
OCHABI artgymでは、出版書籍をテキストとして使用しています。
書籍は全国の書店や amazon などの販売サイトで購入いただけます。

観察力・思考力・伝達力を身につけるコンテンツを書籍化しました

OCHABI Institute［著］

ロジカルデッサンの技法

詳細はこちら

「描く」ことはチ・カ・ラ
アートとデザインの 基 本であるデッサンを中 心 に
モノの観方、考え方、伝え方が身につくアートのジムです。

Business Art

Dessin

Design

①OCHABIオンライン決済サイトにアクセス。
　→   http://ec.ochabi.ac.jp/

HPのお問い合わせフォームもしくは
お電話にてお問い合わせください。

<お申し込み方法> <お問い合わせ方法>

②受講したいプログラムを選択→お支払い。

③お支払い後届く、ご案内メールに沿って
　ご参加ください。

お申し込み /お問い合わせ方法

TEL   03-3293-8800 
電話受付時間  月～金 12:00-17:30   土・日 8:30-17:30 

https://www.artgym.ochabi.ac.jp/

JR 御茶ノ水駅

神田川

駿河台交差点

至  水道橋

OCHABI

至  秋葉原

新御茶ノ水駅B1口

御茶ノ水駅1番口
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明治大学■

■東京医科歯科大学■順天堂大学病院

スターバックス■

●小川町駅B3口

●JR 御茶の水橋口[交通]
JR中央・総武線 御茶ノ水駅 御茶の水橋口より徒歩1分
東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 2番口または1番口より徒歩3分
東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 B1口より徒歩5分

〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2-3
学校法人 服部学園  OCHABI  artgym

教育のプロフェッショナルとしてトレーニングを積んだ
現役のアーティストやデザイナーがコーチとしてあなたをサポートいたします。

2021 年6 月14 日発行

OCHABI Institute の書籍



受講手順

 zoom Cloud Meetings( 以下zoom) という、インターネット上で
セミナーや会議に参加できる無料のアプリケーションを用意しましょう。
家の PCやタブレットもしくはスマートフォンに誰でも簡単にインストール
することができます。インストールしたら、氏名（本名）とメールアドレスを
登録しましょう。( 所用時間 : 約 5分 )
↓

ズーム クラウド　ミーティングス

artgymオンラインに申し込むと、招待状のURLがメールで
届きます。そのURLをクリックすると、zoomで授業の画面が開きます。
↓

ズーム

画面にはコーチとコーチの手元が映ります。コーチの解説を聞きながら、
一緒に手を動かしましょう。
また質問する時間もあるので初めての方でも安心してご参加いただけます。

「描く」ことは チ・カ・ラ 

OCHABI artgymのレッスンについて

学ぶ環境について

OCHABI Institute( 学校法人服部学園 ) は、 “「描く」ことはチ・カ・ラ” をモッ
トーにクリエイティブ教育研究機関の一翼を担い、アート・デザイン業界に
人材を多数輩出し、 今年で 65年を迎えました。OCHABI Institute が運営
する OCHABI artgym では、アートとデザインの基本であるデッサン (描く )
を中心に、観察力・思考力・伝達力 ( チカラ ) を、子どもから大人までジム
に通う手軽さで、楽しく身につけることができます。　
「描く」ということは、絵を描くことだけにはとどまりません。プランを描
いたり、イメージを描いたり、ビジョンを描くことや、それぞれのライフス
タイルを描いていくことも、アートとデザインの力でサポートできると私た
ちは考えています。
　OCHABI artgymで「描く」ことから始め、想い描いたことを実現してい
きましょう！

OCHABI artgymのレッスンでは、「描く」ことで、３つのチカラ（観察力・思考力・
伝達力）を、楽しく身につけていくことを大切にしています。
　アートジムでは、「描いてみる」ことを通して「よく観る」コツを論理的に理解す
ることからはじめていきます。一旦、よく観る楽しみを覚えると、自然と描きたい ! 
という気持ちが湧き出るようになります。楽しく描き続けることで「観察力」が向
上していくと、日常的に様々なモノゴトに気づけるようになり、今までよりも驚く
ほどアイデアが生まれやすくなります。そして、「描ける」デッサン力があると、思
いついたアイデアを、文章や数字だけでなく絵でも書き留めたくなってきます。さ
らに、絵で書き留めたアイデアメモを客観的に見返すことで、細部に意識を向ける
ことができるので、より具体的にイメージする「思考力」が向上します。加えて、コミュ
ニケーションツールとして「伝わる絵」を描ければ、瞬時に頭の中のイメージを人
と共有することができるので、より速く深くコミュニケーションする「伝達力」も
向上します。
「まずは絵を描いてみたい！」という初心者の方から「もっと上手くなりたい！」と
いう経験者の方まで、コーチが丁寧にサポートいたします。

artgym

artgym

artgym
online

artgym
online

本校は JR御茶ノ水駅から徒歩 1分に所在します。
広いアトリエ、高い天井など「描く」ことに適した
アトリエをご用意しています。また、学内には受験
生や専門学校生の作品が展示されていたり、年間を
通してイベントが行われているので、常に刺激のあ
る環境となっています。

artgym online は、より自由な場所でアートとデザイン
を学べます。仕事帰りのカフェや自室などでお茶を飲み
ながら絵を描いたり、知識を深められたりします。
また授業によっては講義資料やコーチの参考作品をデー
タで受け取れたり、講評の動画を視聴できたりとオンラ
インならではの特典もあります。

< OCHABI artgymでできること>

東京 御茶ノ水にあるアトリエでの授業

< artgymに通うメリット>
・広く活気のある美術学校のアトリエで学べる
・美術学校ならではの魅力的なモチーフを
   描くことができる
・様々な画材にチャレンジできる

< online で学ぶメリット>
・自由な場所で受講できる
・コーチの手元を画面でみながら制作できる
・参考教材で繰り返し勉強できる

インターネット環境がある全ての場所から参加できる

・ロジカルデッサンクラス  

・おとなのアート探求クラス
・キッズクラス
・企業研修

・ワークショップ ・オンラインロジカルデッサン

・オンラインおとなのアート探求クラス
・オンラインキッズクラス
・オンライン企業研修

・オンラインワークショップ

無料体験

レッスン見学

実技体験とアートジムのカリキュラム及び仕組みの説明がセット
になっています。実際のレッスンと同じ環境で簡単なモチーフの
鉛筆デッサンを行います。コーチの教え方やアトリエの雰囲気を
実際に体感していただき、それぞれに合わせた通い方の相談な
ど、不安や疑問点にひとつひとつ丁寧にお答えします。アートジ
ムに通われている方の殆どは初心者なので、どなたでも安心して
お越しいただけます。

レッスンの様子を見学できます。事前にご予約・お問い合わせください。

お申し込みページはこちら

お問い合わせページはこちら



  ロジカルデッサンクラス

 オンライン おとなのアート探求クラス オンライン キッズクラス 

オンライン 企業研修  オンライン ワークショップ

作家や技法にスポットを当て、実際に自分でも描きなが
らアートの知識を深めていくクラスです。今まで発見で
きなかったことへの新しい気づきに繋がるよう、月々様々
なテーマをご用意しています。オイルパステルやアクリ
ルガッシュなど様々な画材を使ってみたい方にもおすす
めです。

ワークショップはモデルさんを招いてクロッキー ( ス
ケッチ ) をしたり、アートとデザインについて学んだり、
時には立体物を製作したりできる完結型の授業です。
どなたでも気軽にご参加いただけます。

Art× サイエンス、Art× 天
体、Art× 都市など、様々
なテーマでアートとデザイ
ンに触れていきます。手を
動かす過程で、「思考力」「判
断力」「表現力」を身につ
けます。
STEAM教育のArt の部分
を担うプログラムをご自宅
で学べます。
また授業のポイントなどを
まとめた資料を後日データ 
配布いたします。

入門、初級、中級のレッスンがあり
ます。モチーフは毎回変わり、画像
がデータ配布されます。
受講後はコーチからの参考作品と、
講評の動画を視聴できます。
自宅やカフェでデッサンのレッスン
を受講いただけます。

画面でコーチの手元を見ながら、
一緒に手を動かすことができます。

zoomを使用したオンラインによる企業研修を
実施しています。
今まで企業へ出向き実施してきたOCHABI の
コンテンツの数々を、画面を通じて学ぶことが
できます。

自宅にいながら、アートやデ
ザインの作家とその技法にス
ポットを当て、実際に自分で
も描きながら知識を深めてい
くクラスです。

また授業のポイントなどをま
とめた資料を後日データ配布
いたします。復習にお役立て
いただけます。

人気のワークショップをオンライ
ンで受講できます。描画の技法や、
デザインの知識など月ごとに変わ
る内容を開催しています。
また授業のポイントなどをまとめ
た資料を後日データ配布いたしま
す。

ご希望の方は別紙にてご案内いたします。
お気軽にお問い合わせください。ご希望の方は別紙にてご案内いたします。お気

軽にお問い合わせください。

ロジカルデッサンクラスには月ごとのテーマに沿っ
て初級～上級、その他石膏像などが設置されていま
す。それぞれの目的や経験値に合わせて描き進めて
いくレッスンです。毎回コーチによるレクチャーや、
個別の指導があるので初心者の方も安心して受講し
ていただけます。

初級モチーフ
中級モチーフ

上級モチーフ

石膏像

描く学ぶ 深める

ただ「描く」だけではありません。「きづく」「えがく」「つ
たえあう」の 3軸から構成されたプログラムにより、アー
トに触れながら「思考力」「判断力」「表現力」を伸ばす
ことを目的としています。月ごとにテーマが変わるので、
様々なアーティストや、画材に触れることができます。

えがく

ロジカルデッサンクラス  

おとなのアート探求クラス キッズクラス

artgymでは企業のニーズに合わせた研修プランを取
り揃えています。
「デッサンやスケッチスキルを必要とする企業」から「企
画力やコミュニケーション力をアップしたい企業」ま
で多くの実績があります。

企業研修

入門・初級レッスンもご用意しています。またオンラインレッスンも併せて
受講できます。詳細は受講方法のページを参照ください。

レッスン( 初級～上級 )にも
設置されている「初級モ
チーフ」のみを描くレッス
ンです。慣れてきたらレッス
ンで色々なレベルのモチー
フにチャレンジしてみま
しょう。

初級レッスン

入門レッスン

レッスン (初級 ～上級 )
オンラインレッスン

鉛筆の削り方や道具の使
い方から始まり、コーチと
一緒に「円柱」を描く練
習をしてから簡単なモ
チーフを描きます。

artgym
online

ワークショップ

artgym

コーチの手元画面

コーチの手元画面 ご自宅での制作風景

制作物例

授業風景

授業風景 授業風景

例：ハッチングのワークショプ 例：人物の描き方のワークショプ

きづく つたえあう



中学生以上対象

 オンライン おとなのアート探求クラス オンライン キッズクラス  オンライン ワークショップ

各クラス・ワークショップの料金・受講方法

会員特典

月額会員プラン※クレジットカードによる
自動引き落としプランです。

2回分

4回分

都度払いプラン お試しパック※会員特典はつきません

・月２回のアトリエ解放日をご利用いただけます。
・Tools お茶の水店で画材割引が適用されます。
・ワークショップを会員割引価格で受講 できます。

・月２回のアトリエ解放日をご利用いただけます。 
・Tools お茶の水店で画材割引が適用されます。
・ワークショップを会員割引価格で受講 できます。

・会員限定イベントにご招待します。
・会員展に出展できます。

※祝日等により、変更する場合があります。

※祝日等により、変更する場合があります。 ※ロジカルデッサンクラスの月
　額会員プラン、またはおと
　なのアート探求クラスにお
　申し込みの方は、会員価格
　で受講できます。

※ロジカルデッサンクラスの月
　額会員プラン、またはおと
　なのアート探求クラスにお
　申し込みの方は、会員価格
　で受講できます。

※ 購入した日から3か月以内に
　 受講を終えてください。

お試しレッスン

開講時間 ※ 祝日等により休校になる場合があります。HPのスケジュールをご確認ください。

特典

料金・開講日

料金・開講日

料金・開講日

料金・開講日

料金・開講日

持ち物

特典

・１レッスンにつきレッスン開始前後2時間
　自習できます。  (指導無し）
・Toolsお茶の水店で画材割引が適用されます。
・ワークショップを会員割引価格で受講できます。
・会員限定イベントにご招待します。
・会員展に出展できます。

持ち物

汚れてもいい服装でお越しください。

・Toolsお茶の水店で画材割引が適用されます。

特典
・授業のポイントをまとめた資料を
    データ配布します。

特典
・授業のポイントをまとめた
   資料を データ配布します。

特典
・授業のポイントをまとめた資料を
    データ配布します。
・ワークショップを会員割引価格で受講できます。

・各授業の内容を確認できるプリントを収納できる
    個人ファイルをプレゼントいたします。

お試しレッスン

準備物
各回によって異なりますので、
HPをご確認ください。

準備物
無地のノート(もしくはコピー用紙 )・
ペンなど

画材は全てお貸出しいたします。
気になる方はエプロンなどご持参ください。

※ワークショップにより、開講
　時間や金額が異なります。
　開催のワークショップは別紙
　もしくはホームページでご確
　認ください。　　

10：00～12：00（ 9：30から入室可能）

月2回10,000円 月2回  9,000 円

午後クラス：第1・第3土曜日 14:00-16:00
　　　　　　　　　

午後クラス：第1・第3土曜日 10:00-12:00
　　　　　　　　　

月2回  7,000円

毎月第2・第4土曜日 14:30-16:00
※祝日等により、変更する場合があります

月2回  7,500円

毎月第1・第3土曜日 10:30-12:00
※祝日等により、変更する場合があります

3,000 円～

平日午後、平日夜間、土日
※開講日はHPを参照ください。

料金・開講日

3,000円～

平日午後、平日夜間、土日
※開講日はHPを参照ください。

レッスン2回 ( 6,000円)を
お試し価格で受講いただけ
ます。

毎月第2・第4水曜日 14:00-16:00

◎入門レッスン

◎初級レッスン

◎レッスン(初級～上級)     

(2時間）

(2～3時間）

(2～3時間）

金曜日夜間（隔週）

木曜日夜間（隔週）

水曜日夜間/木曜日午後（隔週）
木曜日夜間（隔週）/土日午前午後

3,000円月１回プラン

6,000円月2回プラン

オンライン月額会員プラン ※クレジットカードによる
自動引き落としプランです。

3,000円月１回プラン 6,000円月2回プラン

10,000円

6,000円 5,000円2回分

10,000円

月4回プラン

15,000円月6回プラン

20,000円月8回プラン

午前

午後

夜間
19：00～ 21：00（18：00から入室可能）

14：00～16：00（13：30から入室可能）

1回 ( 4,500円)を
お試し価格で受講いただけます。

1回分 3,800円

1回 ( 3,500円 )を
お試し価格で受講いただけます。

1回分 3,000円

※お一人様1回限り利用可能。

お試しレッスン

2回 ( 10,000円)を
お試し価格で受講いただけます。

2回分 8,300円

※お一人様1回限り利用可能。

※お一人様1回限り利用可能。

お試しレッスン

1回 ( 3,750円 )を
お試し価格で受講いただけます。

1回分 3,100円

※お一人様1回限り利用可能。

※お一人様1回限り利用可能。
※画材はお貸出しいたします。

「レッスン (初級～上級 )」「入門レッスン」「初級レッスン」「オンラインレッスン」を自由に組み合わせて
受講できます。

「オンラインレッスン入門」「オンラインレッスン初級」
「オンラインレッスン中級」を受講できます。

ご自宅でも安心して受講できるようオンライン個別相談のサポートがついたオンライン会員
プランができました。

ロジカルデッサンクラス  おとなのアート探求クラス キッズクラス ワークショップ

◎オンラインレッスン
   (入門 )     
◎オンラインレッスン
   (初級 )     
◎オンラインレッスン
   (中級 )     

(2時間）

(2時間）

(2時間）

火曜日夜間(月１回)

小学校１年生～６年生対象

小学校１年生～６年生対象

会員特典
・オンラインのワークショップや懇親会など、会員限定イベントにご招待します。
・オンライン会員展に出展できます。
・オンライン個別相談会へ参加できます。   

※それぞれ15分前より入室可能

スケジュールページはこちら

New!

火曜・金曜  夜間隔週/日曜 午前隔週
※月によって初級、中級の曜日は変わります。


