
 

 

 

 

 
 

既に様々な研修会で紹介されたアートプログラムです。 
テーマごとのシリーズになっていますので、現場のニーズや季節に合わせて実施いただけます。是非ご利用ください。 

 
臨床美術士４級以上を取得している方で、日本臨床美術協会資格認定会員の方のみが購入できる商品です。 

ご購入希望の方は、手続き方法をご確認の上、お申込みください。 

 

※新アートプログラム                                                2023.3 

ｼﾘｰｽﾞ名 № アートプログラム名 内容 主な画材・教材 

おもしろ 

画材 

Ａ-1 重なる不思議な世界 

塩ビ板の間にインクを挟み込むことによって生まれる独特な色

の混ざり方と透明感を楽しみ、偶然できた形をきっかけに線、

点、面の表現をします。 

■平面/2L程度 

アクリル絵の具・ドローイングインク・トレ

ーシングペーパー・塩ビ板・ 

フォトフレーム 

Ａ-2 
ゆかいなかたち 

～石膏画 

石膏を垂らし込んでいくことで生まれる面白い形に、インクの透

明感のある色彩表現を楽しみながら描きます。 

■平面/15×22㎝程度 

水性インク・石膏・シナベニヤ・ポアース

テイン・麻ひも 

Ａ-3 メタルワンダーランド 

さまざまな質感の金属の組み合わせを半立体という空間の中

で構成してアナログ的な不思議な世界を表現します。 

■平面/B5程度 

機械部品・アルミホイル・アルミ線・銅

線・銅テープ・ブラックボード・金槌 

Ａ-4 おもしろ深海魚 

深海魚の不思議な形態に触発されながら、ホイップ粘土と異

素材を組み合わせることによって生まれる絵肌(マチエール)の

おもしろさを発見しながら、自分だけの魚を描きます。 

■平面/A4程度 

アクリル絵の具・ホイップ粘土・シナベニ

ヤ・寒冷紗・メッシュの布・金属のボタ

ン・アルミホイル・紐など 

A-5 ぐるぐるオブジェ 

ロープや毛糸を巻いていくという行為の繰り返しにより、個性

的なリズムを体感し、造形へと繋げていきます。 

■立体/15×10×10㎝程度 

ワイヤー・ウッドビーズ・綿ロープ・毛糸 

Life Art 

Ｂ-1 元気Ｔシャツ－人物－ 

人の形をデザインに取り入れて、ステンシルの技法によって実

用性のある作品をつくります。 

■平面/Tシャツサイズ 

アクリル絵の具・カッティングシート・Ｔシ

ャツ 

Ｂ-2 ステンシルバッグ 

布製バックにステンシルで描き、実際に使える自分だけのバッ

クを作ります。ステンシルの方法を理解しながら、重なり合う色

面の面白さを楽しみながら制作します。 

■平面/A3程度 

アクリル絵の具・クリアファイル・ダーマ

トグラフ・布製バッグ(無地)  

Ｂ-3 カサアート 

開いたカサを「夏の空」にみたてて、アナログ的ペイントを楽し

み、実際に使えるカサを作ります。 

■立体/直径 100㎝程度 

アクリル絵の具・カサ（無地） 

Ｂ-4 太陽のバッグを作ろう 

太陽の持つ量感や動き、エネルギーを想像しながら布のバック

にアナログ的に表現します。 

■平面/A3程度 

アクリル絵の具・エコバッグ(無地)・カッ

ティングシート 

Ｂ-5 夏のＴシャツ 

色の美しさ、色の組み合わせ、配置によって印象が変化するこ

とを楽しみながら、自身の美的感覚に基づいて Tシャツに色面

をデザインし、自分の作品を身につけることを楽しみます。 

■平面/Tシャツサイズ 

アクリル絵の具・Tシャツ（白） ・ファブリ

ックメディウム ・布コロナマスカー 

Ｂ-6 張子でつくる水の器 

張子紙特有の質感や描き味を楽しみ、張子という手法で日常

で使える器を作ります。 

■立体/15×15×15㎝程度 

アクリル絵の具・張子紙・青墨汁・マット

メディウム・ヤマトのり 

Ｂ-7 音楽会のバック 

音楽をきっかけにアナログ表現を楽しみ、ステンシルの技法を

使い、実際に使える自分だけのバックを作ります。 

■平面/A4程度 

アクリル絵の具・スポンジローラー、ポ

スカ、音源(雅楽、JAZZ)、無地コットン

バッグ・カッティングシート 

Ｂ-8 大きい布を染める 

大きい布に染料で染める発色の美しさを体験し、にじみの美し

さ、混色される色の変化を楽しみます。 

■平面/30×150㎝程度 

さらし・障子紙・染料・染料定着液・でん

ぷん糊 

B-9 
ラッキーナンバー 

ステンシル Tシャツ 

Tシャツにステンシルでラッキーナンバーをプリントし、実際に

使える自分だけのTシャツを作ります。 

■平面/Tシャツサイズ 

アクリル絵の具・Tシャツ（白） ・ファブリ

ックメディウム・クリヤーホルダー・カッテ

ィングシート（グレー） 

B-10 金魚-滲み絵うちわ- 

金魚を観察し、金魚の色や動きを透明水彩絵の具の滲みを楽

しみながらで表現し、うちわに仕立てて道具として使うことを楽

しみます。■平面/24×24㎝程度 

透明水彩絵の具・M画用紙・白ボール

紙・アクリル絵の具（パールカラー）・金

魚（もしくは、金魚の画像） 

BESTシリーズ アートプログラム 販売のご案内 
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ｼﾘｰｽﾞ名 № アートプログラム名 内容 主な画材・教材 

Life Art B-11 アナログ団扇 

扇筆の特性を活かし、線の表現を自ら発見して楽しみ、日常生

活で使える団扇に描くことで季節感を味わいます。 

■平面/25×35㎝程度 

透明水彩絵の具・アクリル絵の具（メタ

リックホワイト）・団扇・青墨汁 

立体 

Ｃ-1 きのこを造る 

きのこの面白い形から触発されながら立体表現をし、色を楽し

みながらアクリル絵の具で彩色し、自分だけのきのこを制作し

ます。■立体/15×15×20㎝程度 

アクリル絵の具・アーチスタフォルモ・ア

ルミ線・アルミホイル・木材 

Ｃ-2 火焔土器 
燃え上がる炎の力強さや、炎のゆらぎの穏やかさを粘土を使

って立体表現します。■立体/15×15×15㎝程度 

クレイド・割り箸ペン 

Ｃ-3 玉ねぎをつくる 

玉ねぎの模様、色、手触りを五感で感じながら制作します。玉

ねぎから感じたものを立体に表現しつつ、自分だけの玉ねぎを

つくります。■立体/10×10×10㎝程度 

玉ねぎ・アーチスタファルモ・典具帖和

紙・グロスポリマーメディウム 

Ｃ-4 
立体造形・ 

やわらかい形 

粘土の柔らかい感触を楽しみながら、偶然に出来た形をきっ

かけにして、即興的な立体造形を楽しみます。 

■立体/15×15×25㎝程度 

Ｋクレイ・円柱木材・アルミ針金・ホットボ

ンドまたは木工ボンド 

Ｃ-5 りんごのオブジェ 

りんごを五感で感じつつ、針金・粘土・ガラス玉・木材など材質

の違う素材が合わさることで生まれる、新しい表現の面白さを

体験します。■立体/7×7×12㎝程度 

りんご・かるがる紙粘土・ハーティカラー

ピグメント・ガラス玉・砂利・アルミ針金・

木材 

Ｃ-6 つながる一つの形 

伸縮性のあるナイロン素材と粘土が作り出す独特の触感を楽

しみ、どんなに変化させてもちぎれることなく形がつながる「一

つの塊として存在する形」のおもしろさを体験します。 

■立体/10×10×10㎝程度 

アクリル絵の具・ＬＫカラー（黒）・ 

シルキークレイ（シルバー）・白透明薄

手ストッキング 

C-7 Ｓｅａグラス 

足のあるグラスを回転させながら描くことで、海の無限の広が

りや深さを感じながら立体物に描くおもしろさを体験します。 

■立体/8×8×20㎝程度 

アクリル絵の具・ワイングラス・銀箔（も

しくはアルミ箔）・グロスメディウム 

C-8 
木粉粘土で作る 

ジャンボピーマン 

ピーマンの独特な形（傾きや凹凸など）の面白さを発見し立体

的に造形していくことを楽しみ、典具帳和紙を貼ることで、面白

い質感と絵画的な混色効果を出します。 

■立体/8×12×8㎝程度 

木粉粘土・ピーマン・典具帖和紙・グロ

スポリマーメディウム 

C-9 エアフォーミングバード 

鳥の空気感や存在感を、針金と和紙による線や量のフォルム

を感じながら自由な発想で制作します。 

■立体/20×10×15㎝程度 

フラワーワイヤー・典具帖和紙・木製角

材 

C-10 
紅葉の渓谷めぐり 

ジオラマ 

季節のうつろいを感じ、雄大な自然の広がりを川や渓谷の流

れに導かれながら自由な造形を楽しみます。 

■平面/21×15㎝程度 

アクリル絵の具・軽量紙粘土・ニューカ

ラーボード 

C-11 春のゆれるオブジェ 

春の軽快な空気感を感じながらアルミ針金が作り出す自由曲

線と典具帖和紙を組み合わせることで、柔らかな質の色彩と軽

さを感じます。■立体/10×10×40㎝程度 

典具帖和紙・アルミ針金・トレーシング

ペーパー・マットメディウム・木製角材 

C-12 雨にも負けずオブジェ 

植物の生命力をイメージしながら指で堀ったオアシスを型にし

て石膏を流し込むことで、堀る軌跡そのものが反転してできる

石膏の形の面白さを体感します。 

■立体/12×8×12㎝程度 

園芸用吸水スポンジ（オアシス）・石膏・

土粘土・針金 

C-13 
プチ・メタリック・ 

パンプキン 

ミニサイズのカボチャの形を触覚的に感じながら、アルミホイ

ルと粘土という質感の違う素材を楽しみながら造形します。 

■立体/10×10×10㎝程度 

ミニカボチャ・新聞紙・アルミホイル・ア

ルファ-クレイ・色和紙 

C-14 洋ナシのオブジェ 

洋ナシの持つ量感や動きを大きく捉え、スタイロブロックと粘土

の素材の特徴を活かしデフォルメしながら立体表現をします。 

■立体/10×10×10㎝程度 

洋ナシ・ウッドフォルモ（粘土）・スタイロ

ブロック・枝・陶芸用針 

C-15 いちじくを作る 

いちじくの色の美しさや形態の面白さ、また独特の柔らかい触

感を、粘土の質感を活かしながら表現することを楽しみます。 

■立体/10×8×8㎝程度 

いちじく・ハーティークレイ・ハーティーカ

ラーピグメント・アーチスタフォルモ・典

具帖和紙・アルミホイル 

C-16 かり・こり・せっこう 

半球体の石膏に色を付け、それを削ることで白が新しく生まれ

る感覚を楽しみます。 

■立体/10×10×5㎝程度 

石膏・アクリル絵の具・陶芸用ヘラ・針 

C-17 陽気なサボテン 

ウチワサボテンのユニークな形や動きをデフォルメしながら制

作し、質感の異なる素材の組み合わせによって生まれる表情

の変化を楽しみます。 

■立体/15×15×20㎝程度 

サボテン・アルミワイヤー・アルミホイ

ル・アルミテープ・和紙 

C-18 炎のオブジェ 

燃え上がる炎の力強さや、炎のゆらぎの穏やかさを粘土で立

体表現します。 

■立体/15×15×20㎝程度 

クレイド・プリントべニア・固形燃料 



 

ｼﾘｰｽﾞ名 № アートプログラム名 内容 主な画材・教材 

立体 

C-19 
夜のカーニバル～ 

逆円錐型オブジェ 

夜のカーニバルをテーマにして、逆円錐型の立体にアルミテー

プ端材とアルミ線を組み合わせて構成していくことで、材質感

のあるデザインを楽しみます。 

■立体/25×9×9㎝程度 

円錐スチロール・ブラックジェッソ 

アルミ針金・アルミテープ・ジェルペン（金

色）・丸ラベルシール 

C-20 コズミックキューブ 

粘土による色彩表現を楽しみ、レリーフから立体として造形表

現に展開する面白さを体感します。 

■立体/10×10×15㎝程度 

ハーティクレイ・K クレイ・スタイロフォー

ム・銅線・カラーワイヤー 

C-21 
透かし和紙で作る 

ほおずき 

ほおずきの皮を薄い和紙の色彩や質感で表現し、乾いた張り

のある印象を色彩豊かに立体表現します。 

■立体/15×15×20㎝程度 

典具帖和紙・フラワーワイヤー・ 

でんぷん糊・ほおずき 

C-22 「寅」に願いを①② 

トラの魅力を感じながら、アルミ素材と石膏テープを使って造形

表現を楽しみ、表情や模様を描き込むことでオリジナリティの

あるトラを制作します。 

■立体/10×15×25㎝程度 

石膏テープ・アルミ針金・アルミホイル・新

聞紙・マスキングテープ、スポンジ、アク

リル絵の具 

C-23 惑星をつくる 

弾力ある風船を芯に粘土の触感を感じ取りながら、自分がイメ

ージした惑星を実感を持って表現します。 

■立体/15×15×15㎝程度 

アクリル絵の具・K クレイ・風船・ガラス・

小石・糸 

C-24 雪山をつくる 

大地のエネルギーを感じながら、粘土の触感を楽しみながら雪

の山を造形します。 

■立体/21×21×10㎝程度 

アクリル絵の具・アルファクレイ・木材・石

膏・小石・スポンジローラー 

C-25 どんどん雪の森 

石と小枝という素材での表現と、粘土の質感を楽しみながら、

雪が降り積もり風景が変化する様子を造形します。 

■立体/20×20×15㎝程度 

K クレイ・板・小石・小枝・ジェッソ・スポン

ジタンポ・ホットボンド 

C-26 大根をつくる 

紙、紙粘土、木等の素材を生かしながら、白い大根の中に

様々な色を発見し表現します。 

■立体/8×8×25㎝程度 

K クレイ・木の枝・和紙・アルミ針金・でん

ぷん糊・大根 

C-27 彩りうさぎ 

石粉粘土でうさぎの形を造り、典具帖和紙やお花紙で彩りを楽

しみます。 

■立体/15×15×15㎝程度 

石粉粘土・アルミ線・アルミホイル・お花

紙・典具帖和紙・でんぷん糊 

C-28 マイ・ネーム・オブジェ 

自分の名前のアルファベットの線の魅力を感じながらスクラッ

チのを楽しみ、塩ビ板を折ることで、立体にする意外性を体験

します。■立体/15×15×15㎝程度 

オイルパステル・塩ビ板（黒）・ジェッソ・ス

ポンジ 

C-29 スペースウォーキング 

宇宙を散歩することをイメージし、実際に宇宙を移動するように

針金での立体造形を楽しみます。 

■立体/25×25×20㎝程度 

NT ラシャボード・アルミ針金・カッティング

シート・カラーアクリル板・塩ビ板 

C-30 感謝トロフィー 

アルミ素材や木の枝を使って、言葉にできない感謝の気持ちを

立体的に表現してオリジナルのトロフィーを制作します。 

■立体/15×15×40㎝程度 

木の枝・アルミホイル・アルミテープ・銅テ

ープ・マスキングテープ・アルミ針金・ね

じ・ジェルペン（金） 

季節の 

行事 

Ｄ-1 クリスマスキャンドル 

パイプオルガンのクリスマスの曲を聴きながら、グラスにその

独特な音色の響きを表現していきます。 

■立体/10×10×15㎝程度 

アクリル絵の具・グラス・グロスポリマーメ

ディウム・音源(パイプオルガン) 

Ｄ-2 正月飾り 

一本の縄（線）から生まれる様々な動きを発見し、空間を捉え

ながら造形します。 

■立体/20×20×15㎝程度 

アクリル絵の具（パール系）・マニラ麻ロ

ープ・細縄・アルミ針金・ドライフラワー・

バックボード 

Ｄ-3 
クロスクレイで作る 

鬼の顔のレリーフ  

手で探りながら自由に変化させられる素材の特性を生かし、表

情豊かな鬼の顔を作ります。 

■立体/30×22×3㎝程度 

クロスクレイ・綿布・シルキークレイ・シナ

ベニア・和紙・黒大豆 

Ｄ-4 
透かし窓に描く 

月光にススキ  

和紙による空間表現と透けて光る月に描く効果を楽しみます。 

■平面/B4程度 

和紙・ＮＴラシャボード・アクリル絵の具

（金・銀）・すすき 

Ｄ-5 クリスマスリース 

自然物を重ね合わせることで生まれる有機的なフォルムの美

しさをきっかけに、粘土による抽象的な造形表現を体験しま

す。■立体/45×35×15cm程度 

こうてん桑・みつまた・雲竜柳・ホットボン

ド・松ぼっくり・かるがる粘土 

Ｄ-6 
金箔とクワイの 

正月飾り 

新しい年を想いながら、縁起のいいクワイを量感画で表現しま

す。■平面/31×12cm程度 

オイルパステル・くわい・タントボード・金

箔・杉皮紙 

Ｄ-7 クリスマスツリーを描く 

クリスマスのシンボルであるクリスマスツリーを飛び出す画面

に制作することを楽しみます。 

■平面/36×30cm程度 

オイルパステル・アクリル絵の具・タント

ボード・LKカラー・アルミテープ 

Ｄ-8 貝に描く春祭り 

平安時代の貴族の遊びだった貝合わせ、貝覆いなどの雅な世

界を楽しみつつ、ひな祭り・春の訪れの華やかさをアナログで

蛤に表現します。 

■立体/15×25×5cm程度 

アクリル絵の具・ジェッソゴールド・蛤・ア

クリル絵の具(パール系) 



 

ｼﾘｰｽﾞ名 № アートプログラム名 内容 主な画材・教材 

季節の 

行事 

Ｄ-9 夏草図屏風 

夏草のいきいきとした生命感あふれる自然の美しさを、墨で描

き、最終的に屏風仕立てにすることにより、様々な角度からの

鑑賞を楽しみます。 

■平面/8切（27.2×39.3cm）程度 

黄ボール紙 ・水墨画練習用麻紙・ 

青墨液・夏の野草（各種） 

D-10 鬼の布楽面 

鬼の意外な表情を楽しみながら鬼の力強さを新聞紙と布で表

現します。 

■平面/25×23×8cm 

アクリル絵の具・画用紙 ・新聞紙・布 

D-11 宇宙雛 

2つの宇宙から発想し、宇宙をテーマにして雛を造形する意外

性を楽しみます。 

■立体/25×15×3cm/1点 

アクリル絵の具・ＬKカラー・塩ビ版・スパ

ンコール・スポンジ 

D-12 クリスマスプレート 

クリスマスの賑やかで楽しい気持ちをイメージし、アクリル絵の

具でアナログ表現していきます。 

■平面/直径 23cm×3cm程度 

オイルパステル・アクリル絵の具・透明ガ

ラス皿(プレート）・スポンジローラー 

D-13 年賀状づくり 

扇筆の特長を生かし、金、銀、パールなどの華やかな色彩を

使い、年賀状を作ります。 

■平面/15×10cm程度 

障子紙・葉書・吉祥パールカラー・ジェッソ 

(ゴールド・シルバー)・扇筆 

D-14 月夜の森 

自分の好みの月を描き、そこに合った風景に想像を広げ、 

月の光を描くことで、ネガとポジの関係を感じます。 

■平面/B4程度 

オイルパステル・アクリル絵の具・タントボ

ード・里紙・墨汁・マットメディウム 

D-15 トンパ文字の描き初め 

トンパ文字から受ける印象を自由に広げながら、新年の願いを

込めて制作します。 

■平面/B4程度 

アクリル絵の具・新バフン紙・ウルトラボ

ブ・ジェッソ（白・ゴールド）・墨汁・スポンジ

タンポ 

D-16 蓮根の木炭画 

木炭特有の柔らかな描き心地や、モノクロの濃淡による表現

の美しさを体感しながら、蓮根独特の連なった形の面白さやリ

ズムを楽しみます。 

■平面/27.0×39.5㎝程度 

蓮根・木炭・木炭紙・マッハカラー・赤サイ

ンペン 

 

D-17 めでたい屏風 

アクリル絵の具で紅白のシンプルな色のコントラストを楽

しみ、オイルパステルで描き加えることでおめでたい雰囲

気の躍動感のある屏風に仕立てます。 

■平面/21.0×36.4㎝程度 

NT ラシャボード・カラージェッソゴールド・

カラーマスキングテープ・赤サインペン 

D-18 秋の月夜 

透明水彩による混色、重色、たらし込みなどを楽しみながら、

夕方から夜の帳が落ち、月が浮かび上がる様子をイメージし、

時間的変化を表現していく。 

■平面/21.0×36.3㎝程度 

透明水彩絵の具・イラストレーションボー

ド・アクリル絵の具（メタリックホワイト）・ボ

ールペン（金・銀・黒等） 

D-19 
クリスマスツリー 

～だれかとどこかで～ 

クリスマスの気分を楽しみながら半円の形の画用紙にアクリル

絵の具で描き、それを立体に展開させてクリスマスツリーを造

ります。■立体/20×10×10㎝程度 

アクリル絵の具・ＮＴラシャ紙・ジェルペン

（金・銀）・石粉粘土・ジェッソ（金）・アルミ

線・イラストボード 



 

ｼﾘｰｽﾞ名 № アートプログラム名 内容 主な画材・教材 

最新アート 

プログラム 

Ｅ-1 のびるね！ 

コラージュをきっかけに、普段見ることが出来ない地中を想像

しながら、木の根の生命力をイメージして描きます。 

■平面/8切（27.2×39.3cm）程度 

オイルパステル・画用紙・ 

ミューズコットン 

Ｅ-2 エリンギのネガポジ画 

エリンギの微妙な形の変化と隙間の形の面白さに注目して石

膏に描く独特の触感を楽しみながら描きます。 

■平面/15×10×1.2cm程度 

オイルパステル・石膏板・ＮＴラシャ・ 

エリンギ・青墨汁 

Ｅ-3 新年 凧のアナログ画 

実際に飛ばすことが出来る凧に、風をイメージしながら墨を使

ってアナログで表現することを楽しみます。 

■平面/38×28cm程度 

新角凧・青墨液・アクリル絵の具・アクリ

ル絵の具（パール系）・扇筆 

Ｅ-４ カボチャの墨絵 

カボチャの量感と硬質な質感に注目して、モデリングペースト

の下地効果と墨の濃淡が組み合わさって生まれるマチエール

表現を楽しみます。■平面/27.5×29.8cm程度 

黄ボール紙・カボチャ・杉皮紙・アルミホイ

ル・モデリングペースト・墨汁 

Ｅ-5 アロエを描く 

アロエ特有の生命感ある形態に着目し、伸びやかな造形と水

彩絵の具による豊かな色彩で表現します。 

■平面/30×22.5×0.4cm程度 

水彩絵の具・シナベニア・ジェッソ・キダチ

アロエ・色鉛筆 

Ｅ-6 
ドローイングで描く 

ピーマン 

ピーマンの量や塊としての形を感じながら、ドローイングで描き

ます。■平面/15×25cm程度 

オイルパステル・カラーケント・新利休・ダ

ーマトグラフ・ピーマン 

Ｅ-7 枝からつくるオブジェ 
自然物の形の面白さを見つけ、そこから造形美へと発展させ

ます。■立体/20×20×20cm程度 

アクリル絵の具・木の枝・Ｋクレイ・スーパ

ーコントラスト紙・ジェッソ 

Ｅ-8 
石膏板に描く 

鯵の水彩画 

鯵の微妙な色合いの美しさを、透明水彩絵の具の重色や混色

で石膏板に色彩表現します 

■立体/13×35cm 

水彩絵の具・石膏・シナベニア・ 

麻紐・ペインティングナイフ・ 

陶芸用針 

Ｅ-9 錦鯉を描く 

錦鯉の色とりどりの模様の美しさをアクリル絵具で表現し、端

材の構成による動きや空間表現を体験します。 

■平面/45×25cm程度 

アクリル絵の具・ダーマトグラフ・グロスポ

リマーメディウム・ハレパネ（のり付きパネ

ル）・ＬK カラー 

Ｅ-10 
アナログ・アニマル・ 

ワールド 

モノクロ表現の中で、ネガポジが反転する感覚を楽しみなが

ら、自然物の形態から造形美を見出します。 

■平面/B4程度 

アクリル絵の具・ジェッソ・ジェルペン・BK

ボード 

Ｅ-11 空間彫刻をつくる 

「自然とのコラボレーション」をテーマに、アルミ線、麻紐、粘土

の異素材を組み合わせて抽象的に立体造形することを楽しみ

ます。■立体/45×15×15cm程度 

枝・シルキークレイ（シルバー） ・アルミ

線・麻紐・アルミテープ 

E-12 
透明素材に描く 

キラキラ青魚 

透明素材に青魚の質感を感じつつアクリル絵の具で色彩表現

することを楽しみます。 

■平面/10..5×27cm 

アクリル絵の具・青魚・塩ビ版・バックボー

ド・製本テープ（黒） 

E-13 
デカルコマニーで 

つくるお面 

デカルコマニーの技法を用い、偶然できる形や色に触発され 

お面を制作します。 

■立体/40×30×12cm程度 

アクリル絵の具・ワトソン紙(厚口)・NT ラ

シャボード・ハイピカ(シルバー) 

E-14 炎を描く 

炎の動きやゆらぎを感じながら、筆やペインティングナイフを使

い分けることにより炎の表現の幅を広げます。 

■平面/B4程度 

アクリル絵の具・バックボード・製本テー

プ・ジェッソ（白・金）・セラミックスタッコ・ペ

インティングナイフ 

E-15 金彩野草図 

野草の持つ線の美しさを、金と墨色の組み合わせによる独特

の雰囲気とスクラッチによる繊細な線描で表現します。 

■平面/22×27cm程度 

野草（エノコロ草等）・墨汁・ハイピカゴー

ルド・ハレパネ（のり付きパネル）・ジェル

ペン 

E-16 
紙やすりに描く 

ラ・フランス 

ラ･フランス独特の表面の表情や色合いを素材(紙やすり)の質

感、色、触感を生かしながら表現します。 

■平面/25.7×20cm程度 

アクリル絵の具・洋梨・紙やすり・タントボ

ード・モデリングペースト・ジェッソ 

E-17 ぐるぐるパイナップル 

ぐるぐると手を動かしながら形を描き、様々な色を使うことによ

り実物のパイナップル以上の魅力的なパイナップルを描きま

す。■平面/B4程度 

水彩絵の具・パイナップル・オイルパステ

ル・タントボード 

E-18 さんまのレリーフ 

青魚さんまの美しい色合いを、アルミホイルの光沢や質感、風

合いを活かしながら半立体に表現します。 

■平面/8.5×36×3cm程度 

さんま・アクリル絵の具・アーチスタフォル

モ・アルミホイル・塩ビ板・グロスメディウ

ム・油性ペン 

E-19 ケイトウを描く 

ケイトウの花の持つ量感や質感、印象を大切に、アクリラガッ

シュによる重色や混色を楽しみながら豊かに色彩表現します。 

■平面/38×22cm程度 

鶏冠鶏頭・アクリル絵の具・起毛した布・

黄ボール紙・スプレーのり 77 

E-20 石けん水で描く大根 

墨と紙の白さの対比による濃淡の美しさを味わい、石けん水を

使って、大根のたっぷりとした量感を白抜きで描いていく面白

さを楽しみます。■平面/51×18㎝程度 

大根・イラストレーションボード・石鹸水・

青墨汁・色鉛筆 

E-21 
墨とスタンピングの 

シクラメン 

シクラメンの花、葉の形や色の面白さを発見しながら、 

墨の濃淡やにじみ、スタンピングや線描の美しさを感じ表現し

ます。■平面/A4 

シクラメン鉢植え・ハレパネ・水墨画御料

紙・胡粉ジェッソ・スタイロフォーム・青墨

汁 



 

ｼﾘｰｽﾞ名 № アートプログラム名 内容 主な画材・教材 

最新アート 

プログラム 

E-22 菜の花を描く 

菜の花のもつのびやかな線、形を感じながら、水彩絵の具で

描く和紙のにじみの美しさを楽しみます。 

■平面/B4程度 

アクリル絵の具・水彩絵の具・菜の花・和

紙・ハレパネ・水彩色鉛筆 

E-23 滲み（にじみ）こむ水 

水滴が地面に滲み込んでいく様子をイメージしながら、塩ビ板

上でアクリラガッシュの混合を楽しみます。 

■平面/26×11㎝ 

塩ビ板・アクリル絵の具・画用紙 

E-24 
グリーンアスパラガスの 

ネガポジ画 

ネガの形を描くことで、アスパラガスの繊細な形や面白さを発

見し、透明水彩絵の具と水彩色鉛筆で色味を表現していきま

す。 

■平面/11.5×33.8㎝ 

グリーンアスパラガス・ジェッソ(白)・水彩

絵の具・水彩色鉛筆・マーメイド紙・NT ラ

シャボード 

E-25 いちじくの水彩画 

いちじくの繊細な色を感じつつ、透明水彩絵の具の混色と塩、

メタリックカラーとのミクストメディアで生まれる表現を体験しま

す。 

■平面/26×12㎝程度 

いちじく・水彩絵の具・水彩色鉛筆・青墨

汁・ワトソンボード・塩・アクリル絵の具（メ

タリックホワイト） 

E-26 板に描く土と草 

本物の土を使用することで、実感しながら土を描き、アクリル

絵の具で土から芽吹く生命力を表現します。 

■平面/B5 

シナベニア・アクリル絵の具・赤玉土・焼黒

土・ジェルメディウム・マットメディウム・柿

渋カラー 

E-27 
 

軍手鳥 

 

アクリル絵の具をつけた軍手でかろやかな羽を表現し、墨

やオイルパステルで鳥の口ばしと目を描きこむことで、頭

の部分の量と羽のかろやかさとの対比を楽しみます。 

■平面/48×32㎝程度 

アクリル絵の具・オイルパステル・墨汁・扇

筆 

E-28 ガラス絵サボテン 

ガラスに広げた絵の具をふき取り、スクラッチによる線や点に

より、さまざまなサボテンの形を表現します。 

■平面/18×13㎝程度 

フォトフレーム・塩ビ板・サボテン・アクリル

絵の具・スポンジ・スポンジローラー 

E-29 宝の地図を描く 

様々な線をきっかけに、思いが詰まった地図へと展開して

いくことを楽しみます。 

■平面/79×25㎝程度 

オイルパステル・アクリル絵の具・タント

紙・リボン 

E-30 魚の金彩屏風 

魚の形を絵の具でのびのび描き、うろこやヒレの質感をスタン

ピングで表現し、魚の動きを想像しながら作品を曲げ躍動感

のあるうねりを表現します。 

■平面/20×55㎝程度 

アクリル絵の具・マッハカラー・アルミ針

金・ジェッソ（白）・発泡スチロール板・エア

キャップ 

E-31 雪どけ絵 

メディウムの触感や質感を楽しみながら雪を描き、春を待

ち望む気持ちを水彩クレヨンの特性に触れながらアナログ

表現します。 

■平面/18×14㎝程度 

キャンバス（または、キャンバスボード）・

ジェッソ（白）・ブレンデッドファイバー・モデ

リングペーストパミス・水彩クレヨン・ペイン

ティングナイフ 

E-32 古代文字絵画 

楔形文字の形態をきっかけに、直線と曲線のフォルメンに

よるスクラッチ表現を楽しみます。 

■平面/15×15㎝程度 

シナベニア・クレイド・木工ボンド・陶芸用

針・かき出しベラ・木べら 

E-33 つつじを描く 

春の季節感を感じながら、ラギング技法と筆を使い分けること

により、つつじの花・葉の表現を楽しみ、扇面に仕立てます。 

■平面/B4程度 

アクリル絵の具・ハイピカ（シルバー）・NT

ラシャボード・サインペン（赤）・ボール紙・

つつじの植木（もしくは、つつじの画像） 

E-34 水の流れのアナログ画 

水辺の清々しさ、涼しさを感じながら、自然が生み出す水の動

きや流れをイメージし、おおらかに筆を動かし、記憶の中にあ

る水の流れを表現します。■平面/B4程度 

アクリル絵の具・ケント紙・色画用紙・扇

筆・音源(水の流れ) 

E-35 海岸線 

思い出や記憶に残る印象深い海と砂浜を、絵具のマチエール

感の対比を楽しみながら表現します。 

■平面/22.5×15.0cm程度  

アクリル絵の具・透明水彩絵の具・モデリ

ングペースト（パミス）・木工用ボンド・小さ

な貝・ペインティングナイフ・音源（波の音） 

E-36 
「飛翔」 

-空に舞う羽のステンシル- 

大空を飛ぶイメージで、ステンシル表現のシャープなリズムを

楽しみながら制作し、画面を切り分け再構成することで、ダイ

ナミックな動きのある画面を作り出します。 

■平面/30×40cm程度 

アクリル絵の具・オイルパステル・LK カラ

ー（高級工作用紙）・M 画用紙・ハイピカ

（シルバー）・ハレパネ・麻紐・スポンジタン

ポ・ジェッソ（ゴールド） 

E-37 OH！マイサンシャイン 

丸の形態のリズムを感じながら色彩表現を楽しみ、周囲の光

をアナログ表現することで自分だけの太陽を描きます。 

■平面/30×30cm程度 

アクリル絵の具・マッハカラー（シルバー・

ゴールド）・ハレパネ・ジェッソ・スポンジタ

ンポ 

E-38 夏空（雲）を描く 

ガラス絵の技法を用い、夏の雲の造形的なおもしろさや、色

彩、透明感を、アクリル絵の具が溶け合い偶然生み出すにじ

みの表情を楽しみながら描きます。 ■平面/ B4程度 

アクリル絵の具・塩ビ板・ＮＴラシャ・マット

メディウム・リタ-ディングメディウム・木工

用ボンド 

E-39 落ち葉のコンポジション 

自然物が生み出す紅葉した葉の色の美しさや、葉の形の面白

さを感じながらステンシルの技法を用いて画面構成を楽しみま

す。■平面/ 25.7×12.1㎝程度 

アクリル絵の具・NT ラシャボード・スポン

ジタンポ・油性ペン・紅葉した葉 



 

ｼﾘｰｽﾞ名 № アートプログラム名 内容 主な画材・教材 

最新アート 

プログラム 

E-40 粘土で作る土版 

縄文時代の造形感覚に触発されて、粘土に縄や布を押し付け

ることによってできる凹凸をきっかけに、触感的にアナログ表

現を楽しみます。■平面/ 15×15×2㎝程度 

クレイド・目の粗い布・アルミの針金・麻紐 

E-41 迷路な粘土 

粘土や針金の触感を楽しみながら、さまざまな色合い、素材を

組み合わせてレリーフ作品を制作します。 

■平面/ 15×15×2㎝程度 

アルミ針金・アルファクレイ（ニューブロン

ズ）・アルミホイル・ジェッソ（白・金）・延し

棒 

E-42 シロクロクロシロ図 

白と黒に分割されている単純な画面が、白から黒、黒から白へ

とネガポジを反転させながら絵の具が進出していくことで、流

動的な画面へと変化していくことを楽しみます。 

■平面/ 15×15×2㎝程度 

アクリル絵の具・NＴラシャ・水性マーカー 

E-43 扇面ゆるりさんぽ 

思い出の街や四季の野山など、道を散歩する気分で筆を走ら

せて、最後に画面を扇形にトリミングして和風の雰囲気のある

屏風に仕立てます。■平面/B4程度 

透明水彩絵の具・コットンボード・ＮＴラシ

ャ・水墨画御料紙・スポイトボトル 

E-44 かたちの響き 

琳派の表現を参考に、植物をテーマにして、金・銀を背景に用

いて、オイルパステルの混色やステンシルを組み合わせた色

彩表現を楽しみます。■平面/36.5×13.0㎝程度 

葉・アクリル絵の具・オイルパステル・バッ

クボード・ジェッソ・スポンジ 

E-45 
スタンピングで描く 

藤の花 

さまざまなスタンプを重ねることで生まれる色合いや形を楽し

みながら藤の花を描きます。 

■平面/36.2×20.0㎝程度 

アクリル絵の具・オイルパステル・ＮＴラシ

ャボード・発泡スチロール・扇筆・綿棒 

E-46 するめを描く 

柿渋カラーと墨汁、水彩絵の具の組み合わせによる表現を楽

しみ、するめの特有の形態や色の面白さを発見します。 

■平面/54.5×20.0㎝程度 

するめ・透明水彩絵の具・ワトソン紙・カラ

ー片面波ダンボール・柿渋カラー・青墨・

ワラ縄（麻紐） 

E-47 
ブロッコリーの 

スクラッチ画 

ブロッコリーの色や形、量感を感じながら、削り出しでブロッコ

リーを描くスクラッチ表現を楽しみます。 

■平面/B5程度 

ブロッコリー・塩ビ板・ＮT ラシャ・アクリル

絵の具・オイルパステル・スポンジ 

E-48 夏色クレイドローイング 

Kクレイ独特の質感を楽しみながら、粘土で絵を描くようにアナ

ログ表現し、カラーボード、粘土、塩ビ版による重層的な表現

の面白さを体験します。■平面/B5程度 

K クレイ・マーメイドボード（タントボード）・

塩ビ板・アルミテープ・マットメディウム・ポ

スカ 

E-49 極楽鳥花を描く 

ネガの形を追いながら、極楽鳥花の独特の花の形の面白さに

注目し、強い色や形から受ける印象を制作につなげます。 

■平面/F4（33.3×24.2㎝）程度 

極楽鳥花・キャンバスボード・アクリル絵

の具・オイルパステル・ローラー・ペインテ

ィングナイフ・セラミックスタッコ 

E-50 雪名山 

ステンレストレー・アルミホイルの金属素材や半紙の質感を活

かし、それぞれの材質を雪山の印象と結びつけ表現する事を

楽しみます。■平面/B5程度 

アクリル絵の具・透明水彩絵の具・ステン

レストレー・アルミホイル・書道半紙・アル

ミテープ・スチールたわし・青墨 

E-51 ハンドフラワー  

手で直接描くことの独特な感覚を楽しみながら、手や指の形や

動きが花の形になることを楽しみます。 

■平面/B4程度 

アクリル絵の具・塩ビ板・ＮT ラシャボード 

ジェッソ（ゴールド） 

 

E-52 
ハンドオンハンドの 

デザイン画  

手の形（シルエット）をモチーフとしてネガポジの視点を意識し

ながら画面をデザインします。 

■平面/18.2×18.2㎝程度 

アクリル絵の具・塩ビ板・ＮT ラシャボード 

色画用紙・白ボール紙・油性マーカー・ス

ポンジ 

E-53 巨樹を描く   

様々な素材で表現を重ねていきながら、大地に力強く根を張る

巨樹の生命力を実感し、ダイナミックに表現します。 

■平面/B4程度 

アクリル絵の具・タントボード・アルミホイ

ル・モデリングペースト・スポンジ 



 

ｼﾘｰｽﾞ名 № アートプログラム名 内容 主な画材・教材 

キッズ 

イベント 

Ｆ-1 
ファンタスティック・ 

トナカイ 

石膏テープ（石膏シート）を使って立体表現を楽しみ、アクリル

で着色し自分だけのトナカイを作ります。 

■立体/20×20×25㎝程度 

アクリル絵の具・ジェッソ（金・銀）・石膏テ

ープ（石膏シート）・アルミ針金・Ｋクレイ 

Ｆ-2 
ウミシダ・イソギンチャク

のガラス絵 

ウミシダやイソギンチャクの色彩の美しさや透明感、形態の面

白さを感じガラス絵の手法を用いて制作します。 

■平面/B5 

アクリル絵の具・フォトフレーム・スポンジ

タンポ・グロスメディウム 

Ｆ-3 夢の鳥 

様々な種類の鳥の形を参考に、自分だけの鳥を立体で表現

し、鳥の羽根の質感や色合いを和紙で色彩表現することを楽

しみます。■立体/30×20×30㎝程度 

Ｋクレイ・アルミ線・アルミホイル 

和紙・台座（木材）・ホットボンド 

Ｆ-4 貝殻レリーフ 

自然がつくりだす貝殻の形と質感を、粘土の可塑性や水彩絵

の具による混色体験をいかしながら触感的に造形します。 

■平面/2L 

水彩絵の具・Ｋクレイ・ハーティーカラーピ

グメント・貝殻・琉球ガラス・コットンボード・

フォトフレーム 

Ｆ-5 デコボコ色いろ版画 

粘土に抽象的に凹凸をつけていくことを楽しみ、それを版とし

てプリントする展開を体験します。 

■平面/8切 

アーチスタフォルモ・新鳥の子紙・麻ひも・

凹凸をつける素材・色鉛筆 

Ｆ-6 
クレイペイント揺れる 

熱帯魚 

量感や動きを大きく捉え、水彩絵の具による色彩表現と粘土

によるマチエールを楽しみながら熱帯魚を表現します。 

■平面/30×13㎝程度 

水彩絵の具・K クレイ・塩ビ版・ 

ラシャ紙 

Ｆ-7 化石風レリーフ 

化石をテーマに、立体の形が反転することを利用し、そこから

生まれる意図的には作れない形の面白さを体験します。 

■立体/13×13×5㎝程度 

アクリル絵の具・石膏・水粘土・自然物・塩

ビ版・麻紐 

F-8 シー（ＳＥＡ）プレート 

夏の海をイメージして色粘土を作り、透明感のある素材や技法

を用い“透かし”の美しさを生かした作品を制作します。 

■立体/23×23×2㎝程度 

アクリル絵の具・ガラス皿・Ｋクレイ・シー

グラス・貝殻・おはじき 

F-9 トーテムポールを造る 

土粘土の感触を楽しみながら、偶然から生まれた形を利用し

て形作る面白さを楽しみます。 

■立体/12×12×32㎝程度 

クレイド・丸棒・ラワン合板・ジェッソ（白・

金） 

F-10 二人の動き 

粘土を使って二人の形を造形し、組み合わせることで、つなが

った形から生まれる囲まれた空間など、新たに生じる造形的要

素を楽しみます。■立体/26×8.5×20㎝程度 

アルファクレイ・アルミ針金・木材 (パイン

材）・ジェッソ 

F-11 紫キャベツの迷路 

紫キャベツの断面をじっくり見ていくことで、自然のものの線や

形の面白さ、リズムを発見し、スクラッチしながら描きます。 

■平面/2L程度 

紫キャベツ・アクリル絵の具・フォトフレー

ム・色画用紙・スポンジローラー 

F-12 
おばあちゃんの畑の 

とうもろこし 

手に持ったときのとうもろこしの感触を頼りに造形し、固有色に

とらわれない色彩表現をすることで、魅力的なとうもろこしを造

形します。■立体10×25×10㎝程度 

とうもろこし（皮付き）・ハーティークレイ・ハ

ーティーカラーピグメント・スタッフ・藁・エ

アパッキン・色和紙 

F-13 
針金でつくる波の 

ランプシェード 

アルミ針金による有機的な動きと塩ビ板の透明感を楽しみ、

LEDライトをあてることで生み出される幻想的な世界観を味わ

います。■立体/20×20×20㎝程度 

塩ビ板・アクリル絵の具・アルミ針金・ポリ

エステル粘着シート・ホットボンド 

F-14 クラゲと海の世界 

ガラス絵の手法を用いて、クラゲの繊細で神秘的な形態や色

の美しさを、スクラッチやにじみの技法を使って表現します。 

■平面/Ｂ5 

透明下敷き・アクリル絵の具・グロスポリマ

ーメディウム・スポンジローラー 

F-15 石の古代遺跡 

古代遺跡をイメージし、粘土、石、木など異なる物質を組

み合わせて生まれる世界を楽しみます。 

■立体/15.0×22.5㎝×15.0㎝程度 

クレイド・シナベニア・小石・小枝・ジェッソ

（白）・粘土ベラ 

2 STEP 

G-1 
シーサー（獅子像）を 

つくる①② 

古代から人々の生活に深く関わってきた様々な獅子像をテー

マに、針金と新聞で作った芯で自由に曲げ伸ばししながら、自

分だけの獅子像を制作します。■立体/25×25×25㎝程度 

石膏テープ（石膏シート）・アルミ線・アクリ

ル絵の具・セロハンテープ・新聞紙 

G-2 地球①② 

イメージで捉えた地球を、手に持てるような球体に様々な素材

を使って実感を持って表現します。 

■立体/15×15×20㎝程度 

アクリル絵の具・石膏テープ（石膏シー

ト）・漆喰・風船 

G-3 
キャンバスに描くうさぎ 

①② 

うさぎの量感や暖かさ、毛並みの触感を感じながら、アクリル

絵の具とオイルパステル、和紙を使い表現します。 

■平面/F6 

アクリル絵の具・オイルパステル・キャン

バス・和紙・スポンジタンポ、モデリングペ

ースト、ジェルメディウム・うさぎ 

3 STEP 

H-1 静物を描く①②③④ 

絵の具や和紙の質感・色合いを楽しみながら下地をつくり、４

回に分けて段階を踏んで静物を描いていきます。 

■平面/F4 

アクリル絵の具・F4キャンバス・ジェルメデ

ィウム・モデリングペースト・和紙 

H-2 
不思議な形の 

レリーフ絵画①②③ 

自分の名前をきっかけにして、文字の形を抽象的な形態へと

変化させ、さらに３回にわたって色面表現を楽しみ、半立体表

現へと展開していきます。■平面/45×12×2㎝程度 

オイルパステル・アイボリーケント・ＮＴラシ

ャボード 



 

ｼﾘｰｽﾞ名 № アートプログラム名 内容 主な画材・教材 

りんご 

シリーズ 

I-1 りんごの和紙画 

薄墨で描いたりんごの上から透明感ある和紙を貼り、水彩画風

の混色効果を体験します。 

■平面/24×16㎝程度 

りんご・鳥の子色紙・典具帖和紙・墨汁 

I-2 りんごのスタンプカード 

りんごの形の輪郭を捉え、スタンプで表現することを楽しみ、 

さらにそれを構成し、りんごの形を多様に表現します。  

■平面/B5 

オイルパステル・アクリル絵の具・画用

紙・NT ラシャ・ミューズコットン・紙紐・リ

ターディングメディウム・りんご 

I-3 りんごのアナログ画 

りんごの部分をアナログ的に表現することで、りんご全体の世界

感を感じて制作します。 

■平面/B4 

オイルパステル・アクリル絵の具・ＮＴラ

シャボード・典具帖和紙・モデリングペ

ースト・スキージ・りんご 

音の 

アナログ画 

J-1 印象画「夏の風物詩」 

季節感のある音を通して、夏のイメージ喚起しつつ、点・線・色面

による混色表現を楽しみます。 

■平面/8切程度 

オイルパステル・新バフン紙・トレーシン

グペーパー・カラーケント紙・製本テープ 

J-2 歌舞伎の色の世界 

歌舞伎という非日常的な世界から感じ取った特別な色の世界

を、音、画像をきっかけに表現します。 

■平面/B3 

ジェッソ・タントボード・ハイピカゴール

ド・CD（勧進帳） 

J-3 雅楽を描く 

雅楽から感じる宇宙感を大画面に刷毛でのびやかに描き、音

色・びびきに触発されながら感じるままに筆を動かし描くことを楽

しみます。■平面/4切 

アクリル絵の具・ハイピカ（ゴールド）・ 

CD（雅楽） 

J-4 津軽じょんがら節を描く 

津軽じょんがら節の音が放つ世界観を大きな画面に表現しま

す。 

■平面/4切 

アクリル絵の具・ハイピカ（シルバー）・

スキージー・墨液・ＣＤ（津軽じょんがら

節） 

J-5 
音のアナログ画 

（カンボジア） 

カンボジアの民族音楽を聴きながら、リズムや流れを直接的に表

現します。 

■平面/22×45㎝程度 

アクリラ絵の具・オイルパステル・シナベ

ニア・ジェッソ、柿シブカラー、ＣＤ（カン

ボジアの音楽） 

J-6 
音のアナログ画 

（切り絵） 

テンポの違う2種類の音楽を感じながら、アナログ表現を楽しみ、

さらにそれをカットした形をきっかけに、形を活かしながら制作し

ます。■平面/B5 

オイルパステル・画用紙・ＣＤ 

J-7 
音のアナログ画 

（アルハンブラの思い出） 

音楽から受ける印象を平面にアナログ表現し、さらに立体作品に

展開することを楽しみます。 

■立体/18.2×25.7×20㎝程度 

オイルパステル・アクリル絵の具・新バ

フン紙・ＮＴラシャ紙・ホットボンド・CD（ア

ルハンブラの思い出） 

J-8 ラインダンス絵画 

手や腕の動きによって、カラフルな線が変化していく楽しさを味わ

い、偶然性の線をきっかけにして描いた線が生み出すリズム感

のあるフォルムを楽しむ。 

■平面/B4 

透明水彩絵の具・アイボリーケント・バッ

グボード・ハレパネ・アクリル絵の具（パ

ール系） 

J-9 
音のアナログ画 

（アンデス） 

アンデスの民族音楽を聴きながら、自然の雄大さを抽象的に描く

ことを楽しみます。 

■平面/19.7×19.7㎝ 

オイルパステル・アクリル絵の具・画用

紙・色画用紙・CD（アンデスの民族音

楽） 

J-10 
雅楽 

楽譜のアナログ画 

雅楽の特徴ある楽器の音色を聴きながら、横長の紙に音の連な

りや抑揚感を墨で表現し、それを素材として再構成することを楽

しみます。■平面/27×68㎝ 

ＮＴラシャ紙・書道半紙・アクリル絵の

具・青墨汁・書道筆 

 

オイパステル

プログラム 

K-13 ブドウを描く 

水彩絵の具の透明感とオイルパステルの色彩でブドウのみずみ

ずしさや味、香りを表現します。 

■平面/25.7×18.2㎝ 

オイルパステル・水彩絵の具・ブドウ・ワ

トソンボード・マットメディウム 

K-14 
フロッタージュ・ 

年輪とのコラボレーション 

様々な年輪をフロッタージュすることによって生まれた線や形と、

自身で描き入れたタッチが融合する抽象の世界を体験します。

■平面/B4 

オイルパステル・ケント紙・ＮＴラシャ紙・

焼き杉板 

K-15 珍獣を描く 

墨で伸びやかに想像上の動物を面白おかしく描き出し、オイルパ

ステルで様々な模様を考え着彩し、独自の珍獣を表現します。 

■平面/8切 

オイルパステル・墨液・画用紙 

K-16 筍の量感画 

旬の筍をじっくりと五感で感じ、オイルパステルの混色による色

彩を楽しみながら、その生命力を表現します。 

■平面/B4 

オイルパステル・アクリル絵の具・ 

NT ラシャボード・筍・ジェッソ 

K-17 流れてくる桃 

桃の色、張りや質感、重さ、食感、香りを感じながら、オイルパス

テルの混色を楽しみ表現します。 

■平面/8切 

オイルパステル・バフン紙・ワトソン紙・

雲龍紙・典具帖和紙・青墨液・桃・ミュー

ズコットン  

K-18 
オイルパステルで描く

秋のアナログ画 

（ガラス絵風） 

透明素材にオイルパステルで描く感触を楽しみながら、アクリル

絵の具で色を重ね、秋の印象と虫の音を、色や形・タッチに置き

かえて抽象表現します。 

■平面/20×14.8㎝ 

オイルパステル・アクリル絵の具・塩ビ

板・イラストレーションボード・ 

ＣＤ(虫の声)・スポンジタンポ 

 



 

ｼﾘｰｽﾞ名 № アートプログラム名 内容 主な画材・教材 

オイパステル

プログラム 

K-19 パプリカフロッタージュ 

パプリカの独特の形や鮮やかな色彩を発見し、フロッタージュ技

法をきっかけにオイルパステルの表現を楽しみます。 

■平面/20×15㎝ 

パプリカ・オイルパステル・ハレパネ・タ

コ糸、紙ラベル 

K-20 亀を描く 

亀から受ける印象を大切に、素材感の強い材質にオイルパステ

ルで描くことを体験する。 

■平面/B4程度 

亀（もしくは、亀の画像資料）・オイルパ

ステル・ＮＴラシャボード・コルクシート・

紙やすり・画用紙 

K-21 玉ねぎの量感画 
玉ねぎの味、香り、繊細な色彩の感動を量感画の手法で表現す

る。■平面/19.7×19.7㎝ 

玉ねぎ・オイルパステル・NT ラシャ紙・

英字新聞・色鉛筆 

K-22 ラディッシュを描く 

ラディッシュの独特の形や鮮やかな色彩をアクリル絵の具とオイ

ルパステルで描き、ボードの上で構成を楽しみます。 

■平面/13×36.4㎝ 

ラディッシュ・アクリル絵の具（赤青）・オ

イルパステル・ＮＴラシャボード・バフン

紙・ＮＴラシャ紙・ジェッソ 

K-23 浮かび上がる形 

墨汁を使い分割した画面に、オイルパステルで着色していくこと

で、ステンドグラスのように浮かび上がってくる色の鮮やかさを色

面表現していきます。■平面/A4程度 

墨汁・オイルパステル・ハレパネ・カラー

ケント・麻紐・ジェルペン 

K-24 
ストライプ 

コンポジション 

赤色の画面に描いたストライプをコラージュで再構成することで、

新たな反復する線のリズムのデザインを楽しみます。 

■平面/A4 

オイルパステル・ケント紙（黒）・ファース

トビンテージ 

 

K-25 
トレーシングペーパー

に描く紫玉ねぎ 

紫玉ねぎの色彩、量感、皮の透明感をトレーシングペーパー

の独特な質感を楽しみながらオイルパステルで表現します。 

■平面/16切 

紫玉ねぎ・トレーシングペーパー・カラー

トレーシングペーパー・ＮＴラシャ紙 

K-26 柿の量感画 

柿の手触りや重さ、質感を実感しながら、異なる素材を重ねてい

くことで生まれる表情を楽しみます。 

■平面/25.8×20.0cm程度 

オイルパステル・アクリル絵の具・M 画

用紙・コットンボード・グロスポリマーメデ

ィウム・和紙端材・柿 

アートプログ

ラム実践塾 

Ｌ-1 にんにくをつくる 

にんにく独特の形態を再発見し、軽量粘土の感触を楽しみなが

ら、触覚的に造形します。 

■立体/約10×10×10㎝ 

超軽量粘土エアクレイ・ケント紙（黒）・

にんにく・銀ボールペン 

L-2 
花火のガラス絵 

（塩ビ板仕様） 

塩ビ板にアクリル絵の具で描く質感を楽しみながら、花火の印象

を表現します。 

■平面/22×17㎝ 

アクリル絵の具・塩ビ板・黒画用紙・バッ

クボード・扇筆・ＣＤ（花火の音） 

L-3 
コルクシートを使った 

サンゴ礁 

コルクシートのちぎった形の面白さを感じながら、サンゴ礁を作っ

ていくことでトロピカルな夏をイメージ喚起します。 

■平面/25.7×25.7㎝ 

アクリル絵の具・コルクシート・ワーグマ

ンボード 

L-4 
落ち葉と銅箔の 

レリーフ 

自然物の形から展開したコラージュ表現を楽しみながら、銅箔な

らではのスクラッチの感覚を味わいます。 

■平面/9.1×25.7㎝ 12.8×18.2㎝ 

自然物(落ち葉、実、枝)・銅箔テープ ・

バックボード・陶芸用針・ハレパネ（のり

付きパネル） 

L-5 木漏れ日ボトル 

シンメトリーのボトルの形を、透明素材に描くことでボトルの透明

感が表現できる事を体感します。 

■平面/13×36㎝ 

トレーシングペーパー・グロスポリマーメ

ディウム・マジック・ワトソンボード・ボト

ル・塩ビ版・雲竜紙 

L-6 
小さな野菜の 

水彩絵手紙 

水彩絵の具独特のにじみや自然な混色表現の美しさを、じっくり

と味わいながらみずみずしい季節の野菜を描きます。 

■平面/10×15㎝ 

透明水彩絵の具・本草箋紙・水彩紙・季

節の小野菜・墨液 

L-7 カラフル・スクラッチ 

スクラッチによる直線や曲線を組み合わせ、交差させることで線

の面白さを感じて、交差した線により出来た面を見つけ色を塗る

ことで線と面の組み合わせを楽しみます。 

■平面/25.7×18.2㎝ 

オイルパステル・ジェッソ・塩ビ板・コット

ンボード 

L-8 長ネギブギウギ 

身近な長ネギの形状や色彩を改めて実感し、LK カラーの滑らか

な描き心地や、オイルパステルと和紙を組み合わせた鮮やかな

発色を楽しみながら、のびやかに長ネギを表現します。 

■平面/54.5×10㎝ 

長ネギ・ＬＫカラー・典具帖和紙・ハレパ

ネ・ジェッソ・グロスポリマーメディウム・

ジェルペン 

L-9 ラセンのオブジェ 

自然の神秘を感じつつ螺旋構造に触発されながら、粘土で流れ

を辿って育てるような造形表現を楽しみます。 

■立体/約 10×10×10㎝ 

ラドール・ストロー 

L-10 水の道 

水をテーマに、一滴の水が道となり、流れ、滲みこんでいくことを

墨の濃淡で感覚的に表現します。 

■平面/145.6×28.2㎝ 

墨液・ワトソン紙、画用紙 

L-11 氷の結晶 

氷が結晶になる時間の経過をイメージしながら、スタンピングで

描く形をきっかけに、制作します。 

■平面/24×16㎝ 

アクリル絵の具・ＬＫカラー・スポンジタ

ンポ 



 

ｼﾘｰｽﾞ名 № アートプログラム名 内容 主な画材・教材 

アートプログ

ラム実践塾 

L-12 元気桜 

板にドリッピングで勢いのある枝を描き、その上に満開の桜をの

びのびと描くことを楽しみます。 

■平面/25×36㎝ 

シナベニア・墨液・オイルパステル・画

用紙・水張テープ 

L-13 私の富士山 

墨、木炭、胡粉というシンプルな画材を使い、「富士山」を大胆に

描き出します。 

■平面/26×60㎝程度 

画用紙・青墨汁・木炭・胡粉・プラスチッ

クスプーン・色画用紙 

L-14 メタリックパイナップル 

パイナップル独特の形の面白さに注目し、ゴツゴツとした触覚を

感じながら、アルミ素材と粘土で立体作品を作ります。 

■平面/15×15×25㎝程度 

パイナップル・アルミ針金・真鍮針金・ア

ルミテープ・Ｋクレイ・カラーマスキング

テープ・琉球ガラスピース 

L-15 ドーンと打ち上げ花火 

印象に残った花火を思い起こし、立体で表現することで空間の広

がりを楽しみます。 

■平面/15×10×25㎝ 

ブラックボード・フラワーワイヤー・木製

キューブ・アクリル絵の具・スポンジタン

ポ 

L-16 月の光 

月の光の美しさや、そのまわりの闇をアクリル絵の具でガラス絵

技法を使い表現します。 

■平面/15×36.5㎝程度 

アクリル絵の具・塩ビ板・ＮＴラシャボー

ド・NT ラシャ紙・アルミホイル 

L-17 何か不思議な形 

折りたたんだ紙に描かれた墨の形をきっかけに、即興的な線で

結びつけ、色を加えることで生まれてくる面白い形を楽しみます。

■平面/8切程度 

画用紙・色画用紙・オイルパステル・色

鉛筆（もしくは、ダーマトグラフ）・墨汁・

書道用筆 

L-18 落ち葉のフロッタージュ 

落ち葉の繊細な葉脈の面白さをフロッタージュで写し取ることを

楽しみ、自然のものの色彩を水彩の混色やにじみで表現してみ

ます。■平面/16切 

落ち葉・オイルパステル・水彩絵の具・

新バフン紙・水墨画用練習用紙・ダーマ

トグラフ 

L-19 
線刻画の絵皿 

（カレイの干物） 

カレイの干物を観察することで、姿、形の面白さを感じ、スクラッ

チ技法で描画することで、さまざまな線の表情を引き出します。 

■平面/20×20センチ程度 

デビラカレイの干物・プラスティック皿・カ

ラージェッソ（ゴールド）・墨汁・スポンジ

タンポ 

L-20 福牛①② 

新聞紙と石膏テープの質感を利用して牛を造形して、さらにアク

リル絵の具で色彩表現をすることで立体ならではの表現を楽しみ

ます。■立体/25×10×15㎝程度 

アクリル絵の具・新聞紙・石膏テープ・ア

ルミ針金・スポンジ・木材 

L-21 メタリック・ミッドタウン 

スクラッチによる金属面の線描の面白さを実感しながら、俯

瞰で街を見るような視点でアナログ的な街づくりを楽しみま

す。■平面/B5 

BK ボード・アルミテープ（シルバー・ブロ

ンズ）・銀ジェルペン 

L-22 
テラコッタタイルに描く 

ミニひまわり 

ミニひまわりの魅力を感じながら、材質感の強いテラコッタタイル

にアクリルの鮮やかな色彩を生かしマチエールを作ることで、表

現します。 

■平面/15.0×15.0×1.5㎝程度 

テラコッタタイル・ミニひまわり・モデリン

グペースト（パミス）・アクリル絵の具・油

性カラーペン 

L-23 トロピカルアニマル 

墨の持つ伸びやかな表現で想像上の動物をユニークに描き出

し、様々な模様を考え着彩し、独自の珍獣を表現します。 

■平面/Ｂ3程度 

オイルパステル・Ｍ画用紙・ＮＴラシャ・

墨汁 

L-24 クリスマスプレートⅡ 

クリスマスの賑やかで楽しい気持ちをイメージし、白い皿に

ステンシルとスクラッチを組み合わせて、アナログ表現を楽

しみます。 

■平面/直径23㎝程度の円形 

白い皿（プラ食器または陶器製）・アクリ

ル絵の具（シルバー含む）・スポンジタン

ポ、カラージェッソ（ゴールド）、皿立てマ

スキングテープ 

L-25 赤の中の赤 

数種類の赤の色味を組み合わせることで、色幅、質感の違い、

動きを感じとり、発想を膨らませ自分の表現を引き出します。 

■平面/Ｂ4程度 

ＦＫタントボード・アクリル絵の具・色テー

プ（赤）・丸シール（赤）・スチレンボード 

版画 

M-1 トンボのコラグラフ 

トンボ特有の形や、翅の質感を感じ、様々な素材を使ってコラグ

ラフ表現を楽しみます。 

■平面/4切 

オイルパステル・黄ボール紙・版画絵の

具・コラグラフ素材・新鳥の子紙・ローラ

ー 

M-2 
森のアナログ 

モノプリント 

様々な巨木の姿にふれることで自然界の生命力、神秘、不思議

さを感じ、モノプリントという一枚しか刷れないプリント技法を楽し

みます。■平面/4切 

塩ビ板・版画絵の具・版画用紙・カラー

ケント・スポンジローラー 

M-3 
フィンガー 

ペインティング 

「夏のアナログ画」 

指で直接描くことにより素材の感触を楽しみ、泥遊びのような開

放感を味わいながら、絵の具と粘土を混ぜてできる独特のマチエ

ールによって、抽象的な画面づくりを楽しみます。 

■平面/8切 

ホイップ粘土・水彩絵の具・画用紙・カラ

ーケント紙・塩ビ板 



 

ｼﾘｰｽﾞ名 № アートプログラム名 内容 主な画材・教材 

版画 

M-4 
石膏モノプリント 

～渦巻きデザイン 

渦巻きの形をきっかけに、動きのあるリズミカルなデザインを描

き、描いた絵を石膏に写し取ることの新鮮な驚きを体験します。

（モノプリント技法）■立体/20×20×5㎝程度 

石膏・紙皿・麻紐・水性クレヨン・水性色

鉛筆・マットメディウム 

M-5 
ボディペインティング

「手」 

体の一部に描く（装飾する）という原始的な行為のおもしろさを体

験し、手という見慣れた形態をきっかけに抽象表現します。 

■平面/16切 

新鳥の子紙・ミューズコットン紙・水彩絵

の具 

M-6 
スチレンペーパーで 

つくる重ね版画 

スチレンペーパーに様々な素材を型押ししたり、スクラッチをして

版を作り、版で色を重ねることで生まれる思いがけない色との出

会いを体験します。 

■平面/B4 

スチレンペーパー・型押し素材・新鳥の

子紙・リターディングメディウム・アクリル

絵の具・スポンジローラー 

M-7 ヒモひもプリント 

質感の違う数種類の紐の柔らか、硬さ、重さ、動きを触感的に感

じながら、レリーフにすることで新しい形を作り出すことを体験し、 

紙に刷り取ることで、偶然出てくる表情を楽しみます。 

■平面/8切程度 

アクリル絵の具・ハレパネ・各種ヒモ・ス

ポンジローラー・ダーマトグラフ（また

は、色鉛筆）・ＮＴラシャボード・でんぷん

のり 

M-8 響きのアナログ画 

体感した響きをモノプリントからオイルパステルへと画面を展開さ

せながら表現し、色の重なりによって生まれる色彩の美しさや、

空間を楽しみます。■平面/8切程度 

オイルパステル・新鳥の子紙・カラーケ

ント紙・塩ビ板・版画絵の具・スチールた

わし・シンギングボウル（もしくは、ステ

ンレスボウル） 

共同制作 

N-1 
音のアナログ画 

（秋祭り） 

神楽の音を体で感じながら、音に触発されながら共同で大画面

に制作することを楽しみます。 

■平面/103×18.2㎝ 

模造紙・カラーインク・色画用紙・スポン

ジタンポ・スチールたわし・墨液・石鹸

水・CD（神楽） 

N-2 線と色の巡り会い 

オリジナルの筆を作り、墨とオイルパステルの共同制作と個人制

作により、参加者間で造形表現を楽しみコミュニケーションを深

めます。■平面/A4 

オイルパステル・ベビーオイル・墨汁・ワ

トソンンボード・筆制作用素材 

スポーツ 

イベント 

O-1 重なる手のステンシル 

手のシルエットをモチーフとしてネガポジの視点で画面をデザイ

ンします。塩ビ板を使用することで、透け感や重ねによって生み

出される形や色彩の面白さを発見する内容です。 

■平面/25.8×25.8㎝ 

アクリル絵の具・スポンジタンポ・塩ビ

板・NT ラシャボード 

O-2 風と炎のオブジェ 

枝の自然な形を生かし、聖火がランナーによって風を切って運ば

れる様子や、炎が風で揺らめく感じをイメージして、立体的なトー

チを作ります。 

■立体/約18×18×45㎝ 

木の枝・アルミホイル・アルミ針金・銅テ

ープ・銅線・典具帖和紙 

O-3 
紙版画 

「スポーツする人」 

スポーツする人物の動きを描き、それをもとに構成し、紙版画に

仕立てることで、版画ならではの面白さを体験します。 

■平面/8切 

アクリル絵の具・スポンジローラー・ 

ＬＫカラー紙・ケント紙・画用紙 

 

※ 主な画材・教材に関しては全てを記載しておりません 

※ アートプログラムの無断複製（コピー・転記）は著作権の侵害となります   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリーズ名 № アートプログラム名 内容 主な画材・教材 

おもしろ画材 

Ａ-2 
ゆかいなかたち 

～石膏画 

石膏を垂らし込んでいくことで生まれる面白い形にインク

の透明感のある色彩表現を楽しみながら描きます。 

水性インク・石膏・シナベニア・ポアー

ステイン・麻ひも 

Ａ-3 メタルワンダーランド 
金属の質感との組み合わせを半立体という空間の中で構

成してアナログ的な不思議な世界を表現します。 

機械部品・アルミホイル・アルミ線・銅

線・銅テープ・ブラックボード、金槌 

Life Art Ｂ-1 元気Ｔシャツ－人物－ 
人物をデザインに取り入れて、ステンシルの技法によって 

実用性のある作品をつくります。 

アクリル絵の具・カッティングシート・

Ｔシャツ 

立体 

Ｃ-1 きのこを造る 
きのこの面白い形から触発されながら立体表現をし、 

色を楽しみながらアクリラで彩色し、自分だけのきのこを

制作します。 

アクリル絵の具・アーチスタフォルモ・

アルミ線・アルミホイル・木材 

Ｃ-2 火焔土器 
燃え上がる炎の力強さや、炎のゆらぎの穏やかさを粘土 

を使って立体表現します。 
クレイド・割り箸ペン 

季節の行事 Ｄ-1 クリスマスキャンドル 
パイプオルガンのクリスマスの曲を聴きながら、グラスに 

その独特な音色の響きを表現していきます。 

アクリル絵の具・グラス・グロスポリマ

ーメディウム・パイプオルガンのＣＤ 

参考作品画像 

A-1 

重なる不思議な世界 

 

A-3 

メタルワンダーランド 

 

A-2 

ゆかいなかたち～石膏画 

C-2 

火焔土器 

C-1  

きのこを造る 

B-1 

元気Ｔシャツ-人物- 

 

A-4 

おもしろ深海魚 

 

B-2 

ステンシルバッグ 

 

B-3 

カサアート 

 

B-4 

太陽のバッグを作ろう 

 

C-4 

立体造形・やわらかい形 
C-3 

玉ねぎをつくる 

B-5 

夏の Tシャツ 

 

B-6 

張子でつくる水の器 

C-5 

りんごのオブジェ 

A-5 

ぐるぐるオブジェ 

 

B-7 

音楽会のバッグ 

B-8 

大きい布を染める 

B-9 

ラッキーナンバー 

ステンシル Tシャツ 

B-10 

金魚-滲み絵うちわ- 
B-11 

アナログ団扇 



 

 Ｄ-2 正月飾り 
一本の縄（線）から生まれる様々な動きを発見し、空間を 

捉えながら造形します。 

アクリル絵の具（パール系）・マニラ

麻ロープ・細縄・アルミ針金・ドライフ

ラワー・バックボード 

Ｄ-3 
クロスクレイで作る 

鬼の顔のレリーフ  

手で探りながら自由に変化させられる素材の特性を生か 

し、表情豊かな鬼の顔を作ります。 

クロスクレイ・綿布・シルキークレイ・

シナベニア・和紙・黒大豆 

Ｄ-4 
透かし窓に描く  

月光にススキ 

和紙による空間表現と透けて光る月に描く効果を楽しみ

ます。  

和紙・バックボード・アクリル絵の具

（金・銀）・すすき 

Ｄ-5 クリスマスリース 
自然物を重ね合わせることで生まれる有機的なフォルム 

の美しさをきっかけに、粘土による抽象的な造形表現を 

体験します。 

こうてん桑・みつまた・雲竜柳・ホット

ボンド・松ぼっくり・かるがる粘土 

Ｄ-6 
金箔とクワイの 

正月飾り 

新しい年を想いながら、縁起のいいクワイを量感画で表

現します。 

オイルパステル・くわい・マーメイドボ

ード・金箔・杉皮紙 

最新 
アートプログラム 

Ｅ-1 のびるね！ 
コラージュをきっかけに、普段見ることが出来ない地中を 

想像しながら、木の根の生命力をイメージして描きます。 

オイルパステル・画用紙・ミューズコ

ットン 

Ｅ-2 エリンギのネガポジ画 
エリンギの微妙な形の変化と隙間の形の面白さに注目 

して石膏に描く独特の触感を楽しみながら描きます。 

オイルパステル・石膏板・ＮＴラシャ、

エリンギ・青墨 

Ｅ-3 新年凧のアナログ画 
実際に飛ばすことが出来る凧に、風をイメージしながら 

墨を使ってアナログで表現することを楽しみます。 

新角凧・青墨・アクリル絵の具・アクリ

ル絵の具（パール系）、扇筆 

Ｅ-４ カボチャの墨絵 
カボチャの量感と硬質な質感に注目して、モデリングペー 

ストの下地効果と墨の濃淡が組み合わさって生まれる 

マチエール表現を楽しみます。 

黄ボール紙・カボチャ・杉皮紙・アル

ミホイル・モデリングペースト 

Ｅ-5 アロエを描く 
アロエ特有の生命感ある形態に着目し伸びやかな造形と 

水彩絵の具による豊かな色彩で表現します。 

水彩絵の具・シナベニア・ジェッソ・ 

キダチアロエ・色鉛筆 

C-6 

つながる一つの形 

参考作品画像 

C-10  

紅葉の渓谷めぐりジオラマ 

C-11  

春のゆれるオブジェ 

C-7  

Seaグラス 

C-8  

木粉粘土で作る 

ジャンボピーマン 

C-9  

エアフォ-ミングバード 

C-12  

雨にも負けずオブジェ 

C-13  

プチ・メタリック・パンプキン 

C-14  

洋なしのオブジェ 

C-15  

いちじくを作る 

C-16  

かり･こり･せっこう 

C-17  

陽気なサボテン 

C-18  

炎のオブジェ 
C-19  

夜のカーニバル～ 

逆円錐型オブジェ 

C-20  

コズミックキューブ 

C-21  

透かし和紙で作るほおずき 

C-22  

「寅」に願いを①② 
C-23  

惑星をつくる 

C-24  

雪山をつくる 

C-25  

どんどん雪の森 

C-26  

大根をつくる 

C-27  

彩りうさぎ 

C-28  

マイ・ネーム・オブジェ 



D-1  

クリスマスキャンドル 

 

D-5 

クリスマスリース 
D-4 

透かし窓に描く 

月光にススキ 

D-3 

クロスクレイで作る 

鬼の顔のレリーフ 

D-2 

正月飾り 

D-8 

貝に描く春祭り 

D-9 

夏草図屏風 
D-10 

鬼の布楽面 

D-6 

金箔とクワイの正月飾り 

D-7 

クリスマスツリーを描く 

 

D-12 

クリスマスプレート 
D-13 

年賀状づくり 

D-11 

宇宙雛 

D-14 

月夜の森 
D-15 

トンパ文字の描き初め 

D-16 

蓮根の木炭画 

D-17 

めでたい屏風 D-18  

秋の月夜 

D-19  

クリスマスツリー 

～だれかとどこかで～ 

参考作品画像 

C-29  

スペースウォーキング 
C-30  

感謝トロフィー 



E-8 

石膏板に描く鯵の水彩画 
E-7 

枝からつくるオブジェ 

E-9 

錦鯉を描く 
E-10 

アナログ・アニマル・ワールド 

E-11 

空間彫刻をつくる 

E-12 

透明素材に描くキラキラ青魚 

E-14 

炎を描く  

E-13 

デカルコマニーでつくるお面 

E-15 

金彩野草図 

E-16 

紙やすりに描くラ・フランス 

E-17 

ぐるぐるパイナップル 

E-18 

さんまのレリーフ 
E-19 

ケイトウを描く 
E-20 

石けん水で描く大根 
E-21 

墨とスタンピングのシクラメン 
E-22 

菜の花を描く 

E-6 

ドローイングで描くピーマン 
E-5 

アロエを描く 

E-4 

カボチャの墨絵 
E-3 

新年 凧のアナログ画 

E-2 

エリンギのネガポジ画 

E-1  

のびるね！ 

参考作品画像 



 

 

E-23 

滲み（にじみ）こむ水 E-24 

グリーンアスパラガスの 

ネガポジ画 

E-29 

宝の地図を描く 

E-26 

板に描く土と草 

参考作品画像 

E-27 

軍手鳥 

E-28 

ガラス絵サボテン 

E-30 

魚の金彩屏風 

E-25 

いちじくの水彩画 

E-31 

雪どけ絵 

E-32 

古代文字絵画 

E-33 

つつじを描く 

E-35 

海岸線 E-36 

「飛翔」 -空に舞う羽のステンシル- 
E-37 

OH！マイサンシャイン 

E-38 

夏空（雲）を描く 

E-39 

落ち葉のコンポジション 

E-41 

迷路の粘土 

E-40 

粘土で作る土版 
E-42 

シロクロクロシロ図 

E-34 

水の流れのアナログ画 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考作品画像 

E-43 

扇面ゆるりさんぽ 

E-44 

かたちの響き 
E-45 

スタンピングで描く藤の花 

E-46 

するめを描く 

E-47 

ブロッコリーのスクラッチ画 

E-48 

夏色クレイドローイング 

E-49 

極楽鳥花を描く 

E-50 

雪名山 

E-51 

ハンドフラワー 

E-52 

ハンドオンハンドのデザイン画 
E-53 

巨樹を描く 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-2 

ウミシダ・イソギンチャクの

ガラス絵 

 

F-1 

ファンタスティック・ 

トナカイ 

F-3 

夢の鳥 

 

F-4 

貝殻レリーフ 

 

F-5 

デコボコ色いろ版画 

F-6 

クレイペイント揺れる熱帯魚 

F-7 

化石風レリーフ 
F-9 

トーテムポールを造る 

F-8 

シー（ＳＥＡ）プレート 

参考作品画像 

G-1 

シーサー（獅子像）をくる①② 
G-2 

地球①② 

G-3 

キャンバスに描くうさぎ①② 

F-10 

二人の動き 
F-11 

紫キャベツの迷路 
F-12 

おばあちゃんの畑のとうもろこし 
F-13 

針金でつくる波のランプシェード 

F-14 

クラゲと海の世界 
F-15 

石の古代遺跡 



 

 

J-1 

印象画・夏の風物詩 

K-13 

ブドウを描く 

K-14 

フロッタージュ 

年輪とのコラボレーション 

J-2 

歌舞伎の色の世界 

J-3 

雅楽を描く 

K-15 

珍獣を描く 

K-16 

筍の量感画 

J-4 

津軽じょんがら節を描く 

J-5 

音のアナログ画 

（カンボジア） 

K-17 

流れてくる桃 
K-18 

オイルパステルで描く秋のアナログ画 

（ガラス絵風） 

J-6 

音のアナログ画 

（切り絵） 

J-7 

音のアナログ画 

（アルハンブラの思い出） 

J-8 

ラインダンス絵画 

J-9 

音のアナログ画（アンデス） 

H-1 

静物を描く①②③④ 
H-2 

不思議な形のレリーフ

絵画①②③ 

I-1 

りんごの和紙画 

I-2 

りんごのスタンプカード 

I-3 

りんごのアナログ画 

参考作品画像 

J-10 

雅楽 楽譜のアナログ画 



 

 

 

 

 

 

参考作品画像 

L-7 

カラフル・スクラッチ 

L-8 

長ネギブギウギ 

L-9 

ラセンのオブジェ 

L-10 

水の道 
L-11 

氷の結晶 

L-12 

元気桜 

K-19 

パプリカフロッタージュ 

K-20 

亀を描く 
K-21 

玉ねぎの量感画 

L-1 

にんにくをつくる 

L-2 

花火のガラス絵（塩ビ板仕様） L-3 

コルクシートを使ったサンゴ礁 L-4 

落ち葉と銅箔のレリーフ L-5 

木漏れ日ボトル 

L-6 

小さな野菜の水彩絵手紙 

K-22 

ラディッシュを描く 

K-23 

浮かび上がる形 

K-24 

ストライプコンポジション 

K-25 

トレーシングペーパーに描く紫玉ねぎ 
K-26 

柿の量感画 



 

 

 参考作品画像 

L-13 

私の富士山 
L-14 

メタリックパイナップル 

L-15 

ドーンと打ち上げ花火 

L-16 

月の光 

L-17 

何か不思議な形 

L-18 

落ち葉のフロッタージュ 
L-19 

線刻画の絵皿（カレイの干物） 
L-20 

福牛①② 

L-21 

メタリック・ミッドタウン 

L-22 

テラコッタタイルに描く

ミニひまわり 

L-23 

トロピカルアニマル 

L-24 

クリスマスプレートⅡ 

L-25 

赤の中の赤 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-1 

トンボのコラグラフ 
M-2 

森のアナログプリント 

N-1 

音のアナログ画(秋祭り) 

O-1 

重なる手のステンシル 

O-2 

風と炎のオブジェ 

O-3 

紙版画「スポーツする人」 

参考作品画像 

M-3 

フィンガーペインティング 

「夏のアナログ画」 

M-4 

石膏モノプリント～渦巻きデザイン 

M-5 

ボディペインティング「手」 

M-6 

スチレンペーパーでつくる重ね版画 

N-2 

線と色の巡り会い 

M-7 

ヒモひもプリント 
M-8 

響きのアナログ画 



 
 
◆ 価格 ： 1 プログラム￥3,300 円 (税込)  

※1) 消費税率は 10％にて算出しております 

※2) 消費税率の改正が行われた場合には、引き渡し時の税率を適用いたします 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お申込方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

1.申込 

所定の申込書をメール添付（PDF）でお送りいただくか、下記の必要事項をメールに記載して 

お申し込みください。また、FAX および郵送でのお申込みも受付ております。 
 
注 1）重複購入を避けるため、ご購入前にお手持ちのアートプログラムを必ずご確認ください 

注 2）電話でのお申込みは受付ておりませんので、あらかじめご了承ください 

 

＜必要事項＞ 

・氏名 

・日本臨床美術協会 会員番号 

・送付先の郵便番号・住所 

・電話番号 

・最終取得級 

・アートプログラム番号 or プログラム名 

・領収書をご希望の場合は「領収書宛名」を明記 

 

◎窓口（東京校）でのお受取り ※要予約 

・受取希望日の 3 営業日前までにお申し込みください  例：土曜日に受取希望の場合、水曜日までにお申込ください 

・代金は当日窓口にてお支払いください 

 

2.申込先 

メール： e-gazai@zoukei.co.jp     FAX： 03-5282-7307 
 
郵送：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-1 OCC ビル 7F 

芸術造形研究所「アートプログラム販売係」宛 

 

3.送料 

・全国一律 370 円（税込）  

・20,000 円（税込）以上のご購入で送料無料 ※ぬり絵マルシェと合算 OK 

 

4.注文受付 

・ご注文の受付メールをお送りいたします  

・FAX でご注文の方へは、FAX または電話にてご連絡いたします  

 

5.代金支払 

【銀行口座】 みずほ銀行 九段支店（普）1346091 

【口座名義】 株式会社 芸術造形研究所  ※振込手数料はお客様にてご負担をお願いいたします 

 

6.商品発送 

ご入金確認後、営業日２～３日以内に商品を発送いたします。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

≪お問い合わせ先≫ 芸術造形研究所 アートプログラム販売係 （画材部） TEL 03-5282-0210 

mailto:e-gazai@zoukei.co.jp

