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キ ッ ズ コ ー ス

ジ ュ ニ ア コ ー ス

ア ー ト ラ ボ

シザーズ②

シザーズ③

シザーズ①

名画になる②

名画になる③

名画になる①

骨格②

骨格③

骨格① ●鉛筆デッサン用具

●鉛筆デッサン用具

●鉛筆デッサン用具
●サインペンセット　●色鉛筆
●透明水彩絵の具セット

●えんぴつ・消しゴム
●クレヨン
●色えんぴつ

●かがみ　●はさみ　●セロテープ
●えのぐの筆 ＊大きさいろいろ
●筆ふきぞうきん

●かがみ　●はさみ　●セロテープ
●えのぐの筆 ＊大きさいろいろ
●筆ふきぞうきん

●はさみ
●スティックのり

●はさみ
●スティックのり
●クレヨン

●はさみ
●スティックのり
●セロテープ

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 も だ ち の う し ろ す が た 　 さ わ こ（ 10 歳 ）
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2020.7
キッズコース 

Mr. ブラウン①・②・③
くま、木、きのこ、パン…
ならべてみると、それぞれ「もちあじ」がちがう
茶色のせかいがひろがっていく。

ふかみのある色、しぶみのある色
ずっしりした色、コクのある色。
大きな絵のなかで、いろんなあじわいの茶色をつかってみよう。
めざすのは、にがくてキレのある、おとなのあじわい！

▶「なかまをふやそう！」これも
茶色、あれも茶色、私のも茶色、
あなたのも茶色！いままで茶色じ
ゃないと思っていた色も「あれれ
れ？」並べてみると、ひょっとし
たら Mr. ブラウンさんたちのなか

まになれるのかも…？
▶使い込んで小さくなった各色の

クレヨンたちを、ゆせんでとかし
てトロトロにまぜてみると「めず

らしい茶色ができた！」「かっこ
いい」「へんな色！」「でもそれも
なかまだよ」そうそう、へんな色
は失敗なんかじゃなくて、他のと
いっしょに並べてみたら、なかな
かいい味を出してることに気がつき
ます。微妙な色のちがいも見分けら
れるようになりました。
▶型に流し込んで固めたものを取り
出すと、オリジナルのクレヨンが完
成。画材屋さんでもあまり見かけな

いめずらしい茶色もできていました。

茶色の
クレヨンをつくる



▶前の週に自分たちでつくった
茶色いクレヨンで、大きなビー
ルの絵を描きました。イーゼル
に架けられた大きな画面を見
て、キッズのみんなは「うえ～！
大きすぎ！」さあ背中をのばし
て、腕を大きく動かして、どか
んと描いていこう！
▶ビールの瓶は、渋くて深い茶色
をしています。そもそも大きいの

でこどもたちは色を塗るのも一苦
労…なのですが、手元にたくさん

の茶色のクレヨンがあるので、こ
こは工夫のしどころです。赤っぽ

い茶色、黄色っぽい茶色、紫っぽ
い茶色。まぜてかさねて使ううち
に、だんだん深みのある重たい色
味になっていきました。
▶「先週失敗したと思ったけどビ
ール瓶にぴったりの色だった！」
おや、まだまだ小さいキッズの
みんなですが、大人の味わいが
少しわかってきたのかも ?!

いろんな茶色で
びんの色をぬる

キリンビールの
ラベルを描く

▶前週の大きな絵から一転し、細かいラベ
ルの制作です。いつもはどのコースでも星の
マークがついたサッポロビールを描くことが
多いのですが、今回はなんと「キリン」が登場。

小さな子は特に、なかなか手が出ないキリン
のキャラクター…。でも一度スイッチが入る

とさすがトルネードのこどもたち。たんたん
と描き進め、途中からはのめり込むように描
き込んでいました。さいごに巨大な瓶の絵に

貼って「やったー！」完成時の手応えもひと
きわ大きかった様子です。
▶教室の壁には、こだわりの茶色と、密度の
あるラベルの描写が合体して、味わい深い作

品が並びました。さあお父さんお母さん、お
いしいビールでカンパイしましょう！



2020.7
ジュニアコース

みえる みえない①・②・③

「手はこう描く」「色はこう塗る」
... ちょっと待って！
いつもの描き方からぬけ出して
ふんいき、かたさ、ひかり、透明感
絵に描きにくいものも描いてみよう。

見えているもの、見えていないものを
ていねいにたしかめながら絵にしていくと
その人らしさやモチーフらしさが
じわじわとにじみ出てきます。

ともだちのうしろ姿を描く

▶少し遠くはなれたところからでも、
誰のうしろ姿かわかることがあります。
姿勢や動作、髪型や身につけているも
のなど、いろんなものからその人っぽさ
がにじみ出ています。この制作ではあえ
てモデルの顔を描かず、少し離れた場所
から後ろ姿を観察して、人物の特徴を捉
えることに挑戦しました。
▶今回は首や頭のつき方、肩や腕のつき

方、胴体や腰まわり、足のつき方まで、

「どんなふうに見えているか」にこだわ
って描いてみました。普段はじっくり見
たり描いたりしないところだけど、この
制作を実際に体験してみると「見えてい
るもの」よりも「見えていないもの」に
新しい発見が多くあるという不思議な感
覚が芽生えます。私たちはつい知ってい
るような、見えているようなつもりにな
って、本当は見えていないものまで絵に
描いてしまいがちです。「あ、こう見た

らいいのか！」本当に大切なのは絵の描
き方よりも、ものの見方なんですね。



▶かたくてツルツルひかる、ガラスのびん。でも
「透明ってどう描くの？」緑のハイネケンビールの
デッサンに挑戦しました。
▶ポイントは自分が見えた通りに描くこと。モチー

フの中で、明るい部分や暗い部分、赤みや黄みな
ど他とのちがいを見つけながら、透明水彩絵の具
を重ねていきます。光の加減や角度によって、見
え方は人それぞれ。特に低学年のこどもたちは、
はじめ「本当は緑のびんのはずなのに…」と、頭
で信じていることと自分が見ていることの間で

ちょっとした葛藤があった様子ですが、複数の色
を使いながら制作を進めていくと、ボトルがだん
だん透明になっていく！どのクラスも熱のある取
り組みで、特にこの週は高学年のこどもたちの観

察力や黙々と描き進める姿勢に感心しました。

透明な
びんを描く

ハイネケンビールの
ラベルを描く

▶長く使われている商品のラベ
ルやパッケージには、デザインし
た人の趣向が凝縮されています。
ロゴマークや色使いはもちろん、
使われている文字の形や大きさ、
何も描かれていない隙間でさえ、
すべて計算されているものです。
オランダ生まれのハイネケンビー
ルは、緑のボディに赤い星がトレー
ドマーク。ボトルに直接プリント
された文字や装飾を、自分で描い
たびんの絵にていねいに描きこんで
いきました。
▶細かくてなかなか骨の折れる作業
ではありますが、描けば描くほど密
度が高まり、本物っぽいオーラが出
てきます。この月ものをていねいに
観察することを学んだジュニアのみ
んなは「見えた通りに描く」「やれば
できる」という確信があるのか、ど
のクラスもものすごい集中力。かっ
こいい作品がずらりと並びました。



2020.7
アートラボL

カインド オブ ブルー①・②・③
魅力的な「ブルー」をテーマにした制作。
平和の青、メランコリックな青、
魔除けの青、開放的な青。
でも実は色の印象はとても不確実なもの。
光の加減や、まわりにある色から影響されて
流動的に変わっていく。
空の青を描きながら、
自分好みの青を追いかけてみよう。

青について学ぶ

▶数限りなく広がる色の世界。この月の
テーマは「青」です。ジョットやフェル
メール、ピカソやイヴ・クラインなど、
歴史的にも多くの美術家を魅了してきた
魅力的な色。しかし反面では青の顔料は
扱いが難しく、画家泣かせの色でもあり

ました。　この制作ではクラスのみん
なで青の色紙を大量につくり、それぞ
れ分け合いながら各自で色見本を制作
しました。その数約 100 色！
▶さらにこの制作では色と色とが与え
合う影響を知るため、他の色と組み合
わせて見え方の変化を確かめる試みも。
組み合わせによっては、同じ色なのに
暗く見えたり明るく見えたり、膨張し
たり縮んで見えたり。なんとふしぎな
色の世界！色の印象はとても流動的な
ものなんですね。



▶ふわふわ…もやもや…この週のテーマは空の
雲。雲を描くことで、空の絵全体の印象ががらり
と変わります。足しては引き、描いては消しとい
う、終わりのない繰り返しの中で、迷宮に入って
しまわないように要注意。まさに雲をつかむかの
ような工程で得意・不得意が分かれる制作ともい

えますが、もやもや続きの中でも「こういう感
じだ」という手応えをつかまえることができる
と「急におもしろくなってきた！」自分の記憶
や感覚を表現するのは、むずかしいけどうまく
表現できると気持ちのいいものです。
▶同じ「空」というテーマでも千差万別な表現

があって、お互いの作品を見ながら「すごい！
」「かっこいい！」と楽しめました。それぞれの

持ち味が出ていましたね。

空の青を塗る

雲を描く

▶前週に取り組んだ青の経験をもとに、キャンバ
スを使った絵画制作に挑戦です。テーマは「空」。

空を見るのが好きという人も少なくなく「夕暮れ
の空がいいな」「夜の空が好き」「夏の空は格別」

など、さすがラボのみんなは普段から身の回りの
ことをちゃんと意識して観察している様子です。

▶はじめに大量の写真の中から自分が描きたいも
のに近い空をセレクトしたら、さっそく絵のベー

スづくりからスタート。薄塗りの絵の具の層で色
味をコントロールしながら、自分が目指す空の色

にていねいに近づけていきます。目の前にモチー
フがある制作とは違い、手がかりになるのは小さ

な写真と、自分の中にある空のイメージ。前週に
つくった色見本も使いながら制作を進めました。


