
20 20 年 10  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

マチエール②

マチエール③

マチエール①

フェイバリット②

フェイバリット③

フェイバリット①

セザンヌ、動く静物②

セザンヌ、動く静物③

セザンヌ、動く静物①
●クレヨン
●鉛筆デッサン用具
●直定規 ＊15cm 程度

●クレヨン
●アクリル絵の具セット

●アクリル絵の具セット

●すきなマンガの本 1 冊
●えんぴつ・消しゴム
●えのぐの筆＊大きめ　●筆ふきぞうきん

●すきなマンガの本 1 冊
●油性ペン黒 ＊太め・細めの両方
●えんぴつ・消しゴム

●すきなマンガの本　1 冊
●油性ペン黒 ＊太め・細めの両方
●えんぴつ・消しゴム

●がっこうえのぐのパレット
●えのぐのふで ＊おおきさいろいろ
●ふでふきぞうきん
●クレヨン ●はさみ ●スティックのり

●がっこうえのぐのパレット
●えのぐのふで ＊おおきさいろいろ
●ふでふきぞうきん

●がっこうえのぐのパレット
●えのぐのふで ＊おおきさいろいろ
●ふでふきぞうきん

15:30~17:0015:15~16:45 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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海 の 絵 　 し ん の す け （ 12 歳 ）



2020.8
キッズコース 

ストリーム①・②・③

きらきら　ごうごう　うねうねながれ
うみへとむかう　ながい　かわ。

絵の具やペン、クレヨンを重ねて
川の絵を描きました。

水の流れを描いてみたら
魚やボート、水鳥や虫や人、
いろんなものを描きたくなりました。
まるで川で遊んでいるような制作でした。

川の流れを描く

▶こどもたちに川の音を聞いてみると、「鳥
の声が入ったようなせせらぎのような」「ド
ドドドド、ダムみたいな音」「ぴちゃぴちゃ
」「ザザザザー」いろんな答えが返ってきま
した。話はさらにふくらみ、さらさらした川、
流れがはげしい川、岩がゴロゴロある川、
渦を巻いたりうねうね曲がる川、「夕方の川、
光が当たってキラキラしてる」「いろんな生
き物がいる川」なんて声も出てきました。

▶180cm もある長いトレーシングペーパー
に透明水彩で色を重ねて川の流れを描いて
みると、太い線、細い線、色使いや勢いが、
ほんとうに水のように感じられ、筆が止ま
らなくなりました。気持ちが入りすぎたの
か、絵の上に筆洗バケツの水を流しはじめ
てしまった子も（！）いろんな様子の水の
流れができて、まるで音楽が流れているよ
うな絵になりました。



河原を描く

河原のまわりの活動を描く

▶かわらの景色を描きました。長
い紙を切ったり貼ったりするのは
小さなキッズの子供達にとって大
仕事！できあがったかわらに、手
作りスタンプで木を生やしたり、
岩を置いたり、橋をかけたりし
ていきました。ペタペタ押すス
タンピングは、小さな子たちも
とてもじょうず。どんどん押し
て増やしたくなる制作でした。

▶「焚き火をしたい」「ボートに乗りたい」「魚
釣り！」「バーベキュー」「「恐竜もいる！」こ
どもたちのイマジネーションが爆発！それぞ
れ今興味を持っていることや、好みや趣向が
反映されてにぎやかな作品が仕上がりました。
▶細長い画面の中にいろんなものが散りばめ
られ、まるで昔の絵巻物みたいでおもしろい。
制作の中で、ハサミやのりの使い方をもうひ
とがんばりしたいという子が少なくないとい
う課題も見つかったので、来月しっかり取り
組んでいきましょう。



2020.8
ジュニアコース

ウェーブ①・②・③

てりつける太陽、さらさらの砂浜、
ぶくぶく、ザップーン、波打つ水。
いっときも止まらない夏の海。

しおのにおいに「すーっ、はーっ」
思わず大きく息をしたくなる
遠く広がる海のけしきを描いてみよう。

スーラの点描、色面の抽象絵画、
遠近の構成や、動きのある人物画。
一枚一枚の絵の中に
いろいろな要素が詰まっています。

砂浜を描く

▶８月のジュニアは、夏らしくビーチの絵に挑戦！この
週は『グランド・ジャット島の日曜日の午後』で有名なジョ
ルジュ・スーラが発明したといわれる点描の技法を使っ
て、砂浜の絵を描きました。
▶つぶつぶ、てんてん…２色３色と色の点を増やしてい
き、離れた場所から絵をみると、脳の中で色が混ざって
感じられます。点描は単純そうな制作に見えますが、実
は使う色や点の大きさ、密度のちがいなどにより、光が
当たっているように見えたり、凸凹があるように見えた
りもする、かなり奥が深い技法です。「赤っぽくなっちゃっ
た」「暗くなっちゃった」などなど、のめり込むように描
いて教室が静まり返るほどのおもしろさでした。



波を描く

海の活動の
様子を描く

▶キラキラ光りゆらめく水、ぶくぶく
泡立ち波うつ海。北斎やモネ、ホック
ニーなど、歴代様々な画家が挑んだ水
の表現に、ジュニアのみんなも挑戦し
ました。
▶大きな障子紙に青やターコイズ、白
や黄色などの絵の具を、大きな刷毛で
たーっぷり。しぶきをあげたり、じわ
じわにじんだり、画面の中で思いがけ
ないようなグラデーションも現れて
「これ、海にいいかも！」実験的かつ
挑戦的な、それぞれ工夫を凝らした表
現をしていました。不思議な深みのあ
る作品が多く、いつまでも眺めていた
くなるような波の絵が並びました。

▶浜辺の絵を浜辺と海の絵をそれぞれ切っ
て合体させていきました。遠くまで見渡せ
る大きな海を描く子もいれば、近くの浅瀬
を中心に描く子、中には海の中の様子に仕
上げた独創的な作品もありました。
▶遠近感に気をつけながら人を配置して、
寝転がったりビーチボールで遊んだり、波
乗りをしたり浮き輪をつけて泳いだり。さ
らに「ひええ！サメが…！」「無人島まで
泳げるかな」ストーリー性のある場面設計
をする子もちらほらと。波、人、もの、動
物などが絵の中でひとつにつながり、動き
のある作品に仕上がりました。



2020.8
アートラボL

マイクロスコープ①・②・③
世界の見方はひとつじゃない。
動物によって、視点によって、
見え方や感じ方は様々です。

例えば倍率を変えてみるだけでも
当たり前だと思っている日常は
こんなにもドラマチックに変化する。
「ほんとうに見えているのか？」
想像を広げながら
観察を深めよう。

拡大して描く

▶人間の五感による知覚の割合は、視覚
が 80% 以上も占めているほど、私たちの
目から入る情報は重要なもの。しかし反
面で「自分が見たいもの」を「見たいよ
うにしか見ていない」とも言われていま
す。例えばいつも歩いている道なのに認
識していない看板があったり、すぐ手元
にある眼鏡や鍵を見つけられなかったり。
見るというのは不思議なものです

▶９月のプログラムは、ふだん見ている
ものを超拡大してみる試み。まずはじめ
は数百倍～1000 倍にも見える特殊なレン
ズをスマホに取り付けてモチーフを見て
みました。肉眼の見え方からは想像もつ
かないような図像が出てきて、みんな驚
きの声。未知のものに出会って「どう描
けばいいの？！」と混乱しながらも、新
鮮な視覚世界を体験しました。



目を大きく描く

目を仕上げる

▶人間の目はシンプルかつ精密なつくりを
しています。肉眼ではあまりよく見えませ
んが、瞳の拡大資料をみると「こうなって
るんだ」というのがよくわかります。この
週からは、大きな画面に超拡大した自分の
目 だ け を 描 写 す る 制 作 が ス タ ー ト。
600×900mm の紙が配られると「でかい！」
鉛筆で塗りつぶすのも大変な大きさです。
鏡で自分の目を覗き込みながら、大きな画
面との格闘がはじまりました。
▶描きやすいモチーフなので、どの子も積
極的に腕を動かしていました。しかしつい
一箇所に集中して描きたくなるモチーフで
もあるため注意が必要。全体の印象を俯瞰
してみることができると、眼球の丸みやま
ぶたの厚みなどの構成が感じられる絵にな
っていきます。

▶美術の制作には意外と体力が必要です。画
面が大きくなるとなおさらで、制作経験が多
い高校生くらいになると、絵の技術以外にも
制作に対する「耐性」が身についてきて、長
時間にわたる作品づくりでも手が止まりませ
ん。「描けば描くほどリアルになる！」
▶実はこの制作、半透明のトレーシングペー
パーに描いていて、よくデッサンなどに使う
画用紙よりも表面が固くてツルツル。普段だ
と滑りすぎて描きにくい種類の紙なのです
が、今回の大きな目の制作には効果絶大。鉛
筆や練りゴムがいい感じに滑ってくれて、ス
ーパーリアリズムのような表現になっている
作品もちらほらとありました。目だけでもす
ごく迫力がありますね。


