第 146 号

～今月のぱすてるリボン～
・新年のご挨拶 ・冬期特別講習２０１7 の様子
・春期特別講習２０１8 のご案内
・春号の「のぞいてみよう！」 ・生徒さんの作品

ふじい

川﨑

はるくん（４さい）の作品

満里奈さん（小４）の作品

あしだて

小堀

ほか

なつめちゃん（６さい）の作品

愛佳さん（小５）の作品

発行元 リボンハウス絵画教室

井川

佐久間

瑠香ちゃん（小２）の作品

俊輔くん（小６）の作品

代表 岩田 美香
平成元年２月２８日に開室しましたリボンハウス絵画教室は３０年目に入ります。
これまでにたくさんのご支援とご愛顧を頂きましたお陰をもちまして、無事に３０周年を迎えること
が出来ました。心よりお礼を申し上げます。
今年の１２月１９日から２２日までに開催する「リボンハウス絵画教室クリスマス展示発表会２０１
８」も３０周年記念展となります。これからも、ご支援とご愛顧を賜りますようどうぞ宜しくお願い申
し上げます。
尚、リボンハウス絵画教室フリーペーパー「ぱすてるリボン」も、２０１８年春号で１４６号目とな
りました。今号から春、夏、秋、冬の年４回の発行する予定です。これからも、ご愛読賜りますよう宜
しくお願い申し上げます。

ご入園・ご入学・ご進学おめでとうございます
～小学校ご入学～

～中学校ご入学～

～高校ご進学～

芦立 なつめちゃん

岡本 柊羽くん

居戸 遥さん

海馬澤 心美ちゃん

近藤 菓さん

柏木 あおいさん

沢口 亜友己ちゃん

佐久間 俊輔くん

中山 絢葉さん

地崎 賢佑くん

藤田 唱くん

森井 稜馬くん

松田 成央くん

森本 涼哉くん

森田 征樹くん

北海道立近代美術館＋mima 北海道立三岸好太郎美術館

リボンハウス絵画教室では、開催中も前売り券を更に安い値段で販売しております。
たくさんの方々のご購入をお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

会 期 ： 201８年 4 月 2１日（土）～6 月２４日（日）9：30～17：00（入場は 16：30 まで）
（休館日/月曜日）
（4 月 30 日開館、5 月 1 日休館）
会 場 ： 北海道立近代美術館（札幌市中央区北 1 条西 17 丁目）
mima 北海道立三岸好太郎美術館（札幌市中央区北 2 条西 15 丁目）
特別料金：
（一 般）当日券 1,500 円⇒リボンハウス価格 1,220 円
（高大生）当日券 800 円⇒リボンハウス価格 560 円
（中学生）当日券 600 円⇒リボンハウス価格 380 円
小学生以下は無料※要保護者同伴
受 付 ： 6 月 23 日（土）まで最終日まで大通教室にて頂けます。（枚数に限りがございます。お早めにお求めください。）
※詳しくは北海道立近代美術館「大原美術館展Ⅱ」 前売券販売のお知らせをご覧ください。
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冬期特別講習２０１７
ご参加ありがとうございました

２０１７年１２月２６日（火）～２０１８年１月２１日（日）ま
での期間、
（受験・特別コースは 12 月 2６日（火）～1 月 2６日
（金））大通教室にて冬期特別講習を行いました。今回もたくさん
のご参加を頂きまして、誠にありがとうございました。

（講師：岩田美香）
（講師：岩田美香）

12 月 26 日から 1 月 26 日までの期間、中学生、高校生

小学 5、6 年生を中心にご参加してくださり、デッサンや

がそれぞれの目的や志望校に合わせて、デッサンやデザイン、

透明水彩画を学んで頂きました。特にデッサンでは、中学校

透明水彩画を中心に制作をしました。

美術科の課題である手のクロッキーデッサンや、幾何学型の

10 時から 16 時までの時間、集中して制作をして頂いた

石膏のデッサンを毎回、積極的にレッスンに取り入れました。

ので、ご自身の苦手な部分を修正することができ、メキメキ

どの受講生も大変真剣に取り組んでくださり、観察力、表現

と上達されました。常に基本に戻って課題に取り組んで頂い

力、技術、個性がどんどん伸びました。全員が思いの叶った

たので、基礎がしっかりと身についた作品に完成することが

作品に仕上げることが出来てデッサンや水彩画に自信をもっ

出来ました。

て取り組めるようになりました。

春期講習でも基本を中心にデッサンやデザイン、水彩画を

春期講習でも引き続き、基礎を学んで頂きます。ご入学、ご

志望校の課題に合わせて学んで頂きます。新年度を前に、誰

進学、ご進級を前に表現力と自信をつけてくださいね。

よりも先にレベルアップしてくださいね。

（講師：奧村公恵）
○ずこうのきほんコース
1 回目、冬のモチーフ南瓜や玉ねぎ、林檎等から選び鉛筆
（講師：吉川美子）

で下描き、絵の具のとき方、筆の使い方を学びました。

今年度、冬季講習での絵画コースは、テディベア、花、果

2 回目、人物(自画像)を描きました。

物をモチーフにデッサンや水彩画を描きました。モチーフの

鏡を見ながら描いていきました。

持つ特徴を表現し、また色使いなども工夫しながら描いてい

3 回目、冬の風景を写真を見ながら描き着色しました。

ました。

○デッサンの基本コース 1

工作分野としては、
「卓上カレンダー」
「すごろく」
「十二支」

1 回目、南瓜、玉ねぎ、レモン、林檎を観察し描きました。

の制作を行いました。

2 回目、シクラメンやプリンセチアや果物、南瓜等、瓶や

「卓上カレンダー」は、ブロック状の木材を張り合わせ、生

鉄製の素材の置物等描きました。

徒さんの考えたオリジナルキャラクターと共に、アクリル絵
の具でペイントしたものです。各々カラフルな配色で楽しい

3 回目、自画像を鏡を見ながら描きました。
○透明水彩基本コース

作品に仕上がっていました。

透明水彩絵の具の使用方法を学びました。

「十二支」では、干支十二個を一つずつ紙粘土で制作し、ア

絵の具を固形に乾燥したところに水を加え混色し描いて

クリル絵の具で色を付けます。形作りでは、
「羊の耳ってどん

いきます。

な形だっけ？」色付けでは、
「申の顔はどう表現したらいいか

1 回目、シクラメン、プリンセチア、果物、野菜等から選

な？」と、調べたり考えたりしながら一つ一つ丁寧に作って

び鉛筆で下描き後着色しました。

いました。干支は、美しい台紙に並べ、千代紙を貼って制作

2 回目、野菜、花、以外にテディベア、瓶等から選び鉛筆

した屏風を背景にあしらって完成させました。

で下描き後、着色しました。

作品は、どれも個性豊かで可愛らしい作品ばかりでした。

3 回目、冬の景色等写真を参考に鉛筆で下描き着色しまし

「すごろく」は、フェルトや紙粘土を使用し、制作しました。
コマは、家族分の干支にするなどの趣向を凝らし、遊ぶのが

た。
○デザインの基本コース

楽しみになる様な作品に仕上がりました。

1 回目、デザイン用の作図用の道具、アクリル絵の具の使

「絵本制作」は、生徒さんがストーリーと絵を考え、八ペー

用方法を学び平面構成をします。

ジに表現しました。構成を考えて着彩し、表紙を付けて完成

2 回目、明度のグラデーション

です。世界に一冊しかない素敵な絵本は、一生の思い出の作

3 回目、画面の彩色する周辺にマスキングテープを使い、

品となりました。

コンパスで円を描き平面構成デザインを製作しました。

各分野共、生徒さん達には、楽しみながら制作して頂けたと

どのコースも初めて扱う道具や描き方だったので、一日目

思います。生徒さん一人一人の感性や表現力の豊かさももち

はゆっくり制作となりましたが、二日目、三日目は、しっ

ろんですが、集中して熱心に取り組む姿勢が素晴らしかった

かり仕上げていました。

です。

絵画は経験が多いほど、完成度が上がりますので、春夏と
引き続き継続して参加していただけると力が付きます。
受講をお待ちしています。
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春期特別講習２０１８受講生募集！
２０１８年３月２３日（金）～４月４日（水）
今回も充実した内容をたくさんご用意しております。講習

○持ち物

期間中もお申し込みいただけます。たくさんのご参加お待ち

はスモック

しております。
受講会場

○エプロン又

○おたより帳（初回に渡します）

① 「春の花を描こう」
・アクリル・クレヨン・水彩・油彩

リボンハウス絵画教室 大通教室

・春の花を描こう。
（桃の花・チューリップなど）

クリーンビル３F）

・油彩画は新小学４年生以上とさせて頂きます。

全コース

・その他、描いてみたい題材がありましたら、指導させて頂

A コース「2 才児 60 分・3 才児～新年少組 90 分・

きます。

園児 150 分・小学生自由研究 150 分コー
ス」

② 工作「スマホスタンド」

B コース「園児・小学生クラス 絵画の基本コース」

・木材とアクリルえのぐ、紙ねんど等で作ります。

C コース「中学生からの美術の基本コース」

・料理中、絵画制作の時に是非ご利用して頂きたいです。

D コース「油彩・水彩・デッサンコース」

・スマホスタンド以外にも、活用して頂けます。
（ミラースタ

S コース「受験・特別コース」

ンド、フォトスタンド…etc）

新設「４コマまんが入門 90 分コース（ステップ１）
」
「ストーリーまんが入門 120 分コース（ステッ

③ 工芸「ランチョンマット」
「トートバック」

プ２）
」

・毎回人気の彩色制作です。帆布の「ランチョンマット」か

３月２３日（金）～４月４日（水）
申込み受付 全コース
３月２３日（金）まで

「トートバック」を選んで、専用の彩色えのぐで自由にペ
イントして頂きます。
（数量限定）

お申込み先・お問い合わせ

④ 絵本制作「オリジナルの絵本」

TEL ０１１－２３２－６７１５

・講習会恒例制作です。世界で１冊の自分の絵本を作りまし

FAX ０１１－２３２－６７１５

ょう。

（※教室が閉室の際は FAX が繋がりません。

（絵本制作を受講される方は、３回レッスンで完成となりま

お手数ですが、開室時に再度 FAX を送信してくだ

す。また場合によっては、４回以上かかることがございます。）

さい。
）
時間

○おしぼり

○内容

（住所：札幌市中央区大通西６丁目６-９
期間

飲み物（水かお茶）

スケジュール表をご覧ください。

④ 自由研究

（講習期間中も受講受付しております。

・上記以外に制作を希望するものがあれば、対応させて頂き

お気軽にお申込みくださいませ。
）

ます。
（内容によっては対応できない場合があります。
）

A コース「2 才児 60 分・3 才児～新年少組 90 分・
園児 150 分・小学生自由研究 150 分コース」

※工作・工芸の作品完成には、２レッスン以上かかります。
ご了承宜しくお願い申し上げます。

（幼児コース（２才児６０分）
（３才児～新年少組９０分））

また、材料や制作時間の都合により、少人数限定制作とさ
せて頂きます。定員により次第②と③の受付を終了とさせて

○受講料

５回レッスン １９，９８０円（８％税込）

頂きます。

（５回終了後追加レッスンが出来ます。
）

※今回は絵本制作はありません。ご了承宜しくお願い申し上

２～４回レッスン １レッスンにつき４，３２０円

げます。

※受講終了後追加レッスンすることが出来ます。
※１レッスンのみの受講は、制作の完成の都合により、
※その他、
「[春期特別講習 B コース]園児・小学生クラス絵

お受け出来ません。
追加

画の基本コース（１５０分）
（新年少組９０分）
」も受講し

1 レッスン４，３２０円（８％税込）です。

○教材費

て頂けます。

各回共通１，６２０円（キャンバス代別）

○暖房費

※新小学５年生以上の方は、大人の教室で行なう中学生以上

１，０８０円（８％税込）

を対象としたコースも受講して頂けます。

（大通教室会員の方はかかりません。
）
○受講時間

○中学生からの美術の基本コース（岩田講師対象）

２才児は１レッスン６０分、３才児～新年少児
は１レッスン９０分、幼稚園児、保育園児、

（新小学５年～新中学３年対象）

小学生は１レッスン１５０分

○受験・特別コース（大谷中学受験志望者対象）

※レッスン開始時間は一緒です。
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B コース「園児・小学生クラス 絵画の基本コース」
☆

③

透明水彩画の基本コース（２回～３回）
（新小学３年生～新小学６年生対象）１５０分）

絵の描き方を基本から学ぶコースです。絵画が苦手でも、
ポイントを楽しく学んで上達できます。

☆

≪1 回目≫～透明水彩絵の具の使い方を学ぼう～

☆

通常レッスンや特別講習で扱う題材よりも、ワンステッ

・学校で使うチューブ型の絵の具ではなく、固形の透明

プ上の題材に取り組むコースです。

水彩絵の具を使用します。

「もっとレベルの高い事をしてみたい!!」という生徒さん

絵の具の使い方、着色の仕方を学び、簡単なモチーフ

向けのコースです。
☆

を描くことで基礎を学びます。

下記の学童年齢からどなたでもご参加して頂けます。日

≪2 回目≫

程表をお確かめの上、お申込用紙、受講料、教材費を受
講初日までにお持ちください。
（生徒さんによっては、時

・春の花を水彩で描きます。
≪3 回目≫

間を短縮して受講して頂く場合がございます。
）
☆

・グラスやビンなど、透明感のあるモチーフなどを組み

受講終了後追加レッスンすることが出来ます。追加１レ

合わせて静物画を描きます。

ッスン４，３２０円（教材費込み）です。
○受講料

2 回～3 回

４，３２０円（1 回）×（

○教材費

１，６２０円（８％税込）

）回

④ デザインの基本コース（２回～３回）
（新小学３年生～新小学６年生対象）
（１５０分）
≪1 回目≫～デザイン用画材の使い方を学ぼう～

①

ずこうのきほんコース（２回～３回）
（新年少組～新小学２年生対象）（１５０分）
レッスン時間

・コンパスや定規の作図用画材、アクリル絵の具を始
めとした着色用画材の基本的な使用法を学び、

新年少組 90 分、新年中組～新小学２年

これらを使用した簡単な平面幾何構成を行います。

生 150 分。（注：生徒さんによっては、時間を短縮させ

≪2 回目≫≪3 回目≫

て頂く場合がございます。
）

・春をイメージし、平面構成デザインを制作します。

「水彩画を描こう」
≪1 回目≫春のモチーフを描きます。絵の具の使い方も学び
ます。
≪2 回目≫人物を描くコツを学びます。

⑤ 美術ステップアップコース（２回～３回）
（新小学５年生～新小学６年生対象）（１５０分）
≪1 回目≫～デッサンをしよう～

≪3 回目≫春の風景を描きます。

（例：ビン、グラス、果物、手）
・鉛筆だけで描く絵画の基本です。鉛筆の線の重ね具合

②

デッサンの基本コース（２回～３回）
（新小学３年生～新小学６年生対象）
（１５０分）

「デッサンの基礎から学ぼう」

や濃淡で、陰影や色合い、質感を表現します。中学の
美術の授業で必ずある内容です。
≪2 回目≫～水彩画をしよう～

≪1 回目≫自分の好きな野菜や果物をモチーフにしてデッサ

（例：花や果物、ビンやグラスなど質感のあるも

ンの基本を学びます。

のを組み合わせて描きます。
）

≪2 回目≫春のお花をデッサンします。

・透明水彩絵の具を使って静物画を描いてみます。

≪3 回目≫グラスやビンなど透明感のあるモチーフや金属な

≪3 回目≫～デザインをしよう～

ど質感の表現方法を学びながらデッサンします。

・アクリル絵の具を使って、春のイメージのデザイン構
成をします。
レタリングデザインを応用し、色の構成の指導を交え

高屋

銀平くん

ながら作品を仕上げます。

（小４）の作品
※その他ご希望の内容も行います。お気軽にお申し出ください。

※ 2 レッスン以上でのお申し込みとなります。
※ ①ずこうのきほんコースにご参加される３才児年少さん
は、レッスン時間９０分となります。また、園児さんや
小学生も発達状況により１レッスン９０分とさせて頂く
場合がございます。
※ 初めて受講なさる方は、技術レベルによっては、
⑤美術ステップアップコースのみのご参加をお断りする
場合があります。②～④からの受講に変更させて頂きます。
※ ⑤美術ステップアップコースより更にレベルの高い内容
をご希望の方は、大人のコースの教室で行なう春期特別講
習「中学生からの美術の基本コース」にお申し込みくださ

辻野 城くん

い。
（新小学５年よりご参加頂けます。
）

（小４）の作品

-４-

C コース「中学生からの美術の基本コース」

○内容

☆ステップ１「４コマまんが入門 90 分コース」

（岩田講師クラス）
（対象年齢 新小学５年生～新中学３年生）
○内容

・オリジナルキャラを考え、お話を作って４コマ
まんがを作ります。

油彩・水彩・デッサンなど、各コース初歩から、コ

・下描きからペン描き、仕上げまで色々な道具を

ンクール出展作品まで、ご希望に合わせて個別指導

使って完成させます。

します。
（振替受講可）
○受講料

１レッスン４，３２０円（８％税込）×（

）回

☆ステップ２「ストーリーまんが入門

２レッスン以上のお申し込みとさせて頂きます。

120 分コース」
（新小学３年生～大人の方対象）

○教材費 各回共通 ２，１６０円（８％税込）

・オリジナルキャラのお話を作って、ストーリー

（キャンバス代別）

まんがを描きます。

○暖房費 １，０８０円（８％税込）

・決まった大きさの「コマ割り」ではなく、自分

（大通教室会員の方はかかりません。
）
○制作内容例

で自由に変えてまんがにします。

手のデッサン、人物のデッサン、自画像、
レタリング、静物画、油彩、水彩の画材の扱
い方、ポスターカラーやアクリル絵の具の扱

S コース「受験・特別コース」

い方。

（大谷（中高大）
・美術系大学・高等学校・専門学校）

D コース「油彩・水彩・デッサンコース」

○内容

（岩田講師クラス）
（高校生以上対象）
○内容

びます。デッサン・水彩・油彩・デザイン等

油彩・水彩・デッサンなど、各コース初歩から、コ
ンクール出展作品まで、ご希望に合わせて個別指導
します。
（振替受講可）

○受講料

志望校に合わせた実技の内容を細かく徹底的に学

１レッスン４，３２０円（８％税込）×（

○受講料

３４，０２０円（８％税込）

○教材費

４，３２０円（８％税込）

○暖房費

１，０８０円（８％税込）
（大通教室会員の方はかかりません。
）

）回

○持ち物

２レッスン以上のお申し込みとさせて頂きます。

受験志望校の受験内容により異なります。
担当講師にお尋ねください。

○教材費 各回共通 ２，１６０円（８％税込）
（キャンバス代別）

※冬期特別講習 受験・特別コース 受講特典サービス

※コンクール作品制作のみご希望の大通教室会員の

①一般コース並びに受験コースの生徒さんの

方には、教材費を無料とさせて頂きます。

4 月の月謝を半額サービス。

（会員外の方は、教材費がかかります。
）

○ 一般コース（週 1 コース）7，720 円→3,860 円

○暖房費 １，０８０円（８％税込）
（大通教室会員の方はか

（週 2 コース）14,250 円→7,125 円

かりません。
）

（月 2 コース）5,940 円 →2,970 円
○ 受験特別コース

新設「４コマまんが入門 90 分コース（ステップ１）
」
「ストーリーまんが入門 120 分コース（ステップ２）
」

頂きます。
※早期申込みサービス

（新小学３年生～大人の方対象）
○受講料

・３月 1４日（土）までにお申込みの方は、更に教材費

１レッスン４，３２０円（８％税込）×（

4,320 円を無料サービスさせて頂きます。

）回

※その他サービス

※２回受講終了後、追加レッスンができます。

・受験・特別コースは、大通教室会員外の方が春期特別講

※初めての受講の方は年齢にかかわらず「ステッ

習後、引き続きご入会される際は入会金を５０％off の

プ１」から受講して頂きます。
○教材費

各回共通 １，６２０円（８％税込）

○暖房費

１，０８０円（８％税込）

２１，３８０円から１０，６９０円にさせて頂きます。
（４月分の月謝は 3 月 31 日までに必ずお支払いくださ
い。
）

（大通教室会員の方はかかりません。
）
○持ち物

○飲み物(水かお茶)

○おしぼり

21,380 円→10,690 円

注 各コースともに教材費、暖房費は別途お支払い

○エプロン又

はスモック ○お便り帳(小・中・高校生のみです。

※詳しくは春期特別講習のお知らせをご覧ください。

初回にお渡しします)

春の新入会員生と
春期特別講習受講生募集中です♪
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春号の「のぞいてみよう！」
◆一般コース

◆幼児・小学生コース

（講師：岩田美香）

（講師：笹木香里）

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。今年も恒例の

クリスマス展示会も一段落し、皆さんの制作ペースもゆ

新春の花の描き初めからスタートしました。シクラメンを

ったりとした教室風景となりました。今年の干支である犬

はじめ、チューリップやフリージア、スイトピーといった、

の絵と「明けましておめでとう」のメッセージを添えた絵

おなじみの花を透明水彩えのぐで描いて頂きました。

を描いて頂きました。図鑑を開き、自分の好きな犬種を選

1 月からはじめて透明水彩えのぐを使う生徒さんも多く、

んだり「日本の犬といえば柴犬！」と凛々しくも可愛らし

画材の扱い方や描き進み方等を楽しく学んで頂きました。

い柴犬を描いて下さる生徒さんが多いようでした。メッセ

今までの色の表現とは違うみずみずしい仕上がりに、どの

ージの文字に色を塗る工程は細かい作業で難しく、苦戦を

生徒さんも満足されておりました。

していましたが完成の際には色彩豊かな出来上がりに嬉し

昨年末にクリスマス展示会が終了したばかりですが、既

そうにしていらっしゃいました。

に次回の展示会に向けて制作を始めた方もいらっしゃり、

これから２月の節分に向けて、工作などにも挑戦して頂

その意欲に大変嬉しく思っております。

きます。個性豊かな作品を楽しみにしております。

今年のクリスマス展示会は、12 月 19 日から 22 日まで
開催します。まだまだ先のことですが、きっと気が付けば

◆アビターレ・デイサービスレッスン

目前になっているはずです。一年間、じっくりと個性豊か
な作品に仕上げてください。どうぞ宜しくお願い申し上げ

（講師：岩田美香）

ます。

新年は 1 月 11 日からスタートしました。本年も毎週木
曜日 13 時 45 分より開講させて頂きます。一年間どうぞ

◇受験・特別コース

宜しくお願い申し上げます。

（講師：岩田美香）

昨年末の 12 月 26 日から冬期講習を行い、その中でデ

描き初めでは、新春にふさわしくバラやチューリップ、

ッサンや水彩、デザインを学んで頂き、冬期講習修了後に

フリージア、スイトピー、スカビオサの花をご用意させて

も引き続き、制作をして頂きました。既に受験を終了した

頂きました。キャンディアバランチェという美しいピンク

生徒さんや来年、再来年に受験をひかえている方も、お正

のバラとフェアリーキッスという白色のスプレーバラをじ

月明け早々に志望校に向けてじっくりと制作してくださり

っくりと観察して、特徴をつかんで個性豊かに描いてくだ

ました。進学、進級される新年度までに、勉強も制作もラ

さりました。また別の日では、トワパルファンという名前

ンクアップすることが出来るよう、力を尽くして頂けたら

のバラやオンシジュウム、シンビジュウム、カラーなど華

と願っております。

やかで個性的な切り花を描いて頂きました。どのメンバー
さんも鮮やかな色彩で表現してくださり、真冬の外とは別

風邪やインフルエンザが流行っております。体調にはく

世界の作品が並びました。

れぐれも気を付けて充実した勉強をしてください。

毎回季節の花や野菜、果物をご用意させて頂き、透明水

◇イオン札幌平岡教室

彩で 1 レッスンごとに一気に仕上げて頂きます。今年一年
（講師：高橋しのぶ）

間、どのメンバーさんも体調にはくれぐれもお気をつけて、

札幌市内の小学生は「ゴミ減量ポスターコンクール」の

たくさんの作品を楽しく描いてください。

ポスター制作をしました。普段、ゴミを減らすために家で
行なっている事などから、イメージを膨らませデザインを

◇デイケアクリニックレッスン

考えて描きました。締め切りが近かったのですが、集中し
て頑張り仕上げることができました。

（講師：岩田美香）

（体調不良などでお休みして、残念ながらコンクールに

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。新年最初のレ

間に合わなかった生徒さん達もいました。
）各小学校でも募

ッスンでは、恒例のカルタ制作をしました。文字も絵もオ

集のチラシを配布していたため、自ら冬休み中に完成させ

リジナルの作品ですが、どちらも個性があり、絵札の完成

た生徒さんもいます。

度の高さにカルタで遊ぶだけではもったいないぐらいで

「ワシントン州桜祭り交流会」の絵の制作をしました。

す。なのでずっと先ですが、今年のクリスマス展示会でお

日本を紹介するような絵をそれぞれテーマを決めて描きま

披露目したいと思っております。

した。日本の行事や文化の違いを表したもの、自分の好き

2 月のレッスンでは、春の花をご用意させて頂き、色鉛

な事などいろいろで、楽しい絵になっています。

筆や水彩で仕上げて頂きました。どのメンバーさんも、ご

昨年末から制作していた「十二支・干支の絵（犬）
」
「カ

自身のペースで個性豊かに描いてくださりました。

ルタの絵」も同時進行で描き進めました。お正月の様子、

今年も、金曜 13 時 30 分よりレッスンを開講させて頂

可愛らしい犬などの絵が出来上がりました。

きます。たくさんのご参加をお待ちしております。

教室の廊下に展示しますので、どうぞご覧になってくだ
さい。
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～春号のお題～「卒業」
◇卒業

◇卒業式の見え方

（講師：高橋しのぶ）

卒業‥‥大学、高校、中学、小学校‥とありましたが、

（講師：笹木香里）

“卒業式”はとても大事な行事だと思います。

もっと昔‥自分の幼稚園の卒園式をうっすらと覚えていま

私は小中高校と、学校についてあまり関心を持たない生

す。代表で卒園証をステージでもらったこと‥卒園制作で

徒でした。

紙皿に自画像を描いたこと‥。そして、園長先生が卒園生

なので学校行事にはこれといって思い出がなく、その為

全員の似顔絵を水彩で描いてプレゼントしてくれたこと‥

か「卒業式」は特に印象に残ったことがありません。

とっても上手で「すごい、すごい！」と、何度も見ていま

そんな私が冒頭のように感じるようになったのは、学生

した。どうやって描いたのか園長先生に訪ねに行ったこと

を終えてから数年経ってからです。ご縁があり、某専門学

もありました。残念ながら、何を聞いたのか覚えていませ

校の講師を務める機会に恵まれました。自分が人に教える

んが‥。身近な大人が描いた絵を見る機会が無かったので、

人間になることは夢にも思っておらず、初めての授業では

本当に感動した記憶があります。幼稚園の時から絵を描く

不安と緊張を抱えながらも教室に立ち「学校の先生からは、

のが好きだった私は、子ども心に「こんなふうに上手に描

教室がこんな風に見えているんだ」と新鮮に感じたことを

いてみたい」と思っていたなぁ‥と、懐かしくなりました。

覚えています。

（‥まだ、実家に似顔絵が残っているといいのですが‥;）

今でも教えながらふとそうしている自分を不思議に感じ
ることがあります。

◇卒業

当時１年生の生徒さんたちは、やがて学業を修め卒業し
（講師：平塚花穂）

ます。非常勤講師の私の元にも卒業式参加へのお便りが届

高校の卒業式前日が大学入試(道外)だったため、試験が

きました。

終わったら何が何でもその日に北海道に帰らなくてはなり

週に一度の授業のみを受け持っている私はまたしても

ませんでした。しかし、試験が終わって帰ろうとするとた

「今まで見送られてきた自分が見送る立場になるとは」と

またまそこの大学の教授に声をかけられたおかげでその日

実感が持てずにいました。

の最終の飛行機を逃すことに。卒業式は絶対出たかったの

卒業式当日を迎え、式場で生徒さんが一人ずつ名前を読

で半泣きで親に連絡をとり、行けるところまで新幹線で進

み上げられ返事をするのを見るたびに、生徒さんそれぞれ

み、翌朝の朝一の便で北海道へ。迎えに来てくれた親の車

との出来事や作品についてのことが脳裏に浮かび上がりま

の中で制服に着替えて何とか式には間に合いました。当時

した。

は声をかけて来た教授をものすごく恨みましたが、後に私

そんな時「自分の卒業式の時にも誰か私との思い出をふ

の恩師になる人との出会いだったのです。ドタバタでした

り返る人がいたのかな」とぼんやりと考えました。

が、今では大切な思い出です。

卒業式では、誰かが誰かと過ごした事を思い巡らせる時
間を等しく与えられているのだと思います。
可能性でいっぱいの世界へ旅立つ生徒さんの背中を祈り

◇卒業

を込めながら押してあげる最後の機会となる「卒業式」は、

（講師：水上佳人）

今では私にとっても大切な行事となりました。

皆様、街中白くなり行くこの季節いかがお過ごしでしょ
うか。今回のテーマは「卒業」ということですが、私にと
っての卒業とは別れと出会いその両方を内包するフレーズ

◇卒業

であります。

（講師：木谷千恵）

私が初めて油絵を描いたのは、確か高校の美術の授業だ

ところで卒業と言えば卒業式ですが、私の母校では卒業

ったと思います。それから美術大学に進み、油絵を専攻し、

式あとクラスごとに校舎内を列になって一周し校門の外へ

ずっと当たり前のようにキャンバスに油絵の具で絵を描い

出るという習慣がありました。どうでしょうか皆様の母校

ていました。卒業後、暫く油絵から離れていたのですが、

では一風変わった習慣などはありましたか。

札幌に戻ってきてまた少しずつ絵を描くようになってきま

最近では何かの終わりや自主的に終わらせるときにも卒

した。ある程度の時間が経ってみると、油絵の重みや質感

業という単語が使われますね。縁遠いようで以外にも「卒

が今の自分にあまりしっくりこないということに気がつき

業」は身近なフレーズなのかもしれません。

ました。そこからまた試行錯誤をし、今は主に紙にアクリ
ル絵の具を用いて絵を描いたりしています。当たり前と思
っていたことからの小さな卒業といった気持ちです。
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◇卒業

◇気持ちだけは大学卒業の頃のままで

（講師：吉川美子）

一昨年、息子が中学校を卒業した。とても嬉しい卒業で

（講師：岩田美香）

あった。

「卒業」は次のステップに上る大切な儀式であり、それ

息子は、入学と共に未来への希望を胸に、最もキツイと

までの自分が大きく変わる節目なので、どなたもしっかり

言われていた部活と塾で頑張っていた。しかし、中二にな

と記憶に残っていると思います。私もたくさんの齢を重ね

った辺りから両立が難しくなり、心も体もバランスを崩し

ておりますが、保育園の卒業式もしっかりと覚えています。

始めた。

卒業式で頂いたカルタは今でも大切にとってあります。

体の成長期がなかなかやって来ず、体が小さい為、部活

小学校卒業式では、当時、全員が中学の制服着用でした。

の中で苦労した事もバランスを崩す一因となった。当然、

今のようにハカマやワンピースではありませんでした。私

心が病むと勉強にも力が入らない。

はお受験組で合格発表が卒業式後だったので、制服を用意

親の私は、先の事云々なんて言っていられず、とにかく

できず、とても地味な黒のワンピースを着せられました。

今どうするのか？と言う事で頭を悩ませた。塾か部活のど

上靴がワンピースに全く似合わなかったので、真っ白いエ

ちらかを辞めるよう話しても、息子は首を縦に振らず、結

ナメルのパンプスを母が用意してくれました。卒業証書を

局、卒業まで何とかどちらも辞めずに通い通した。

受け取る時、ヒールの音がいやに響きました。

卒業の時に、
「本当に辞めずに良く頑張ったね。凄いと思

中学卒業式は、中高一貫の学校に通っていたので、卒業

うよ。
」と息子を褒めた。

の実感がわきませんでした。なので、高校の卒業では、６

卒業式は、本当に嬉しくホッとした。そして、皮肉にも

年間通っていた学び舎から離れる寂しさと、ようやく巣立

この頃から息子の背が伸び始めるというオマケがついた。

つことができる嬉しさで、とても気持ちが高ぶりました。

今、息子は、最後まで辞めなかったおかげで、共に三年

大学の卒業式では、既に子育てをしていたので２才にな

間頑張ってきた部活の友達との友情が続いている。

る娘が両親とともに式に参加しました。その日から３０数

卒業の時に息子から手紙を貰った。

年の年月が経ちましたが、気持ちだけは大学を卒業した頃

「僕を支えてくれてありがとう」

と全く変わっていないです。とても慌しく暮らしていた頃

嬉しかった。

の卒業式でしたので、できることならもう一度、卒業式を

今年、息子は高二になる。難しい事も言うようになった。

いつかどこかで味わってみたいです。

どんどん大人になってきた。私も少しずつ子育てを「卒業」
しようと思っている。

こぼり ももかちゃん

やまもと

そうくん

モーティマーランドン・陽斗くん

（６さい）の作品

（６さい）の作品

（小１）の作品

滝口 莉央ちゃん

番藤

鈴木

（小１）の作品

胡桃ちゃん

（小１）の作品

-８-

潤くん

（小２）の作品

◇世界のおみやげ

◇DEeR

（講師：平塚花穂）

今回はベルギーのブリュッセルです。日本でも聞いた事

（講師：水上佳人）

今回はシカについて少しばかりお話しさせていただきた

のある有名チョコレート屋さんや、ワッフル屋さんの看板

いと思います。
『シカ』読者の皆様もご存じとは思います。

がいたるところにあって、甘い香りに包まれたステキな街

北海道のシカ、通称「エゾシカ」はここ北海道の固有種で

です。

はなく二ホンジカの亜種という位置づけにある動物であり

さて、小さい頃大好きだったのが、
「タンタンの冒険」と

ます。ここまでの前知識は今日においてはインターネット

いう本なのですが、作者の方がベルギー出身で早速絵本の

で検索すればわかることなので、今回は少し違ったお話を

美術館や専門グッズのお店に足を運びました。絵本に出て

いたしましょう。

くる主人公の愛犬スノーウィの T シャツが欲しかったので

リボンハウスの教室があるこの札幌市でもエゾシカと遭

すが、子供サイズしか売っていなくて…。結局子供サイズ

遇することがあり、その理由としてはシカの繁殖力の強さ

を購入しましたが、首はギリギリ、腕周りもピチピチです

にあります。そんなエゾシカともし出会ってしまったらと

がたまに夏に着るお気に入りの T シャツです。

考えるだけでゾッとしますね。基本的に彼らは温厚で怖が
りです。ですからこちらから襲わない限り大丈夫なのです

◇読書ブーム

が、親子に出会ってしまうと大変です。母ジカは子ジカを
（講師：笹木香里）

守るために遭遇しただけで警戒し襲ってくる危険性があり

最近、読書がマイブームです。とは言っても長い小説は

ます。ですので、その時は後ろを向かず、またシカの目も

読み続けるのが苦手。なので短編小説を中心に時間を見つ

見ないようにしてゆっくりと後退りしましょう。

けては少しずつ読み進めています。芥川龍之介や夏目漱石

今回はシカのちょっとしたハプニングの対処法について

などの名作を読んでいると読めない漢字や分からない言葉

お話させていただいたのですが、身の安全が確保できまし

が必ず出てきます。その時は巻末の注釈や、辞書などで意

たら警察などの機関にご連絡ください。

味や読み方を調べるようにしています。
言葉の意味が分かっているのといないのとでは、物語の

◇田舎での生活 No.4

風景が全く変わります。その変化を感じられるのも「知る」
ことの楽しみになっています。また、本の後ろに書かれて

（講師：木谷千恵）

以前にも少し書きましたが、私が留学時に住んでいたと

いる解説のページを読むことも楽しみの一つです。

ころは羊がたくさんいて、大学の目の前の丘で放牧されて
いました。春になると、子羊が生まれてとても可愛らしく、

◇春の楽しみ

明るく賑やかな雰囲気になります。そして、春は目に可愛

（講師：吉川美子）

いだけではなく、おいしい季節でもあります。食事にラム

長い冬が終わり、春になって一番楽しみなのは、動植物

肉料理が並ぶのもこの季節です。昼間可愛らしい光景を目

に会える事です。我が家の庭には、昨年秋に埋めておいた

にしたばかりで少し酷ですが、美味しくいただきます。

チューリップなどの球根が芽を出し、草花も美しい花を咲

そしてもう一つ、春の楽しみは、庭です。私の大学はイ

かせます。そして、その香りに誘われて蜂などの昆虫が飛

ングリッシュガーデンが有名で、春から夏にかけて見事に

んできて、辺りがブーンという羽音でいっぱいになります。

植物が茂ります。イングリッシュガーデンはあまり造り込

花の一輪一輪が、昆虫一匹一匹が、全身で春の喜びを感じ

み過ぎていなく、自然の中を歩いているような感じがして

ているのがわかります。一心不乱に蜜を集めている蜂達を

好きです。長い冬の後の春の日差しはやはり気持ちがいい

眺めていると、よーし、私も頑張らないと！と、元気とや

ものです。

る気が湧いてきます。
毎年、 秋が深まり、雪の便りが聞こえて来ると、いよい
よ冬かと憂鬱になりますが、厳しい冬があるからこそ、こ
うしてキラキラした春の訪れに感動するのでしょう。これ
も北国ならではの良さかもしれません。

橋本

祥奈ちゃん（小２）
の作品

Mother Goose より
「ハンプティダンプティ」
奧村公恵

-９-

「楽しく作れるおひなさま」

（講師：高橋しのぶ）

今年の２月にイオン平岡教室で制作しましたお雛様です。今回は２種類ご用意しました。細かな作業もたくさんありまし
たが、どの生徒さんも工夫して、とっても可愛らしくて立派なお雛様に仕上げてくださりました。

坂本 澪さん
（小５）の作品

岡本

柊羽くん

菊谷

（小６）の作品

藤井

菜織さん

（中１）の作品

さくらさん

丹後

柏木

（小４）の作品

悠希さん

（高１）の作品

あおいさん

（中３）の作品

-１０-

ｚ

生徒さんの作品

原田

玲ちゃん（小２）

泉

春亜ちゃん（小３）

の作品

河村

菜奈ちゃん（小３）

の作品

栞太朗くん（小４）

の作品

佐々木 楓花さん（小４）

小野

の作品

の作品

齋藤

小野

杏ちゃん（小３）

の作品

濱野 利佳子ちゃん（小３）

の作品

雪菜さん（小５）

番藤

の作品

涼太くん（小５）
の作品

大通教室 〒０６０－００４２
札幌市中央区大通西６丁目６－９ クリーンビル３階
ÆON 札幌平岡店 イオンモール札幌カルチャーセンター平岡２階
代表：ＴＥＬ／ＦＡＸ
ＩＰ電話

０１１－２３２－６７１５
０５０－１１４５－８７６０
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