■2022 年 サマーセミナー日程・持ち物・価格一覧表

■日本カリグラフィースクール
2022 年度サマーセミナー キャンセルポリシー

※サマーセミナー期間中は、レジが大変混みあいます。できるだけ事前にご用意ください
※4 ページ目の「キャンセルポリシー」にも必ずお目通しください。

◇講座の受講をキャンセルされる場合は、講座開始日の 7 日前 23 時 59 分までに E メー

８月２０日
（土）

ル・電話・FAX にてスクールまでご連絡ください。
講座：バックグランドテクニック〜平筆によるオーナメントとブリーチ ~

中村 仁美先生

その場合、
【１講座につき事務手数料 1,000 円】と【振込手数料】を差し引いた金額

日程：8 月 20 日
（土）10：30 〜 15：30（お昼休み有り） 金額：8,100 円（受講料 7,700 円、教材費・テキスト代等 400 円）

を返金いたします。

持ち物：* カリグラフィー用具一式（スピードボール C-2,3、ブラウゼ 3mm, 2.5mm, 2mm 等）、筆記用具、定規

◇講座開始日の 6 日前 0 時以降の生徒様都合によるキャンセル（返金）はできません。
授業内で郵送可能な配布物があった場合にはお送りいたします。

（30cm 以上。ガイドラインを引くため）、筆洗（水入れ）、水差しまたはスポイト、* 梅皿、* 溶き筆 2 〜 3 本、平
筆練習用の紙…クロッキー帳 F6 〜 F8（or A3）程度（薄手でない方が良い為）【例・マルマン クリームクロッキー
紙＜L＞、・FABRIANO Per Artisti SKETCH A３／ 100 枚・90g/ ㎡】、* ウォールナッツインク（＝スクールで販売し
ている結晶状のモノ、※使用経験者は、あまり薄すぎない様に既に溶かしてきてください）、クルミインクを溶かして

◇ただし、下記の①②のケースに当てはまる場合、

【開催できなかった講座のお振り込み金額】から【振込手数料】を差し引いた金額を
返金いたします。

入れるための密閉性の高い容器（容量は 20 〜 30ml 程度、ガラス瓶が理想）、竹串、平筆（幅が中程度のもの。
お持ちの方は大＆小）【例・HOLBEIN 水彩用リセーブル 500H 4 号、・サン‐ケイ スタールビー フラット筆 9000-14
号 ( ナイロン平筆 ) など】

①スクール、講師の都合や天災、感染症、その他のやむを得ない事由による休講により、
授業が開催できない場合。

講座：マーカーを楽しもう！〜プチギフト Box 〜

②感染症による地方自治体からの移動禁止令が発令されたことにより（自粛要請は除く）
、
ご来校が不可能な場合。※②の場合、必ずスクールまでご連絡をお願いいたします。
◇ご返金は、サマーセミナー全日程終了後、順次ご指定の口座にお振込みさせていた
だきます。

以上

吉川 裕子先生

日程：8 月 20 日（土）16：15 〜 18：15 金額：4,150 円（受講料 3,850 円、教材費・テキスト代等 300 円）
持ち物：筆記用具、定規（15 ㎝程度）、* スタイラス（シャープペンシルで代用可）、ハサミ、カッター、新聞紙（お
持ちの方）、エプロン（必要な方）、* カリグラフィーマーカー（サイズ、色、顔料／染料インク全て自由）
【サンプルで使用しているマーカー】・ZIG CALLIGRAPHY ５㎜ /２mm・ZIG CALLIGRAPHYⅡ 3.5 ㎜ /2 ㎜のカラー
・PLATINUM・WHEAT・SPLASH・EVERGREEN・PLUM MIST、BLENDER CALLIGRAPHY 5 ㎜ /3.5 ㎜

８月２１日
（日）
2022 年 6 月
日本カリグラフィースクール

河南 美和子先生

講座：ゴシック草書体 バタルド

日程：8 月 21 日（日）10：30 〜 12：30 金額：3,850 円（受講料 3,850 円、教材費・テキスト代等なし）
持ち物：* カリグラフィー用具一式（スピードボール C-3, ミッチェル＃2, ブラウゼ 2mm など）、* インク（黒また
はくるみインク）
、* 練習用紙、定規（40cm 程度）、筆記用具（シャープペンシル）
講座：写本から学ぶケードルとケードルイニシャル
日程：8 月 21 日（日）13：30 〜 15:30

河南 美和子先生

金額：３,900 円（受講料 3,850 円、教材費・テキスト代等 50 円）

持ち物：* カリグラフィー用具一式（1.5mm 幅のペン先スピードボール C-4, ブラウゼ 1.5mm など )、ポインテッド
ペン（* カッパープレート用 Hunt101 や G ペンなど）、* インク
（お勧め：くるみインク）、* 練習用紙、定規（40cm 程度）、
シャープペンシル、消しゴム

８月２７日
（土）
講座：キリル文字に触れてみよう

８月２9日
（月）
五木田 摩耶先生

講座：羽ペンをカットして書く！

深谷 友紀子先生

日程：8 月 27 日（土）10：30-15：30（お昼休み有り） 金額：7,900 円（受講料 7,700 円、教材費・テキスト代等 200 円）

日程：8 月 29 日（月）10：30-12：30 金額：5,500 円（受講料 3,850 円、教材費・テキスト代等 1,650 円）

持ち物：* カリグラフィー用具一式（ぺン先は３㎜幅：どのメーカーでも可、ポインテッドペン：カッパープレート

持ち物：お持ちの方はクイルナイフ・お持ちでない方はカッターナイフ（100 円ショップのカッターではなく、NT カ

用、G ペンいずれでも可、ポインテッドペンにはストレートホルダーを使用）、* 黒インク、* 赤系インク（赤は持ち

ッターやオルファなどのもの。大きいサイズではなく、一般的なサイズのもの。刃を折ることによって新しくできる

物指定したマーカーで代用も可）、* マーカー呉竹 ZIG Memory-System（2 ㎜ /5 ㎜）ピュアブラックとピュアレッド、

もの）、お持ちの方は羽ペン、* 細筆（サイズ 000 など細いもの。筆としてではなく柄を使用）、不要な硬く厚めの

PILOT HI-TEC-C 0.25 のブラックとレッドまたは MITSUBISHI uni-ball SIGNO 0.28 のブラックとレッド（細いボ

プラスチックカード（期限切れのクレジットカードなど）、* 文字を書くためのインクや墨汁・ガッシュ・墨などのう

ールペンは文字の装飾や輪郭の修正などに使用します）、定規（20 ㎝前後。※レイアウトの際に文字の輪郭を整え

ちいずれか一つ（ガッシュの場合は溶き筆とパレットも）、羽ペンにインクや絵の具をつける筆、アルミ板 5×5cm

るためなので、長いと扱い難いです。また、方眼紙を使用するのでアウトラインを引く必要はありません。）、トレー

程度（アルミ缶などをカットしたもので可）、新聞紙 2 〜 3 枚、文字を書くためのお好みの水彩紙（*ヴィファール、

シングペーパー（作品清書用の際にレイアウトをトレースするため。厚さの指定なし）、マスキングテープ（トレー

ウォーターフォードなど B4 サイズ程度なら 3 〜 4 枚。講師お勧めの紙を教材として B4 弱のサイズ 1 〜 2 枚配布い

スする際に動かないように留めるため）、筆記用具（シャープペンシルおよび通常の鉛筆。芯は HB,B,２B いずれも

たします）、* 練習用紙、筆記用具、定規（30 〜 40cm 程度。ガイドラインを引くため）、お持ちなら 0.3mm 2H

可。レイアウト用。鉛筆は作品の清書の際のトレースに使用）、５㎜方眼紙パッド A4 サイズ（100 均等で販売され

のシャープペン、文字を書くために使うお好きな文章

ているもので可。サイズは B5 でも可。文字や装飾の練習、レイアウトに使用）

講座：ボタニカル模様でエコバッグ作りを楽しもう

加藤 絵美先生

日程：8 月 27 日（土）16：15-18：15 金額：4,150 円（受講料 3,850 円、教材費・テキスト代等 300 円）
持ち物：* 平筆 10mm 幅 1 本（スクールで販売しているもの、筆先が同じ形状であれば他メーカーのものでも可で

講座：Drawing で描くアルファベット

高木 直美先生

日程：8 月 29 日（月）13：30-15：30 金額：3,900 円（受講料 3,850 円、教材費・テキスト代等 50 円）
持ち物：同じ濃度の鉛筆を 2 本 ( メーカーはどこのものでも可 )、そのほかに濃度の違う鉛筆 2 〜 3 本（B 〜 10B
の間で。【例）２ B と６ B、B・４ B・10B など】、色鉛筆数色 ( お好きな色）、白の水彩紙 A４程度以内の大きさで

すが、毛の部分が厚過ぎのものはおすすめしません）、お持ちであれば平筆 8mm（10mm と同様のもの）、丸筆 0

数枚（キャンソン・ミ・タント、NT ラシャなど。スケッチブックでも可）、* 黒インク、G ペン（または *Hunt101）

号、1 本（ホルベイン 3100R ほか。細かい模様を書く為）、* 溶き筆 1 本（スクールのナイロン面相など。2 〜 4 号

輪ゴム（鉛筆 2 本を縛って止めるために）、練消しゴム、コンパス、* 小筆１本 ( 塗り筆）、* パレットか小皿、筆洗、

のナイロン筆）、* 練習用紙数枚、* 梅皿（陶製で小さめのもの 1 個）または使い捨てパレット、ピグマペン もしく

ティッシュ、あれば鉛筆削り（芯を削る）、割りばし、ルーリングペンなど

は同様の耐水ペン黒 1 本（下書き用に 0.1 〜 1ｍｍの間でお好みのサイズのもの）、お持ちであればチャコペンシ
ル（サインペンタイプなど消せるもの）、筆記用具、定規（20 〜 30ｃｍ程度）、クリップ 4 〜 5 個（小さめの目玉
クリップやダブルクリップ、もしくは大き目のゼムクリップ。混ざっていても OK です。下書きを固定する為に使用）、
水入れ（仕切りのあるもの。プリンカップ 2 個でもＯＫ）、ペーパータオル 数枚、エプロン（必要な方）

８月２８日
（日）
講座：文字を飾る

松井 康子先生

日程：8 月 28 日（日）10：30-12：30 金額：4,170 円（受講料 3,850 円、教材費・テキスト代等 320 円）
持ち物：* カリグラフィー用具一式 ( ペン先 C-2 〜５またはミッチェル４かブラウゼ１、Ｇペン又はカッパープレート
用 Hunt101）、* 溶き筆（穂先がぼさぼさなものは避けること）、ガッシュ（* ホワイト・マジェンダ・* ウルトラマリ
ーン・* イエロー）、* パレット、筆記用具、定規（15cm 程度）
講座：はじめてのフラーリッシング

田中 満智子先生

日程：8 月 28 日（日）13：30-15：30 金額：3,950 円（受講料 3,850 円、教材費・テキスト代等 100 円）
持ち物：* ストレートホルダー、* ペン先 Hunt101、* 黒インク (※ペン先にインクを直接つけて書けるように、蓋つ
きの小さめの容器 ( 直径 3cm 以下）に入れてご用意ください )、* 練習用紙、筆記用具（鉛筆 HB 程度）

この表の表記について
・カリグラフィー用具一式とは…一般的なカリグラフィーのペン軸、ペン先、黒インク、
練習用紙です。
・マーカーとは…「カリグラフィーマーカー」です。
・* 印のものは、スクールで販売していますが、数に限りがあります。
・筆記用具とは…シャープペン又は鉛筆、消しゴム等です。
・当日はレジが大変混みあいますので、できるだけ事前にご用意くださいますよう、ご協
力お願いいたします。
・授業の進行状況などによって使わない道具もある場合や、講座の性質上、カリグラフィ
ーレッスンのない講座もございます。予めご了承お願いいたします。
・教材費とテキスト代はまとめて表記させていただいております。

