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Self-portrait
Skill builders for practice
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________

Completed the hand drawing

________

Practiced detail with Stravinsky

________

Practiced shading with The Woodcutter

________

Practiced 3D blending with pears

________

Practiced parts of the face

________

Practiced hair textures

________

Practiced gargoyles or half-faces

_____/10 Skills planning & goal setting

Criteria for your ﬁnished Portrait:
Technique: Proportion & detail
Accurate shapes, sizes, and contour

Technique: Shading
Deep blacks, smooth, and well blended

Composition
Complete, full, ﬁnished, and balanced

Self-portrait evaluation and building your skills step-by-step
自画像評価とあなたのスキルを構築するステップバイステップ
Proportion and detail: Shapes, sizes, and contour
割合と詳細：形、サイズ、および輪郭
Shading technique: Deep black colours, smoothness, and blending
シェーディングテクニック： 深黒色、滑らかさ、およびブレンド
Composition: Complete, full, ﬁnished, and balanced
コンポジション： 完全、フル、完成、バランスの取れた

Step 1. Learn the diﬀerence between looking and seeing
ステップ1.見て、見ているの違いを学びます

Step 2. Improve your ability to draw details
ステップ2.詳細を描く能力を向上させます

Step 3. Learn how to draw angles and shade
ステップ3.角度と日陰の描画方法を学びます

Step 4. Use blending to make things look 3D
ステップ4.ブレンドを使用して物事を 3Dに見えるようにします
Step 5. Practice observing and drawing parts of the face
ステップ5.顔の部品を観察して描画する練習

Step 6. Improve how you draw hair textures
ステップ6.髪のテクスチャをどのように描くかを向上させます

Step 7. Practice drawing it all together
ステップ7.それをまとめて描画します

Art Vocabulary - 単語
Analogous colours
類似色

groups of colours that are next to each other on the colour wheel
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
バックグラウンド

the part of an artwork that is far away
遠くにあるアートワークの一部

Blending
ブレンディング

mixing from light to dark
ライトからダークへの混合

Blurring details
詳細をぼかします

making small things have less detail so they seem far away
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
ブレーンストーミング

coming up with a large number of ideas
多数のアイデアを考え出します

Brushstroke
一筆

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

Central composition
中央構図

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

Colour composition
着色組成物

the arrangement of colours in an artwork
アートワークの色の配置

Colour scheme
カラースキーム

the choice of colours in an artwork
アートワークの色の選択

Colour mixing
混色

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

Colour wheel
カラーホイール

a circle of coloured sections that shows the relationships between colours
色の間の関係を示す着色部の円

Complementary colours
補色

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

Composition
組成

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

Contour drawing
輪郭描画

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

Contrast
コントラスト

the difference between the lights and darks
明暗の違い

Cool colours
クールな色

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

Creativity
創造性

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

Cropping
切り抜き

cutting off part of a picture
画像の一部をカット

Cross-hatching
クロスハッチング

drawing using close parallel lines that cross each other at an angle
角度で交差近い平行線を用いて描画します

Cyan
シアン

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

Decreasing contrast
減少は対照的

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

the sense that some things are near and others are far away
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
ディテール

small, important parts of a drawing
図面の小さな、重要な部分

Dry brush painting
ドライブラシ塗装

creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry
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
鈍い色

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

Foreground
前景

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

Hatching
孵化

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

Idea development
アイデア開発

a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas
、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
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

増加は対照的
Insightful
おもしろおかしいです

something that shows deep thinking
深い思考を示して何か

Intense colours
強烈な色

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

Magenta
赤紫色

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

Modelling
モデリング

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

Negative space
負の空間

the shape of the space between the things you would normally look at (the
positive space)
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
非中央構図

an arrangement where the most important thing is NOT in the middle
最も重要なことは、中央にない配置

Positive space
正の空間

the contour of the things you would normally look at
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
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

原色

Reference images
参考画像

photographs used to look at so you can make a better artwork
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
回転

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

Secondary colour
二次色

a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue
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
シェーディング

drawing with white, black, and greys
白、黒、グレー状態で描画

Sharpening details
詳細をシャープ

making small things have more detail so they seem close up
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
滑らか

drawing cleanly, with no bumps
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
スクエアカラースキーム

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

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

Texture
テクスチャー

drawing that looks the same as what it feels like
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
サムネイル図面

small drawings that are used to develop the composition of an artwork
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
トライアドのカラースキーム

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in
the shape of a triangle
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
ユニーク

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

Warm colours
暖色系

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

Web-mapping
Webベースのマッピング

linking together ideas into a web
ウェブに一緒にアイデアをリンク

Wet-on-wet painting
ウェットオンウェット塗装

adding paint to an already wet painting surface
すでに濡れた塗装表面に塗料を追加します

Zooming in/zooming out
で/ズームアウトズーム

making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out)
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
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Draw a hand with as much detail as possible, but without looking at your
hand, or anyone else’s.

Now draw you hand with as much detail as possible, but you are a
 llowed
to look at it this time.

Much of drawing is learning how to forget your mental picture of something and instead focus on the visual properties (such as
line, s hading, p
 roportion, and t exture) that you see.

Skill-builder D
 raw a hand

Pablo Picasso, Portrait of Igor Stravinsky, 1920
Drawing on paper, 62 x 48.5cm

Redraw this picture as carefully as you can, focusing on detail. Capture
the bumps, angles, curves, and lengths. Shapes & sizes will be distorted.

Drawing basics Learning how to see — Part One

Kazimir Malevich, Woodcutter, 1912-13
Oil on canvas, 94 x 71.5cm, Stedelijk Museum, Amsterdam, Netherlands

Redraw this picture as carefully as you can, focusing on angles and shading. Capture the shapes and aim for clean, smooth shading.

Drawing basics — Angles and basic shading

Drawing basics — A shading reference for pears

Realistic shading comes from careful observation.
Choose one of these pears and draw it. Notice how
the shadow changes from light to dark as it goes
across the surface of the pear. Shade in the stem, the
details of the surface of the skin, the darkness of the
background. Go slowly so that you can observe the
visual characteristics carefully.

Drawing basics — A shading reference for pears

Choose one picture to do well. Remember that it is
better to go slowly and observe carefully that speed
through and finish quickly.
Take your time: you are training your brain to observe like an artist.

Skill builder

Draw each part of the face in the empty rectangles.

Parts of the face

Start by outlining the major parts very lightly. Use a
light grid, if you like.

When your drawing is ﬁnished, there should not be any
outlines. Remember that photographs capture the world
by recording patterns and shapes of light and dark.

Build up the darkness in several layers in order to make
things black enough. Use your blender at the very end. If
possible, do all of the smoothing carefully with your
pencil.
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Criteria for your ﬁnished Portrait:
Technique: Proportion & detail
Accurate shapes, sizes, and contour

Technique: Shading
Deep blacks, smooth, and well blended

Composition
Complete, full, ﬁnished, and balanced

Portraiture — Shading hair textures

Portraiture — Shading and proportion

Skill builder
Half portraits

Put it all together. Choose one portrait to complete.
You can ﬁnish by copying, or ﬂipping it like a mirror.
Or, ﬁnd a picture of someone else and draw half of
their face instead.

Heny Patel, Spring 2019

Creativity — Brainstorming practice I
創造性 - 私は練習をブレーンストーミング
Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to
practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.
創造性を学ぶことができます。初心者のための最大の過ちは、あなたの頭の中であなたのアイデアのすべてを維持しようとしています。あなた
は、あなたの創造的なスキルを向上させるために、多数のアイデアをリスト練習しようとしています。
●
You will improve your ability to generate a large number of ideas.
あなたは多数のアイデアを生成するためにあなたの能力を向上させます。
●
You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while
they are still in their mind.
あなたのアイデアが記録されるまで判断を保留するあなたの能力を向上させます。彼らは彼らの心に残っている間、ほとんどの人は良
いアイデアを停止します。
●
You will improve your ability to intentionally seek out unusual or speciﬁc ideas related to a topic.
あなたは意図的トピックに関連する異常なまたは特定のアイデアを模索するためにあなたの能力を向上させます。
Please choose a topic トピックを選択してください：
☐ Sports スポーツの ☐ Movies 映画 ☐ Music 音楽

☐ Games ゲーム

☐ Fashion ファッション

When you are ﬁnished, please count the number of ideas you generated: _________________
작업이 완료되면, 당신은 생성 된 아이디어의 수를 계산하십시오 :

☐ Animals 動物

Creativity — Brainstorming practice II
創造性 - 練習IIをブレーンストーミング
Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to
practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.
創造性を学ぶことができます。初心者のための最大の過ちは、あなたの頭の中であなたのアイデアのすべてを維持しようとしています。あなた
は、あなたの創造的なスキルを向上させるために、多数のアイデアをリスト練習しようとしています。
●
●

●

You will improve your ability to generate a large number of ideas.
あなたは多数のアイデアを生成するためにあなたの能力を向上させます。
You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while
they are still in their mind.
あなたのアイデアが記録されるまで判断を保留するあなたの能力を向上させます。彼らは彼らの心に残っている間、ほとんどの人は良
いアイデアを停止します。
You will improve your ability to intentionally seek out unusual or speciﬁc ideas related to a topic.
あなたは意図的トピックに関連する異常なまたは特定のアイデアを模索するためにあなたの能力を向上させます。

Please choose a topic トピックを選択してください：

☐ things that make you diﬀerent than others 他の人よりもあなたが異なるようなもの
☐ things that irritate you あなたを刺激するもの
☐ things you love あなたが愛するもの

When you are ﬁnished, please count the number of ideas you generated: _________________
終了したら、あなたが発生したアイデアの数を数えてください。_________________
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
カウントした後、あなたの最も興味深いアイデアの周りに円や四角形を描画してください。

Creativity — Portrait backgrounds
創造 - 肖像画の背景
Creativity can be learned. Practise listing a large number of ideas. Don’t
judge while you are coming up with ideas. Seek out ideas that are as
unusual or speciﬁc as possible.
創造性を学ぶことができます。多数のアイデアをリスト練習。あなたはアイデアを考え
出している間に判断してはいけません。可能な限り、異常な、または特定の通りです
アイデアを求めています。
List what could you show in the background of your portrait.
リストには、あなたの肖像画の背景に何を示すことができました。

Creativity — Poses and modiﬁcations
創造性 - ポーズや修正
Creativity can be learned. Practise listing a large number of ideas. Don’t
judge while you are coming up with ideas. Seek out ideas that are as
unusual or speciﬁc as possible.
創造性を学ぶことができます。多数のアイデアをリスト練習。あなたはアイデアを考え
出している間に判断してはいけません。可能な限り、異常な、または特定の通りです
アイデアを求めています。
List poses, angles, poses, clothes, expressions & modiﬁcations.
リストポーズ、角度、ポーズ、衣服、表情＆修正。

Self-portrait: Mid-project feedback to students
セルフポートレート：学生にミッドプロジェクトフィードバック
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 to give you more help.
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、あなたに多くの助けを与えるために私や友人にお問い合わせください。

Proportion and detail - プロポーションと細部
Proportion is the name of the skill where you accurately portray shapes and sizes.
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.
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。
☐ Look for missing details. L
 ook for small things that you may have overlooked: small bits of your hair, wrinkles in your
clothing, small differences in the background, and so on.
行方不明の詳細を探してください。あなたが見落としている可能性があることを小さなものを探してください。あなたの髪の
小さなビットは、あなたの服、バックグラウンドのわずかな差のしわ、など。
☐ Start drawing the other half of your face. I f you develop one side of the face too fully, it will be hard to match it up
with the other side.
あなたの顔の他の半分を描き始めます。あなたも完全に顔の片側を開発する場合、他の側でそれを一致させるのは難しいだろ
う。
☐ Measure carefully. U
 se a grid, rulers, or slips of paper to guide where you should place things.
慎重に測定します。あなたは物事を置く場所導くために、グリッド、ルーラー、または紙の伝票を使用してください。
☐ Observe the shapes of your shadows. The shapes of the parts of the face are good, but the shapes of the shadows
are off. Take a closer look at the shapes and sizes of the light and dark areas.
あなたの影の形状を観察します。顔のパーツの形状は良好であるが、影の形状がオフです。明るい部分と暗い部分の形や大き
さを詳しく見てみましょう。
☐ Consider changes in texture. H
 air needs a different kind of drawing than cloth, skin, or fuzzy shadows. 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、布、皮、またはファジー影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。

Shading - シェーディング
Shading is using light and dark to draw. It is an easy way to make things look realistic and three dimensional.
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。
☐ 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. D
 oing so will increase the overall impact of your drawing, and may 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。
☐ Start shading your background. Once you shade in your background, it changes the balance of greys and forces you
to reshade the rest of your portrait. If you start shading your background early it will save you time and frustration.
あなたの背景をシェーディング開始します。あなたの背景であなた日陰たら、それはあなたがあなたの肖像画の残りの部分を
reshadeするグレーと力のバランスを変更します。あなたはあなたの背景をシェーディング起動した場合、早期それはあなた
の時間とフラストレーションを保存します。
☐ Look carefully at the different grays in your hair. 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.
あなたの髪の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。
☐ Watch for sharp vs. fuzzy edges. Sometimes blending goes quickly from light to dark, and sometimes it stretches out
over a long distance. Reobserve your photo to see where you should do which one.
シャープ対ファジーエッジを監視します。時にはブレンド光から闇に迅速に移行し、時にはそれが長い距離に渡って広がって
います。あなたはどちらを行う必要があります場所を確認するためにあなたの写真をReobserve。

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。
☐ You have the option of leaving out the background if you wish.
ご希望の場合は、背景を除外するオプションがあります。
☐ Add a 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.
背景を追加します。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。
☐ Start drawing the other half of your face. If you develop one side of the face too fully, it will be hard to match it up
with the other side.
あなたの顔の他の半分を描き始めます。あなたも完全に顔の片側を開発する場合、他の側でそれを一致させるのは難しいだろ
う。
☐ 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。

Self-portrait goal setting

Name:

セルフポートレートの目標設定

名前：

_____/10

Look at the Mid-project feedback to students on the previous page to help you answer these questions.
これらの質問に答えるために、前のページで学生にミッドプロジェクトのフィードバックを見てください。
For each criteria, please give t wo p
 ieces of specific feedback. This could be suggestions, or recognizing strength. For example:
各基準について、具体的なフィードバックを2枚お願いします。これは、提案、または認識強さである可能性があります。例えば：
➔ What s hould be improved and w
 here:
“Look for m
 ore detail in the sparkle of the eyes”
何が改善され、どこでする必要があります。
「目の輝きで詳細を探してください」
➔ What i s going well and w
 hy:
“The lips are looking 3D b
 ecause you drew the shapes of the shadows well”
何がうまく、なぜ起こっています：
「あなたも影の形状を描いたので、唇は3Dを探しています」

Criteria #1: Proportion and detail - g
 ive two specific pieces of advice
基準＃1：プロポーションと細部 - アドバイスの2つの特定の部分を与えます

In terms of proportion and detail, what are the best things about this drawing? What things could be done to improve the performance with
proportion and detail? Consider detail, shapes, sizes, angles, and texture.
割合や詳細に関しては、この図についての最もよい事は何ですか？どのような事が割合とディテールのパフォーマンスを改善するために行うことがで
きますか？詳細、形状、サイズ、角度、および質感を考えてみましょう。
●

●

Criteria #2: Shading - give two specific pieces of advice
基準＃2：シェーディング - アドバイスの2つの特定の部分を与えます
In terms of shading, what are the best things about this drawing? What things could be done to improve your performance in creating a sense of
depth? Consider how you could use different levels of grey, rich blacks and bright whites, smoothness, blending, and removing outlines.
シェーディングの面では、この図についての最もよい事は何ですか？何の事は奥行き感の作成にあなたのパフォーマンスを向上させるために行われる
だろうか？あなたは灰色の異なるレベル、豊かな黒人と白人明るく、滑らかさ、ブレンド、およびアウトラインの削除を使用することができるか考え
てみましょう。
●

●

Criteria #3: Composition - give two specific pieces of advice
基準＃3：組成 - アドバイスの2つの特定の部分を与えます
Higher marks will be given for artworks that are fully complete (including backgrounds), and that are well-balanced. In terms of the composition,
what are the best things about this drawing? What things could be done to improve or complete the composition? What could be done to finish
on time?
高いマークが（背景を含む）が完全に完了している作品について説明すると、それはよくバランスされています。組成の点では、この図についての最
もよい事は何ですか？何の事は改善または組成物を完成するために行われるだろうか？何が時間通りに完了するために行うことができますか？
●

●
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Seongjin Kim, Fall 2021

Grote Rodriguez , Fall 2021
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