
20 20 年 7 月のプログラム

キッズコース

ジュニアコース

アートラボ

Mr.ブラウン②

Mr.ブラウン③

Mr.ブラウン①

みえる みえない②

みえる みえない③

みえる みえない①

カインド オブ ブルー②

カインド オブ ブルー③

カインド オブ ブルー①

●アクリル絵の具セット

●アクリル絵の具セット

●アクリル絵の具セット
●スティックのり

●クレヨン

●えんぴつ・消しゴム
●とうめいすいさい絵の具セット

●えんぴつ・消しゴム
●サインペンセット
●色えんぴつ

●はさみ
●かけらクレヨン
　＊絵が描きづらくなった小さなもの。
　色はなんでも OK。あればもってきてね

●クレヨン

●サインペンセット
●ゆせいペン黒 ＊細めのもの
●はさみ　●スティックのり

15:30~17:00 10:30~12:00 10:30~12:00

17:00~19:00 17:00~19:00 17:30~19:30 14:30~16:30 14:30~16:30

17:30~20:00 17:30~20:00
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とりの絵　しゅんのすけ（9歳）
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しゅげい①・②・③
5月のテーマは「はる」
ピタッとつけられるように　ボンドのつかいかたを　マスターしたら
いろんな　さくひんづくりが　たのしくなるよ。
ていねいに　ぬって　しっかり　おさえて
バッグや　クッションを　つくってみよう。

5月は新型コロナウイルスによる外出自粛要請期間中。
zoomをつかった「オンラインスタジオ」を実施し
先生とこどもたちが画面越しに会話をしてプログラムをすすめました。

2020.5

▶道具の使い方にはコツがある。
今回はボンドがテーマです。こ
どもたちの様子を見ていると、
しっかりつけたくてついつい
たっぷり使ってしまいがち。で
も本当は少ない量をうすく塗り
広げ、しっかり押さえてしばら
く動かさないこと。これがボン
ドの基本的なコツです。
▶この週は布のふちにボンドを
塗り広げ、裏返したり持ち手を
つけたりしてバッグ作りに挑戦。
一見とてもシンプルな制作です
が、こどもたちにはなかなかむず
かしい。体験を通してちょうどい
いさじ加減を探っていきます。
▶袋ができたら、それぞれ好きな
色や形のフェルトを組み合わせてか
ざりつけも。コロナウイルス で外
出自粛のこの時期、細かく作り込ん
でくれた人がたくさんいました。
「これ持って早く外にお出かけした
いな～」という声もちらほらと。

布でバッグをつくる



▶ここからは大きな作品づくりに挑
戦！ふわふわふかふかのさかなクッ
ション制作です。まずはさかなの形に
縫った袋をうらがえし、もようをつけ
るためのガイドの線引き。さらにモコ

モコのわたをおなかの切れ目からいれ
ていき・・・「パンパンになった！」入

り口はボンドで留めたり、おうちの人
に針と糸で縫ってもらったという子
も。ママありがとう！
▶布をたたんだり、袋のすみまできっ
ちり裏返すという作業も、小さなこど
もにとってはなかなかのむずかしさ。
綿入りの真っ白いクッションができる
と「ほんとだ、抱きしめたくなる！」「さ
かな大好き！」「きもちいい～」つづ
きの制作が楽しみですね。しっかり
乾かしてから次の制作をしよう。

▶まっしろなさかなのクッ
ションに、カラフルなうろこ

をつけていこう！まずは紙の
上で色の組み合わせや並べ方
をあれこれ楽しみつつ、気に
入った色合いがみえてきた
ら、本制作スタート。
▶うろこをひとつ、ボンドで
ぺたっと貼ったら、しっかり
押さえてから次の一枚へ。ガ
イドの線に合わせながら、て
いねいに作り込んでいた子が
多かったですね。表側ができ
たら、裏側も。うろこの枚数
が多いからかなりたいへん！
でも張れば貼るほどなんだか
立派なさかなに見えてくる。
ボンドの扱いにも慣れてきた
かな？
▶送ってきてくれた完成作品の
写真をみると、どの子もしっ
かり自分のこだわりをもって
作っていた様子。色合いも、
顔もそれぞれ好みが表れてい
ていいですね。

クッションの形づくり

クッションの仕上げ



▶型を使って描く「ステンシル」。
版画の一種ですが、手軽に絵や文字
など様々な表現ができる手法として
現代でも様々な場面で使われていま
す。そのルーツは太古の洞窟画まで
さかのぼる！人類の美術の歴史とと
もにある技法ともいえます。
▶このプログラムではそれぞれ好み
のステンシルの形をつくり、画面の
中心をぐるりと一周させながら花の
絵を描いていくというもの。同じ色
や形でも、絵の具のつけ方や濃度で
様々な表情に変わります。水加減、
力加減がわかるまではなかなか思う
ようにできない子もいたようです
が、コツをつかむと「おもしろい！」
色をくみあわせたり、ちがう形の柄
を重ねることで、紙の上にきれいな
花が咲いていきました。
▶トルネードに完成した作品画像が
たくさん届きました。みんなそれぞ
れちがった花で、あれこれ工夫して
制作してる様子がよくわかります。

2020.5

トーン①・②・③
5月のテーマは「プラス・マイナス」
絵の中で、足し・引きをしてみよう。
足してみると、意外な色の重なりができたり
引いてみると、ふしぎなグラデーションが生まれたり。
ステンシルの型を使って
どんな絵ができるか研究していこう。

ステンシルで花を描く

ジュニアの「オンラインスタジオ」は
どのクラスも大盛り上がり。
クラスの友達の様子が見えると、
ふしぎとやる気もアップする。
いつもとちがう環境でしたが
楽しむことができました。



▶２回目となるオンラインスタ
ジオ。ジュニアのみんながえんぴ
つを手に、すごい勢いで紙に描き
始めました。画面越しでも紙に塗
る音が聞こえます。そう、この制
作のはじまりは「黒く塗りつぶ
せ！」カラスのように真っ黒な
鳥を描いていきました。
▶えんぴつは学校の勉強はもちろ
ん、デッサンなどでもよく使われ
る道具なのですが、扱いやすいゆ
えになかなかしっかりと扱い方を
学ぶ機会がありません。そこでジ
ュニアのみんなに、まずは大きな画
面に、えんぴつでできるかぎりしっ

かりと塗りつぶすという体験をして
みてもらいました。実際に描いてみ

ると、えんぴつ画のもつ迫力にびっ
くりした人もいるんじゃないかな？

シンプルで単純な制作ですが、描き
足し続けることでジワジワとかっこ
よさがにじみ出てきたら大成功。ただ
塗るだけなのに・・・想像以上に手応
えのある制作でしたね。毎日少しずつ
進めたよという声もありました。

鉛筆で黒い鳥の絵をかく

練り消しゴムで
鳥の翼のもようを描く

▶ジュニアの制作に、久しぶりに練
りゴムが登場です。練りゴムははじ
めによく練って、にゅーんと伸びる
くらいやわらかくなったら、真っ黒
く塗りつぶしたえんぴつの上にペタ
ペタ。黒い粉を練りゴムで抜きなが
ら、鳥の羽根に白やグレーの模様を
つけていきました。
▶これは「描く」のではなく「抜く」
という絵の上での引き算の制作で
す。花の制作で経験したステンシル
型を使った模様の作り方をいかし、
同じ形をリズムよく並べながら羽根
の模様を表していきます。

形を工夫したり、少し重ねるように
使うことで、出来上がる模様は無限
大。はじめは「あれ？！消えない」
と焦った子もいたようですが、練り
ゴムの役割は真っ白く抜くことだけ
ではありません。グレーのトーンを調
整する感覚がわかるようになると、鉛
筆画の表現の幅はどんどん広がりま
す。左右の羽に根気よく取り組むと、
手応えも大きかったね！



カードの裏面をデザインする2020.5

トライアンフ①・②・③
カードゲームのデザインを観察したことはあるかな？
小さな紙の中に、 文字や記号、キャラクターのデザインなど
いろんな意味や作り手のこだわりが凝縮されているすごい世界。
オリジナルのレイアウトやキャラクターで
54枚のカードをデザインしてみよう！

手数の多い制作でしたが、
ラボのみんな本当にがんばっていた！
学校が臨時休校だったことで時間もたっぷりある中で
制作にじっくり没頭できたのは
良い経験かもしれません。
「オンラインスタジオ」での
やりとりも新鮮でした。

▶いつもは勉強や部活などで何かと忙しい
中高生も、学校が休校になり、この時期は
比較的時間がたっぷりありそうです。こん
な時こそ制作にじっくり向き合える良い
チャンスと思い、とても手間のかかるカー
ドゲームの制作に挑戦してみました。
▶はじめはカードの裏面の制作からスター
ト。シンプルな図形を組み合わせて、色や
バランスを調整し、単体で見たり、複数を
並べてみたりしながら印象をチェック。「使
われる時どんな見え方になるか」を考えて

デザインを工夫しました。
▶どんなカードにしたいかが決まったら、
ステンシルで 1 枚ずつきれいにプリント。
とても手間がかかりますが、印刷技術が
発達する昔はこのようにして１枚ずつ手
で刷られていたというから驚きです。こ
の月から始まったオンラインスタジオで、
画面越しで他の人の作品から刺激を受け
たり、自分の作品についても「こういう
見え方だったのか」と客観視するきっか
けになりました。



レオナルド・ダ・ヴィンチ スナフキン

数字札をデザインする

絵札のキャラクターを
デザインする

▶５月末はトランプの絵札の制作。
キャラクターデザインに挑戦しま
した。ふだん教室ではあまりしな
い分野の制作ですが、好きな人・得
意な人はどこまでも突き抜けて楽
しんで！ 苦手だなあっていう人も、
この機会にちょっと手を動かして
みるときっと発見があるはず。
▶はじめはいくつかのキーワード
を書き出して絵を想像しました。
単体ではふつうにみえるものも、
他の何かと組み合わせたりアレン
ジすることで、全く別のキャラク
ターになることを体験していきま
した。コツを掴むのが早い人はオン
ラインスタジオの最中にすでに新
キャラクターを生み出し、みんな
びっくり！ ６月から学校が再開して
急に忙しくなったようですが、時間
がかかっても少しずつ進めて形にし
てほしいと思います。

▶デザインって、アートと違って何かの目的や問題解決という目標が
あるものです。カードゲームの場合も、手品のためのカードなのか、
ポーカーやババ抜きなどのゲームをするためのカードなのかに

よって、デザインする際の考え方がそもそもから変わっ
ていきます。裏面のデザインはもちろん、スー

トや数字が描かれている表側のデザイン
も実はいろいろなバリエーショ
ンが存在します。
▶今回のラボの制作で
は、向き合ってプレ
イする人ができる
だけ同じような

印象を持てるよ
うに「点対称」に
こだわってみまし

た。とは言っても、並
べ方やバランスには本当に

様々なバリエーションがあり、
まるでクイズのようにレイアウトを考
えるのがおもしろい。配置がきまったら、配
置がずれないようにテンプレートを作り、合わせ位置
に注意しながらスタンプでペタペタ。けっこう手間がかかっ
たはずですが「そんなにたいへんではなかった」「楽しかった」と
いう人が多数。


