
20 20 年 12  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

もりのにおい②

もりのにおい③

もりのにおい①

ぬくぬく②

ぬくぬく③

ぬくぬく①

ツリー②

ツリー③

ツリー① ●鉛筆デッサン用具
●アクリル絵の具セット

●鉛筆デッサン用具
●アクリル絵の具セット

●鉛筆デッサン用具
●アクリル絵の具セット

●えんぴつ・消しゴム
●はさみ
●手ふきのタオル

●はさみ
●セロテープ

●はさみ
●セロテープ

●はさみ
●てふきのタオル
●40cm角くらいのものが入るふくろ

●はさみ　●セロテープ
●てふきのタオル
●クレヨン＊小さくなったものでも大丈夫です

●はさみ
●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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い ぬ 　 な お ゆ き （ 7 歳 ）
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2020.10
キッズコース 

マチエール①・②・③

おにぎりの絵

▶10月のキッズは筆のかわりにゆびや手を
つかっていろいろな絵をかきました。長い
柄がついた筆よりも、体でダイレクトに描
くことができるゆび絵の具。はじめは「や
ったー！」「ほんとにいいの !?」「ちょっと
気持ちわるいかも」みんなちょっとドキド
キしながら制作がはじまりました。
▶ぶどう、えだまめ、こめつぶなど、指先
で形や大きさをコントロールしながら、描
く感触を確かめました。絵の具をたっぷり

つけて、ぐるぐる、てんてん、ちょんちょ
んちょん。
▶おにぎり作りでは描いているうちに「な
んかおいしそう」「ほんとだ、食べたくな
ってきた」はじめの様子を見ていると鮭や
かつお、昆布などが人気かなと思いきや、
だんだん変り種が登場して、チーズおかか、
ねぎみそ、バターチーズ、たまご、わさび、
海老のお寿司まで！完成すると「お昼ごは
んおにぎりがいいな」

びじゅつかんのかべにかざられている
ものの絵、ひとの絵、けしきの絵。
ちかくでよくみると、
「でこぼこ」「ガサガサ」
「にゅるにゅる」とした
えのぐのかたまりだ！

10月は手にえのぐをつけて
いろんなテーマでペインティング。

絵をからだであじわおう。



りんごの絵

いぬの絵

▶チワワ、テリア、スピッ
ツ、キャバリア。いろんな
犬の顔を描きました。ポイ
ントになるのは毛並みで
す。ふわふわの毛、なめら
かでやわらかな毛、短くチ
クチクした毛。犬にさわっ
た時の感触を思い出しながら
制作に取り組みました。
▶まずは黒い鼻のまわりから。

なでるような手つきで、少し
ずつ、少しずつ毛を描きます。

白や茶色、黒やベージュなど、
複数の色を混ぜ合わせて・・・

だんだん犬の顔ができあがっ
ていくと「体も描いていい？」
「しっぽもつけたい！」ぐい
ぐい描きすすめていました。
▶それぞれ毛並みにこだわ
り、表情も豊かな作品ができ
て満足げ。来月も続けて犬の
作品に挑戦です。

▶ダンボールをカッターで切
り出し、指絵の具でぺたぺ

た・・・おいしそうなりんご
が完成！まるで絵本に出てき
そうなかわいい作品がたくさ
んできあがりました。
▶皮の色やつぶつぶなど、そ
れぞれのこだわりが出ていて
おもしろい。完成したら、手
作りの葉っぱと一緒に木の枝
に吊るして教室に飾りました。



少女マンガは
線が繊細！

インクが
たれない
ように…

そっくりに
描きたい！

後ろの集中線も
ペンで 1本ずつ
描いて仕上げる！

2020.10
ジュニアコース

フェイバリット①・②・③
ドドドド、バキューン！

ピカッ　シーン・・・　キュルルル
ドキドキ　ズドォォォン

世界に誇る、日本のマンガ文化。
お気に入りのマンガの、

お気に入りの一コマに込められた
表現のひみつを解き明かそう。

好きなマンガの
1コマを模写する

▶教室に持ち寄ったそれぞれのお気に入りのマ
ンガは『鬼滅の刃』をはじめ『ゴールデンカムイ』
『ハイキュー !!』など最近のこどもたちに人気の
タイトルから『ドラえもん』『銀河鉄道 999』『あ
さりちゃん』など懐かしの名作も登場。お父さ
んお母さんの本棚から借りてきたという子もい
れば「うちは全部デジタルなので」とタブレッ
ト持参の子もいて、時代の変化を感じました。
▶漫画家さんの制作も変化してきており、最近

ではフルデジタルの作家さんも少なくありませ
ん。しかし昔のマンガ家さんの多くが使ってい
たのは「つけペン」。今ではなかなか見かけるこ
とも少なくなった道具です。実際使ってみると
「む、むずかしい・・・」「描けない！」一コマ
描くのにも四苦八苦。コツを掴むと線の強弱や
勢いの違いでいろんな表情を描きわけられるこ
とがわかりました。改めて、マンガ家さんって、
すごい！



まっすぐ
きれいに
切る

＋－
×÷

もう少し！

あとは
描くだけ！

１コマを木の板に
大きく描く

１コマを仕上げる

▶自分で選んだ１コマを
作品にするため、この週は

木材を使用。コマの形を拡大
して、のこぎりで板を切り抜き

ました。画面の大きさを計算するの
はちょっと苦手そうな子もいましたが、

のこぎりは全員が「楽しい！」ジュニア
になると木工の技術も上達しています。

▶きれいにやすりをかけたら、ジェッソという
下地材を塗って真っ白に。大好きなマンガを描
くための準備が完了です。

▶吹き出し、キャラクター、文字
や枠線、効果線。一通り下絵を描
いたら、いよいよ墨やペンを使っ
て仕上げていきます。大好きなマ
ンガですから、そっくり描いて上
手に仕上げたい！
▶もくもくと取り組むこどもたち
の熱気が教室内にムンムン。まる
でマンガ家さんのアトリエのよう
な、本気の制作です。吹き出しに
使われている文字の形もそっくり
に描いてみると、マンガらしい雰
囲気満点に。力作がならびました。



2020.10
アートラボL
セザンヌ、動く静物①・②・③

なんだかグラグラしていません？
布はずるりと落ちかけ、食器は傾き、

りんごは今にもころがりそう！
新たな視点を取り入れることで

それまでの美術をひっくり返すほどの
革新的な仕事をしたポール・セザンヌ。

あっちから、こっちから、
いろいろな視点を取り入れて

セザンヌのような静物画を体験しよう。

▶絵画ではひとつの視点から見
た様子を絵に表すのが一般的で
す。でもセザンヌは絵画の中で、
複数の視点から見たモチーフを
組み合わせて描きました。この
週はまず、好きな食器を横から
見て、上から見て、複数の視点
からのスケッチを描いて組み合
わせていきました。
▶実際に体験してみると、多視
点での描き方は無限大！そのも
のらしさを表せる構成をあれや
これやと考えるのがおもしろい。
はじめはどう描いていいのかつ
かみきれなかったモチーフも、
慣れてくるとスイスイ描けるよ
うになりました。ラボのみんな、
吸収が早い！そこからさらに光
沢や陰影などを描き込んでいく
と、ふしぎな魅力のあるスケッ
チになっていきました。

多視点を研究する



静物モチーフを描く

絵を仕上げる

▶自分なりに「こう描きたい」とい
うイメージを強く持っている人たち
は、制作のスタートからぐいぐい描
き進めていきました。反面まだイメ
ージがぼんやりしている人たちは、
絵の具を一筆、一筆のせながら画面
の動きをみています。セザンヌのも
うひとつの特徴である、形を面取り
するような筆のタッチも体験しなが
ら、絵作りを進めました。
▶制作の経験が多く、自分なりの見
方や描き方に固定されつつあった人
には、特に新鮮な制作になったかも
しれません。また多視点で取り組む
ことでものの観察力も深まり、逆に
定点で見ること
に対する理解
が深まったよ
うです。いろ
いろな面で刺
激的なプログ
ラムでした。

▶りんごと食器のある静物。セザン
ヌのような組みモチーフに挑戦です。
はじめにいくつかラフスケッチをし
て、それぞれのモチーフをどんな
角度から描くかを検討。テーブ
ルの角度や布との関係などを
念入りに構成して本制作に
入りました。
▶コップの描写、器の角
度、りんごの配置など、
初めはあれこれ考え
込んでいた人も、最終的には自分の
感覚にしっくりくる画面構成を探し
ていた様子。適度に自由度があるの
で探究心が刺激されたのか、みんな
すごく意欲的な制作をしていました。


