
　

「子ども夏アートキャンプ2021はじまるよ～」
■
◎「油絵でくだものや野菜のモチーフを描こう」（クジで選びます）
　（小学校 5年～6年生、　中学生　高校生）※付き添い不可
　8/2（月）

　《内容》はじめての油絵をかいてみよう。ちょっと不思議な
　　　　　画材だけどコツがわかればもっと描きたくなる !?
　　　　　大きさ、A5ぐらい。
　 時間 ---13：30～16：30
    会場 --- マロニエ美術教室
    対象年齢 - 小学 5～6年生、中高生
    受講料 ---2500 円（材料費、指導料込）
    定員 --4 名様、
    持ち物 --- よごれてもよい服
    申込み締切 ---申し込み先着順
　　※油絵は油や溶剤の匂いがします。

●入学希望体験者に限ります※教室生も同席する場合もあります。
◎「小中学生ポスター、写生画」無料相談室
　　小学生・中学生（全学年）8/8,9,10三日間 一人 /一日限り
　●夏休みの宿題の定番はポスターと写生画です。※付き添い不可
　
　《内容》
　図工や美術の宿題一覧表をお持ち下さい。作品の「アイデア」に
　ついてアドバイスをさせて頂きます。また前もってご自分が
　描きたい内容がわかるように作品の下絵と画用紙やスケッチ
　ブック、　筆、絵具をお持ち下さい。
　※写生画の場合は描きたい場所などの写真資料が必要です。
　※ノーアイデア（作品案がない）の場合は参加できません。
　 時間 --- 毎日 9：30～12：30（時間内は入退室自由）
    会場 --- マロニエ美術教室
    対象年齢 --- 小学生全学年～中学生 1～3年生
    受講料 ---無料
    定員 -- 入学希望体験者 4名様、
    持ち物 --- 学校支給の画用紙、絵具、作業できる服装
    申込み締切 ---申し込み先着順
　※満員になり次第しめきります。

■入学希望体験者にかぎります。
◎鉛筆デッサンでアワビ・サザエを描く !! うまくなる 秘 テクニック
　（小学校 5年～6年生、　中学生　高校生）※付き添い不可
　8/2（月）
　《内容》
  人気の鉛筆画の体験講座です。今回は希望者の多い小学生
　高学年から、美術系の高校への進学を考えている中学生や
　美大受験を検討している高校一年生から二年生を対象にして
　います。受入人員に限りがありますのでお早めにお申し込み
　ください。アワビとサザエのどちらか一つをを時間内で描く
　事でその楽しさがわかるように指導します。

　 時間 ---9：30～12：30
    会場 --- マロニエ美術教室
    対象年齢 - 小学 5年～中学、高校生
    受講料ー 1500円（材料費、指導料込）
    定員 ---4 名様まで（先着順）
    持ち物 - 好きな筆記具、作業できる服装
　 申込み締切 ---申し込み先着順　
    

■夏休みの自由工作特集（体験型オープンスクール）
◎折り染めのポチ袋（付き添い可）
　　8/3（火）
　場所：マロニエ美術教室
    時間 ---13：30～16：30
    会場 --- マロニエ美術教室
    対象年齢 --- 小学 1年～3年生
    内容ー染め物の技法を使って
　　　　折り染めを体験します。
    受講料 --- 子ども一人 1500円
　　（材料費、指導料込）
    定員 --4 名
    持ち物 --- 水彩絵の具やアクリル絵具
    申込み締切 ---申し込み先着順
■夏休みの自由工作特集（体験型オープンスクール）
◎SDGs教育　リサイクルの古代恐竜（付き添い不可）
　　8/8（日）
　 場所：マロニエ美術教室
    時間 ---13：30～16：30
    会場 --- マロニエ美術教室
    対象年齢 --- 小学 3年～6年生
    内容ーペットボトルや牛乳パックを
　　利用して古代恐竜を作ります。
    受講料 --- 子ども一人 1500円
　　　　　（道具貸出し、指導料込）
    定員 --4 名
    持ち物 -- 水彩絵具かアクリル絵具
　　ペットボトル、牛乳パックなど
    申込み締切 ---申し込み先着順
　
■夏休みの自由工作特集（体験型オープンスクール）
◎多面体ブロックを作ろう（付き添い不可）
　8/9（月）
    時間 ---13：30～16：30
    会場 --- マロニエ美術教室
    対象年齢小学 5,6 年生 , 中学生
    内容 - 中 3数学の「相似図形」
   で扱われるカラフルな紙の造形
   を楽しくマスターします。
　 受講料 --- 子ども一人 1500円
　（テキスト、材料費、指導料込）
    定員 --4 名
    持ち物 --- 特になし
    申込み締切 ---申し込み先着順
    
■夏休みの自由工作特集（体験型オープンスクール）
◎日本のこころ「金彩・アート」（付き添い不可）
　（小学校 4年～6年生向き）
　　8/10（火）
　《内容》毎年人気の古代金彩墨画
　のアートをわかりやすく楽しみます。
　時間 ---13：30～16：30
    会場 --- マロニエ美術教室
    対象年齢 --- 小学 4年～6年生
    受講料 ---2500 円（材料費、指導料込）
    定員 --4 名様、
    持ち物 --- 水彩絵具やアクリル絵具
　　　　作業できる服装
    申込み締切 ---申し込み先着順
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●教材メーカーのキットは使いません。全て教室オリジナルです !!
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●重複受講も可能です。
●ポスター、写生画相談室はお一人様一日限りの参加です。
●ご質問はホームページの contact ページの
　お問い合わせフォームよりお願いします。
●参加料金は当日拝受させていただきます。
直通　0824-62-7888（10：00～19：00）
　までお願いします。

■参加お申し込み書　お子様のお名前（　　　　　　　　　）様　（　　）才　　小・中・高（　　）年
ご住所　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）ご連絡先☎（　　　　　　　　　）

←申し込み書は切り取って提出してください。

※参加される日に○をつけてください。

◎日本のこころ　金彩アート（小学生 4～6年）定員 4名　　  　 　　 8/10昼（火）              2500 円  

◎「油絵でくだものや野菜のモチーフを描こう」/ （小学 5,6 年　中学生 高校生）4名　　    8/2  昼（月）            2500 円  

◎SDGs 教育　リサイクルの古代恐竜（小学生 3～6年）定員 4名        8/8  昼（日）             1500 円　

◎折り染めのポチ袋 ( 小学 1～3年）定員 4名　　　　　　　　　　  　8/3　昼（火）            1500 円 

◎多面体ブロック ( 小学 5～6年、中学生）定員 4名無料テキスト付き  8/9昼    （月）             1500 円 

◎入学希望者体験 / サザエを描く !! はじめてのデッサン （小学 5,6 年　中学生　高校生）4名　　　   8/2  朝（月） 　　　   1500 円      　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎入学希望者体験 /ポスター、写生画相談室（小学生、中学生）※写真、下絵を必ず持参 4名　8/8 日 9月 10 火　　　    無料

■定員になりましたら締切らせていただきます。■内部生（教室生）はどのクラスも 500 円割引優待価格です。

定員を満たし
募集を終了
定員を満たし
募集を終了

定員を満たし
募集を終了
定員を満たし
募集を終了

定員を満たし
募集を終了
定員を満たし
募集を終了

定員を満たし
募集を終了
定員を満たし
募集を終了

定員を満たし
募集を終了
定員を満たし
募集を終了

定員を満たし
募集を終了
定員を満たし
募集を終了

募集を終了募集を終了

募集を終了募集を終了
募集を終了募集を終了
募集を終了募集を終了
募集を終了募集を終了

募集を終了募集を終了


