美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン奈良
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

同じ物を描いても、おのおの感じとり方は違うもの
です。初めての方、新たな展開を探している方の講

楽しい洋画

弓手 研平

座です。静物、人物、風景、構想画と基本を学びな
がら個人の感性に合う画材と描き方で納得のゆくま

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：00〜12：00

14,520円

で取り組みます。

自然の美しい風景、身近な花、果物、野菜に出会っ
た時の感動を思うがままに描いてみませんか。初心

洋画（油彩・水彩）

吉田 隆

者から経験者まで構図、色彩の基礎をその人の個性
に合わせてご指導いたします。毎年春にグループ展

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

14,520円

を行います。とても好評です。

パース(透視図法)・鉛筆画・色と形など絵を描くため
の基礎を学びます。しっかり基礎を学ぶことによ

基礎から学ぶ透明水彩画教室

兼元 和美

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

15,180円

つきません。形の捉え方から始め、徐々に色々な画

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

材も用い、線や色や空間等様々な絵画要素の修得を

14：00〜16：00

25,080円

と。初めての方も大丈夫です。春と秋はスケッチに

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

も出かけます。絵画の基礎も学びながら描く豊かな

10：00〜12：30

16,830円

に丁寧に指導致します。すべて個別指導なので楽し

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

みながら一作毎に確実に力のついてゆく喜びを実感

13：00〜15：00

19,800円

感のある色彩の美しさのみならず、もう一度色の使

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

い方を学びたい方にもおすすめです。やさしく入る

13：00〜16：00

20,790円

り、思うままに古都の風景などを描くことができ、
その感動を透明水彩絵具を用いて表現していきま
す。
■体験レッスン あり

『ヌードデッサンは絵画制作の基本である』とはよ
く言われる事ですが、自己流のみではなかなか力が

はじめての裸婦デッサン

三待 成司

目指します。
■体験レッスン あり

静物、風景、人物と水彩画の幅広い表現を楽しむ講
座です。季節のモチーフや人物も基本からゆっくり

描くことの楽しみ

増田 妃早子

時間を共に過ごしましょう。
■体験レッスン あり

構図のとり方や色の出し方、遠近感等の基礎から始
め、小品から公募展出品の大作まで制作出来るよう

はじめての水彩画

髙橋 喜美子

出来ます。初心者も大歓迎です。生涯の楽しみを身
につけて下さい。

最近、魅力が見直されている水彩画。清々しい透明

たのしい水彩画

小柳 晟

ことができ、奥深い水彩画を楽しみましょう。

初心者の方は形の取り方や基本の塗り方から、経験
者の方はパースや構図の考え方など、各自の段階に

ステップアップ透明水彩画

黒川 しづこ

第4(水)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：30

9,900円

鉛筆で描いた線を生かしてふわっと軽い感じに仕上

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

げる事も出来ます。表現方法など、それぞれ個性に

10：45〜12：45

17,160円

合わせて、自由に描けるようになることを目標にス
テップアップしていただくお手伝いをさせていただ
きます。

色鉛筆を使って花や風景、動物等のモチーフをオリ
ジナル技法で描いていきます。基本は色を重ねて深
い色合いの厚みのある作品に仕上げていきますが、

色鉛筆アート

さがわ ちえみ

合わせ相談しながら作品を完成させます。準備が簡
単なので、初めての方でも気軽に始められます。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン奈良
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

色鮮やかなチョークアートを一緒に楽しみましょ
う。見本を見ながら下絵に沿って、色の付け方から
学んでいきますので、絵を描いたことがない方も安

〜かんたん！楽しい！〜
チョークアート

心してご受講いただけます。ご自分のインテリア
鳴海 愛子

ボードやご友人へのプレゼントに描いていたただく
のも。最近ではウエディングのウェルカムボード等

第3(木)

月1回 3ヵ月

18：00〜20：00

9,900円

も主流になっています。世界にたった一つだけの
チョークアートを作ってみませんか。
■体験レッスン あり

チョークアーティストとしての基礎の資格がとれま

チョークアート
〈資格取得コース〉

す。オイルパステルを使って、指でくるくる…美し
鳴海 愛子

いグラデーションと発色のよさが特徴のチョーク
アート。12回完結の資格取得コースです。受講後

第3(木)

月1回 1ヵ月

17：00〜20：00

7,150円

は、修了証を発行します。

クレヨンを使って写真で写したようにリアルで可愛

クレヨンでペットを描こう

市来 功成

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：15〜12：15

17,160円

姿態や表情の描き方を学びお一人お一人のオリジナ

第4(水)

全6回 6ヵ月

ル作品に仕上げます。何よりも猫を通して表現する

10：00〜12：00

16,500円

す。「絵を描くのは初めて」という方でも、簡単で

第2(水)

月1回 3ヵ月

素晴らしい作品に仕上がります。さあ、ご一緒にオ

13：00〜15：00

8,580円

いペットを描いてみませんか。
■体験レッスン あり

色々な画材、好きな画材を使って表現します。猫の

【新設講座】
ねこを描く

田嶋 香里

〈全6回〉

喜びを感じて欲しいです。

四季折々のモチーフや風景などわりばしでデッサン
をし、顔彩で色をつけてはがきや色紙に表現しま

わりばしで描くはがき絵・色紙

井上 裕子

リジナル作品を描いてみましょう。
■体験レッスン あり

カリグラフィーは、専用のペンを使ってアルファ
ベットを書く「西洋書道」。欧米では正式な招待
状、認定状はカリグラフィーで書くのが常識です。

カリグラフィー

木作(きさく) 輝代

グリーティングカードやカレンダーづくりを織りま
ぜながら、優雅なイタリック体、ゴシック体などを

第1(月)

月1回 3ヵ月

10：00〜12：00

8,250円

学びます。
■体験レッスン あり

カリグラフィーは、専用のペンを使ってアルファ
ベットを書く「西洋書道」。欧米では正式な招待
状、認定状はカリグラフィーで書くのが常識です。

カリグラフィー

丸池 由佳理

グリーティングカードやカレンダーづくりを織りま
ぜながら、優雅なイタリック体、ゴシック体などを

第3(水)

月1回 3ヵ月

18：00〜20：00

8,250円

学びます。
■体験レッスン あり

木版画の制作工程(彫り・刷り)の技術を使って作品を

【新設講座】
季節を彩る木版画

制作します。出来上がった作品を季節に合わせて
本荘 正彦

飾ったり、また、ハガキや一筆箋など生活の中で楽
しめるものづくりを目指します。初心者も経験者も

第2(木)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

9,900円

一緒に楽しめます。

〜京都の彫師・ 摺師に学ぶ〜
木版画

初めての方でも基本から丁寧に指導いたします。彫
河村 鐵兵

師・摺師の特別講師とともに、木版画の魅力を感じ
ていただけます。

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：30

17,160円

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：30

24,750円

■体験レッスン あり

基礎の写生から色々な技法の使い方、美しい岩絵具
での描写まで個々の進度に合った指導を致します。

鳥山武弘と描く日本画

鳥山 武弘

あなただけの世界を日本画の手法で楽しく表現しま
しょう。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン奈良
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

まったくの初心の方から、10年以上の経験者、又、
今までは油絵や水彩画を描かれておられた方まで、

日本画入門

三待 成司

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：30

17,160円

んか？墨一色の中に無限の「心の色」を感じさせて

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

くれます。初めての方は基礎から、経験者は墨の持

14：00～16：00

13,200円

幅広い方々がお互いに刺激を受けつつ、自分のペー
スで学んでおられます。
■体験レッスン あり

感動した風景を墨色を生かして1枚の絵にしてみませ

現代水墨画

山内 玄遠

ち味をより豊かに表現するテクニックを学びます。

はじめて描いてみたいという方から、磨きをかけて

水墨画

高橋 直人

公募展への入選をめざす方まで、四君子といわれる

第1・3(木)

蘭、竹、梅、菊からはじめ、花鳥、風景等へと進ん

10：00〜12：00

でゆき、毎回手本をもとに描いて添削します。書き

13：00〜15：00

直しのできない水墨画は集中力を養い、心のやすら

第2・4(木)

ぎをもたらします。

月2回 3ヵ月
14,520円

13：00〜15：00

■体験レッスン あり

日本画

高橋 直人

初めての方は基礎的な技法であるデッサンから、ま

第1・3(木)

た、本格的に実力をつけたい方はレベルに応じて学

10：00〜12：00

べます。本格的な水干絵具、岩絵具を使い、花鳥、

13：00〜15：00

人物、風景の写生、制作など、約3ヵ月で一枚の絵を

第2・4(木)

仕上げるようご指導いたします。

月2回 3ヵ月
14,520円

13：00〜15：00

墨彩画は水墨画に彩色を加えたものです。身辺の花
や物などの写生を根本として、短時間で描けるよう

墨彩画

高橋 直人

に、その人に応じた手本をもとにご指導してゆきま
す。

(木)

月4回 3ヵ月

13：00〜15：00

26,400円

■体験レッスン あり

3色ボールペンを使って、かんたん！かわいいイラス
トを描きましょう。普段使いのイラストで、日々を

かわいい！楽しい！ボールペンイラスト

田中 かよ

ちょっと楽しくかわいく。絵が苦手と思っている方
にも、気軽にぜひチャレンジしてもらいたいです。

第3(水)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：30

15,840円

(期間：1年)

【新設講座】
〜顔彩で描く花鳥画〜
可憐な花彩画

墨と顔彩で描くリアルな墨彩画です。はじめて絵を
森永 彩愁(もりなが さ

描く方から学べる内容の花々を描きます。主にグラ

第2(火)

月1回 3ヵ月

いしゅう)

デーションを美しく可憐に描き、次第に生物もそえ

13：30〜15：30

8,250円

る花鳥画です。わくわくする作品作りの教室です。

あっさり少ない筆遣いで、ほんわかやさしい「和の
イラスト」をはがきに描きます。和紙のにじみを活

鮎裕(あゆゆう)の「和のイラスト講座」

小杉 直子

かした独自の描き方をわかりやすく丁寧にお伝え致
します。オリジナル教材も充実しています。

第2(水)

月1回 6ヵ月

10：15〜12：15

16,500円

■体験レッスン あり

今までにない「お洒落で簡単な葉書き絵」です。毎
回、葉書きのほかにアイデアいっぱいのオマケつ

12の暦絵

澤田 ひとみ

第4(金)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

15,180円

んこです。彫り方は単純ですが、押し方やアイデア

第4(金)

月1回 3ヵ月

で劇的に変わります。日常的に使えるハンコを作っ

13：00〜15：00

6,930円

き。また、画題に沿った暮らしに役立つプチ情報も
大好評！
■体験レッスン あり

季節の花や行事をモチーフにした大人の消しゴムは

大人の消しゴムはんこ

澤田 ひとみ

て将来的には名刺や似顔絵も。

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン奈良
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

筆は、魔法の道具です。様々な感情を味わい深く表

書と画のハーモニー

安川 眞慈

現してみましょう。お好きな言葉とお地蔵様やふく

第4(月)

ろうなどの絵を調和させ、心安らぐ作品づくりを楽

13：00〜15：00

月1回 6ヵ月

しみます。初めての方も大歓迎。個性を大切にし、

第1(火)

15,180円

ていねいにご指導いたします。

15：30〜17：30

■体験レッスン あり

身近にある素材を見てかいた絵に、自分のことばを

はじめての絵手紙

島本 克子

自分の字で添えて絵手紙にし大切な人に届けます。

第3(火)

月1回 3ヵ月

13：15〜14：45

7,260円

方から楽しく学べます。積穂俳画のお手本を毎回1枚

第1(水)

月1回 3ヵ月

ずつ仕上げていきます。はがきや扇子にも応用がで

13：00〜15：00

12,540円

絵手紙のかき方、楽しみ方を丁寧に指導します。
■体験レッスン あり

俳画は四季折々の風物を少ない運筆で大胆に描く大
人の自由画です。基本的な筆法を中心に、初心者の

季節を描く積穂俳画

本田 翔穂

きます。
■体験レッスン あり

〈初級〉

減筆を省略による簡素な絵が俳画です。花鳥風月を

俳画
〈初級〉〈上級〉

池端 照穂

心のおもむくままに、自由に大胆に表現します。初

第1・3(月)

めての方はお手本を見ながら実技を学び、筆の運び

13：00〜14：30

方や彩色法をわかりやすく進めてゆきます。また扇
子、色紙、手紙などに活かすこともできます。

第1・3(火)
10：00〜11：30

■体験レッスン あり

月2回 3ヵ月
13,860円
〈上級〉
月2回 3ヵ月
15,180円

初めて彫刻刀を持つ方、ていねいにご指導いたしま
す。手、足から仏頭へと仏像彫刻の基礎を学び、釈

仏像彫刻

矢野 公祥

迦如来、聖観音と様々な仏像を彫ってゆきます。男
女問わずマイペースで楽しんでいただけます。

第1・2・4(日)

月3回 3ヵ月

9：30〜12：30

25,740円

■体験レッスン あり

はがきの片すみや贈り物ののし紙などに、手書きの

〜草花を描く〜
一光流

草花をひと筆で描いてみましょう。ほんの少しの時
梅田 佳良

間と、紙・水・顔彩絵具だけで心なごむひとときが
得られます。

心を伝える一筆画

■体験レッスン あり

第1(水)
第2(水)

月1回 3ヵ月

第4(水)

7,260円

10：00〜12：00

コミカルで可愛い似顔絵を描くコツを、絵が苦手な

たのしい似顔絵教室

たぱかん

方や初心者の方も楽しくわかりやすくお教えいたし

第1(月)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：00

8,250円

カメラはデジタルカメラでもOKです。初心者の方で

第4(水)

月1回 6ヵ月

も心で感じる作品が撮れるよう教室授業でご指導い

10：00〜12：00

16,500円

ます。
■体験レッスン あり

万葉集に歌われた大和路は今もその風景を色濃く残

〜万葉風景の美〜
写真教室

しています。レンズを通してその風景に迫ります。
上山 好庸

たします。
■体験レッスン あり

やさしい写真教室

森澤 保賢

思い出のその一瞬をカメラに収めませんか。デジタ

【講義】 第4(土)

ルカメラから各種のカメラの使い方、ポイントをわ

13：00〜15：00

5回 3ヵ月

【現地】 偶数月の第2(土)

13,750円

かりやすく楽しく指導します。
■体験レッスン あり

10：00〜12：00

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

