
DGD ��：��-��：�� （�ｈ）
�日間　￥��,���

DGN ��：��-��：�� （�ｈ）
��日間　￥��,���DGM ��：��-��：�� （�ｈ）

��日間　￥��,���DGL �：��-��：�� （�.�ｈ）
��日間　￥��,���DGK �：��-��：�� （�.�ｈ）

��日間　￥��,���

DGI ��：��-��：�� （�ｈ）
��日間　￥��,���

DGO �：��-��：�� （�.�ｈ）
��日間　￥��,���

DGJ �：��-��：�� （�.�ｈ）
��日間　￥��,���DGI ��：��-��：�� （�ｈ）

��日間　￥��,���DGH ��：��-��：�� （�ｈ）
��日間　￥��,���DGG �：��-��：�� （�.�ｈ）

��日間　￥��,���DGF �：��-��：�� （�.�ｈ）
��日間　￥��,���

�：��-��：�� （�.�ｈ）
�日間　￥�� ,���DGEDGD ��：��-��：�� （�ｈ）

�日間　￥��,���DGC ��：��-��：�� （�ｈ）
�日間　￥��,���

�：��-��：�� （�.�ｈ）
�日間　￥��,���DGB�：��-��：�� （�.�ｈ）

�日間　￥��,���DGA

各クラスは�密対策のため定員制となっています。オンライン授 業 も開 催しますので、遠 方からの参 加 も可 能で
す。どちらのコ ースも様 々な作 品に触 れる事ができます。多くの作品を見ることで自分の現在の位置を把握し必
要な学習目標が立てられます。「デモスト」ありのコースでは近年の合格者の制作が見られ、勉強法や取り組み方
を合格者から聞くことができます。実技指導の他に正しい受験姿勢の確認もできるでしょう。芸 大 デ ザ イ ン

コ ー ス

高 �・高 卒

夜
オンライン

昼

前
期

石膏デッサン選択 構成デッサン選択 石膏デッサン選択 構成デッサン選択

色彩構成（B� 画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

石膏デッサン（芸大サイズ画用紙）

石膏デッサン（芸大サイズ画用紙）

立体構成〈粘土〉

立体構成〈粘土〉

石膏デッサン（芸大サイズ画用紙）

石膏デッサン（芸大サイズ画用紙）

石膏デッサン（芸大サイズ画用紙）

石膏デッサン（芸大サイズ画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

立体構成 〈紙〉

立体構成 〈粘土〉

石膏デッサン（芸大サイズ画用紙）

石膏デッサン（芸大サイズ画用紙）

石膏デッサン（芸大サイズ画用紙）

石膏デッサン（芸大サイズ画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

立体構成 〈紙〉

立体構成〈粘土〉

立体構成〈粘土〉

★デモスト　

★デモスト　

★デモスト　

色彩構成（B� 画用紙）色彩構成（B� 画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

立体構成〈粘土〉

立体構成〈粘土〉

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

立体構成 〈紙〉

立体構成 〈粘土〉
★デモスト　

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

★デモスト　

★デモスト　
色彩構成（B� 画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

立体構成 〈紙〉

立体構成〈粘土〉

立体構成〈粘土〉

色彩構成（B� 画用紙）

石膏デッサン（芸大サイズ画用紙）

立体構成 〈粘土〉

石膏デッサン（芸大サイズ画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

単体描写（B�画用紙）

幾何立体（紙）

大石膏デッサン（芸大サイズ画用紙）

大石膏デッサン（芸大サイズ画用紙）

大石膏デッサン（芸大サイズ画用紙）

幾何立体 〈粘土〉

立体構成 〈紙〉

単体描写 （B�画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

立体構成 〈粘土〉

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

幾何立体 〈粘土〉

立体構成 〈紙〉

単体描写 （B�画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

立体構成〈粘土〉

立体構成〈粘土〉

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

立体構成 〈紙〉
立体構成 〈粘土〉

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

構成デッサン（芸大サイズ画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

色彩構成（B� 画用紙）

立体構成 〈紙〉

立体構成〈粘土〉

立体構成〈粘土〉

   �/ ��  火

       ��   水

      ��  木

      �� 金

      ��  土

      ��  日

   �/ ��   火

       ��   水

      ��  木

      �� 金

      ��  土

      ��  日

        �  火

        �  水

      �  木

         �  金

         �  土

         �  日

      ��  水

      ��  木

      ��  金

      ��  土

      ��  日

      ��  火

      ��  水

      ��  木

      ��  金

      ��  土

      ��  日

    �/ �  火

    �/ �  月

         �  月

      ��  月

後
期

中
期

立体構成 〈紙〉 立体構成 〈紙〉

単体描写（B�画用紙）

色彩構成（B� 画用紙） 色彩構成（B� 画用紙）

幾何立体（紙）

立体構成 〈粘土〉

★デモスト　

立体構成 〈粘土〉
★デモスト　

★デモスト　

      ��  月

おすすめ 前期・中期・後期の昼の授業をまとめたパック商品は￥�,��� 円  お得 !!

★デモスト＝デモンストレーション

����/�/��　改訂




