Silas Eastwood, Spring 2022

Quinton Gagnon, Spring 2022
Olivia Sullivan Newhook, Spring 2022

Airon Miko Ortega, Spring 2022

Sophia McCurdy, Spring 2022
Arrav Paix, Spring 2022

Estel Iscan-Insense, Spring 2022

Exam project
_____/10 Idea development (15%)
_____/10 Creativity/observation (15%)
Balance of realism and great ideas
_____/10 Materials technique (20%)
Shading, blending, proportion,
colour mixing
_____/10 Composition (20%)
Non-central, balanced,
colour scheme
_____/10 Chosen technique (20%)
Portraiture, depth, texture, pattern…
Jordan Daigle, Spring 2022

Max Stevenson, Spring 2022

_____/10 Peer feedback (10%)

Ava Sexton, Spring 2021

Kristy Salcedo, Spring 2021

Ava Sandler, Spring 2021

Eve Blacker, Spring 2021

Molly Dodge Austin, Spring 2021
Carli Wincey, Spring 2021

Axel Wirth Bulmer, Spring 2021

Ella Kim, Spring 2021

Maisie Hermogeno, Spring 2021

Arsel Duli, Fall 2021

Painting ペインティング

Clay 粘土

●

●
●

●

●

●

●

カラーで作成した場合、アートワークは、特定のバランスのカラースキームに固執する必要があります

Complete, and with fully-developed foreground and background.
完全な、完全に発達した、前景と背景を持ちます.
Non-central composition. 非中央構図
Well-balanced with respect to texture, shape, line, light and dark, and colour.
テクスチャに対して、形状、線、明暗、及び色のバランスのとれ
If created in colour, the artwork should stick to a specific balanced colour scheme.

Effective use of contour, detail, and proportion.
輪郭、詳細、及び比率の効果的な使用
Shading with smoothness, and blending.
滑らかでシェーディング、およびブレンディング
Rich darks with good contrast.
コントラストの良いリッチ明暗

●

●

●

●

●

●

Well-balanced in three dimensions.
3次元でバランスのとれました
Balance of form, texture, and pattern.
形、テクスチャ、およびパターン
のバランス
Well-balanced weight in the hand.
手にバランスのとれた重量

Strong and durable construction.
強力かつ耐久性のある構造
Well-crafted surface quality:
well-smoothed and clean textures.
よく練られた表面品質：よく平滑
化とクリーンなテクスチャ
Great handfeel. グレート手触り

This project is your final exam, worth 20% of your final mark. It is due at the end of the last class before regular written exams. It must be done independently in the art classroom unless I specifically give you permission to work outside of
class. I encourage you to ask me if you want to try something not listed here.
このプロジェクトは、あなたの最終試験、最終的なマークの価値が20％です。これは、通常の筆記試験前の最後のクラスの終わりに起因しています。私は特に、クラスの仕事の外にあなたの許可を与え
ない限り、それは芸術教室で独立して行われなければなりません。私はあなたがここに記載されていない何かを試してみたいなら、私に依頼することをお勧めします。

10% - Peer feedback Give specific, detailed suggestions for improvement for others in your class.
ピアフィードバック あなたのクラスで他の人のための改善のための具体的、詳細な提案を与えます

20% - Your chosen criteria Sense of depth 奥行き感...
...or Portraiture ...または肖像画
Portraiture 肖像画...
あなたの選択基準
● Use changes in contrast and detail to create a sense of depth.
● Detailed, accurate, and life-like.
● Detailed, accurate, and life-like.
使用して、奥行き感を作成するために、コントラス
詳細、正確、そして生きているよ
詳細、正確、そして生きているよ
トと詳細に変更します
うな
うな
● Consider using two-point perspective to emphasize this.
● Based on observation.
● Based on observation.
これを強調するために、2点透視の使用を検討して
観察に基づいて、
観察に基づいて、
ください
● If using colour, use warm, intense colours for near things, and ...or Texture ...またはテクスチャ
...or Patterned/drawn surface texture ...また
cool, dull colours for far away.
● Detailed, accurate, and life-life.
はパターン化/描かれた表面テクスチャ
色、使用暖かく、近いもののために強烈な色、クー
詳細、正確、そして生命の生命
● Detailed, accurate, and life-like.
ル、遠くのための鈍い色を使用している場合
● Based on observation.
詳細、正確、そして生きているよ
観察に基づいて、
うな
● A high quality variety of different kinds
● Based on observation or image research.
of textures.
観察や画像の研究に基づいて、
質感の異なる種類の高品質品種
● Complex and beautiful pattern.
複雑で美しいパターン
● A high quality variety of different kinds
of pattern and drawing. パターン描画
の異なる種類の高品質品種

20% - Composition
組成

20% - Materials technique
材料技術

15% - Thoughtful, unusual, unexpected, unique, original ideas expressed through thoughtful observation of the visual qualities of the real world.
Creativity/observation 思慮深く、珍しい、予期しない、ユニークな、独創的なアイデアは、現実世界の視覚的な資質の思慮深い観察を通して表現しました
創造性/観測

15% - Idea development Use the same criteria as the Idea development graphic organizers.
アイデア開発 アイデアの開発グラフィックの主催者と同じ基準を使用します

Drawing お絵かき

Exam Project Evaluation Criteria 試験プロジェクトの評価基準

Development of Charlotte Cameron’s exam project

Development of Somin Park’s exam project

Evelyn N, Fall 2020

Theo MacDonald, Fall 2020

Jiwon Jang, Fall 2020

Curt Sarmiento, Fall 2020

Kim Mago, Fall 2020

Kahmya McAlpine, Fall 2020

Claire Smith, Fall 2020

Rebecca Regan, Fall 2020

Idea Development アイデア開発
Name 名前：
1

Generate ideas アイデアを生成
Number of words
言葉の数

2

→ _____ ÷ 3
→ _____ ÷ 3

= _____%
= _____%

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

= _____%
= _____%

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

= _____%
= _____%

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 丸で囲みました
Link into groups of ideas
アイデアのグループにそれらをリンク

3

maximum of 50% 50％最大

circled = ▢ 5%
= ▢ 5%
linked = ▢ 5%
リンク = ▢ 5%

Print reference images
参照画像を印刷
_____ images x 5%
_____ 画像 x 5%

4

maximum of 8 images
8枚の画像の最大

= _____%
= _____%

max of 10 thumbnails
10のサムネイルの最大

= _____%
= _____%

great quality or better

Thumbnail compositions
サムネイル組成物
_____ thumbnails x 8%
_____ サムネイル x 8%

5

= _____%
= _____%

Rough copy
下書き
_____ drawing x 25%
_____ お絵かき x 25%

Total トータル

素晴らしい品質またはより良いです

= _____%

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

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

●

Print SIX reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking your
and using 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。

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 can 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

Examples of ROUGH drawings
粗図面の例

Number of thumbnail drawings
サムネイル図面の数 → ⨉ 8% = _____%

Rough drawing
ラフ描画 → 최대 25% = _____%

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。

Xavier Nuñez De La Luz, Fall 2019

Kitana Gray, Fall 2019

Ian Porter, Fall 2019

Somin Park, Fall 2019
Alayza Grant, Fall 2019

Lungta Boyce, Fall 2019

Mercy Olugu, Fall 2019

Julia Honigman, Fall 2021

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

Exam Project Peer feedback ___/10
Person giving feedback:
Name of artist:

ビジュアルアーツ - 試験プロジェクト
ピアフィードバック
フィードバックを与えた人：
アーティストの名前：

Quality of observation

観察の品質

Consider:
考えてみましょう：
How and where can their level of detail improve?
どのように、どこで、詳細のレベルを向上させることができますか？
How and where can their proportion (shapes and sizes) improve?
どのように、どこでその割合（形状やサイズ）を向上させることができますか？
How and where can their overall observation improve?
どのように、どこで彼らの全体的な観察が改善できますか？

Quality of drawing/painting technique

描画/絵画技法の品質

Consider:
考えてみましょう：
How and where can they improve their use of contour, detail, and proportion?
どのように、どこで、彼らは、輪郭、ディテール、及び比率の使用を向上させることができますか？
How and where can they improve their smoothness and blending from light to dark?
どのように、どこで、彼らは暗闇に光からその滑らかさとのブレンドを向上させることができますか？
How and where can they mix and/or apply their paint more carefully or complexly?
どのように、どこで、彼らはミックスおよび/またはより慎重または複雑に自分の塗料を適用することができますか？

How and where can their brushstrokes, pencil lines be more interesting or expressive?
どのように、どこでその筆、鉛筆の線がより興味深いか、表現することができますか？
How and where can they create more effective textures?
どのように、どこで、彼らはより効果的なテクスチャを作成することができますか？
How and where can they improve the quality of the lights and darks in their work?
どのように、どこで、彼らは自分の仕事で明暗の品質を向上させることができますか？

Clay Technique

クレイテクニック

Consider:
考えてみましょう：
How and where can the artist ensure that their project is strong and stable?
どのように、どこで、アーティストが自分のプロジェクトが強力で安定していることを確認することができますか？

How and where can the artist improve the smoothness or texture of the surface quality?
どのように、どこでアーティストが表面品質の滑らかさや質感を向上させることができますか？
How and where can the artist improve how the clay object feels in the hand?
どのように、どこで、アーティストは粘土オブジェクトが手に感じてどのように向上させることができますか？
How and where can the artist improve the quality of their carving?
どのように、どこで、アーティストが自分の彫刻の品質を向上させることができますか？

Portraiture

肖像画

Consider:
考えてみましょう：
How and where can the artist make their portrait more detailed, realistic, and lifelike?
どのように、どこアーティストが自分の肖像画より詳細な、現実的な、そしてリアルなを作ることができます
か？
How and where can the artist improve the quality of their observation?
どのように、どこで、アーティストが自分の観察の品質を向上させることができますか？
How and where can the artist improve specific parts of the face?
どのように、どこで、アーティストが顔の特定の部分を改善することができますか？
How and where can the artist show specific parts of their subject’s personality?
どのように、どこで、アーティストが顔の特定の部分を改善することができますか？

Composition

組成

Consider:
考えてみましょう：
How and where can they add more to make the artwork feel more complete?
どのように、どこで、彼らはアートワークがより完全な気分にさせるために、より追加することができますか？
What and where does the artist have to improve the fullness of the background or foreground?
何とどこアーティストがバックグラウンドまたはフォアグラウンドの膨満感を改善する必要があるのでしょう
か？
What and where do they have to do things to ensure will finish on time?
どのような彼らは時間通りに終了します保証するために、物事を行う必要がありますか？
What and where do they have to do things to ensure that their composition is non-central?
どのような彼らは、その組成が非中心であることを確認するために事をする必要がありますか？
What and where do they have to do things to ensure that their composition is well-balanced with respect to texture, shape,
line, light and dark, and colour?
どのような彼らは、その組成は、テクスチャに関して、形状、ライン、光と闇、そして色のバランスのとれてい
ることを確認するために事をする必要がありますか？
How and where should they change their colours to match their colour scheme?
どのように、どこで、彼らは自分のカラースキームに合わせて、その色を変更する必要がありますか？
How well-balanced is the project three-dimensionally (if a 3D project)?
3次元（3Dプロジェクトの場合）プロジェクトどのようにバランスのとれているのですか？
How well-balanced does the object feel in the hand when held and handled (if a 3D project)?
（3Dプロジェクト場合）開催され、取り扱い時にどのようにバランスのとれた手でオブジェクトの感触していま
すか？

Sense of depth

奥行き感

Consider:
考えてみましょう：
How and where can the artist use converging lines, single or two-point perspective better?
どのように、どこで、アーティストの使用は、より良いライン、単一または2点透視を収束することができます
か？
How and where can they use warm and cool colours to create a better sense of depth?
どのように、どこで、彼らは暖かいを使用して、奥行きのより良い感覚を作成するために色を冷却することがで
きますか？
How and where can they use high and low intensity colours to create a better sense of depth?
どのように、どこで、彼らは奥行きのより良い感覚を作成するために、高および低強度の色を使用することがで
きますか？
How and where can they use high and low contrast to create a better sense of depth?
どのように、どこで、彼らは奥行きのより良い感覚を作成するために、ハイとローコントラストを使用すること
ができますか？
How and where can they use high and low detail to create a better sense of depth?
どのように、どこで、彼らは奥行きのより良い感覚を作成するために、ハイとローの詳細を使用することができ
ますか？

Pattern and design

柄やデザイン

Consider:
考えてみましょう：
How and where can the artist create more detailed, accurate, and life-like patterns?
どのように、どこでアーティストがより正確に、詳細に説明を作成し、生きているようなパターンができます
か？
How and where can they base their patterns and design in observation and image research?
どのように、どこを観察し、画像研究ではそのパターンやデザインをベースにすることができますか？
How and where can they create more complex and beautiful designs and patterns?
どのように、どこで、彼らはより複雑で美しいデザインやパターンを作成することができますか？
How and where can they create a wider variety of patterns and designs?
どのように、どこで、彼らはパターンやデザインの多種多様を作成することができますか？

テクスチャー

Texture

Consider:
考えてみましょう：
How and where can the artist create more detailed, accurate, and life-like textures?
どのように、どこでアーティストがより正確に、詳細に説明を作成し、生きているような質感ができますか？
How and where can they observe realistic textures more closely to improve their artwork?
どのように、どこで、彼らは彼らのアートワークを改善するために、より密接にリアルなテクスチャを観察する
ことができますか？
How and where can they use a wider variety of textures?
どのように、どこで、彼らはテクスチャの広い様々なを使用できますか？
How and where can they improve the quality of the textures in a specific area?
どのように、どこで、彼らは、特定の領域にテクスチャの品質を向上させることができますか？

Be specific: say WHERE it is, and WHAT they should DO / WHAT is going well
具体的に：うまくいっているWHAT /それがどこにあるかと言うと、彼らは何をすべき
Example:

例：

“Y ou can make the texture in his hair better by observing the shapes of the lights and darks“
「あなたは、明暗の形状を観察することによって、より良い彼の髪にテクスチャを作ることが
できます」

You should answer any six questions in this assignment.
あなたはこの割り当てで任意の6つの質問に答える必要があります。
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6.
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