
20 20 年 6 月の授業予定日
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●上記の日程で授業を実施します。
●必要なもちもの等、詳細は実施決定後にご連絡します。
●教室内での新型コロナウイルス 感染症対策にご協力くださ 
い。発熱がある場合や体調不良の方は、恐れ入りますが入室な
さらないようお願いいたします。教室に来る際は、送迎の方も
含め必ずマスクを着用し、咳エチケットの徹底をお願いします。

●各ご家庭にホームプログラムの教材をお届けします。
●オンライン会議ツール『zoom』を利用し、クラスごとの「オ
ンラインスタジオ」を実施予定です。お持ちのスマートフォン、
タブレット、PC などを使って、教室の先生からリアルタイムで
こどもたちに制作のヒントになるような情報をお届けします。参
加がむずかしい方は、動画配信もご利用ください。

教室で授業を実施する場合 ホームプログラムを実施する場合

６月の授業形態と内容については、メール連絡網および HP で６月上旬におしらせします

おもしろいかおのひと　なお（7歳）
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牙があるけど優しい人、
ビックリして泣いてる人、
鼻水垂れた人…ひとつひ
とつにストーリーが。

おもしろいかおをつくる

コーディネーション①・②・③
くすくす、けらけら、ぷんぷん、ぴかり！ 
にやにや、きゃっきゃ、ほっほほほー！ 

どんなかお？こんなかお！
じぶんとおなじくらいの、せのたかさ。
かわったかたちのぼうしやネクタイ、

しましま、みずたま、ざらざらもようの
ハデハデにこんがらがったもようのふく。

こんなひとがいたらおもしろい。 
かみをきったりはったりしながら

おおきなさくひんをつくってみよう。

2020.4

キッズのみんなにも「かお」
をテーマに、形を組み合わせ
たり、パーツを入れ替えたり、
角度を変えたりするだけで、
どんどん印象が変わっていく
ことを体験するプログラムを
お届けしました。わらったり、
おこったり、おどけたり。「こ
んなのできたよ！」と教室に
続々とかおの画像が集まり、
先生たちが思わず笑ってし
まった作品も！

▶４月のキッズコースのテー
マはコーディネーション。色や
形を組み合わせたり、もよう
をつけたりしながら、自分の
背丈と同じくらいの大きな作
品づくりに挑戦しました。
▶ミラノのグラフィックデザ
イナー、ブルーノ・ムナーリ 
の本『Design as Art』の表紙
には、ふしぎなかおが並んでい
ます。よく見るとただの直線
や曲線、丸やてんてんしか描
かれていないのに、どうして
人のかおに見えるのかな？



「柔らかいものの上は
模様が付きにくい
ね！」フロッタージュ
での気付き。

▶おうちのひとに自分のから
だのかたちを紙になぞっても
らい、はさみでチョキチョキ。
自分の分身みたいな人型が誕
生！この人にはどんな服が似
合うかな？
▶テープを貼って、しましまも
よう。シールを貼って、水玉も
よう。同じかたちを同じリズム
でくりかえし貼ると、シンプルな
もように。さらにシールの大きさや
テープの幅を変えてみると、もっと複
雑なもように！布屋さんみたいにいろん
なもようをつくりました。さらにおう

ちの中のざらざら・でこぼこした手
触りのところでフロッタージュ（こ
すり出し）をして、ほんものの布
みたいなもようができることも
体験しました。
▶先生たちは、服や布のもよう
が大好きです。みんなもふだん
から自分が着ている服のもよう
や、おうちの中の手触りをよく
観察してみよう。

からだ＆生地づくり

服を作ってコーディネート

名前はダーストウィード。
世界を救うカッコいい人。
ふだんはスーツを着ているが、
今日はパジャマ。

▶上の服はどんなかたち？下は
何を着せようか？もようの紙を
切ったり貼ったりしながら、すて
きなコーディネートを考えるプロ
グラムです。
▶かおも貼ったら「この人はね…
」こどもたちの想像がどんどんふ
くらんで、それぞれのこだわりが
出てきた様子。襟やボタン、お好
みでポケットや蝶ネクタイもつけ
て、「あ、帽子も忘れてた！」

中でもふだんからファッション
に興味がある子たちはさすがに
制作が熱心で、たくさんの服が
できていた様子。また、まだ体
が小さな子は材料の紙が余って、
男の子と女の子、二体分つくるこ
とができたなんていうかわいいお
話も。
▶自分で作りながら想像が膨ら
み、想像したことからさらに次
の制作へと手が動く。こんなふ
うに夢中になってつくる時間を
大事にしていきたいですね。



中心に向かってぐるり
と展開するもように！

正三角形のかたちが
一面に展開する
もようになる。

3 面ミラータイプ

2面ミラータイプ

2020.4

てんかい①・②・③
身の回りの布やお皿、かべ紙などには
様々なもようがデザインされています。
左右対称にしてみたり、回転させたり、
ななめに組み合わせてみたり。
実は美しい図や形、もようには、
芸術的かつ数学的な美しさの理由がかくされています。　
このプログラムはお皿を使って、本格的なもよう作りを体験。
きっとみんなあそんだことがあるおもちゃ「まんげきょう」が
デザインのヒントをおしえてくれるよ。

万華鏡をつくる

▶絵、文字、記号、描くものは
何でもいいけど使うのは青いペン
だけ。それを筒に当ててのぞいて
みると・・・青く美しい世界が広
がっていく！細かい模様もすごい
けど、単純な絵でもとてもきれい。
「こんなもようができたよ」「の
ぞきすぎて目がつかれた！」あ
れこれ試したくなってしまうお
もしろさ。魅力的な世界に引き
込まれるように観察しながら、も
ようづくりの仕組みを理解するこ

とができました。

▶４月のジュニアは、様々に
展開するもようの世界を体験し
ていきました。まずは身近な素
材を使って、かんたんに万華鏡
づくり。筒の中に入れる鏡の角
度を変えると、見え方が変わる
のを知っていましたか？どんな
形も模様にしてしまう不思議な
おもちゃ、万華鏡あそびを通し
て、2 種類のもようの成り立ち
をみていきました。



植物のような
ゴージャスもよう。
素敵だね！

完成まで
コツコツと…

もようのデザインをする

もようをお皿に描く

▶本物のお皿と、陶器用の特殊
なペン。この回はいよいよ自分
でデザインしたパターンをお皿に
なぞり、青いペンで文様の描きこ
みをしていきました。
▶本物のお皿に描くのは、はじ
めはちょっとドキドキ・・・で
もそれは「ていねいにつくろう」
「失敗しないように気をつけよう
」と工夫する気持ちにつながる
良い緊張感でもあります。

そして細かい模様やこだわりの形
を、こつこつと自分のペースで時間
をかけて取り組めるのは、ホームプ
ログラムの良いところかもしれませ
ん。途中で休憩したり、何日かに分
けたりしながらでも OK！さいごまで
描き切ることは、こどもたちにとって
自信になりますね。
▶仕上げにオーブンで焼いて定着させ
たら「自分でつかいたい！」「おやつ
をのせます」完成させて満足そうな
写真が続々と届きました。

▶どこのおうちの台所にもひと
つはありそうな、白地に青い文様
が入った食器。日本の伝統的な
和食器にも、西洋の食器にも、
それぞれの地域ごとに伝統的な
柄が絵付けされています。
▶この回のジュニアのプログラ
ムは、前回の 2面ミラータイプ、
3 面ミラータイプの万華鏡の体
験をもとに、丸いお皿の文様デ
ザインに挑戦。根気がいる制作
ですが、しくみがわかっている
ととてもおもしろく取り組むこ

とができる制作です。
▶自分で描きたいパターンをひと

つ決めたら、あとはそれをぐるり
一周、360°に展開していくだけ。

「ここまでできたよ！」「がんばっ
たから見て！」という途中経過の報

告も多く届きました。粘り強くてい
ねいに取り組むと、完成時の手応え
もいっそう大きくなるもの。先に万
華鏡で完成イメージが見えていたこと
で「がんばればきれいな模様ができ
る！」とわくわくしながら描いた人が
多いようです。



新しくラボになった
おふたり。仲良く制
作を楽しんだそう。

重ねてできた色はパ
レットにはない色。
うまく使いこなそう！

2020.4

かさねてかさねて①・②・③
空はそらいろ、肌ははだいろ、水はみずいろ？

画材のラベルにかかれている色の名前が、
実際のものとはぜんぜんちがうというのは

みんなもう知ってるよね。
みんなの家にはクレヨン、ペン、絵具など

べんりな画材がたくさんあるけど
昔の画家たちは、顔料（色の元になる粉）から

自分のアトリエで手作りしていました。

色を自由に使ってみよう！
透明水彩の扱いを確認しながら

色について体験を深めるためのプログラムです。

色を重ねてトーンをつくる

▶鉛筆で明るい色から暗い色
まで、トルネードのみんなは
もうたくさんの階調（トーン）
に描き分けることができま
す。でも色の階調はもっと
複雑で、例えば陰影がつい
た赤いものを描き分けると
したら、どんな方法をとる？
▶たとえば水の量を調整す
ることで、薄いあか、強いあ
かなどのちがいを描き分ける
ことができる。

透明水彩では、絵の具を層に
して重ねる回数を増やすこと
でも、階調を作ることができ
る。でも同じ色を薄めたり
重ねたりして使っているだ
けでは、いつまでもその色
の「濃度のちがい」からは
抜け出せないね。
▶モチーフに陰影がついた
時に見える色は、濃淡だけ
ではなく、もっと複雑な色を
しています。４月は透明水彩
で混色をテーマに体験を深め
ました。



▶「絵の具は苦手だけど鉛筆で
描くのは好き」という話を聞く
ことがあります。でも色って実
はとても便利なもので、自分の
絵を何かと手助けしてくれるも
の。例えばトマトの絵を描く時、
鉛筆で描いたトマトはほんの一
瞬「何の球かな？」と見た人
の脳が考えますが、そこにツ
ヤツヤした赤い色や細っこい
緑のヘタがはっきりと描かれ
ているだけで、「トマトだ」と
認識するまでのスピードが断然
早くなる。
▶しわしわの紙袋でも、同じよ
うなことが起きる。しわがたく
さんあると、思わず「描くのが
たいへんそう」と敬遠しがちだ
けど、実は紙袋のしわは、見る
人に形を説明したり、パリパリ
とした紙の質感を伝えたりする
のに便利で描きやすい。紙に
ぎゅっと力が入っている様子
を、しわの描写で表すことがで

きたかな？

「しわ」の表現。
それぞれの
工夫があるね。

水の量の調整など難し
かったですが楽しかった
です（ゆうき・高２）紙袋のデッサンをする

色を重ねて表現する

▶フランスの画家、アンリ・マティ
スの『緑のすじのあるマティス夫
人の肖像』という作品は、顔の陰
影は緑やオレンジ、輪郭線は青や
緑、眉毛も髪も、青や緑で描かれ
ています。当時の評論家には酷評
されたようですが、後年マティス
は絵画の色を解放した画家として
知られ、対象物の固有色や目に映
る通りに描くのではなく、色彩を
自由自在に使ったことから「色の
魔術師」とも呼ばれました。
▶このプログラムでは、透明水彩
で描く茶色い紙袋に、青や紫、赤
や黄色など、複数色の絵の具をの
せて色彩実験をしてみました。私
たちが日常生活で目にしているも
のは、光が当たり陰影がつくと色
合いが複雑になり、様々に変化し
ていく。素材によってもすごく違
う。何となく見過ごしがちだけど、
時々「絵画的な見方」で目の前の
ものを観察してみよう。


