
 2021年後期講座　初回持参用具一覧表
※　持物には、所属クラス・氏名を忘れずにお書き下さい。
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＜大川先生＞
スケッチブック（A4又は４号程度）、
鉛筆HB〜2B、練り消しゴム、キャン
バス（F4）、ジェッソ、刷毛、描いてみ
たいモチーフ、描いてみたい写真、
模写したい図版、オリジナルのエス
キース等
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 ＜西村先生＞
各自、自主制作のための用具一式、モデルクロッ
キーの為の制作用具一式
例：キャンバス、水彩紙等(100号まで)、油彩・アク リ
ル・水彩絵具の用具一式、鉛筆、練り消しゴム、カッ
ター、クロッキー帳

A
・
B

※月曜夜間A・B共通で、この用紙の裏面に
「詳細持参用具」を掲載しています。ご確認ください。　→

＜古山先生＞
クロッキー帳（F6〜8号程度）、
F10号キャンバス、鉛筆、木炭、
練り消しゴム、筆（普段お使い
のもの）、フィクサチーフ、 油彩
又はアクリル用具一式
※今期よりキャンバスは個人で
調達。
※初参加の方：古山先生著「絵
画の教科書」及び、講師指定画
材を購入いただきます。

A

＜大川先生＞
鉛筆か木炭を選択してください(石膏
が初めての方は木炭推奨)
①鉛筆デッサン：木炭紙サイズ画用
紙、鉛筆４H〜6B
②木炭デッサン：木炭紙、木炭(伊研
360)、ガーゼ、芯ぬき
※①②共通で、練り消しゴム、プラ
スチック消しゴム、カッター、クロッ
キー帳(F8程度)、ティッシュペー
パー、擦筆、その他普段使っている
デッサン用具
※何枚か石膏をクロッキーしてから
デッサンに入ります。

A
・
B

＜坂口先生＞
スクールが用意する静物モチーフと組み合わせ
て描きたい写真資料（人物、風景、動物、建物…
等）
油彩の方：油彩用具一式、軟毛の筆(大、中、小+
面相筆)、硬毛の筆(大、中、小)、幅5cm位の刷
毛、油は、ペインティングオイル、もしくはリンシー
ドとテレピン
アクリルの方：アクリル用具一式、手持ちのナイロ
ン筆（大,中,小）刷毛
デッサンの方：鉛筆（4H〜6B)、または木炭(伊研
200,360,830等の柔らかい物)、練り消しゴム、カッ
ター、ガーゼ
※隔週の方はアクリル、初心者の方はデッサン
用具推奨

A
・
B

＜村山先生＞
コットン水彩紙ブロックタイプ（アルシュ細目またはウォターフォードホ
ワイト中目 推奨）、筆、透明水彩絵の具、アルミパレット（24色以上）、
鉛筆（F、HB、B程度)、練り消しゴム、プラスチック消しゴム、カッター、
ティッシュペーパー
出品用制作を行う方は、その他必要な水彩画材、クロッキー帳（F４程
度）を持参。
10号以上の制作は水張りが必要なので、パネル、水張りテープを持
参ください。

※AB共通で、この用紙の裏面に「詳細持参用具」を掲載しています。
ご確認ください。

火

B

＜大川先生＞
鉛筆か木炭を選択してください
(石膏が初めての方は木炭推奨)
①鉛筆デッサン：木炭紙サイズ画用紙、鉛筆４H〜
6B
②木炭デッサン：木炭紙、木炭(伊研360)、ガーゼ、
芯ぬき
※①②共通で、練り消しゴム、プラスチック消しゴ
ム、カッター、クロッキー帳(F8程度)、ティッシュペー
パー、擦筆、その他普段使っているデッサン用具
※何枚か石膏をクロッキーしてからデッサンに入りま
す。

＜出射先生＞
トレーシングペーパー（A4）と
スケッチブック（又は画用紙）６号程度
& 鉛筆、ペン、コンテ、練り消しゴムなど

B

 ５：絵の具などの汚れを拭き取る布 (ウエス)、新聞紙が必要な人はご持参ください。

＜遊馬先生＞
筆記用具、練り消しゴム、鉛筆3本（2H、HB、B）
※用紙はスクールにて販売します（画用紙またはケント
紙）。鏡もスクールのものを貸し出します。

 １：イーゼル・カルトン(画板)、水彩用筆洗バケツはアトリエに用意してあります。
 ２：こちらで用意した道具箱、専用の棚に置いていけます（※隔週夜間クラスは、原則としてクラス全体で使用する棚のみとなります）。
 ３：油彩制作後、石鹸等による筆の洗浄はできません。（排水を汚染してしまうため）
 ４：画用紙(木炭紙サイズ・B3サイズのみ)・木炭紙は教室で販売しております。

＜藤田先生＞
今までに制作した作品（油彩）1点　――　午前
自由制作のためのエスキース　――　午後
クロッキーブックまたはスケッチブック

土

＜西村先生＞1A
各自、自主制作のための用具
一式、モデルクロッキーの為の
制作用具一式
例：キャンバス、水彩紙等(100
号まで)、油彩・アク リル・水彩
絵具の用具一式、鉛筆、練り消
しゴム、カッター、クロッキー帳

＜布袋先生＞
筆記用具一式（主に午前中）
今現在持っているスケッチブック、クロッキー帳。そ
の他、今後必要なものは初日に説明します。
※クロッキー帳はスクールで販売しているので筆
記用具があれば初日はO.K.です。

＜古山先生>2A
スケッチブック(6号サイズ以上)
鉛筆(4B位)、練り消しゴム、透
明水彩か色鉛筆
※万年筆セットを当スクールで
販売します。
・セーラー筆DEまんねん
　1,000円
・セーラーコンバーター
  500円
・プラチナカーボンインク
  1,500円

＜真鍋先生＞
デッサン用具：鉛筆2H〜6B位、カッター、練り消し
ゴム、ガーゼ等(木炭も可)
着彩したい人：水彩用具又はパステル・色鉛筆等
※描いた作品を持ち帰るためのカルトン、袋等

A
・
B

＜大川先生＞2B
鉛筆か木炭を選択してください
(石膏が初めての方は木炭推奨)
①鉛筆デッサン：木炭紙サイズ画用
紙、鉛筆４H〜6B
②木炭デッサン：木炭紙、木炭(伊研
360)、ガーゼ、芯ぬき
※①②共通で、練り消しゴム、プラス
チック消しゴム、カッター、クロッキー帳
(F8程度)、ティッシュペーパー、擦筆、
その他普段使っているデッサン用具
※何枚か石膏をクロッキーしてからデッ
サンに入ります。

＜真鍋先生＞
デッサン用具：鉛筆2H〜6B位、カッター、練り消し
ゴム、ガーゼ等(木炭も可)
着彩したい人：水彩用具又はパステル・色鉛筆等
※描いた作品を持ち帰るためのカルトン、袋等

＜大見先生＞
デッサン用具: 木炭・鉛筆・コンテ等と、木炭紙・ス
ケッチブック・クロッキーノート等、練り消しゴム等。
スケッチブック・クロッキーノートは6〜10号程度。
アートスクールで販売している画用紙でも可。

＜藤田先生＞
エスキース用具
※クロッキーブックやスケッチブックは必ず持って
いること。描いて、手を動かして考えるようにする。

＜古山先生＞
クロッキー帳（F6〜8号程度）、
F10号キャンバス、鉛筆、木炭、
練り消しゴム、筆（普段お使い
のもの）、フィクサチーフ、 油彩
又はアクリル用具一式
※今期よりキャンバスは個人で
調達。
※初参加の方：古山先生著「絵
画の教科書」及び、講師指定画
材を購入いただきます。

＜真鍋先生＞
デッサン用具：鉛筆2H〜6B位、カッ
ター、練り消しゴム、ガーゼ等(木炭も
可)
着彩したい人：水彩用具又はパステ
ル・色鉛筆等
※描いた作品を持ち帰るためのカルト
ン、袋等

＜今井先生＞
初参加で初心者の方：「りんご」1個を描くことから始
めます。スケッチブック(F4〜F6)、鉛筆(2B,4B)、練り
消しゴム、カッター

経験者の方：各自制作の為の用具(経験者も基本の
デッサンからおさらいしても良いです)

自由制作：制作に必要な画材+資料

１クラス ２クラス 夜間クラス

月

＜出射先生＞
キャンバス（6〜10号）、油彩（又はアクリル絵の具）
色実験用のスケッチブック（又は小キャンバス（SMな
ど））

＜出射先生＞
木炭デッサン用具、木炭紙（MBM）、木炭（伊研
No.360、No.200、No.600のいずれかがお勧め）、練り
消しゴム、ガーゼ

＜出射先生＞
トレーシングペーパーA4（10枚くらい）、スケッチブッ
ク（又は画用紙）鉛筆、アクリル絵の具（又はガッ
シュ）

＜中尾先生＞
木炭(伊研 №360（柳）丸軸がおすめ)＋木炭紙（4枚）または、鉛筆（４H
〜6B）＋木炭紙サイズ画用紙、ガーゼ等の布、練り消しゴム、カッター、
クロッキー帳

＜古山先生＞
クロッキー帳（F6〜8号程度）、F10号キャンバス、鉛
筆、木炭、練り消しゴム、筆（普段お使いのもの）、
フィクサチーフ、 油彩又はアクリル用具一式
※今期よりキャンバスは個人で調達。
※初参加の方：古山先生著「絵画の教科書」及び、
講師指定画材を購入いただきます。

＜遊馬先生＞
筆記用具、練り消しゴム、鉛筆3本（2H、HB、B）
※用紙はスクールにて販売します（画用紙または
ケント紙）。鏡もスクールのものを貸し出します。

■その他、ご不明な点がございましたら右記までお問い合わせ下さい。 上野の森アートスクール　TEL：03-5817-2810　／FAX：03-3836-0066



月曜夜間クラス初日持参物

A クラス
▪ コットン水彩紙ブロックタイプ (4 号 )…（推奨：ウォーターフォード・ホワイト中目、またはアルシュ細目、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラングトン・プレステージ中目、ストラスモアインペリアル中目など）
▪ 筆…リス毛羽管筆 (1 号 ,3 号 )、セーブル ( イタチ毛 ) 丸筆 (6 号 )、ナイロン丸筆 (0 号 )、
　　　  羊毛絵刷毛 ( 穂の幅が 7cm以上のもの )
▪ 透明水彩絵の具 ( メーカー問わず )
　　　赤系…バーミリオン、オペラ、カドミウムレッド、ベリレンマルーン、トランスペアレントオレンジ
　　　青系…ウルトラマリン、セルリアンブルー、ターコイズブルー、
　　　黄系…イエローオーカー、レモンイエロー、パーマネントイエロー、ジョンブリアンNo.1
　　　緑系…テールベルト、パーマネントグリーンNo.2、サップグリーン、カドミウムグリーンディープ、
　　　　　　ペリレングリーンまたはシャドーグリーン
　　　紫系…パーマネントヴァイオレット
　　　茶系…バーントシェンナ、バーントアンバー、バンダイキブラウン
　　　白系…チャイニーズホワイト
▪ 不透明水彩絵の具…メーカー問わずチタニウムホワイトまたはパーマネントホワイト
▪ アルミパレット (24 色以上 )
▪ 鉛筆 (F,HB,B 程度 )
▪ 練り消しゴム、プラスティック消しゴム
▪ カッター
▪ ティッシュペーパー

B クラス
初心者・課題制作者は Aクラスと同様。
▪自主作品制作者はその他クロッキー帳 (F4 程度 )、必要な水彩画材を持参。10 号以上の制作は水張りが必要なので、
　パネル・水張りテープを持参のこと。

上野の森アートスクールは Twitter、LINE、YouTube、ブログで情報を発信しています。
それぞれ、「上野の森アートスクール」と検索すれば出てきます！

まずはホームページにアクセス！
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公式
ホームページ

▼　カリキュラムの詳細は、ホームページからでもご確認いただけます。　▼


