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●春期講習会 ●無料体験講座随時開催中 ●夏期講習会（8月）
8月(夏期講習期間中)は週単位の授業となります。
月謝制とは授業時間・料金が変わりますのでご注意ください。

●入試直前講習会（～3月中旬）
入試直前講習は週単位（または全日）での授業となります。
月謝制とは授業時間・料金が変わりますのでご注意ください。
（1，2年生は通常授業を行います。）

●夏期ＡＯ入試 ●公募推薦入試　●秋期ＡＯ入試

●私立大学オープンキャンパス開始 ●大学入試
　センター試験

●国公立大学
　2次試験（前期）

●国公立大学
　2次試験(中期・後期)

●国公立大学オープンキャンパス入試カレンダー

年間スケジュール

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １月 ２月 ３月１０月 １１月 １２月

●一般入試

※各々の予定は変更する場合があります。

合格者の声

Ｓ．Ｋさん　大阪市立工芸高校出身

2018年 金沢美術工芸大学 日本画専攻 合格

　私は浪人してから研究所に通い始めました。公立の志望校は金沢美術工芸大学に絞
り、描写と着彩に集中しました。どちらも、モチーフに苦手意識を持たないことを心
がけました。
　漠然と描いている頃より、課題が見えるようになると苦しく感じると思いますが、
過度に反省して落ち込まず、何が苦手なのかを箇条書きにして、一つ一つ潰していく
といいと思います。１年は長いので煮詰まる時もありますが、とにかく続けることが
大切です。これだけ描いてきたというのが試験本番で自信になると思います。

Ｍ．Ｙさん　和歌山県立橋本高校出身

2018年 東京学芸大学 中等教育教員養成課程 合格
現役
合格

　私は関東の大学を受験するにあたって、様々な石膏像を描いておく必要がありまし
た。以前通っていた絵画教室のでは「関西には石膏像を出題する大学は無いため、勉
強するのはむずかしい」と言われていました。
　しかしなんば美術研究所には、入試対策に十分な種類の石膏像が用意されており、
実力ある先生方のもと、入試当日まで思い残すことなくデッサンの練習に励むことが
できました。学科試験はあまり振るわなかったのですが、その後も夢のために前向き
に取り組むことで、憧れていた大学に合格することができました。満たされた環境の
中で全力で絵を描くことが出来た受験の期間はとても充実していたと、今、改めて思
いました。

［F15号・アクリル］

　　Ｙ．Ｒさん　大阪府立桜塚高校出身

2018年 多摩美術大学 油画専攻 合格
現役
合格

　私がなんば美術研究所に通い始めたのは三年生の夏休みからでした。
　それまでは学校の近くにある画塾で鉛筆デッサンを習っていたくらいで、しっかり
と受験の対策をした事が無く、木炭すら触ったことが無い状態でした。
　そんな素人同然の私の、東京にある美大に行きたいという身の丈に合わない目標を、
先生達は否定することなく真摯に向き合ってくれました。
　絵の具や木炭等の画材に慣れる事からスタートし、ある程度扱えるようになると、
実際の試験に近い時間配分やテーマを用いて制作する練習に入りました。描いている
間もアドバイスをくれ、毎回の講評もどうなればもっと良くなるのかを真剣に考えて
行ってくれたので、毎回の制作がとても為になりましたし、楽しかったです。

２０１９年
なんば美術研究所

　本研究所は芸大・美大を志す人の夢や希望をかなえるために、制作に没頭できるより良い環境の提供をモットーとしています。
　毎年たくさんの方々が芸大・美大に入学します。その卒業生は年間１万人以上です。しかし、芸大・美大と一口に言っても、受験
形式は多種多様です。多くの大学入試でデッサンが課されますが、そのモチーフは石膏であったり、自分の手であったり、様々なも
のを卓上に配置するなど学部や専攻によって違いがあります。そのため、各大学の出題に伴った傾向と対策が必要となり、ただやみ
くもにデッサンをするだけでは合格への近道とは言えません。大学によってはホームページや冊子に試験の出題内容や合格作品を掲
載していますが、その採点の基準を詳しく載せているところはほとんどありません。ここに独学で芸大・美大に進む難しさがありま
す。受験合格者の入試再現作品や参考作品に直に接し、見る目を養なうことや、周りの受験生と切磋琢磨し制作した作品に対して、
指導者からの的確なアドバイスを受ける必要があります。
　「デッサンが受験に必要なのはわかったけれど、何から始めていいかわからない。」「センスが無いと美大に合格できないのだろ
うか？」等々、芸大・美大を目指す方々の疑問や質問に答え、志望校合格のサポートができれば幸いです。また、定期的に無料体験
授業を行っています。見学や相談などいつでも気軽になんば美術研究所にお越しください！

○充実した制作環境   
        ○多様な進路に対応するカリュキュラム
               ○柔軟な受講システム

［木炭紙サイズ・木炭］

［木炭紙サイズ・透明水彩］



[囲みデッサン・木炭紙サイズ・鉛筆・12時間][石膏デッサン・木炭紙サイズ・鉛筆・12時間]

[石膏デッサン・木炭紙サイズ・鉛筆・7時間][構成デッサン・B3・鉛筆・4時間] [卓上デッサン・B3・鉛筆・4時間]

[細密デッサン・B3・鉛筆・12時間] [構成デッサン・B3・鉛筆・4時間] [イメージデッサン・木炭紙サイズ・木炭，ペン・6時間]

[手とモチーフによる構成デッサン・51.5×51.5㎝・鉛筆・7時間] [自画像デッサン・B3・鉛筆・4時間]

[卓上着彩・B3・透明水彩・7時間]

[卓上デッサン・51.5×51.5㎝・鉛筆・7時間]

[石膏デッサン・木炭紙サイズ・木炭・7時間]
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その他授業作品

講師紹介

松尾望生(まつおのぞみ)
大阪府立桜塚高等学校卒業

京都市立芸術大学彫刻専攻３回生

矢野瑞季(やのみずき)
大阪府立泉陽高等学校卒業
京都市立芸術大学日本画専攻４回生

大阪府立大手前高等学校卒業
京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻(日本画)修了
代々木ゼミナール大阪南校芸大美大コース講師５年勤務
[主な個展]
2010.09　天音堂ギャラリー(大阪)
2011.07　天音堂ギャラリー(大阪)
2013.12　ぎゃらりいホンダ（大阪）
[主なグループ展]
2012.05　Gallery Amrita -2012Amrita6Selection-（大阪）
2012.12　マサゴ画廊クロッキー会ミケランジェロ10人展(大阪)
2014～2018　筆屋ギャラリー「墨で描く」（大阪）
2017～2018　なんば美術研究所グループ展
[主な活動]
2012　NHK連続テレビ小説『カーネーション』絵画指導担当

松江英利 (まつえひでとし)

[模刻・粘土・６時間]

[マチエール研究によるパピエ・コレ]

[模刻・粘土・６時間]

[ケント紙，ストロー，針金・3時間][ケント紙・3時間]

[ケント紙，割り箸・3時間] [ケント紙・3時間]

[スチレンボード，ミラー紙・3時間]

[スチレンボード，ミラー紙・3時間]

[ケント紙，りんご・3時間]

[ケント紙，竹ひご・3時間]

[ケント紙・12時間][ケント紙・12時間][カラーケント紙・2時間]

品
作
業
授
の
他
の
そ

[自画像・B3・色鉛筆・6時間] [模写・木炭紙サイズ・アクリル・12時間] [パッケージデザイン・ケント紙・アクリル・12時間]

[写真模写・B3・アクリル・15時間][ポスタリゼーションによる着彩・B3・不透明水彩絵具・12時間][有色下地着彩・B3・アクリル・６時間]

[立体による色彩構成・B3・不透明水彩絵具・6時間] [人物課題]

[色見本制作][アニメーション背景指導講座]



鉛筆デッサン用具

❶カルトン※

❷クロッキー帳※

❸羽根ぼうき

❹デスケル(B判)※

❺目玉クリップ

❻消しゴム

❼練り消しゴム

❽カッターナイフ

❾鉛筆(３Ｂ～３Ｈ)

木炭デッサン用具

❶カルトン

❷クロッキー帳

❸食パン

❹ガーゼ

❺練り消しゴム

❻消しゴム

❼羽根ぼうき

❽目玉クリップ

❾カッターナイフ

❿鉛筆(３B～３H)

⓫計測棒

⓬木炭

⓭芯抜き

⓮デスケル(D判)

⓯フィキサチフ

1

1

2

2

3
4

4

5

5

6

6

7

3

9

9

10

11
12131415

8

8

色彩構成用具

❶カルトン※

❷クロッキー帳※

❸木製パネル※

❹雑巾

❺筆洗

❻霧吹き

❼コンパス

❽刷毛

❾筆

❿絵皿

⓫三角定規 (方眼入り)

⓬直定規(50cm以上)

⓭水張りテープ※

⓮紙パレット※

⓯アクリル絵の具
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立体構成用具（複合素材）

❶カッターマット

❷コンパス

❸三角定規(方眼入り)

❹直定規(50cm以上)

❺カッターナイフ

❻はさみ

❼マスキングテープ※

❽木工用ボンド

❾接着剤(カネダイン)※
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これから実技を始める人に、各課題の基本的な画材道具を紹介します。これら以外に課題に応じて必要になるものもありますが、ま
ずは以下のものを揃えましょう。画材道具以外にカルトンなどを持ち運ぶためのカルトンバッグも必要です。※印の付いている用具
と画用紙、ケント紙は研究所内で販売します。画材の良し悪しで作品の完成度や上達スピードも変化します。自分にあった道具を見
つけ、大切に扱うようにしましょう。　　

木炭は直径８ｍｍ程度のヤナギ(やわらかい)のものにしましょう。
木炭紙サイズを１枚制作するのに、食パン１、２枚程度を使います。

鉛筆はそれぞれ複数本ずつ用意し、特によく使うＨB,B ,２B の鉛
筆は５,６本ずつ揃えましょう。練り消しゴムは黒くなったら新し
いものにかえましょう。

アクリル絵の具はターナー社製のアクリルガッシュ絵具１８色以上
をお勧めします。紙パレットはＭサイズ以上の大きさを用意しまし
ょう。筆は平筆、丸筆を大中小複数本用意しましょう。

カルトンの描画面ではない面をカッターマットの代わりにして
も構いません。木工用ボンドは速乾性のものをおすすめします。
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合格再現作品 画材道具一覧
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[京都市立芸術大学・B3・鉛筆・４時間]

[京都市立芸術大学・B3短辺正方形・不透明水彩絵具・３時間]

[京都市立芸術大学・紙粘土・３時間]

[東京学芸大学 中等教育教員養成・木炭紙サイズ・木炭・４時間]

[金沢美術工芸大学 日本画・B3・透明水彩・７時間] [金沢美術工芸大学 日本画・B3・鉛筆・７時間]

[尾道市立大学 美術学科・B3・不透明水彩絵具・６時間]

[尾道市立大学 美術学科・B3・鉛筆・６時間] [広島市立大学 デザイン工芸・51.5㎝×51.5㎝・鉛筆・７時間] [広島市立大学 デザイン工芸・51.5㎝×51.5㎝・不透明水彩絵具・７時間]

[多摩美術大学 油画・木炭紙サイズ・木炭・６時間] [多摩美術大学 油画・Ｆ15・アクリル・６時間]

[大阪芸術大学 デザイン・B3・不透明水彩絵具・３．５時間][大阪芸術大学 舞台芸術・B3・透明水彩絵具・３時間] [成安造形大学 デザイン・B3・鉛筆・４．５時間]
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入学規定

＜授業料について＞
・授業料は月謝制です。授業料は消費税を含みます。
・夏期講習会(8月)と入試直前講習会(1,2,3月。但し基礎高1・2年生は除く)は週単位の講座になりますので、
　授業料は変わります。
・入学金は10,800円（税込）です。前年度からの継続生は入学金免除となります。
・個人使用の画材、教材、課外授業費は授業料には含みません。
＜授業日について＞
・月に４週間分の授業日を開講をします。詳細は入学後にお渡しするスケジュール表にてご確認ください。
＜授業料返金について＞
・月途中でのコース変更に伴い、授業料に差額が生じた場合は、差額分はお支払いいただくか、または返金い
　たします。
・授業欠席、途中退学による授業料の返金はいたしません。
・AO入試、推薦入試、一般入試等合格に伴い、月途中で退学される場合は授業料は返金いたしません。
・入学手続き完了後、新学期開始前の3/30までに大学・大学校に合格された方から、入学辞退のお申し出があ
　った場合は 、お支払いいただいた授業料・入学金の全額を返金いたします。
＜学費のお支払いについて＞
・毎月27日に口座振替にてお支払いください。
＜遅刻・欠席・授業振替について＞
・遅刻・欠席される場合は事前にお知らせください。
・授業欠席に対する振替は事前にお知らせください。
＜制作作品及び授業風景の写真について＞
・入学後、各自が制作した作品やその写真、授業風景の写真などは、本研究所のHPまたはパンフレット等で使
　用する場合があります。
＜個人情報の保護に関するお取り扱いについて＞
・なんば美術研究所はご記入いただいた個人情報を厳重に取り扱い、以下の目的にて使用させていただきます
　。また、ご本人の要求があった場合にはご自身の情報は開示いたします。その情報に誤り、または不必要な
　内容がありましたら、要求により、訂正または削除させていただきます。　　　　　　　　
　※ 利用目的
　　 1.名簿、出席簿の作成　２.アンケートなどによる資料作成協力のお願い　3.美術系大学受験に関する情
　　　 報の提供　4.本研究所のイベントや講習会のご案内等の送付　5.本研究所の授業や日程に関するご連絡
　       6.在籍期間に限り、本研究所での受講の様子や生徒の進路に関するご報告を高校の担当の先生へ送付
　※ 使用方法
　　 ・電子メール、ダイレクトメールまたは電話等により利用させていただきます。

無料体験講座 体験入学随時受付中
芸大・美大に興味のある人、これから実技対策を始
めようと思っている人は体験入学してみませんか。
まずはデッサンを描いてみましょう！実際に普段の
本研究所の授業の雰囲気を体験していただけます。
初心者の人、実技経験者の人、どなたでもお気軽に
お問い合わせください。来校時間や実技経験に合わ
せたデッサン課題を行います。また見学、入学相談
のみでも受け付けています。

・デッサン体験、進路相談、授業見学等
・参加無料、画材貸与

お電話またはHPからお申し込み下さい。

美術やデザインに興味のある人、画塾に通おうか迷
っている人、実技に不安を感じている人など、どな
たでもお気軽にご参加ください。初心者の人も実技
経験者の人も当研究所のデッサン授業を体験してみ
てください。基本から丁寧に指導いたします。参加
はいずれか１回のみとさせていただきます。

・デッサン、色彩、立体等の実技体験、進路相談等
・参加無料、画材貸与

開催日時は随時ＨＰにてお知らせします。
お電話またはＨＰからお申し込みください。

無料体験講座参加者は
入学金(\10,800)免除。

※月途中の入学の場合は、授業料を日割り計算いたし
　ます。

※土曜日、日曜日は高校生以上の方は2コマから受講
　可能です。中学生は１コマから受講可能です。

※大学により一部対応していない専攻もあります。
　事前にお問い合わせください。

土曜日 14:00~20:30（2コマ）
※30分間休憩時間

日曜日 10:00~17:00（2コマ）
※1時間休憩時間

17:30~20:30（1コマ）火～金曜日午前の部
10:00~13:00

午後の部
14:00~17:00

夜間の部
17:30~20:30

火 水 木 金 土 日

週８コマコース
（月32コマコース）

週７コマコース
（月28コマコース）

週６コマコース
（月24コマコース）

週５コマコース
（月20コマコース）

週４コマコース
（月16コマコース）

週３コマコース
（月12コマコース）

週２コマコース
（月8コマコース）

週３コマコース
（月12コマコース）

週２コマコース
（月8コマコース）

週１コマコース
（月8コマコース）

―高卒生（昼間部）・高３生（夜間部）/各コース―京都芸大クラス
京都市立芸術大学の受験対策に特化したクラスです。京都市立芸術大学は関西で唯一の公立の芸術大学であり、入試では描写・色
彩・立体と他大学よりも多くの試験が課せられます。京都芸大クラスでは単に入試課題をこなすだけでなく、年間を通して様々な
課題に取り組みます。大静物モチーフを描写したり、色彩学講義を通して色彩の基本から学ぶなど、基礎力から応用力まで高めま
す。また、豊富な入試再現作品や入試問題の分析データによって皆さんを合格へと導きます。
＜対応大学＞京都市立芸術大学

国公立大クラス
金沢美術工芸大学や愛知県立芸術大学といった京都市立芸術大学以外の国公立大学や大阪教育大学や京都工芸繊維大学といった建
築教育系の大学を志望する人のためのクラスです。各大学に対応したカリキュラムを組み志望校合格を目指します。
＜対応大学＞金沢美術工芸大学(※)・愛知県立芸術大学(※)・東京藝術大学(※)・京都工芸繊維大学・京都教育大学・大阪教育大学・奈良教育大学・
　　　　　　神戸大学・岡山県立大学・尾道市立大学(※)・広島市立大学(※)・沖縄県立芸術大学(※)など
　　　　　　※油彩による指導は行っておりません。また人物課題、小論文、面接指導は行っておりません。

―高卒生（昼間部）・高３生（夜間部）/各コース―

私大クラス ―高卒生（昼間部）・高３生（夜間部）/各コース―
京都精華大学、京都造形芸術大学、武蔵野美術大学、多摩美術大学などの私立大学を志望する人のためのクラスです。私立美大の
入試は、平面系・立体系・空間系などさまざまなコースに細分化されています。私大クラスでは、ひとりひとりの志望にあわせた
きめ細かな実技指導を行います。また、ＡＯや推薦入試の対策も対応していますので、初心者の方でも安心して学べます。
＜対応大学＞京都精華大学・京都造形芸術大学・京都嵯峨芸術大学・成安造形大学・大阪芸術大学・神戸芸術工科大学・武蔵野美術大学・多摩美術大学など
　　　　　　※マンガ、アニメーション、映像、CG系統学科には対応しておりません。また、人物課題、小論文、面接指導は行っておりません。

―高１・２年生/各コース―基礎 高１・２年クラス
基礎クラスでは高校１・２年生を対象とし、画材の使い方から制作までの美術の基本を一から学び、多種多様な美大入試に必要な
基礎力を身につけることを目標としています。また、高校の授業やクラブ活動との両立ができるよう多くのコースがあり、経験の
違いをふまえたカリキュラムと丁寧な指導を行います。「絵は好きだけど、何から始めたらいいのかな？」「美大ってどういうと
ころなんだろう？」そういった疑問にも答えます。美大を目指す第一歩として、まずは基礎クラスからはじめてみませんか？

―中学１・２・３年生/各コース―中学生クラス
大阪市立工芸高校、大阪府立港南造形高校などの美術系高校の受験対策はもちろんのこと、これから絵の勉強をしたいと思ってい
る中学生のためのクラスです。ひとりひとりの志望や個性に合わせた課題を行いながら、美術に対する好奇心や集中力を高めてい
きます。

※１コマ３時間の授業で月に４週分の授業を行います。

※金額の表記は税率８％のものとなります。税率によ
　って授業料は変動しますのでご注意ください。


