の提出かを記入のこと）
2.前回提出のレポート
3.再提出用添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
4.返送用宅配便着払伝票（返送先明記）
※原則として再提出の場合は新作を提出します。ただし、変則的に加筆による再提
出や一点だけを再提出していただく場合があります。その時には添削指導評価書に
て指示します。

課題の内容

【自由制作I「発想」2点（F25号油彩-アクリル絵具使用可）および作品についてのレポート（801字
～1,200字以内）】
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洋画演習Ⅲ－2
科目コード： 62606TW

3年次～配当年次

2単位数

「洋画演習II－1」、「洋画演習II－2」を合格済みであること。
※本科目は「洋画演習III-1」を合格後を想定して課題を設定しています。可能な限り、「洋
画演習III-1」から履修してください。

履修の前提条件

履修方法

郵送・窓口課題提出形態

1課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着

課題提出期間

無単位修得試験

川村悦子*、小枝繁昭、門川昭子、由井武人、藤部恭代担当者

科目概要と到達目標

「洋画演習III-1」では自分のものの見方を探りました。「洋画演習III-2」ではそれに加えて鑑賞者を
意識した制作に取り組んでみましょう。あなたが作品に込めた想いが鑑賞者に伝わるためにはどのよう
な「表現」を選べば良いかを考えてみましょう。そのためにも制作意図の掘り下げ、表現技術の向上も
必要となります。2点の作品を描くことで制作意図を明らかにしていきましょう。

評価基準と成績評価方法

1.制作意図・表現力（作品、レポート）
2.造形性（構成・形、色、空間の扱い・画面の質の探究）
3.上記の総合的評価

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。

本科目の成績評価は課題の評価となります。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『技法と表現』

参考文献・URL
airUマイページ>カリキュラム一覧（シラバス）>洋画演習III-2>テキスト・教材学
習
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作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品提出用角筒（大）に入れて一括送付
1.F25号作品 2点
2.レポート（1回の提出につき801字以上1,200字以内　任意の400字原稿用紙：縦書
き3枚、ワープロ原稿の場合、任意のA4用紙横書き：文末に文字数記入。原稿用紙
の種類は問わない。）
3.添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
4.返送用宅配便着払伝票（返送先明記）
2.3.4は、クリアファイルに入れること。

●提出注意事項
・キャンバスは乾燥させてから木枠からはずし余白右下部分に「学籍番号、氏名、
科目名、第○課題」および2枚それぞれ描いた順にA、Bと記入し、画面を外に巻い
て角筒に入れ提出してください。作品裏面に天地を記入してください。25号、30号
等の平箱をお持ちの場合は、木枠のまま平箱に入れて提出することも可能です。
・必ず「元払い」で発送してください。返却時は「着払い」にて発送します。
・レポートは、添削指導評価書とともにクリアファイルに入れ、角筒に同封してく
ださい。
・角筒や平箱内に課題以外の作品を入れないでください。資料添付する場合は写真
やカラーコピーにし、レポートにホッチキス留めするなどして添付してください
（資料裏面に「学籍番号・氏名・科目名・第○課題」を明記すること）。また、教
員による面談指導なども行いますので希望される場合は『学習ガイド』の「対面相
談申込書」を使用し、申し込みを行ってください。

再提出物
（一括送付）

1.再提出作品と再提出用レポート（作品の規定と制作ノートの枚数は初回と同じ。
指定がない限り新しく制作した作品を提出。何回目の提出かを記入のこと）
2.前回提出のレポート
3.再提出用添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
4.返送用宅配便着払伝票（返送先明記）
※原則として再提出の場合は新作を提出します。ただし、変則的に加筆による再提
出や一点だけを再提出していただく場合があります。その時には添削指導評価書に
て指示します。

課題の内容

【自由制作II「表現」2点（F25号油彩-アクリル絵具使用可）および作品についてのレポート（801字
～1,200字以内】
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洋画演習Ⅳ
科目コード： 62607TX

4年次～配当年次

4単位数

前年度末までに卒業制作着手要件を充足し、卒業制作着手が許可されていること。履修の前提条件

第1課題合格後、第2課題提出履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

第1課題
【7/20締切分】07/11～07/20
第2課題
【1/20締切分】01/11～01/20
 郵送・窓口での提出は締切日必着

課題提出期間

無単位修得試験

川村悦子*、奥田輝芳、山河全、由井武人、山本努担当者

科目概要と到達目標

第1課題でテーマ研究（50号自由制作作品2点）を制作、第2課題でポートフォリオ（自作作品集ファイ
ル）・副論（自作制作レポート）を作成します。
第1課題は卒業制作前半に制作して7月度に提出、第2課題はスクーリングで教員の指導を受けながら作
成し、1月度に提出します。

評価基準と成績評価方法

第1課題
F50号自由課題2点…各自のテーマの掘り下げと造形力

第2課題
ポートフォリオ…作品集の体裁・編集と内容の精度
副論…制作ノートの体裁・文章表現力

－重要－
卒業制作ではテキスト科目の「洋画演習Ⅳ」（4単位）とスクーリング科目の「卒業制作1～6」（6単
位）合わせて10単位を一括認定します。従って課題の1つ、あるいはスクーリングの1つでも履修できな
ければ単位修得はできません。なお、成績通知書には「洋画演習Ⅳ」として全提出作品の総合評価が表
記されます（卒業制作が不合格になった場合、4年次配当科目全て再履修となります）。

提出物の総合評価

テキストと参考文献・URL

テキスト 『技法と表現』

参考文献・URL
airUマイページ>カリキュラム一覧（シラバス）>「洋画演習IV」>テキスト・教材
学習
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第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものをレポート提出専用封筒に入れて一括送付
1.F50号作品2点の写真各1枚（サイズは自由。ただし2L判～A4サイズの範囲内。写
真裏面に作品の天地と「学籍番号、氏名、科目名、第1課題AもしくはB」を記入す
ること。）
2.添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
3.400字程度の作品解説文
（原稿用紙：縦書き（※原稿用紙の種類は問わない）、ワープロの場合、任意のA4
用紙横書き：文末に文字数記入）
4.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手添付）

●提出留意事項
提出物の内容が守られていない場合は不備となることがあります。

再提出物
（一括送付）

再提出の機会なし

課題の内容

【テーマ研究「50号自由制作」】

自由制作作品2点（F50号油彩、アクリル可）および作品についての解説文（400字程度）
各自のテーマの掘り下げと表現力を高めるために、今まで培ったものを基に50号作品に挑戦します。
※提出物は作品写真（2点）と解説文です。作品は「卒業制作2」スクーリング時に持参します（詳細は
「卒業制作2」スクーリングを参照）。
※作品写真提出後、スクーリングに持参するまで加筆・修正は行なわないでください。

42019_62607_2/



第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品提出用大型封筒に入れて一括送付
1.ポートフォリオ　A4サイズ30穴バインダー、A4サイズクリアファイルで作品写真
30ページ分が目安です。
2.副論　1,601～2,000字。A4用紙縦向きまたは横書きにまとめる。原稿用紙の場合
も同様（原稿用紙の種類は問わない）。
3.添削指導評価書（『学習ガイド』巻末書式をコピーし必要事項を記入）
4.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）※1kgを超える場合
は返送用宅配便着払伝票（返送先明記）

●提出注意事項
提出物の内容が守られていない場合は不備となることがあります。

再提出物
（一括送付）

再提出の機会なし

課題の内容

【ポートフォリオ、副論】

ポートフォリオ作成…卒業制作までの作品を整理して編集、ファイルに収めます。
副論（制作ノート）…2,000字程度。各自の制作への考えを述べます。
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