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キ ッ ズ コ ー ス

ジ ュ ニ ア コ ー ス

ア ー ト ラ ボ

パティシエ②

パティシエ③

パティシエ①

モーニング②

モーニング③

モーニング①

ミミ②

ミミ③

ミミ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
●アクリル絵の具セット

●えんぴつ・消しゴム
●色えんぴつ
●はさみ

●えんぴつ・消しゴム
●絵の具の筆　＊大きさいろいろ
●筆ふきぞうきん

●はさみ
●手ふきのタオル

●はさみ
●てふきのタオル

●はさみ
●てふきのタオル

●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
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オンラインサポートも受付中です。ご希望の方はトルネードまでお問い合わせください
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イ ヤ ー マ フ （ ジ ュ ニ ア コ ー ス ）



2020.12
キッズコース 

もりのにおい
①・②・③ リースをつくる

森に行って
深呼吸、
くんくんくん…
このにおいはなんだろう？

木、土、草、花
みんながホッとする、
いいにおい。

いろんな香りを
かぎながら、
おうちにかざる
作品をつくろう。

▶12 月のキッズコースは「もりの
におい」をテーマに植物を使った
制作にチャレンジ！季節のリースや
オーナメントづくりを体験しました。
▶大きな枝から小枝をパチンと切り
取り、ワイヤーでぎゅっとしめて固
定する。小さな子たちにはむずかし
い作業でしたが、生きた植物を扱う
顔つきはどの子も真剣そのもの。そ
れぞれ好みの雰囲気のリースに仕
上げていました。「枝がチクチクし

て痛い」「でもかわいいからこ
の枝だけ使おう」「ふしぎなに
おい！」それぞれ葉っぱの付け
方や角度も調整して、こだわり
の仕上がりに満足げ。高学年の子
の中には、土台が隠れるほどびっ
しり植物を密集させたリースに仕
上げた子も。おうちに持ち帰っ
た人は、毎日いい香りを楽しめ
たかな？



ハーブワックスの
かざりをつくる

リースを仕上げる

▶ローズ、牡丹花弁の白とピンク、
サンフラワーにコーンフラワー、
マリーゴールドにマーガレット、
千日赤や金銀花、りんごや菊の花、
あじさい、ローズマリー…いい香り
が大集合！
▶たくさんのドライフラワーをブレ
ンドして、リースにつるすオーナメ
ントを作りました。ベースはクレヨ
ンを溶かして好きな色にしたキャン
ドルワックスです。小さな植物を組
み合わせてみたら「なんかかっこいい
」「友達にプレゼントしたい」「学校に
もっていこう」ひも通しや結びの部分
には少し手こずりましたが、ちょっぴり

大人な雰囲気のすてきな仕上がりになり
ました。

▶カラフルで丸いフェルトボール
制作に挑戦です。まずは制作前に
ボールづくりの実験から。ポリ綿
に石鹸水をつけてコロコロコロ…
あれれ？固まらない。同じように
羊の毛に石鹸水をつけてコロコロ
コロ…おおお、今度は固まった！
羊の毛の性質がわかると一気にテン
ションが上がるこどもたち。転がせ
ば転がすほど小さく固まるのがおも
しろく、複数の色をミックスして楽
しむ子もいました。
▶一方小さな子はやわらかい羊の毛
の感触が楽しい様子。あまり固まら
なくても気にしない
様子で、小さな手で

ふわふわやわらかな
ボールに仕上げて楽

しんでいました。これ
もとってもかわいらし

いですね。



羊毛を手でこすると、ひら
いたうろこ同士がからみ
あって、ひとつのかたまり
（フェルト）になります

再撮影

羊毛の表面にはうろこ
（キューティクル）があり、
かわいているときはうろ
こがとじています

せっけん水をかけると
せっけんの成分で
羊毛がやわらかくなり、
うろこがひらきます

2020.12
ジュニアコース

ぬくぬく
①・②・③

寒い冬に着るセーターやマフラーは
いろんな動物の毛からできている。

「メリノ」は羊、「カシミヤ」はヤギ、
「アンゴラ」はうさぎ、「キャメル」はラクダ。

動物の毛を編んだり縫ったり絡めたり
雪遊びに欠かせない
ぬくぬくあたたかい
作品をつくろう。

羊毛で
まるいかたちを作る

▶北海道のこどもたちの冬のマストア
イテム、イヤーマフ（耳あて）づくりに
挑戦。自分で作れるの !? どのクラスも
はじめはびっくりした様子で、材料にな
るひつじの毛の登場にみんな興味津々。

編んだり縫ったりからめたり、いろんな
技法を取り入れながら作ります。

▶まずは好みの色の羊毛をゴシゴシこ
すって、まるいおせんべいみたいな形に
フェルト化させました。薄く何層も重ね
た羊毛に石鹸水をかけて厚みを落ち着か
せ、丸い型にぴったり巻きつけるように
して手のひらでこすっていく。なかなか
コツが必要な制作でしたが、左右２つ作
るうちにほとんどの子が感覚をつかんで
いました。「スマホのスワイプみたい」
現代っ子ならではの発言も。脱水作業を

したら、次回までしっかり乾燥させま
しょう。早く続きを作りたい！



イヤーマフを
仕上げる

毛糸で編んで形をつくる

▶12 月２回目のプログラムは羊毛を「編む」。編
み機を作るところからスタートです。みなさんリ
リアン編みはご存知ですか？編み始めると教室内
がざわつきはじめ…一部は「あ、やったことある！
」と思いだす子と「む、むずかしい」と静かにな
る子、反応が大きく二手に分かれました。
▶おもしろい、楽しい、延々できるという子もい
れば、反対に単調すぎてめちゃめちゃつらいとい
う子も。しかし感心なことにほとんどの子は最後
まで編み切り、抜けてしまった編み目を数えて自
分で直す子も。たんたんと冷静に対処できるのは
すごいこと…聞いてみると「自分では編まないけ
ど、お母さんがいつも編み物しているのを見てる」
とのことで、なんだか納得でした。
▶細い筒状に編みあがったものを、カチューシャに
通して頭の上のつなぎの部分が完成です。ふう、一
仕事おつかれさま！

▶イヤーマフの仕上げの制作です。
羊毛を絡めてつくった丸い形の耳あ
てに穴をあけ、リリアン編みをかぶ
せたカチューシャを差し込んで合体
させる作業です。糸で縫ったり、ニー
ドルで刺しながら穴を閉じていきま

した。地味な作業ではありますが、
ここはていねいに進めたいところ。

▶さらにこどもたちのお楽しみは、好
みの飾りをつけること！水玉模様や動

物の顔など平らな装飾もあれば、丸いポ
ンポンのような立体的な形もあり、羊毛

とニードルがあれば自由自在。
▶みんな作品の持ち帰りがうれしい様子
です。編んだり縫ったりからめたり、い
ろんな技法が凝縮されたお互いの作品を
見せ合いながら楽しんでいました。



2020.12
アートラボL

ツリー①・②・③

観察して、考えて、分解して
組み合わせたりしながら木を描こう。

角度を変え、色を混ぜ、線を試し、
足したり引いたりしながら木を描こう。

自然の規則を手掛かりに
新しい表現の実験をしよう。

木の描き方を
研究する

▶絵の描き方はひとつじゃない。針葉樹
をテーマに、ビジュアル表現の実験に取
り組んだ12月のアートラボ。線、形、色、面、
点、数、濃淡など様々な要素を検証しなが
らいろな描き方を試していきました。

▶細かい作業が好きな人は手の込んだ密度
のある表現を、考えたりアイディア出しが

好きな人はいろいろな要素を組み合わせて
「ネタがどんどん出てくる！」と楽しんでい

ました。針葉樹と伝わるかどうかのギリギ
リまでチャレンジしようという声もありま
したが、樹木は形や色に記号性があり、万人
に伝わりやすいモチーフです。いずれもそれ
ほど離脱せずちゃんとイメージが伝わりそう

なものに仕上がっていました。記号性のあるモ
チーフは表現の幅が広くておもしろいですね。



大きな布に
木を描く

タペストリーを
仕上げる

▶小さなアイディアスケッチから自分で描
いてみたい方向性を絞り、本制作用のラフ
スケッチを進めました。今回は布に描いて
タペストリー形式の作品にしますので、画
面サイズがとても大きい！
▶同じ絵をそのまま大きくしてみると、印
象がすごく変わることがあります。密度や
線の太さ、色面の面圧などが違うため、単
なる拡大コピーだけでは済まないものなの
です。今回はみんな「こんな風に仕上げた
い」という意識がしっかりありましたので、
どんな仕上げにするかそれぞれで技法を考
えながら進めていました。

▶直線がきれいに描けるようにマスキング
テープを使ったり、オリジナルのスタンプ
をつくって同じ形を重複させたり。それぞ
れデザインした木の描き込みをすすめてい
きました。
▶制作中、布の上下をミシン縫い、棒を通
してタペストリーに仕上げる必要もありま
した。「もっと描きたい」「時間がたりない！
」仕上げまでみんな熱心に手を動かし、ま
るで職人工房さながら。思うように進めら
れず、絵の具の扱いなどの経験をもっと積
みたいと感じた人も少なくなかった様子で
すので、今後の課題にしていきましょう。


