
Criteria for your finished Depth Drawing:
Technique: Shading & detail
Shape, contour, smoothness, gradients

Technique: Sense of depth
Changing detail & contrast for near/far

Composition
Complete, full, finished, balanced

Depth Drawing
 
____/10 Idea development 

____/10 Peer feedback

Current Mark =Navon Situ, Fall 2022

Brigid Libadia, Fall 2022

Aresky Novelo Espinosa, Fall 2022

Ocean MacAdam, Fall 2022

Mostafa Mahmoud, Fall 2022

Ashanti Sarmiento, Fall 2022

Sadie Buxton, Fall 2022

Ashfin Azhar, Fall 2022

Zoe Radford, Fall 2022

Linnea Brodin, Fall 2022



Depth drawing evaluation
تقییم رسم العمق

Tathmini ya kina ya kuchora.
深度绘图评估

Lalim pagguhit pagsusuri
Avaliação de desenho de profundidade
ग�हराई �ाइंग म�ूयांकन
Nirxandina Dirêjkirina Kûrahiyê
Evaluación de dibujo de profundidad
깊이 도면 평가

Qiimaynta sawirka qoto dheer
Tiefenzeichnung Evaluation.
深さ描画評価

Đánh giá vẽ sâu
การประเมนิผลการวาดภาพเชงิลกึ

ارزیابی عمق طراحی
Оцінка малювання глибини

د انحراف �ا�کي ارزونھ

Shading, proportion and detail: Proportion, contour, deep blacks, smoothness, and blending
العمیقة، نعومة، ومزجنسبة، كونتور، األلوان السوداءالتظلیل والنسبة والتفاصیل:

Shading, uwiano na maelezo: uwiano, contour, rangi nyeusi nyeusi, urembo, na kuchanganya
阴影，比例和细节：比例，轮廓，深黑色，光滑度和混合

Shading, proporsyon at detalye: proporsyon, tabas, malalim na itim na kulay, kinis, at blending
Sombreamento, proporção e detalhes: proporção, contorno, cores negras profundas, suavidade e mistura
छायांकन, अनपुात र �ववरण: अनपुात, अनपुात, ग�हरो कालो र colors ह�, �च�लोपन, र �म��त
Shading, Proportion û Hûrgelan: Rêjeya, Rêz, Kevir, Reşên Reş, Reş, û Blending
Sombreado, proporción y detalle: proporción, contorno, colores negros profundos, suavidad y mezcla
음영, 비율 및 세부 사항 :비율, 윤곽선, 깊은 검은 색, 부드러움 및 혼합
Shahaadada, saamiga iyo faahfaahinta: saamiga, dusha, midabada madow, jilicsanaanta, iyo isku-darka
Schattierung, Anteil und Detail: Anteil, Kontur, tiefe schwarze Farben, Glätte und Mischung
シェーディング、比率および細部：割合、輪郭、深黒色、滑らかさ、およびブレンド

Shading, tỷ lệ và chi tiết: Tỷ lệ, đường viền, màu đen sâu, độ mịn và pha trộn
การแรเงาสดัสว่นและรายละเอยีด: สดัสว่น, รปูรา่ง, สดํีาลกึ, เรยีบเนยีนและการผสม

سفید عمیق، صاف و مخلوطکانتور، رنگ سیاه وسایھ زنی، نسبت و جزئیات: نسبت،
Затінення, пропорція та деталізація: Частка, контур, глибокі чорні кольори, гладкість та змішування

رن�ونھ، نرم او ترکیبسمون، ژور تورسیوري کول، تناسب او توضیحات: تناسب،

Sense of depth: Changing focus, contrast, size, and perspective
تغییر التركیز والتباین والحجم والمنظورإحساس العمق:

Sense ya kina: Kubadilisha lengo, tofauti, ukubwa, na mtazamo
深度感：改变焦点，对比，大小和观点

Pakiramdam ng lalim: pagbabago ng focus, contrast, laki, at pananaw
Sensação de profundidade: mudança de foco, contraste, tamanho e perspectiva
ग�हराईको भावना: �यान केि��त गद�, क��ा�ट, आकार र प�र�े�य प�रवत�न गद�
Hişmendiya kûrahiyê: Guhertina balê, berevajî, mezinahî, û perspektîf
Sentido de profundidad: Cambio de enfoque, contraste, tamaño y perspectiva
깊이의 감각 :포커스, 대비, 크기 및 관점 변경
Dareenka qoto dheer: Beddelka diirada, isbarbardhiga, cabirka, iyo aragtida
Gefühl der Tiefe: Fokus, Kontrast, Größe und Perspektive
深さの感覚：焦点、コントラスト、サイズ、および視点を変更する

Cảm giác độ sâu: Thay đổi tập trung, độ tương phản, kích thước và phối cảnh
ความรูส้กึของความลกึ: การเปลี�ยนโฟกสัความคมชดัขนาดและมมุมอง

تغییر تمرکز، کنتراست، اندازه و چشم اندازحس عمق:
Почуття глибини: зміна фокусу, контрастність, розмір і перспектива

تھ وده ورکولد تمرکز تمرکز، برعکس، اندازه، او لیدد ژورې احساس:

Composition: Complete, full, balanced, and non-central
كاملة، كاملة، متوازنة، وغیر المركزیةالتركیب:

Muundo: kamili, kamili, uwiano, na yasiyo ya kati
作文：完整，完整，平衡和非中央

Komposisyon: Kumpleto, puno, balanse, at di-gitnang
Composição: completa, completa, equilibrada e não central
क�पोिजसन: पणू�, पणू�, स�त�ुलत, र गरै-म�य
Berhevok: temam, tam, hevseng û ne-navendî
Composición: completa, completa, equilibrada y no central.
구성 :완전, 전체, 균형 및 비 - 중앙
Halabuurka: Dhameystiran, buuxa, Isku-dheellitiran, iyo Bartamaha
Zusammensetzung: Komplett, voll, ausgewogen und nicht zentral
組成：完全、フル、バランス、そして中心的

Thành phần: Hoàn thành, đầy đủ, cân bằng và không phải miền trung
องคป์ระกอบ: สมบรูณเ์ต็มสมดลุและไมใ่ชภ่าคกลาง

متعادل و غیر مرکزیترکیب: کامل، کامل،
Склад: повний, повний, збалансований та не центральний

بشپړ، متوازن، او غیر مرکزيجوړ�ت: بشپړ،



Saeyoon Yang, Fall 2021

Ruby Persaud, Fall 2021

Marina Van Wart, Fall 2021

Katherine Boyle, Fall 2021

Julia Kienast, Fall 2021 Jacob Schelew, Fall 2021
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Aliza Seroy, Fall 2021

Rovinne Tiamson, Fall 2021

Dow Kim, Spring 2022



Skill builder Drawing depth I
  

Draw one photo in front, and 
another in the background.



Skill builder Drawing depth II
 

Draw one photo in front, and 
another in the background.
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Molly Dodge Austin, Spring 2021

Chase Bureau, Spring 2021

Grace Smith, Spring 2021

Axel Wirth Bulmer, Spring 2021

Ella Kim, Spring 2021

Ruby Jangaard, Spring 2021

Rachel Tamsett-Peters, Spring 2021

Emelia LaShomb, Spring 2021

Kate James, Spring 2021

Charlotte Evans, Spring 2021

Lola Brownlow, Spring 2021

Jack Natolino, Fall 2021



Development of Grace Smith’s depth drawing



Development of Theo MacDonald’s depth drawing



Idea Development アイデア開発 Name 名前：

1 Generate ideas アイデアを生成 — maximum of 50% 最大

Number of words 単語の数  → _____ ÷ 3 = _____%

Number of simple sketches 簡単なスケッチの数  → _____ ⨉ 2% = _____%

Number of better sketches より良いスケッチの数 → _____ ⨉ 4% = _____%

2 Select the best and join together ideas 最高のアイデアを選択し、それらを一緒に参加します

Circle the best ideas サークル最高のアイデア

circled 丸で囲ん=  ▢ 5%

Link into groups of ideas アイデアのグループにそれらをリンク

linked リンク =  ▢ 5%

3 Print reference images 参照画像を印刷 — maximum of 8 images 8枚の画像の最大

_____ images 画像 x 5% = _____%

4 Thumbnail compositions サムネイル組成物 — maximum of 10 10のサムネイルの最大

_____ thumbnails サムネイル x 8% = _____%

5 Rough copy 下書き — great quality or better 素晴らしい品質またはより良いです

_____ drawing お絵かき  x 25% = _____%

Total トータル =  _____%

NOTE: If you simply copy a picture from the internet, your mark drops to 25%.
注：あなたは、単にインターネットから画像をコピーする場合は、あなたのマークは 25％に低下します。



Generate ideas アイデアを生成します！
Use lists, a web map, or simple drawings to come up with a LOT of ideas! If you already have an idea in 
mind, choose that as your central theme and expand upon it. Let your ideas wander - one idea leads to 
another. Drawings can be details of source images, different viewpoints, textures, technical experiments, 
etc.

たくさんのアイデアを思い付くリスト、Webマップ、または単純な図面を使用してください！すでに心の中で考えを持っている

場合は、あなたの中心テーマとしてそれを選択し、その上に展開します。別のアイデアリードを - あなたのアイデアがさまよう

てみましょう。図面は、ソースイメージ、異なる視点、テクスチャ、技術実験などの詳細をすることができ

Adding up points for ideas アイデアのためのポイントを追加します：

Number of words 言葉の数  → _____ ÷ 3 = _____%
Number of simple sketches 簡単なスケッチの数 → _____ ⨉ 2% = _____%

Number of better sketches より良いスケッチの数 → _____ ⨉ 4% = _____%



Select the best 最良の選択
Draw circles or squares around your best ideas あなたの最高のアイデアを中心に円や四角形を描きます

☐ You have selected the best 3-7 ideas = 5% あなたは最高の3-7のアイデアを選択している= 5％

Link the best into groups グループに最善をリンク
Draw dashed or coloured lines to link your best ideas into groups that could work well together
よく一緒に仕事ができるのグループにあなたの最高のアイデアをリンクするために破線または色付きの線を描画します。

☐ You have joined the best ideas with lines = 5% あなたは、行= 5％で最高のアイデアに参加しています



Print references 印刷リファレンス
● Print SIX reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking and 

using your own photographs is preferred, but image searches are also fine. 
あなたは正確にあなたのアートワークの挑戦の部分を観察することができるように6枚の参照画像を印刷します。あなた自身

の写真を撮ると、使用することは好ましいが、画像検索も大丈夫ですされています。

● Do not simply copy a picture that you find. The idea is to edit and combine source images to create your 
own artwork. If you simply copy a picture, you are plagiarizing and will earn a zero for your idea generation 
and any criteria involving creativity in your final artwork. 
単にあなたが見つけること絵をコピーしないでください。アイデアは編集することですし、あなた自身のアートワークを作成す

るために、ソースイメージを兼ね備えています。あなたは、単に画像をコピーする場合は、盗用され、あなたのアイデアを生成

するためにゼロと最終的なアートワークで創造性を含む任意の条件を獲得することができます。

● Up to half of your pictures may be of drawings, paintings, or other artworks of others to use as inspiration. 
The other images must be realistic photographs. 
あなたの写真の半分まではインスピレーションとして使用する図面、絵画、等の他の作品であってもよいです。他の画像は、

現実的な写真でなければなりません。

● You must hand in the printed copy of the images to earn the marks.
あなたはマークを獲得するために、画像の印刷されたコピーに手なければなりません。

Number of reference photos 参考写真の枚数 → _____ ⨉ 5% = _____%



Thumbnail compositions サムネイル組成物
● Create TWO or more thumbnail drawings anywhere in the idea development section.

どこにでもアイデアの開発セクションで図面のサムネイル二つ以上を作成します。

● These should be based on combinations of ideas that you come up with. Include your background. 
これらはあなたが思い付くのアイデアの組み合わせに基づくべきです。あなたの背景を含めます。

● Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out.
ヘルプへの異例の角度、視点、そしてアレンジを試して、あなたのアートワークを目立たせます。

● Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork.
アートワークのエッジを示すために、あなたのサムネイルの周りにフレームを描きます。

Adding up points for THUMBNAIL drawings サムネイル図面のポイントを加算
Number of thumbnail drawings サムネイル図面の数 → _____ ⨉ 8% = _____%



Rough drawing ラフ描画
● Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy.

あなたのサムネイルから最高のアイデアを取り、改善ラフコピーにそれらを組み合わせます。

 
● Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing. 

あなたは本物を開始する前にバグをうまくし、あなたのスキルを向上させるために、これを使用します。

● If you are using colour, use paint or coloured pencil to show your colour scheme. 
あなたのカラースキームを表示するには、色、使用塗料や色鉛筆を使用している場合。

● Draw in a frame to show the outer edges of your artwork. 
アートワークの外縁を示すために、フレーム内に描画します。

● Remember to choose a non-central composition. 
非中央の組成を選択することを忘れないでください。

Examples of ROUGH drawings 粗図面の例
Rough drawing → up to 25% 25％= _____％までのラフ描画



Upasna Singh, Fall 2020

Rebecca Regan, Fall 2020

Julia Honigman, Fall 2020

Jasmine Lamando-Dawe, Fall 2020

Hailey MacIntyre, Fall 2020

Gina Sweet, Fall 2020

Curt Sarmiento, Fall 2020

Avery Brothers, Fall 2020

Minjae Lee, Fall 2020

Jayden Pizzariello, Fall 2020

Ana Mastnak, Fall 2020

Erin Murray, Fall 2020



Art Vocabulary - 単語 
 
Analogous colours groups of colours that are next to each other on the colour wheel 
類似色 カラーホイール上で互いに隣接している色のグループ 

Background the part of an artwork that is far away 
バックグラウンド 遠くにあるアートワークの一部 

Blending mixing from light to dark 
ブレンディング ライトからダークへの混合 

Blurring details making small things have less detail so they seem far away 
詳細をぼかします 彼らは遠く離れているようですので、小さなものはあまりディテールを

持って作ります 

Brainstorming coming up with a large number of ideas 
ブレーンストーミング 多数のアイデアを考え出します 

Brushstroke the mark made by the bristles of a brush in painting 
一筆 絵にブラシの毛で作られたマーク 

Central composition an arrangement where the most important thing is in the middle 
中央構図 最も重要なことは、真ん中にある配置 

Colour composition the arrangement of colours in an artwork 
着色組成物 アートワークの色の配置 

Colour scheme the choice of colours in an artwork 
カラースキーム アートワークの色の選択 

Colour mixing adding two or more colours together 
混色 2つの以上の色を追加 

Colour wheel a circle of coloured sections that shows the relationships between colours 
カラーホイール 色の間の関係を示す着色部の円 

Complementary colours colours that are opposites on the colour wheel 
補色 カラーホイールに反対している色 

Composition the arrangement of things in an artwork 
組成 アートワークで物事の配置 

Contour drawing drawing the edges and outlines 
輪郭描画 エッジや輪郭を描きます 

Contrast the difference between the lights and darks 
コントラスト 明暗の違い 

Cool colours colours that are calm and soothing, such as blues and greens 
クールな色 そのような青や緑など、穏やかでなだめるような色、 

Creativity ideas that are useful, unique, and insightful 
創造性 、有用性、独自性、洞察力のあるアイデア 

Cropping cutting off part of a picture  
切り抜き 画像の一部をカット 

Cross-hatching drawing using close parallel lines that cross each other at an angle 
クロスハッチング 角度で交差近い平行線を用いて描画します 

 
 



Cyan a greenish-blue colour that is one of the colour primaries 
シアン 原色の一つである緑がかった青色 

Decreasing contrast making the range between the lights and darks smaller so that things look 
muddier and far away 

減少は対照的 明暗の範囲を作る小さいという事はmuddierと遠くに見えるので、 

Depth the sense that some things are near and others are far away 
深さ いくつかのものが近くにあり、他の人が遠く離れていることを意味 

Detail small, important parts of a drawing 
ディテール 図面の小さな、重要な部分 

Dry brush painting creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry 
ドライブラシ塗装 ほとんどが乾燥しているブラシを使用してチクチクブラシストロークを

作成します 

Dull colours colours that are weak, and not very vivid 
鈍い色 弱い、非常に鮮やかな色ではありません 

Foreground the part of an artwork that is biggest and closest 
前景 最大かつ最も近いアートワークの一部 

Hatching drawing using close parallel lines 
孵化 近い平行線を用いて描画します 

Idea development a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas 
アイデア開発 、有益な洞察に満ちた、ユニークなアイデアを作成するために使用され

るプロセス 

Increasing contrast making the range between the lights and darks bigger so that things look 
more intense and close up 

増加は対照的 物事がより強いとクローズアップを見るように大きな明暗の間の範囲を
作ります 

Insightful something that shows deep thinking 
おもしろおかしいです 深い思考を示して何か 

Intense colours colours that are strong and very vivid 
強烈な色 強く、非常に鮮やかな色 

Magenta a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries 
赤紫色 原色の一つである赤紫色（ホットピンク） 

Modelling making things 3D using blending 
モデリング ブレンドを使用したものに3Dを作ります 

Negative space the shape of the space between the things you would normally look at (the 
positive space) 

負の空間 あなたは通常（正の空間）になり、物事の間のスペースの形状 

Non-central composition an arrangement where the most important thing is NOT in the middle 
非中央構図 最も重要なことは、中央にない配置 

Positive space the contour of the things you would normally look at 
正の空間 普段見てしまうものの輪郭 

Primary colour a colour that cannot be mixed using other colours: cyan, yellow, and 
magenta 

原色 シアン、イエロー、及びマゼンタ：他の色を用いて混合することができ
ない色 



Reference images photographs used to look at so you can make a better artwork 
参考画像 あなたがより良いアートワークを作ることができるので、写真を見てす

るために使用しました 

Rotating turning a picture to a new angle 
回転 新しい角度に絵を回します 

Secondary colour a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue 
二次色 2つの原色を混合することによって作成された色：赤、緑、青 

Shading drawing with white, black, and greys 
シェーディング 白、黒、グレー状態で描画 

Sharpening details making small things have more detail so they seem close up 
詳細をシャープ 彼らはクローズアップに見えるので、小さなものは、より詳細な情報を

持って作ります 

Smoothness drawing cleanly, with no bumps 
滑らか 無バンプと、きれいに描きます 

Split complementary colour scheme a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the 
complementary  

補完的なカラースキームを分割 相補のいずれかの側に一つのベースカラー、および2つの色を用いたカ
ラースキーム 

Square colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in 
the shape of a square 

スクエアカラースキーム 色は正方形の形状でカラーホイールの周りにバランスされた配色 

Stippling drawing using small dots 
点画 小さなドットを使用して描画します 

Texture drawing that looks the same as what it feels like 
テクスチャー それはのように感じているものと同じに見えます描画 

Thumbnail drawings small drawings that are used to develop the composition of an artwork 
サムネイル図面 アートワークの組成物を開発するために使用される小さな図面 

Triad colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in 
the shape of a triangle 

トライアドのカラースキーム 色は、三角形の形状でカラーホイールの周りにバランスされた配色 

Unique something that is rare, or one-of-a-kind 
ユニーク まれである、またはワンのユニークな何か 

Warm colours colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds 
暖色系 熱や情熱を示唆している色：黄色、オレンジ、赤と 

Web-mapping linking together ideas into a web 
Webベースのマッピング ウェブに一緒にアイデアをリンク 

Wet-on-wet painting adding paint to an already wet painting surface 
ウェットオンウェット塗装 すでに濡れた塗装表面に塗料を追加します 

Zooming in/zooming out making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out) 
で/ズームアウトズーム 絵を作ることは（ズームアウト）遠くに近いように見える（ズームイ

ン）または 

 



Mid-project feedback to students – Depth Drawing  Name: ___________________ 
学生へのミッドプロジェクトフィードバック - 深デッサン  名前： ___________________ 
 
This project will be evaluated according to three general criteria. In order to help you do your best, here is some 
feedback with suggestions about how to improve your drawing. I have only chosen what I think are the most 
important pieces of advice for you. If these suggestions are unclear, please ask me or a friend. 
 
このプロジェクトは、3つの一般的な基準に基づいて評価されます。あなたがあなたのベストを尽くす助けるために、こ
こにあなたの描画を改善する方法についての提案をいくつかのフィードバックです。私は、私はあなたのためのアドバイ

スの中で最も重要な部分だと思うものを選びました。これらの提案は不明である場合は、私や友人にお問い合わせくださ

い。 
 

Shading, Proportion, and Detail - シェーディング、プロポーション、そして詳細 
 
Shading is using light and dark to draw. It is an easy way to make things look realistic and three dimensional. 
Proportion is the name of the skill where you accurately portray shapes and sizes.  
 
シェーディングは、描画する明暗を使用しています。それは物事が現実的な三次元に見えるようにする簡単な方法です。

割合は、あなたが正確に形や大きさを描くスキルの名前です。 
  

▢ Observe closely. Keep looking at your photograph. Try to forget what you are looking at, and focus on the component 
lines and shapes. It appears that some of your artwork is drawn from memory, making it less realistic. 
密接に観察します。あなたの写真を見てください。あなたが見ているものを忘れ、およびコンポーネント線や図形に焦点を当
てるようにしてください。あなたのアートワークのいくつかは、それはあまり現実的作り、メモリから引き出されていること

が表示されます。 

▢ Consider changes in texture. Hair needs a different kind of drawing than bark, clouds, water, or rock. Try to capture 
the texture of the different things you are drawing. 
質感の変化を考慮してください。髪は樹皮、雲、水、または岩よりも描画の異なる種類を必要とします。あなたが描いている
の異なるものの質感をキャプチャしてみてください。 

▢ Lighten your outlines. Outlines are essential to getting proportions correct, but they should disappear after you start 
shading. 
あなたのアウトラインを軽減。概要を訂正していますが、シェーディングを開始した後、彼らが消えるはずの割合を得るため
に不可欠です。 

▢ Darken your darks. Doing so will increase the overall impact of your drawing, and will help it pop. 
あなたの濃色を暗く。そうすることで、あなたの図面の全体的な影響が大きくなり、それがポップするのに役立ちます。 

▢ Add tone to your lights. Leaving areas white tends to leave the impression that your artwork is unfinished. Instead, 
look for light shades of grey you can add instead. 
あなたのライトにトーンを追加します。白い領域のままにすると、あなたのアートワークが未完成であるという印象を残す傾
向があります。代わりに、あなたが代わりに追加することができ、グレーの明るい色調を探します。 

▢ Work on smoothness. Build up your greys by stacking layers of alternating line directions, use lines with overlapping 
lines (no white gaps), or use a blending stump. 
滑らかさの作業。 、行方向に交互の層を積層することによって、あなたのグレーを構築し、重複行（いない白いギャップ）
で使用する回線、またはブレンド切り株を使用しています。 

▢ Work on blending. Your shadows are sometimes going abruptly from light to dark, with few or no middle grays. Add 
grays to the middle areas until you end up with smooth blends instead of sudden jumps. 
ブレンドの作業。あなたの影は時々少数または全くミドルグレーで、光から闇に突然行っています。あなたが代わりに突然
ジャンプのスムーズなブレンドで終わるまで、中央のエリアにグレーを追加します。 

▢ Look carefully at the different grays. You can get basic hair texture by creating lines that flow along the length. 
However, it works even better when you replicate the pattern of light and dark of the different strands. It takes more 
time, but the impact is many times stronger. 
異なるグレーで十分に確認してください。あなたは長さに沿って流れるラインを作成することにより、基本的な髪の質感を得
ることができます。あなたが異なる鎖の明暗のパターンを複製する場合しかし、それも良い作品。それはより多くの時間がか

かりますが、影響は何倍強力です。 



  
 

Sense of Depth - 奥行き感 
 
You can use many techniques to create a sense of depth in your artwork. 
あなたのアートワークに奥行き感を作成するために多くの技術を使用することができます。 
  

▢ Add detail to the closest areas, and reduce it in the distance. Right now, your artwork does not use changes in detail 
to show depth. You may have to blur some of the existing detail in the distance to make this look natural, and add very 
precise detail to the closest objects. 
最も近いエリアにディテールを追加し、距離でそれを減らします。今、あなたのアートワークは、深さを示すために、詳細に
変更を使用していません。あなたはこの外観が自然にする距離内の既存のディテールの一部をぼかし、最も近いオブジェクト

に非常に精密なディテールを追加する必要があります。 

▢ Add contrast to the closest areas and reduce contrast in the distance. Things that have brighter whites and darker 
blacks appear to be closer to you. Things that have low contrast, such as fading into a grey background, appear further 
away. 
最も近い領域にコントラストを追加し、距離のコントラストを減らします。明るく白人と暗いブラックを持っている事が近づ
くあなたのように見えます。そのような灰色の背景にフェージングなどの低コントラストを持って物事は、遠くに見えます。 

▢ Add more layers of depth to your artwork. Right now your artwork has a narrow sense of depth. Add something in 
front and/or behind so that there are additional layers of distance. 
あなたのアートワークに深さの複数の層を追加します。今、あなたのアートワークは、奥行きの狭い意味を持っています。距
離の追加の層があることを前面および/または背後にあるそうで何かを追加します。 

▢ Use overlap, changes in size, or converging lines to show distance as well. Sure, these are the easy methods, but 
they are effective. Most people stage their artworks so that the action does not overlap. This is both predictable and flat. 
、サイズの変化を重複使用し、又は同様に距離を示すために線を収束。確かに、これらは簡単な方法ですが、彼らは効果的で
す。アクションが重ならないように、ほとんどの人が自分の作品を上演します。これは予測可能とフラットの両方です。 

  
 

Composition - 組成 
 
Composition is the overall arrangement and completeness of your artwork.  
組成物は、アートワークの全体構成及び完全です。 
  

▢ Develop your background. A background puts a person or object in a particular place, real or imaginary. Compared to 
drawings without backgrounds, your artwork may look simple and incomplete.  
あなたの背景を開発します。背景には、実数または虚数、特定の場所に人や物を置きます。背景なしの図面と比較すると、あ
なたのアートワークは、シンプルかつ不完全に見えることがあります。 

▢ Start shading your background. You have some lines in there, but it lacks substance in comparison to the rest of your 
drawing. 
あなたの背景をシェーディング開始します。あなたはそこにいくつかの行を持っているが、それはあなたの図面の他の部分に
比べて物質を欠いています。 

▢ Your artwork is centrally composed.  Avoid having important things right in the middle. Move it away from the center 
and consider zooming in on it or creating a tilted composition. 
あなたのアートワークの中心部で構成されています。右中で重要なものを持つことは避けてください。中心から、それを離れ
て移動し、その上でズームや傾斜の組成を作成することを検討。 

▢ You seem to be behind. Please consider working on your project at lunch or before or after school. Or, try to pick up 
your pace or use your time more effectively during class. If you have enough done, you can ask if you can take it home 
to work on it. Remember that if too much of your work is done outside school I cannot accept it. 
あなたは背後にあるように見えます。昼食時や学校の前または後に、あなたのプロジェクトに取り組んで検討してください。
それとも、自分のペースを拾うか、授業中に、より効果的にあなたの時間を使用するようにしてください。あなたが十分に行

われている場合は、その上で動作するように家にそれを取ることができれば、あなたは尋ねることができます。あまりにも多

くのあなたの仕事の外の学校で行われている場合、私はそれを受け入れることができないことに注意してください。 



Depth drawing feedback  _____/10 
奥行きの描画フィードバック 
 
Artist - アーティスト:     
Person providing feedback - フィードバックを提供する者: 
 
Please give five pieces of specific advice.  
具体的なアドバイスの5枚を教えてください。 
 
Examples - 例: 
➔ What should be improved and where - 何を改善すべきとどこ:  

“Look for more detail in the shadows of the trees” 
「木の影に詳細を探してください」 
 

➔ What is going well and why - 何がうまくいって、なぜされます:   
“The sky is looking far away because you lowered the contrast” 
「あなたは、コントラストを下げたので、空は遠くを見ています」 

 
➔ What needs to be added and where - 何を追加する必要があり、どこ:   

“You should add some trees in front of the lake” 
「あなたは、湖の前にいくつかの木を追加する必要があります」 

 
This advice should be about shading and detail, sense of depth, or composition. 
このアドバイスはシェーディングやディテール、奥行き感、または組成物であるべきです。 
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