
吉祥寺校
科目名をクリックしてください。

開講週 科目名 開講週 科目名

絵画Ⅲ・絵画表現ⅢB（前半） 絵画Ⅳ・絵画表現ⅣB（前半）

日本画Ⅲ・日本画基礎ⅢB（前半）
絵画Ⅳ・絵画表現ⅣB（後半）

版画Ⅲ（前半）
日本画Ⅳ・日本画基礎ⅣB（前半）

工芸工業デザイン基礎Ⅰ（ｽﾍﾟｰｽ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ）（後半）

版画Ⅳ（前半）

10/23(土) グラフィックデザイン基礎Ⅱ・情報形成デザインⅠB（前半）

デザインⅠ（前半）

卒業制作　絵画（前半） ファッションデザイン

卒業制作　日本画（前半） 日本画Ⅳ・日本画基礎ⅣB（後半）

卒業制作　版画（前半） 版画Ⅳ（後半）

工芸工業デザイン基礎Ⅱ（ｽﾍﾟｰｽ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ）（前半）

工芸Ⅱ

絵画Ⅲ・絵画表現基礎ⅢB（後半）

日本画Ⅲ・日本画基礎ⅢB（後半）

版画Ⅲ（後半）

グラフィックデザイン基礎Ⅱ・情報形成デザインⅠB（後半）

2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目

11/5(金)
～6(土)

11/26(金)
～27(土)

11/6(土)

11/12(金)
～13(土)

10/22(金)
～23(土)

11/19(金)
～20(土)

10/30(土)
～31(日)
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科目共通　画材販売

商品名 サイズ、種類
カッターマット A3判
カッター 小・30°刃
カッター替刃 小・30°刃
はさみ
ステープラー
ステープラー針
木工ボンド速乾 50g
アロンアルファゼリー状
スティックのり ミディアムサイズ
ヤマトのり 70g
ペーパーセメント Sコート　チューブ20ml
マスキングテープ 9mm巾・15mm巾・20ｍｍ巾・50mm巾
セロテープ 12mm巾
両面テープ 5mm巾・10mm巾
養生テープ 50mm × 25m
修正ペン
ピンセット
ステンレス直定規 30cm・60cm
アクリル定規 30cm～60cm
アルミ定規 30cm～60cm
ファイル A3・20P／A4・20P
ノート B5
エプソンフォトマット紙 A3ノビ
コンテ 白・黒・茶／各種
木炭 #360ほか
コンテペンシル 各種
さっぴつ 大・中・小
水張りテープ 38mm巾・白
ダルマ画鋲 透明
目玉クリップ 大
ネリゴム
デスケル 木炭／B判
はかり棒
スポーク
フィキサチーフ 100ml・300ml・480ml
芯抜き
ガーゼ
消しゴム
色鉛筆　プリズマカラー 単色（24色）・12色セット
鉛筆 ハイユニ／9H～10B
鉛筆削り 2穴
シャープペンシル 0.3・0.5
シャープペンシル替芯 0.3・0.5／2H～2B
鉛筆キャップ
鉛筆補助軸
タオル
エプロン
油性マーカー 黒・赤
ボールペン 各種
水性カラーペン 各色
ピグマグラフィック 黒・水性
ファインポイントペン 黒・水性
コピック 各色
クロッキーブック B3・F8・F6・B4
USBメモリ 8GB

目次に戻る
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絵画Ⅲ・絵画表現ⅢB 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

画材販売日 （前半）10/22(金)～23(土)
（後半）11/5(金)～6(土)

販売時間 8:30〜14:30
販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類
クロッキーブック  F6・F8・B3・木炭紙判
画用紙  B１判・B2判
MBM木炭紙 木炭紙判／105g
上質紙 1091×788㎜
イラストボード B2
鉛筆 10B～9H
コンテ  白・黒・茶各種
木炭  硬・軟
画板 A1判
カルトン 木炭紙判
画鋲
目玉クリップ  大
ネリゴム
デスケル  木炭・B判
はかり棒
フィキサチーフ  大・中・小
芯抜き
ガーゼ
透明水彩 5号／各種

2号／12色セット
2号／18色セット
5号／12色セット

不透明水彩 5号／各種
2号／12色セット
5号／12色セット

アクリルガッシュ 20ml／各種
20ml／12色セット
20ml／18色セット
20ml／24色セット

アクリリック 20ml／各種
 20ml／12色セット
 20ml／18色セット
 20ml／24色セット

水彩用パレット
水彩筆 各種
水彩用筆洗器
スポンジ
紙パレット  F4
張りキャンバス F30（予約制）
木製パネル F30（予約制）
木製パネル Ｂ3・B2
油絵具  6号／各種
油絵具ホワイト  20号／シルバー・パーマネント・チタニウム　各ホワイト
超速乾メディウム  100ml
テレピン  55ml／250ml
ペトロール  55ml／250ml
リンシード  55ml／250ml
ポピー  55ml／250ml
ペインチングオイルSP  55ml／250ml
ペインチングオイルクイックドライ  250ml
筆洗油  100ml／500ml
二つ折りパレット  油彩向け
パレットナイフ
ペインチングナイフ
油壺
油彩用筆洗器
木工ボンド
ジェッソ  300ml
ジェルメディウム  300ml

〇予約制商品のご注文について
※授業初日の10日前までに、鷹の台校の世界堂へご注文下さい。
※商品のご用意に時間がかかる場合がございます。なるべくお早めにご予約ください。
※予約締切日を過ぎてからのご予約については、世界堂武蔵野美術大学店へご相談ください。
＜問い合わせ先＞
世界堂武蔵野美術大学店：営業時間等の詳細はこちら
TEL　042-349-3344

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの冊子「スクーリン
グ持参物」を参照の上、画材はできるだけ事前に用意してください。
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日本画Ⅲ・日本画基礎ⅢB 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

画材販売日 （前半）10/22(金)～23(土)
（後半）11/5(金)～6(土)

販売時間 8:30〜14:30
販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類
木製パネル F10
新鳥の子紙 4/6判　クリーム
チャコペーパー 44×100cm　青
絵皿 10.5cm・13cm・15cm
乳鉢 12cm・乳棒付
粒膠 50g
三千本膠
固形墨 墨精・清尚・黄山松煙
硯
生麩糊 100g
ヤマト糊 70g・220g
膠鍋　手付き 12cm
膠さじ 小
プラ角筆洗
ミッキーL型筆洗
チャック付クリアパック
空びん 225cc
明礬
薬さじ
水干上汁黄土 2両目
水干朱土 2両目
水干赤口岱赭 2両目
水干白群 2両目
水干白緑 2両目
新岩松葉緑青 1両目　13番
新岩裏葉緑青 1両目　13番
新岩黄樺 1両目　13番
新岩群青 1両目　13番
赤口本朱 1両目
天然松葉緑青 1両目　白番
天然岩群青 1両目　白番
胡粉　寿 300g
丹 2両目
棒絵具 本藍・洋紅
全日本画共通画材
彩色筆 各種 
天然即妙筆 各種
平筆 各種
削用筆 各種
隈取筆 各種
快 各種
面相筆 各種
長流 各種
ドーサ刷毛 各種
絵刷毛 各種
かすみ 各種
岩絵具1両目 各種

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの「スクーリング持
参物等について」を参照の上、画材はできるだけ事前に用意してください。
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版画Ⅲ 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目
（木版・リトグラフ）

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

画材販売日 （前半）10/22(金)～23(土)
（後半）11/5(金)～6(土)

販売時間 8:30〜14:30
販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類
ウエス 1kg
白ボール 1100×800
純白ロール 1091×788
上質紙 1091×788　55kg 
いづみ 1120×760
ベランアルシュ 1050×750
メビウス墨絵帳 F6
トレーシングペーパー A2／B3
カーボン紙 黒・赤・青／A4
彫刻刀セット 児童用
創作バレン
ディスクバレン
創作ハケ 15・20・24ｍｍ
創作ブラシ 60ｍｍ
ダイアホイル0.1（透明フィルム） B1規格
マットフィルム B1規格／片面マット
解墨
リトクレヨン No.1～5
ダーマトグラフ #7600・黒
uniボールペン　パワータンク 0.7/1.0　黒・赤
マッキー超極細 黒・赤・青
タフウォッシュ 極細・細・太／黒
透明水彩 2号（12本セット）／5号（単色）
不透明水彩（ホルベイン） 2号（12本セット）／5号（単色）
やまと糊 約70g
ペーパーパレット F4
耐水ペーパー ＃180・240・360・400・600・800・1000・1200・1500・2000
寒冷紗 約1.3×2m
木柄ニードル 丸・三角
生徒用木柄ニードル 丸・三角
マスキングテープ 2cm巾・5cm巾
ペン先 Gペン
ペン軸
とき皿 13cm

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの「スクーリング
持参物等について」を参照の上、画材はできるだけ事前に用意してください。
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グラフィックデザイン基礎II 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目

・情報形成デザインⅠB

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

（前半）10/23（土）
（後半）11/6（土）

販売時間 8:30〜14:30
販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類
鉛筆 ハイユニ
消しゴム
クロッキーブック F6・F8・B3
ステンレス直定規 30cm・60cm
アクリル定規 30cm～60cm
アルミ定規 30cm～60cm
色鉛筆　プリズマカラー 単色（24色）・12色セット
コピック 単色／N・C・W・T各グレー・ブラック・36色セットの内容のカラー単品
USBメモリ 8GB

コピック　36色カラー番号 V09、RV11、RV29、R02、R08、YR04、YR24、Y11、Y13、Y15、YG03
G07、G17、G21、G28、B05、B06、B14、B29、B32、B39、E09
E29、E33、C1、C3、C5、C7、C9、W1、W3、W5、W7、W9、100、110

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの「スクーリング
持参物等について」を参照の上、画材はできるだけ事前に用意してください。

画材販売日
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卒業制作・絵画 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

（前半）10/30（土）〜31（日）
（後半）2022/1/8(土)～9(日)

販売時間 8:30〜14:30
販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類
クロッキーブック B3・F8・F6
鉛筆 ハイユニ／9H～10B
アクリル絵具 各種
アクリルガッシュ 各種
水彩パレット
水彩筆 各種
筆洗器 水彩向け
スポンジ
油絵具 各種
油絵具　ホワイト 20号 シルバーホワイト・チタニウムホワイト・パーマネントホワイト
超速乾メディウム
テレピン 55ml／250ml
ペトロール 55ml／250ml
リンシード 55ml／250ml
ポピー 55ml／250ml
ペインチングオイルSP 55ml／250ml
ペインチングオイルクイックドライ 250ml
筆洗油
ジェルメディウム 300ml
ジェッソ 300ml
油彩筆 各種
刷毛 各種
ペインチングナイフ
パレットナイフ
油壺
筆洗器 油彩向け
木工ボンド　速乾 50g

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの冊子「スクーリ
ング持参物」を参照の上、画材はできるだけ事前に用意してください。

画材販売日

7



卒業制作・日本画 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

（前半）10/30（土）〜31（日）
（後半）2022/1/15(土)～16(日)

販売時間 8:30〜14:30
販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類
上質紙 4/6判
絵皿 10.5cm／13cm／15cm
乳鉢 12cm
胡粉　寿 300g
粒膠
三千本膠
固形墨 墨精・清尚・黄山松煙
硯
膠鍋　手付き 12cm
チャック付クリアパック
日本画筆
彩色筆 ＃1・＃2・＃3・＃4・＃5・＃6・＃7・＃8
天然即妙筆 小・中・大
平筆 ＃2・＃3・＃4・＃5・＃6・＃7・＃8・＃9・＃10
削用筆 小・中・大
隈取筆 小・中・大・別大
面相筆 小・中・大
長流 小・中・大・別大
かすみ 小・中・大
快 小・中・大
ドーサ刷毛 2.5寸・3寸
絵刷毛 1.5寸・2寸・ 2.5寸・3寸
岩絵具1両目 各種

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの冊子「スクーリ
ング持参物」を参照の上、画材はできるだけ事前に用意してください。

画材販売日
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卒業制作・版画 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

（前半）10/30（土）〜31（日）
（後半）12/4(土)～5(日)

販売時間 8:30〜14:30
販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類
ウエス 1kg
白ボール 1100×800
純白ロール 1091×788
上質紙 1091×788
いづみ 1120×760
かきた 1200×800
ベランアルシュ 1050×750
ハーネミューレHA5761 1060×780
BFKリーブ 1050×750
新鳥の子紙　白・クリーム 1091×788
KMKケント　＃200 B3判
メビウス墨絵張 F6
トレーシングペーパー B3・A2
カーボン紙 黒・赤・青／A4
児童用彫刻刀 ５本組
彫刻刀赤箱セット 6本組
創作バレン ベタ版
マットフィルム B1規格
ダイヤホイル0.1（透明フィルム） B1規格
解墨
リトクレヨン
ダーマトグラフ 7600／黒
マッキー超極細 黒・赤・青
タフウォッシュ
圧縮スポンジ
透明水彩絵具 5号（単色）
不透明水彩 5号（単色）
やまと糊 約70g
ディスクバレン
ペーパーパレット F4
耐水ペーパー ＃180・240・360・400・600・800・1000・1200・1500・2000
寒冷紗 約1.3×2m
レッドオペークペン F・M・B・UF・BR
オペークインキ
ネガオペーク
マスキングテープ 2cm巾・5cm巾
木柄ニードル 丸・三角
生徒用木柄ニードル 丸・三角
ビニールシート 約90ｃｍ×150ｃｍ
水彩筆 ヴァンゴッホ　ビジュアル筆ラウンド　GWVR　5/0・3/0

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの冊子「スクーリ
ング持参物」を参照の上、画材はできるだけ事前に用意してください。

画材販売日
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工芸Ⅱ 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

画材販売日 11/5(金)～6(土)
販売時間 8:30〜14:30
販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類
クロッキーブック Ｂ4
ステンレス直定規 30ｃｍ
アクリル定規 30ｃｍ
分度器
竹ひご 径1.8×900mm・径3×900mm・2×5×900mm
竹かご作り 500×4.3×0.45mm：14本　400×4.3×0.45mm：3本
木材丸棒 ◯3×900mm・◯5×900mm・◯8×900mm
ひのき角材 □3×900mm・□5×900mm・□8×900mm
ピアノ線 φ0.7×500mm・φ1.6×500mm
バルサ板材 巾80×長さ900mm／厚さ1mm、1.5mm、3mm、5mm、8mm、10mm
籐手芸セットA （ラタン） φ2mm・22m分
アーチスタフォルモ 石粉粘土
両面テープ 5mm巾
木工ボンド速乾 50ｇ
アロンアルファゼリー状
ヤマトのり 70g
ボタン付け糸 ＃20・30m／黒・白
ナイロン線 φ0.5mm×20m巻
テグス 約φ0.33mm×約10m巻
たこ糸 6号（太さ約1.0mm×100m巻）
綿コード 白・きなり
麻紐
針金 ＃20
カラー銅線 0.2mm×40m巻／シルバー・銅
ミシン糸 白・黒
上質紙（模造紙） 1091×788ｍｍ
方眼紙 A2　1ミリ方眼
アートブロック　立方体 50×50×50ｍｍ

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの「スクーリング
持参物等について」を参照の上、画材はできるだけ事前に用意してください。
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絵画Ⅳ・絵画表現ⅣB 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

画材販売日 （前半）11/12(金)～13(土)
販売時間 8:30〜14:30
販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類
クロッキーブック  F6・F8・B3
画用紙  B1判・B２判
MBM木炭紙  倍判／105g
上質紙 1091×788ｍｍ
イラストボード B2
鉛筆 10B～9H
コンテ 白・黒・茶
木炭 硬・中軸／軟・中軸／軟・太軸／軟・細軸
画板 A1判
カルトン 木炭紙判
画鋲
目玉クリップ 大
ネリゴム
カッター  小・30°刃
はさみ
デスケル
はかり棒
フィキサチーフ
芯抜き
ガーゼ
透明水彩 5号／各種

2号／12色セット
2号／18色セット
5号／12色セット

不透明水彩 5号／各種
2号／12色セット
5号／12色セット

アクリルガッシュ 20ml／各種
20ml／12色セット
20ml／18色セット
20ml／24色セット

アクリリック 20ml／各種
 20ml／12色セット
 20ml／18色セット
 20ml／24色セット

水彩用パレット
水彩筆 各種
タオル
水彩用筆洗器
スポンジ
紙パレット  F4

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの「スクーリング
持参物等について」を参照の上、画材はできるだけ事前に用意してください。
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絵画Ⅳ・絵画表現ⅣB 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

画材販売日 （後半）11/19(金)～20(土)

販売時間 8:30〜14:30

販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類

クロッキーブック  F6・F8・B3

画用紙  B1判・B２判

MBM木炭紙  倍判／105g

上質紙 1091×788ｍｍ

イラストボード B2

鉛筆 10B～9H

コンテ 白・黒・茶

木炭 硬・中軸／軟・中軸／軟・太軸／軟・細軸

画板 A1判

カルトン 木炭紙判

画鋲

目玉クリップ 大

ネリゴム

カッター  小・30°刃

はさみ

デスケル

はかり棒

フィキサチーフ

芯抜き

ガーゼ

透明水彩 5号／各種

2号／12色セット

2号／18色セット

5号／12色セット

不透明水彩 5号／各種

2号／12色セット

5号／12色セット

アクリルガッシュ 20ml／各種

20ml／12色セット

20ml／18色セット

20ml／24色セット

アクリリック 20ml／各種

 20ml／12色セット

 20ml／18色セット

 20ml／24色セット

水彩用パレット

水彩筆 各種

タオル

水彩用筆洗器

スポンジ

紙パレット  F4

張りキャンバス F30（予約制）

F40（予約制）

木製パネル F30（予約制）

F40（予約制）

油絵具  6号／各種

油絵具ホワイト  20号／シルバー・パーマネント・チタニウム

超速乾メディウム  100ml

テレピン  55ml／250ml

ペトロール  55ml／250ml

リンシード  55ml／250ml

ポピー  55ml／250ml

ペインチングオイルSP  55ml／250ml

ペインチングオイルクイックドライ  55ml／250ml

筆洗油  100ml／500ml

二つ折りパレット  油彩向け

パレットナイフ

油彩筆各種

ペインチングナイフ

キャンバスクリップ 25～60号用

油壺

油彩用筆洗器

木工ボンド

ジェッソ 300ｍｌ

ジェルメディム 300ｍｌ

〇予約制商品のご注文について
※授業初日の10日前までに、鷹の台校の世界堂へご注文下さい。
※商品のご用意に時間がかかる場合がございます。なるべくお早めにご予約ください。
※予約締切日を過ぎてからのご予約については、世界堂武蔵野美術大学店へご相談ください。
＜問い合わせ先＞
世界堂武蔵野美術大学店：営業時間等の詳細はこちら
TEL　042-349-3344

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの「スクーリング
持参物等について」を参照の上、画材はできるだけ事前に用意してください。
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日本画Ⅳ・日本画基礎ⅣB 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

（前半）11/19(金)～20(土)
（後半）11/26(金)～27(土)

販売時間 8:30〜14:30
販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類
木製パネル F30（予約制）
雲肌麻紙 三六判
上質紙 4/6判
トレーシングペーパー A1　50g
絵皿 10.5cm・13cm・15cm
胡粉　寿 300g
粒膠
三千本膠
明礬
固形墨 墨精・清尚・黄山松煙
硯
膠鍋　手付き 12cm
チャック付クリアパック
ヤマトのり 70g
日本画筆
彩色筆 #1・#2・#3・#4・#5・#6・#7・#8
天然即妙筆 小・中・大
平 #2・#3・#4・#5・#6・#7・#8・#9・#10
削用 小・中・大
隈取 小・中・大 ・別大
面相筆 小・中・大
長流 小・中・大 ・別大
かすみ 小・中・大
快 小・中・大
ドーサ刷毛 2.5寸・3寸
絵刷毛 1.5寸・2.0寸・2.5寸・3寸
唐刷毛 2.5寸

〇予約制商品のご注文について
※授業初日の10日前までに、鷹の台校の世界堂へご注文下さい。
※商品のご用意に時間がかかる場合がございます。なるべくお早めにご予約ください。
※予約締切日を過ぎてからのご予約については、世界堂武蔵野美術大学店へご相談ください。
＜問い合わせ先＞
世界堂武蔵野美術大学店：営業時間等の詳細はこちら
TEL　042-349-3344

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの冊子「スクーリ
ング持参物」を参照の上、画材はできるだけ事前に用意してください。

画材販売日
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版画IV 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目
（銅板・スクリーンプリント）

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

（前半）11/19(金)～20(土)
（後半）11/26(金)～27(土)

販売時間 8:30〜14:30
販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類
ウエス 1kg
純白ロール 1091×788
上質紙 1091×788／55kg
ベランアルシュ 1050×750
ハーネミューレHA5761 1060x780
いづみ 1120×760
かきた 1200×800
KMKケント B3判
トレーシングペーパー A2／B3
カーボン紙 黒・赤・青／A4
ダイヤホイル0.1（透明フィルム） B1規格
ダーマトグラフ #7600／黒
マッキー超極細 黒・赤・青
やまと糊 約70g
不透明水彩 各種
レッドオペークペン F・M・B・UF・BR
ネガオペーク
オペークインキ
ポスカ 黒
ペン先 Gペン
ペン軸
マスキングテープ 2cm巾・5cm巾
木柄ニードル 丸・三角
生徒用木柄ニードル 丸・三角
耐水ペーパー ＃180・240・360・400・600・800・1000・1200・1500・2000
ビニールシート 約150x90cm
寒冷紗 約1.3×2m
軍手 イボなし

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの冊子「スクーリ
ング持参物」を参照の上、画材はできるだけ事前に用意してください。

画材販売日
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デザインⅠ 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

（前半）11/26(金)～27(土)
（後半）12/3(金)～5(日)

販売時間 8:30〜14:30
販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類

ケント紙 A3判
木製パネル A3
水張りテープ 25mm巾・白
鉛筆 ハイユニ／9H～10B
直定規 30～60ｃｍ
スケッチブック B4
ポスターカラー 単色／18色セット
アクリル絵具 単色・セット
アクリルガッシュ 単色・セット
水彩パレット
筆洗器
紙パレット F4
平筆 各種
面相筆 小・中・大
マスキングテープ 9mm巾・15mm巾・20ｍｍ巾・50mm巾
スティックのり
カッター 各種
カッティングマット A3
コンパス 製図用
三角定規 30cm　方眼付
USBメモリ 8GB
烏口

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの「スクーリング
持参物等について」を参照の上、画材はできるだけ事前に用意してください。

画材販売日
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ファッションデザイン 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

画材販売日 11/26(金)～27(土)
販売時間 8:30〜14:30
販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類
クリアファイル A4　20P

A3　20P
布用接着剤
ミシン糸 白・黒
ボタン付け糸 白・黒
ぬい針 普通地用普通針
ソーイングセット
はさみ
日本色研　新配色カード 129ｂ

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの「スクーリング
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工芸工業デザイン基礎Ⅱ 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

画材販売日 （前半）11/26（金）〜27（土）　スペースデザイン・プロダクトデザイン
（後半）12/3（金）〜5（日）　スペースデザイン・プロダクトデザイン

販売時間 8:30〜14:30
販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類
クロッキーブック B4
スケッチブック B4
アルミ棒 溝引き・撹拌向け
コンパス 製図用／烏口セット
烏口
三角定規 方眼入り 30cm
直定規 30cm～60ｃｍ
ハサミ
デバイダー
ピンセット
木工ボンド速乾 50g
ヤマトのり 70g
両面テープ 5mm巾・10ｍｍ巾
耐水ペーパー #100・#150
コピック 単色／N・C・W・T各グレー・ブラック・36色セット内容のカラー単品
コピックマルチライナー 0.3・0.5
ファインポイントペン 0.3・0.5／黒・油性
色鉛筆 白・黒・グレー／12色セット／24色セット
カラーペン 単色・各種
透明水彩 5号・各種／2号・12色セット
不透明水彩 5号・各種／2号・12色セット
アクリルガッシュ 各種
ポスターカラー 各種・20ml
カッター 大・小
カッター替刃 大・小
紙パレット F4
平筆 巾3種
絵皿 10.5cm
PMパッド A3　白
方眼紙 A2
スチのり50
ひのき角材 □3×900mm・□5×900mm・□8×900mm
スチレンボード A2／1・2・3mm厚

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの「スクーリング
持参物等について」を参照の上、画材はできるだけ事前に用意してください。
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工芸工業デザイン基礎Ⅰ 2021年度 冬期第１回週末スクーリング 画材販売科目

・環境形成デザインⅡB

＊販売日・販売時間は都合により変更する場合があります。

（後半）10/22（金）～23（土）スペースデザイン・プロダクトデザイン

販売時間 8:30〜14:30
販売場所 吉祥寺校3号館1階学生ホール

商品名 サイズ、種類
クロッキーブック B4
スケッチブック B4
三角スケール 15ｃｍ　一般用
三角定規 方眼入り 30cm
直定規 30cm～60ｃｍ
ハサミ
コピック 単色／N・C・W・T各グレー・ブラック・36色セット内容のカラー単品
コピックマルチライナー 0.3・0.5
ファインポイントペン 0.3・0.5／黒・油性
色鉛筆 白・黒・グレー／12色セット／24色セット
カラーペン 単色・各種
透明水彩 5号・各種／2号・12色セット
不透明水彩 5号・各種／2号・12色セット
アクリルガッシュ 各種
ポスターカラー 各種・20ml
紙パレット F4
USBメモリ 8GB

目次に戻る

＊開講科目により販売するものは異なります。売り切れの場合もありますので、既に配布済みの「スクーリング
持参物等について」を参照の上、画材はできるだけ事前に用意してください。

画材販売日
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