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2016.3.24 NHK（根岸公園から変

更） 

大桟橋から赤レンガを描く。 

目線は手摺り下の金網ぐらいで、赤

レンガの軒下（赤い所）、ランドマー

クの大きさは赤レンガの横の長さよ

り短い。赤レンガは２棟あり、塔も描

くこと。近くの樹 

と下の道、海岸は右上がり、ビルは

右下がり、浮き桟橋は水平です。

（描き納め） 

 

 

2016.3.23 ION 

 岸根公園の桜を描く 

 

天気が良く、温かい日ですが 桜は

未だつぼみで全然、桜が咲いていま

せん、 

残念です。 スケッチで桜を咲かせ

ましたがどうでしょうか？ 

 

 

2016.3.21  自主トレ 

聖イグナチオ教会（四谷駅前）を描く 

 

四谷駅出口の角にて教会を描く。 

主役の教会ですが、手前の街灯と

歩道の柵の上が目線。先の信号で

道路の幅 

を計る 道路の先は左に曲がってい

る。 

 

 



2016.2.25 NHK 

深大寺を描く 

 

1/13の深大寺と反対側からおみや

げ屋さんを描く。こちらはのぼり少な

く、 

前回より建物を大き目に描きまし

た。 

 

 

2016.2.24 ION 

九品仏で描く 

 

一度描いてみたい、１点消失。 

奥行き感を出すために、白く残すこ

と。 

 

奥行き感はありますか 

 

 

2016.1.22 主自トレ 

府中郷土の森の水車を描く 

 

何度か描いていますが、水車の中

心軸 

と軒下に注意して描きましたが、こ

の時期は、静かです、もう少しすると

梅林祭りが始まります。 

 

 



2016.1.13 ION 

調布、深大寺の参道を描く 

 

描くポイントが大切です。人が多い

です。 

お店の邪魔にならないように座りま

した。 

うしろ背景は山のようです、樹木で

すが、全体にもっと大きく描くように

注意のこと。 
 

 

2016.1.2 自主トレ 

 琵琶湖の畔、浮御堂を描く 

 

ここのストラップを落したので、再度

買いに行きました。静かな場所で、

素晴らしい 

境内に長く伸びた老松の枝、芭蕉、

一茶、 

広重、北斎等詩歌、絵画を残してい

る。 

どうも、上手く描けませんでした。 

 

 

2016.1.1 自主トレ 

  近江八幡、八幡掘りから描く。 

 

近江牛の美味しいところです。 

八幡山城跡からの琵琶湖、比叡山

が良く見えて夕日は素晴らしい、日

牟禮八幡宮は千年歴しある、賀茂

神社は馬の神社 

豪商の生んだ近江商人町並み。 

 

 



2015.12.24 ＮＨＫ 

和田蔵門内噴水公園を描く 

 

二度目ですが、ほぼ同じ位置から描

きました。噴水の輪郭は水がはねて

いるように、直線に描かないで、ラン

ダムに。 

 

 

2015.12.9 ION 

みなとみらい展望タワーを描く 

 

日本丸横の芝生公園から 

うしろのビルの視線をしっかり捉える

こと。 

適当に描かない。 

 

 

2015.12.23 ION 

池上本門寺で五重塔を描く 

 

五重塔の描き方、①最上部の屋根、②

最下部の屋根、③そして残りの屋根を

分割④塔の中心線と塔の高さ、⑤右の

軒下後側最上部から最下部まで引く、

手前の軒下最上部から 

最下部引く ⑥左の軒下を最上部から

最下部まで引く。⑦欄干部を描く 目線

をしっかりと捉えること。 

 

＊新品のプリンター交換、スキャナー読み込み色彩調整中。今までと色が違う 



2015.11.11 ION 

北の丸公園で池と橋と緑を描く 

 

橋の上 目線の所は白く残すこと。 

その奥の茂っている緑は濃くするこ

と。 

池の映り込み影をしっかりと、 

左の樹の位置がもっと上に来ます、 

下り過ぎに注意。 

 

 

2015.10.28 ION 

 靖国神社の参道で描く 

 

奥の門 と 大きな鳥居 そして灯篭

との距離関係、灯篭の前の道路が

有ります、道路の奥の車止め杭と手

前の車止めの杭高さに注意、手前

の歩道に線を 

入れて更に奥行を作る。 
 

 

2015.10.8 自主ＪＡＣ 

 

 早月小屋を描く 

 

山はガスって何も見えなくなりまし

た。 

また、山小屋を描きましたが。イマイ

チ 

小屋はキレイに保っています。 

我々３人だけでした。  

 



2015.10.9 自主ＪＡＣ 

 

 早月尾根から小窓尾根を描く 

 

小窓王、頭、マッチ箱の小窓尾根上

部を 

描く 2200ｍ位から描いたと思いま

すが、高度によってどんどん変化し

ます。 

 

 

2015.9.24  NHK 

 

 東京駅を描く 

ドームの下の白い中心から右の建

物 

距離が長すぎる、もっと詰めること。 

屋根は左右つながっていること。 

一階の屋根の上がり具合に注意こ

と。 
 

 

2015.9.23 ＩＯＮ 

 

 浅草、雷門前で描く 

 

２回目ですが、同じ場所から描きま

したが、以前より良くなったと思いま

す。 

交番と門の間の距離感が出るよう

に。 
 

 



2015.9.14 自主トレ 

 

 深大寺で描く 

 

おみやげ屋から参道を入口付近か

ら 

描きましたが、人が思ったより多く 

一時間で終わりました。 

 

 

2015.8.27  NHK 

 

 増上寺で描く 

手前樹が近景、本堂が中景、左の

建物 

奥の樹が遠景になります。 

寸法は上手に計れたようです。 

樹の色変化をつけること。 

 

 

2015.7.23  NHK 

 横浜ぷかり桟橋を遠景に描く。 

 

桟橋は平行に描くこと。 

向うの海は色を付けないで白で光ら

す。 

桟橋の映り込みを入れて、手前の 

手前の公園の手摺りを少し入れる。 

 

 



2015.7.22  ION 旧古河庭園を描

く。 

集合：旧古河邸園内 

＜南北線西ヶ原駅下車 徒歩８分＞ 

目線は窓の下ぐらい。目線下の庭

園の道は目線よりどの位か注意し

て、平行 

ぐらいにすること。屋根の軒下左は

鋭角 

に描くこと。手前より遠い。 

左右の窓は柱の真中に来るように。 

 

 

2015.7.8  ION 

 築地本願寺を描く。 

 

目線をしっかり押さえること。 

１階の窓の下、ぐらいが目線です。 

樹木が少なく、色も屋根、建物でい

かに 

影の付け方を工夫すること。階段訂

正 

 

 

2015.6.18  ＮＨＫ 

 旧田園調布駅を描く。 

 どうして駅まで駅名が入るのか？ 

 駅舎の屋根、軒下、一階、道路の

横の 

ラインを描き、目線の位置を決め

る。 

縦の線は屋根の左右、太陽は左か

ら 

軒下、右側影、樹の右側影 全面は

広い。 道の線のみ、少し影を入れ

る。 

 

 

http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/koishikawa/ennai/igakko.html
http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/koishikawa/ennai/igakko.html
http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/koishikawa/ennai/igakko.html


2015.6.10  ＩＯＮ 

 桜田門で法務省を描く。 

 

 警視庁前は車が多く、コンビニがあり

ません、隣駅の有楽町に買いに行きま

した。 

ここにはお世話になりたくありませんが 

古い建物で権威があります。手前の建

物の 

屋根の部分はもっと傾斜をつけること。 

分離帯も描くこと。 右下がりのこと。 

 

 

2015.5.28  ＮＨＫ 

 旧東京医学校本館を描く。 

 

 大きな樹の木陰から描きました。 

杭の頭の位置と高さ、大きさ 石畳

角度 

奥の草木、手前の草木など位置をし

っかりと捉えること。 樹の色に変化

を付ける 
 

 

2015.5.27 ＩＯＮ 

 港が見える丘公園で 

        ベイブリッジを描く。 

 

かまぼこ型の２個の倉庫に時間を掛

け過ぎました。ベイブリッジは簡単に

描きましたが メインはブリッジで

す。 

次回はしっかり描きたい。 
 

 

http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/koishikawa/ennai/igakko.html
http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/koishikawa/ennai/igakko.html
http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/koishikawa/ennai/igakko.html
http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/koishikawa/ennai/igakko.html


2015.5.13 ＩＯＮ-Ａ 上高地小旅行 

 明神池の奥からを描く。 

 

 明神池の一番奥から池の水が流

れ  出るところで、森林に囲まれ寒

い.一人 

後からクマに襲われそうで、心配。 

台風が過ぎて寒い風が身に浸み

る。 

頑張って描き上げました。  

 

2015.5.12 ＩＯＮ-Ａ 上高地小旅行 

 帝国ホテル前から穂高連峰を描

く。 

 

右下がりのスケッチで意外と建物が

難しい、修正を何度をおこなって用

紙がぼろぼろになりました。 良くな

ったか。 

 

 

2015.5.11 ＩＯＮ-Ａ 上高地小旅行 

 

岳沢湿原から明神岳を描く。 

 

岳沢の登り口近くの岳沢湿原から明神

岳を 

描きました。 １０畳ぐらいの板間で沢山

の 

カメラを持った方が六百山、明神、穂高

連峰が見えて、ゆっくりスケッチできませ

んでした。 

 

 



2015.5.5 自主トレ 

奥浜名湖 旧瀬戸橋と新瀬戸橋を

描く。 

 

東急ハーベェストからサイクリング

車を借りて奥浜名湖を一周しまし

た。サイクリングロードが整備されて

いますが、一部一般道路を走ります

が、湖の周りは気持ち良く走りまし

た。 
 

 

2015.5.1 ION-C 

東京駅を描く。 

 

東京駅北口の方（日生ビル前）から 

描く。 車の屋根位が目線で、初め

て 

車を描きましたが、わかりますか。 

 

 

2015.4.23 ＮＨＫ 

新宿御苑台湾閣を描く。 

 

３回目ですが、いつも屋根が難し

い。 

中央屋根はもっと深くする、右に流

れている、左の池が奥に行き過ぎな

いこと、下の柱の数に注意、真中は

飛び出ているので途中切ること、内

側柱も描くこと。  

 



2015.04.22 ION 

鎌倉 鶴岡八幡宮を描く。 

 

マニアルを参照してしっかり描きまし

たが屋根が広く、その下が狭い。 

緑は他の色も工夫して描くこと。 

階段は広くならないように注意。 

 

 

2015.04.16 ＪＡＣ 石老山山行 

大明神展望台より相模湖を描く。 

 

展望台より陣馬山と下に相模湖の

橋が 

あり、町並みもありますが難しい。 

 

 

2015.04.16 ＪＡＣ 石老山山行 

石老山山頂から富士山を描く。 

 

山頂に着いたときは富士山がかろう

じて見えていましたが、昼食後は見

えなくなりました。 残念！ 

 

平成２７年度 ４月スタート ↑ 


