富山福祉短期大学 ２０１８年度

第 4 回・第 5 回 臨床美術士プログラム研修会
富山福祉短期大学では、臨床美術士の方を対象にプログラム研修会を実施しています。
ぜひご参加いただき、スキルを磨く機会となさってください！
参加者は、実際に１つの参考作品を制作することができ、取り上げられる全てのプログラムのライセンスが
給付されます。それぞれ受講料も異なりますので、ご注意ください。単位は、各研修会とも３単位です。

第4回

CAA 研修会 No.4-6

絵を描くことが苦手という成人向けアートプログラム研修会

絵はそっくりに描かなくてはならないという思いから解放され、
「絵を描くのはこんなに楽しい」という体験を実感
できる成人向けプログラムを学ぶ CAA 研修会を開催します。
CAA プログラムは臨床美術士たちの「アナログ表現をどのように楽しんでいただいたらよいかわからない」
「画材をあれこれ用意するには予算が…」
「参加された方が満足されるにはどんな内容がよいのかが不安」などの
声にお応えした研修会です。是非この機会にご参加ください。

【日時】
【場所】
【研修内容】

２018 年 9 月 16 日（日） 10：00-12：00
富山福祉短期大学 4 号館２F 造形室

【講師】

北澤 晃

【持ち物】

№4 のぞく色彩たち
脳いきいき丸筆（黄緑・4 号）
・丸筆（青・10 号）
・
ペーパーパレット・筆洗・はさみ・スティックのり・
鉛筆(2B～3B)・割りばしペン・新聞紙・ウエットティッシュ・
ティッシュ・日本臨床美術協会会員証・単位集積記録表(コピー)

【対象】
【申込期限】
【取得単位】
【受講料】

臨床美術士 4 級 取得以上で日本臨床美術協会資格認定会員の方

№4「のぞく色彩たち」ポイント説明
№5「コラージュ私の手」参考作品制作
№6「墨絵フロッタージュ」ポイント説明
№5 コラージュ私の手

２０１8 年 8 月 30 日（木）
3 単位

№6 墨絵フロッタージュ

16,200 円 (15,000 円＋消費税 8%)

※本学本科卒業生及び履修証明プログラム修了者は１割引の 14,580 円となります。申込時にお申し出ください。

第5回

最新アートプログラム研修会

⑯

芸術造形研究所で運営している、ダヴィンチクラス・子ども造形教室で実践した最新のアートプログラムの研修会です。
素材の面白さや、表現方法の独自性などから、特に、子どもの感性を刺激し、表現力を高めることにつながっていった
プログラムを選定してご紹介します。

【日時】
【場所】
【研修内容】

２018 年 9 月 16 日（日） 13：30-15：30
富山福祉短期大学 4 号館２F 造形室
「紙やすりに描くラ・フランス」 ★参考作品制作
ラ・フランス独特の表面の表情や色合いを紙やすりの素材感、
色、触感を生かしながら表現し、様々な素材を組み合わせる
ことによって生まれるマチエールを楽しみます。

【講師】

北澤 晃

【持ち物】

脳いきいきアクリラガッシュ・オイルパステル・丸筆（青・10 号）
・ペーパーパレット・筆洗・
新聞紙・ウエットティッシュ・ティッシュ・日本臨床美術協会会員証・単位集積記録表(コピー)

【対象】
【申込期限】
【取得単位】
【受講料】

臨床美術士 4 級 取得以上で日本臨床美術協会資格認定会員の方
２０１8 年 8 月 30 日（木）
3 単位
8,640 円 (8,000 円＋消費税 8%)
※本学本科卒業生及び履修証明プログラム修了者は１割引の 7,776 円（税込）となります。申込時にお申し出ください。
※すでに指導案をお持ちの方は 申込時にお申し出ください。受講料：5,400 円（税込）となります。
当日、必ずお持ちの指導案をご持参ください。また、指導案をお持ちで上記 1 割引対象は 4,860 円（税込）となります。

【2018 年度 臨床美術士プログラム研修会 今後のスケジュール のご案内】
第 6 回 12 月 16 日（日）10:00-12:00 色鉛筆アートプログラム研修会 No.39-44《ﾌｪﾘｼﾓｼﾘｰｽﾞ》
第 7 回 12 月 16 日（日）13:30-15:30 モノトーンアートプログラム研修会 No.4-6
※この研修会は臨床美術士資格更新制
度の単位取得対象です。資格認定会員
の方は単位集積記録表（コピー）をご
持参ください。
各研修会とも 3 単位取得となります。

第 4 回・第 5 回のお申込方法
① 申込期限（8/30）までに、
お電話・FAX もしくは HP からお申込下さい。
富山福祉短期大学 共創福祉センター 事務局
瀬戸・山崎
TEL: 0766-55-1400／FAX: 0766-55-1452

※受講には日本臨床美術協会の会員で
あることが条件となります。会員継続
手続きがまだの方はご確認ください。
※受講対象（取得級）をご確認くださ
い。

HP からは
本学 HP の「地域・一般の方へのお知らせ」一覧にある
ご案内からお申込ください。

※講師が変更になる場合はあります。
あらかじめご了承ください。
【単位について】
研修会の授業時間数の約 8 割の出席
で、単位となります。2 時間の研修会
の場合 30 分、1 時間半の研修会は 20
分まで認められます。それ以降の入室
は可能ですが、単位として認められま
せん。ご注意ください。
遅刻・欠席に際しては必ずご連絡をい
ただけますようお願いいたします。

②受講料のお支払い（銀行振り込み）
受講料はお申込期限（8/30）までに下記振込先に
お振込ください。
振込先
富山信用金庫 射水営業部 （普通） NO.0144562
口座ﾌﾘｶﾞﾅ トヤマフクシタンキダイガクトクベツ
口座名
（学）浦山学園 富山福祉短期大学 特別会計 理事長 浦山哲郎

【研修会のキャンセル料について】
締切日の翌日以降、研修会への参加を
キャンセルされた場合、教材等準備や
事務手続きの都合上、受講料の 30％
をキャンセル料（振込手数料含む）と
して頂戴します。あらかじめご了承い
ただけますようお願いいたします。
また、締切日までに受講料のお支払い
が確認できない場合、受講キャンセル
とさせていただきますので、ご注意く
ださい。何かの事情で振り込みが遅れ
る場合には、あらかじめお知らせくだ
さい。

※専用の振込用紙はありませんので、自動振込機等で各自お振り
込みください。
※振込票をもって領収書に代えさせて頂きます。ご自身で保管を
お願いいたします。

受
FAX 送信用欄

宛先 FAX 番号：0766-55-1452

お名前

第 4 回（9/16ＡＭ）

○をお付けください

お電話番号
受講料お支払い予定日

※FAX でお申込の方は、ご利用ください。

ふりがな

希望プログラム

ご住所

講

第 5 回（9/16ＰＭ）

〒
E メールアドレス
平成 30 年

月

@
日

（8 月 30 日まで）

共創福祉センター
事務局 瀬戸・山崎
TEL: 0766-55-1400
FAX: 0766-55-1452

