
と も だ ち の 横 顔  こ う へ い （ 9 歳 ）

20 21 年 3  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

おめざめですか②

おめざめですか③

おめざめですか①

えいえんの絵②

えいえんの絵③

えいえんの絵①

ちっこいステラ②

ちっこいステラ③

ちっこいステラ①
●鉛筆デッサン用具
●セロテープ
●分度器　● 三角定規

●鉛筆デッサン用具
●ペンチ
●分度器　●三角定規

●鉛筆デッサン用具
●アクリル絵の具セット
●分度器　●三角定規

●とうめいすいさい絵の具セット
●えんぴつ・消しゴム
●サインペンセット

●えんぴつ
●じょうぎ ＊15～20cm くらい
●はさみ　●スティックのり

●とうめいすいさい絵の具セット
●えんぴつ・消しゴム ●サインペンセット
●はさみ　●スティックのり

●えのぐのふで ＊おおきさいろいろ
●ふでふきぞうきん
●セロテープ

●クレヨン
●はさみ
●スティックのり

●がっこうえのぐセット
●クレヨン
●はさみ　●スティックのり

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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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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かお　かお　どんなかお？
かおのいろ　めのかたち
まゆげのながさ　はなのおおきさ
ちょっとかわると　べつのかお。
メガネや　ヒゲ
ぼうしや　ヘアスタイル
あれこれかわる　たのしい絵。
ひゃくめんそうで　へんしんだ！

2021.1
キッズコース 

ひゃくめんそう
①・②・③

自分の顔をつくる

▶自分の色はどんな色？あらため
て比べてみると、それぞれの肌の
色はこんなにちがう。自分の中で
も頰と鼻の色はちがうし、手の平
と甲の色もちがってみえる。1 月
のキッズコースは、いろんな色の
チップから自分に似た色を探し、
三原色の絵の具を混ぜて、できる
だけ自分に近い色づくりをするこ
とからスタートしました。
▶小さな子でも「もっときいろっ
ぽい」「あかっぽい」などの色味
のちがいや、明るい・暗いのトー
ンの差にも敏感で、しっかり使い
分けられている様子。何度も塗り
重ねをしながら、こだわりの色づ
くりをしていました。



▶肌の中にあいた穴に、黒丸が…右に行ったり、
左に行ったり、上に行ったりななめになったり。
思わず笑いが止まらない！まるで生きているよ
うな自分の顔。この週は細かな部分まで作り込
みをしていきました。
▶歯は何本？眉毛はどっち向
き？唇はどんなかたち？問
いかけるたびに鏡の中
を覗き込んでは、真剣

ひゃくめんそうになる

自分の顔の絵を仕上げる

▶メガネ、メガネ、メガネの人だらけ！グルーガ
ンで作ったメガネに大満足のこどもたち。自分で
かけては鏡を見て、自画像の上にも置いてみて…
黒いフレームの子は「出口先生みたい」と大喜び。

▶さらに帽子やヒゲ、リボンやマスク、動物の
鼻や新しいヘアスタイルまで。みんなあれこれ
作って派手派手になっていきました。着せ替え
のようにたくさん作ったら、百面相で変身だ！

そうに数える小さな子どもたち。一方で「は
ずかしいよ～」などと照れてしまうのは、
歯が抜け始めた小学生たちでした。でも鼻
を描いたり、別紙で作った髪を切り貼りし

ていくうちに自分に似ていくのが
おもしろく、知らぬ間にみ

んな夢中になって取り
組んでいました。



鉛筆で
自分の顔を描く

2021.1
ジュニアコース

ポートフォリオ①・②・③

▶鉛筆だけで、自分の顔を描いて
みよう。とてもシンプルですが奥
が深い取り組みで、どのクラスも
熱気のある制作になりました。
▶鉛筆は黒く描くだけではなく、
ハッチングやグラデーションの技
法を使うと表現の幅が広がる画材
です。目鼻口などのでこぼこした

形を、線で記号的に描いて終わら
せず、ぼんやりとした膨らみや陰
影をていねいにおいかけていくと
…いつもと一味も二味もちがう手
応えが。練りゴムやプラスチック
の消しゴムも使いながら工夫して
描いていました。絵を描くのって
やっぱりおもしろい！

ほお、あご、おでこ。
ほねや　にくが
ふくらんだりへこんだり。

じぶんらしさや
その人らしさは
どこにある？
形をよくみてかいてみよう。



横顔の絵を
仕上げる

友達の
横顔を描く

▶向き合ったふたりの横顔にも
見えるし、壺にも見えるという
「ルビンの壺」には、絵画制作
の大事なヒントが潜んでいます。
地図の海と陸のようにふたつのも
のがぴったりと隣り合うと、私
たちはどちらか強調されたもの
の方を認知しようとします。な
かなか２つのものを同時に見
ることができません。
▶視覚や認知に対し
ての気づきが増える
とものの見方が変わ
ります。ポートレー
ト制作でも、後頭部の
丸みや服の形、人物の
向こうの背景までちゃ
んと形として見えてく
る！不思議な感覚を手
に入れました。

▶立体感を意識しながら絵の具で描き進めま
した。「思い切り過ぎたかな？」というくら
いの色使いが、絵の中ではちょうど良いあん
ばい。色を重ねながら、膨らんだりへこんだ
りする加減を試して制作を進めました。
▶３年生には３年生なりの、６年生には６年
生にしかできない表現があります。幼さが残
る中にもしっかりとした目線が出てきている、
ジュニアのこの時期ならではの作品がずらり

と並びました。大人になるまでぜ
ひ大切に保管してください。



2021.1
アートラボL

オーラ①・②・③
同じ画材で使っていても
同じモチーフを描いてみても
全体の色調が変わると印象がかわる。

クールなグレー、温かみのあるトーン、
力強いコントラスト、おだやかな色調。
自分好みの色合いは、どんなトーン？
追求するとそれぞれの持ち味が表れます。

鉛筆の使い方を
研究する

▶鉛筆のグレーのトーンの美しさ
は、描いていると気持ちが良いもの
です。「鉛筆画が好き」という人が
多いのもうなずけます。しかし鉛筆
での描画は実は全て ” 粉 ” を扱って
いるという意識の人はどのくらいい
るでしょう？この週は鉛筆の扱いを
見直しながら、グレートーンで描い
ていきました。
▶植木鉢の硬さ、布の柔らかさ、白
やグレーの見え方。全て紙の上に鉛
筆の粉の濃淡で表していくのです。
紙やすりで芯を削って出した粉を、
実際に指先で触りながら描画してみ
ると、いろいろと腑に落ちる点が多
い制作になったようです。



木炭で自画像を描く
自画像を仕上げる

▶木炭を使った自画像制作に挑戦し
ました。画材用の木炭はヤナギやク
ワ、カバなどの小枝を炭化させたもの
で、目の荒い木炭専用の紙に黒い炭の
濃淡で描いていきます。パステルやクレ
ヨンのようにむき出しになっているので、
広範囲に素早くトーンを作ることができた
り、扱い方によっては濃淡の幅が幅が広く
コントラストを作りやすい画材です。
▶ポイントは線で描かないこと。鉛筆を使い
慣れているとどうしても線で細かな部分を描き
こみたくなるのですが、そこをぐっとこらえて
大きな塊でとらえていきます。ぼんやり、ふんわ
り、光のあり方を探って
いきました。

▶木炭の制作でよく使う道具は、自分の指、ガーゼ、そして食
パン。指やガーゼは粉を払ったり押さえたりするために。食パ
ンはやわらかい部分でふんわりと粉を消し取ったり、潰して練
りゴムのような状態にしてエッジを描くためにも使います。
▶初めてのことだらけで、あれこれ試しながらの段階ではあり
ますが、みんなとても積極的で良い取り組みをしていました。
それぞれ観察力も描写力もついてきているので、見たものをど
うにか表そうと試行錯誤した跡がみえます。木炭の制作は、時

期をみてまた挑戦したいですね。


