
20 20 年 11  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

さんぽにいこう②

さんぽにいこう③

さんぽにいこう①

さんぽに行こう②

さんぽに行こう③

さんぽに行こう①

散歩に行こう②

散歩に行こう③

散歩に行こう①
●鉛筆デッサン用具　●クレヨン
●はさみ ●セロテープ
●ラジオペンチ

●はさみ
●手ふきのタオル

●はさみ
●アクリル絵の具セット

●クレヨン
●はさみ　●セロテープ
●ラジオペンチ

●はさみ
●セロテープ
●手ふきのタオル

●絵の具の筆 ＊大きさいろいろ
●がっこう絵の具のパレット
●筆ふきぞうきん　●はさみ

●はさみ
●セロテープ 

●はさみ
●セロテープ
●てふきのタオル

●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　●はさみ

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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ダ ・ ヴ ィ ン チ 『 白 貂 を 抱 く 貴 婦 人 』 　 ゆ づ き （ 10 歳 ）
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2020.9
キッズコース 

シザーズ①・②・③
ヘアスタイルを切る

▶まっすぐ切る、なみなみに
切る、途切れないように長く
切る。はさみの準備体操をし
てから、みんなで美容師さん
になってみました。

▶黒い紙をチョキチョキ。で
きた形を顔の絵に当ててみると

…「へんな髪型 !（爆笑）」はじ
めはみんな、リアルに自分の髪

型だったら…と想像していたよ
うですが、作っているうちに

「あ、なんかいいかも」「これ
はおもしろい」といろんなヘ
アスタイルが発明できる楽し
さに気づいたようです。
▶長い髪、くねくねした髪、
ふわふわ、ツンツン、中には金
髪のスタイルも！どのクラスも
次第にヒートアップして、最後は

「もっと変わった髪型作りたい！」
と工夫していました。制作が終わる

頃、教室の壁はアバンギャルドなヘ
アカタログのようになりました。

ちょくせん　きょくせん　
ぎざぎざせん
ながいところも　
まがりかども
すいすい　きもちよく
きれるといいね。 はさみをつかって　

いろんな作品　
つくってみよう。

びようしさんは　かみを　きる。
にわしさんは　えだを　きる。
したてやさんは　ぬのを　きる。
まほうのように　みごとに　きる。
チョキチョキ、カチャカチャ、サクッサクッ。



ダンスの絵をつくる

額縁をつくる

▶くねくね、カクカク、でこぼこし
た形をはさみで切り、できあがった
形を重ねてみると…複雑な装飾模様
ができあがります。今回は金色の紙
帯を用意して、ゴージャスな額縁を
つくりました。

▶いろんなかたちに切り出した金色
の帯をたくさん作ったら、重ね方を
あれこれ変えたり見え方を試してみ
るのもまた楽しい。作れば作るほど
ゴージャスになっていくから、みん
な手が止まらない！四角い枠にはり
つけて完成した額縁にはマティスの
『ダンス』を入れてみました。

▶フランスの画家アンリ・マティスは長
いあいだ油絵の具で作品を描いていまし
たが、おじいさんになってからは筆をは
さみに持ち替えて、たくさんの切り絵の
作品をつくりました。人や植物、鳥や動
物を組み合わせながら、光や音楽、動き
や力などを感じる楽しげな絵を、まるで
まほうのように作りました。
▶マティスのように、自由自在に形を切
り出せたらいいな。こどもたちも『ダン
ス』の絵に挑戦しました。「小さいこど

もの形ができたよ」「これ、踊ってるよ
うに見える !?」なかなかむずかしい人の
形ですが、コツをつかむとそれぞれのポ
ーズや動きが出てきておもしろい！細部
の形までこだわって仕上げたり、中には
10 人、15 人とたくさん増やして楽しむ
子もいました。



2020.9
ジュニアコース

名画になる①・②・③
ほほえんでいるような、
かなしんでいるような…
おどけているような、おこっているような…
つまらなさそうだけど、どこかよろこんでいるような…
いろんな表情の人たちが、何百年もの長い間
額縁の中からこちらを見つめて止まっている。

服やポーズもそっくりに
画家がいた世界を作り込んで
名画の登場人物になってみよう。

▶20世紀後半以降の美術の世界では、
ただ絵や彫刻を作るだけではなく、い

ろいろな形式の新しいスタイルが生ま
れました。そのなかのひとつに、美術家
自身が有名な絵や映画の登場人物になり
きって写真を撮るという作品があります。
この自分ではない「誰か」に変身すると

いうおもしろい手法に、ジュニアのこど
もたちが挑戦！９月の制作は自分が選
んだ名画の登場人物になってみること
にしました。
▶はじめの週は、自分が変身してみたい
作品選びから。壁にずらりと並んだ名画
をみて「これになる！」とパッと決まる

子もいれば「どうしよう…」としばら
く迷う子もちらほらと。それぞれ選ん

だ作品の模写をしながら、次週以降で
必要になりそうな帽子や服、アクセサ

リーなどを確認していきました。自分が
変身するという目線で改めて作品と向き
合うと、普段の作品鑑賞とはちがう発見
がたくさんあったようです。

名画をえらんで
模写をする



▶「服はこの色」「帽子はこん
な形」それぞれの作品に必要
なアイテムづくりがはじまり
ました。やわらかい布の質
感に似せるため紙をしわし

わにして染めたり、つばのあ
る帽子やベレー帽などを自分

の頭の大きさに合わせて作った
り。中には身頃や袖のパーツを貼り

合わせ、本格的に「着れる服」を作っ
ていたツワモノも！型紙もなく、基

本的に鏡を見ながら試行錯誤の制
作ですから、手も頭も目もフル回

転。作りごたえのある制作でした。

▶「失敗した！」「時間がない！」
などドタバタしながらも、みんな

どうにか形にしていきました。家
から使えそうな服を持参したり、
お母さんのアクセサリーを借りて
きたという人も。 
▶衣装やアイテムがそろったら、
いよいよ撮影タイムです。それぞ
れの作品に合った背景の前に立
ち、ポーズや表情も決めたら写真
をパチリ！なんだか緊張しました

が、撮影をしてくれたマッキナフォ
トの橋口さんが細かなポーズの指示
や誘導をしてくれたのがとても楽し
く、恥ずかしがっていた子どもたち
も最終的にはみんな自分の絵に合わ
せたポーズで撮ってもらうことがで
きました。拍手！

名画の
アイテムをつくる

名画になりきる



2020.9
アートラボL

骨格①・②・③

あらゆる人の、あらゆるポーズを
あらゆる角度から見てみよう。
病院で見るレントゲン写真のように
骨格を意識しながら描いてみよう。

外からは直接見えないものだけど、
頭蓋骨、背骨、あばら骨、腰骨…
大小合わせて 200 を超すといわれる
骨を想像してみると
皮膚のふくらみやへこみ、服のシワも
なるほど！と気づきます。

自分の手を描く

▶世界中の美術館には人体を生き生き
と捉えたスケッチがたくさん残ってい
ます。サラッとしたタッチで、それほ
ど長い時間をかけて描いたようには見
えないものでも、人の動きや特徴をよ
く捉えている。力や温度、手触りまで
伝わってくるリアルな絵もあります。

▶９月のラボは骨格を意識して、人の
体の構造や動きを捉えていく制作をし
ました。はじめは自分の手に注目。骨
の画像の上から自分の手を被せるよう
に描いてみると、手の付け根の膨らみ
や指の形、関節のシワのでき方の理由
がよくわかりました。



いろんな角度から
自分のポーズを描く

画材をかえて
自分のポーズを描く

▶マッキナフォトの橋口さんに自
分のいろんなポーズの写真を撮っ
てもらい、全身像の制作に挑戦し
ました。まずは白黒の画像で全身
の骨や関節の位置を確認。特に腰、
肩、首、かかとなど、大きく動く
部分や力がかかる部分の位置を把
握することがポイントでした。
▶1 点 1 点を描く際、写真にはう
つっていない関節の位置、骨の角
度をその都度意識しながら取り組
んでみると、きちんと「立ってい
る」「力がかかっている」という
像が描けます。はじめはちょっと
回りくどさを感じかもしれません
が、これに慣れてくると人物を見
た際にだいたいの骨組みが見えて
きて、サラッと芯のあるポートレ
ートが描けるようになります。

▶全身像をさらに発展させて、
色付きの表現にも挑戦です。骨
や関節を意識して描いていれば、
使う画材や最終的な表現の画風
は自由です。
▶それぞれのペースで「楽しい
けど思い通りに描けない」「描き
たいのに全然描けない」という
人もいれば、前の週でコツをつ
かんだのか次々に点数を増やし、
サクサク進めている人も。教室
の中はまるで締め切り前のイラ
ストレーターや漫画家さんのア
トリ的な雰囲気。普段描いてい
るイラスト表現を発展させたり、
服装をアレンジしはじめた人も
いて、魅力的な絵がたくさんで
きました。


