
「社会で生きるチカラを育む」をコンセプトにした
小・中・高校生向けのデジタルイラスト教室です。

アートを通じて、社会と繋がる。
身の周りにある様々なものは、社会との関わりから誕生します。
「アート」ももちろんそのひとつです。あなたの好きなアート
を通じて、新たなコミュニティを形成する・様々な視点からも
のごとを観察する・問題解決に取り組む‒‒‒。このような経験
が「社会で生きるチカラ」に繋がると信じています。

ATAM
ACADEMY

校長先生：宮澤惇
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オンラインレッスンの流れ
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思考力・
問題解決力

技術・感性

興味・関心

日本各地・国外の生徒さんも在籍しており、日本の各地方、ベトナム、
インドネシア、アメリカ、香港など、自分とは全く違った環境の生徒さ
んの考えや作品に触れることができます。
※講師の使用言語は日本語です。

オンラインで学べる
デジタルイラスト教室の３つの特徴

さまざまな地方・文化との交流

IT リテラシーが身に付く

通塾・送迎の移動時間が不要
生徒さんは在宅にてリラックスした状態で制作ができ、
通塾の時間が削減できます。
また、保護者さまは送迎の負担がなくなります。

授業では zoomを使うので、イラストを描きながら最新の IT
を使いこなせます。現代社会に即したデジタル機器の操作や、
インターネットの知識が身に付きます。

アートに関する 興味×技術×思考 の三つ
の軸で構成された独自カリキュラムをもと
に、プロクリエイターの講師陣が指導を行
います。

アタムアカデミーの特徴
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アタムの講座では、デジタル機材を揃えていた
だくため、月謝・入会金とは別の初期費用がか
かります。
ただし、紙や絵の具などのアナログ画材とは違
い、機材が壊れない限り月謝以外の費用負担が
ほぼ発生しません。

レッスンに関して、授業内外でご家族の協力が
必要な場面があります。
LINE スタンプの販売登録やインターネット検
索など、レッスン内外でご協力をお願いしてお
ります。

保護者さまへのご協力のお願い初期費用について

宿題について
ご要望に応じて宿題をお出ししています。

02

事前に送付するURLへ接続いただくと、
Zoomでのオンラインミーティングが始まります。

制作の途中経過を LINE 送付・画面共有・タブレット画面を直接
見せるなどで共有いただき、進捗確認を行いつつ、指導が進みます。
※画面共有（ミラーリング）は環境によってできない場合がありますが、別の方法で問題なく進捗
確認ができます。

オンラインレッスンの流れ

Zoomへ入室

制作・指導

1

課題提出3

2

提出された課題に対して、講師がアドバイスを行います。
生徒さんの思考力を養うこと・クオリティ向上を目当てとしています。

▼

▼
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生徒さんの目的や学びたい環境に合わせて、
2つのレッスンスタイルをご用意しています。

生徒 1名・講師 1名のクラスです。
講師と受講内容を相談しながら進むマンツーマンレッスンです。
生徒さん一人一人に合わせた イラスト技術の成長やアイディアの発見
を通して、興味を深めることを目的としています。 自分なりのペース
や目標を持って、作品づくりを楽しむ生徒さんが参加しています。

生徒 4名・講師 1名のクラスです。
月ごとに設定した独自のカリキュラムを進
めていきます。
オンラインということで、国内外から絵が
好きな生徒さんが集まっており、他の生徒
さんの表現からも新しい学びを得られ、コ
ミュニケーション能力も養えます。

デジタルイラスト初心者の方は、
講師と 1対 1の基礎レッスンを経て、
グループへ合流します（1～4回）

パーソナルレッスングループレッスン

授業内容 カリキュラムに準拠した内容

11,000 円 ( 税込 )　

11,000 円 ( 税込 )

月 4回　1回 1時間 月 4回　1回 1時間

22,000 円 ( 税込 )

11,000 円 ( 税込 )　

１名最大 4名　(振替時最大 5名 )

生徒の目的に合わせた内容

生徒人数

特徴

入会金  ※初月のみ

授業料　※月額

授業回数

・コミュニケーションの力が養える
・他の生徒から表現を学べる
・基礎と実践の構成

・生徒の目的・興味に合わせたレッスン内容
・生徒のペースに合わせた授業
・個人の目標に合わせた難易度

グループレッスン

パーソナルレッスン

レッスンスタイル

比較
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グループレッスンでは、独自のカリキュラムをベースに授業を進めます。

イラストやアートがどんな形で社会に必要とされているかを学び、スキルを役立てるための

「思考」を広げていくことを目当てとした内容になっています。「基礎課題」と「実践課題」

のふたつにわけて、技術や柔軟な考え方を身につけられるサポートを行います。

絵にまつわる職業の体験ができるような内容です。 
生活の身の回りにあるものを、自分が作るとしたらどうするか？を考えて行きます。イラス
ト制作はもちろん、日常生活を送るうえでも大切な「問題解決能力」を養っていきます。

キャラクターデザイン・パッケージデザイン・
LINE スタンプ・ポスター・カレンダー・絵本・
漫画・アニメーション　など

「音楽」という目に見えない情報とその魅力を、アートとデ
ザインを用いでどう表現するか？がテーマの課題です。

コミュニケーションツールで
ある「LINE スタンプ」を、感
情表現の工夫を考えて制作し
ていきます。また、実際に販
売登録を行っていただき「社
会に価値を提供すること」を
体験してもらいます。

基礎課題
イラストを制作するうえでの基礎技術を身につけら
れる課題です。図や解説を参考に、ワークシートで
実践して落とし込む組み立てになっています。

独自のカリキュラム

実践課題

CDジャケット制作

LINEスタンプ制作
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デジタルイラスト初心者さんや、小学校低学年向け。
「描くことを楽しむ」気持ちを大切に、主観的表現を中心と
して創作に取り組んでもらいます。レッスンを経て視野が広
がり、考えることが楽しくなってきた方には、考え方のポイ
ントもお伝えしながらレッスンを進めます。

グループレッスンでは、生徒さんの学びたいスタイルに合わせて、3つのコースタイプがご
ざいます。コースの設定は、いつでも変更が可能です。

社会で活躍するクリエイターが、自身の学び・経験に
基づいてカリキュラムを制作しています。
カリキュラムに取り組む前と取り組んだ後を比較し
て、技術はもちろん、思考の変化や新たな気づきを得
られるよう、工夫しています。

エンジョイコースの発展。
小学校高学年・中学生向けのコースです。主観的表現を中
心として、客観的な目線にも挑戦してもらいます。考え方
の幅を広げる仕掛けを増やしたカリキュラムです。

コースのご案内

主観表現中心

初心者におすすめ

「ひらがな」テキスト

主観＋客観表現

課題レベルUP

「漢字＋ひらがな」
テキスト

主観＋客観表現

課題レベルさらにUP

専門的なお話し

研究・思考そのものを楽しむ人や、中学生・高校生
向け。1つの基礎課題と実践課題をじっくりとやり
こむコースで、専門的な知識・基礎画力・思考力の
さらなる底上げを図るためのカリキュラムです。

エンジョイコース

フロンティアコース

アカデミックコース

カリキュラムの制作について
ディレクション担当
茉莉絵
主な職業経歴
・製品プロダクト
・グラフィックデザイン
・イラストレーション
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講師の詳細はアタムアカ
デミー公式サイトの「講
師紹介」をご覧ください！

アタムアカデミーの生徒さんへ、授業の感想やメリット・デメリット
に感じるところなど、様々なことをインタビューしています。

https://atam-academy.com/creator/

現在、約 10 名の 美大出身・現役で作家活動 を行う女性講師が勤めております。それ
ぞれ作品のテイストが異なりますので、受講希望の講師がいましたらご指名ください。

グラフィックデザイナー 漫画家 イラストレーター

絵本作家アニメーター

アタムアカデミーの講師陣

生徒さんの声

01 02

毎週、とても楽しみ！
デジタルだから、すぐに制作に取りかかれ
るし、テンポが早くてどんどん次のテーマ
に挑戦していけるのが良い。

I さん [ グループレッスン ]

月ごとのテーマがあって、いろいろな技術を
学べるのが嬉しい。グループレッスンも少数
人制だから、先生が丁寧に教えてくれます。

Hさん [グループレッスン ]

https://atam-academy.com/blog/customer/
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アタムアカデミーでの授業を通じて、生徒さんたちの表現の幅が広がっています。

小学校低学年 S さん（3ヶ月の成長）

観察力・世界観の演出

基礎画力・レイアウトテクニック

生き物に関心がある S さん。 観察力が高まって、さま
ざまな生き物の「形」を捉えられるようになってきま
した。また、「個」から「全体」を想像する力も身に
つきました。周りにはどんな生物がいて、
どんな世界が広がっているか
を自分で考え、表現できています。

小学校中学年 K さん（9ヶ月の成長）
可愛くポップなキャラクターデザインが得意な K さん。
豊かな表情や動き・印象に残りやすい配色のバランスな
ど、そのキャラクターの魅力を伝えるデザインテクニッ
クが磨かれています。

小学校高学年 E さん （12 ヶ月の成長）
アニメ、ゲーム、漫画などのキャラクターイラ
ストが大好きな E さん。 
観察力が増してキャラクターの表情やデッサン
が上達。また、そのキャラクターの物語を連想
させるレイアウトテクニックや、背景を含めた
演出力が身につきました。

成長のあしあと

色彩のバランス

生徒作品をもっとみたい！
生徒作品と授業の様子をブログ形式で発
信しています。
https://atam-academy.com/blog/lesson/
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入会フォームを送信
1

初回レッスン&
定期レッスンの登録

2
決済情報の登録

3

体験終了後、メールにて入会申込フォームをお送りします。

クレジットカード決済にてご案内いたします。
ご入会のお申し込み後に情報入力フォームを送付
いたします。
月中入会の場合、初月のお月謝につきましては、
授業回数分のご請求になります。 

iPad : 2,750 円 / 月 ( 税込 )
アップルペンシル : 1,100 円 / 月 ( 税込 )
※初月無料。初月とは、初回レッスンの所属する月です。

入会金・お月謝の
お支払い方法について

機材レンタルについて

時間割

平日 土日

ご家庭の事情でお休みを希望の際は、授業当日
の受付時間までにご連絡いただけますと、 振替
授業をご案内いたします。 
受付期限：平日　11:30 まで／土日　9:30 まで
振替回数：月 1 回
料金：無料

体験レッスン終了後、メー
ルにて教室案内と入会
フォームをお送りします。
ご入会希望の際はお手続き
をお願いいたします。

アタムアカデミー事務局が、
ご入会のお手続き内容を確
させていただきます。その
後、初回・定期レッスンの
ご案内メールが届きます。

メールにて決済のご案内が
届きます。案内に従い、お
手続きをお願いいたします。

上記時間割から、希望の曜日・時間帯をお選びい
ただき、毎週レッスンにご参加ください。
※平日の 04は、グループレッスンのアカデミック
コースとパーソナルレッスンのみ募集しています。

レッスンのお振替えについて

ご入会の流れ

その他

16:00~17:00 9:30~10:30 

10:45~11:45 

13:00~14:00 

14:15~15:15 

15:30~16:30 

17:15~18:15 

18:30~19:30 

▶ ▶
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