
― アートで遊ぼう ― 

2018年 12月 18日（火） 

 

参加者：親子 13組 （子ども 15人） 教員：1名 スタッフ：3人（保育士：2人 ）  

担当：学生 9名（院生・学部生） 

内容：絵具を使った描画・企画遊び 

① 11：15 ～ あいさつ・体操 

② 11：20 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

③ 11：25 ～ 描画（絵具を使って模造紙に描く） 

④ 11：50 ～ 企画遊び（クリスマスリース作り） 

⑤ 12：15 ～ 出席カードへシール貼り・あいさつ 

 

 

   

 

 

 
思いっきり描いて♪(写真 3) 

 
好きな場所で描くよ～(写真 2) 

 後期の特別プログラム“アートで遊ぼう”の第 4回目が開催されました。年内では、最後の実施

となります。受付にいるお姉さん・お兄さんの姿が見えると、子どもたちは廊下を一生懸命走って

きてくれます。靴を脱いだり、スモッグに着替えるスピードがどんどん早くなってきました。学生

たちは、子どもたちが自分の力で頑張れるように声掛けを行っています。 

描画では、欲しい絵の具の色をお姉さん・お兄さんに伝え、子どもたちが好きな筆を選びます。

細い筆からペンキを塗るような太い筆、コロコロと転がせるローラーなどがあります。子どもたち

によって、好きな筆も違います。それぞれが模造紙の好きな場所を見つけて、絵を描いていきまし

た。今日は、4枚の模造紙が色でいっぱいになりました（写真 2・3）。子どもたちも流れが分かっ

ているので、片づけが終わるとすぐに手遊びをする場所に集まります（写真 4）。企画遊びでは、ク

リスマスリース作りを行いました。お兄さんが「前に並んで取りに来てね」と言うと、子どもたち

は、上手に列になってリースを受け取ります（写真 5）。その後は、シールやクレヨンで素敵に飾り

つけをしていました。リースを頭にのっけて、帽子みたいにして楽しんでいる子も♪（笑）みんな、

帰りの挨拶の時は、ピシっと背筋を伸ばしてかっこいい挨拶ができていました。次のアートは 2月

26日です。少し先になりますが、元気な子どもたちに会えるのを楽しみにしています。 

 

 
お兄さんから説明(写真 1) 

 
手遊びの時間(写真 4) 

 
順番にもらうよ(写真 5) 

 
名札のお片付け(写真 6) 

 
出席カードにシール貼り(写真 7) 



― アートで遊ぼう ― 

2018 年 10月 30日（火） 

 

参加者：親子 8組 （子ども 10人） 教員：1名 スタッフ：3人（保育士：2人 ）  

担当：学生 10名（院生・学部生） 

内容：絵具を使った描画・企画遊び（ハロウィン） 

① 11：15 ～ あいさつ・体操 

② 11：20 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

③ 11：25 ～ 描画（絵具を使って模造紙に描く） 

④ 11：50 ～ 企画遊び（ハロウィンのおばけ作り） 

⑤ 12：15 ～ 出席カードへシール貼り・あいさつ 

 

 

   

 

 

 
描いていくよ！(写真 3) 

 
おっきい紙に…(写真 2) 

 後期の特別プログラム“アートで遊ぼう”の第 2回目が開催されました。 

風邪なども流行り始めていることもあり参加人数が少なかったため、部屋が広く寂しく感じまし

た。しかし学生たちは、描画に使う模造紙をいつもより大きな模造紙に変えるなど、臨機応変に

対応し少ない人数でも子どもたちが楽しめるようにと考えていました。 

 子どもたちも、少しずつ部屋に慣れてきたようです。受付で、名前を言ったり、呼んでもらっ

てから名札をもらいます。その後、部屋に入ると自分で靴を脱ぎ、自分でスモッグを取りに行く

子どもたちの様子が見られました。お兄さん・お姉さんが「さっすが！」など褒めてくれると子

どもたちは、嬉しそうな表情を見せていました。 

描画では、大きい模造紙に好きなように描いていきます。お母さんも一緒になって絵を描いた

りと子どもたちと楽しんでいるようでした。大きかった模造紙も、子どもたちの絵ですぐにカラ

フルな色でいっぱいになっていきました。（写真 2～4）。企画遊びでは、ハロウィンにちなんで

おばけ作りを行いました。キラキラシールが好きな子もいれば、まるいシールが好きな子など、

みんなそれぞれに好きなシールでかざりつけました。子どもたちは、出来上がると「みてみて～」

ととっても良い笑顔でお兄さん・お姉さんに見せていました（写真 5～7）。 

 

 
はじまるよのうた♬(写真 1) 

 
すぐにカラフルに(写真 4) 

 
カボチャもあるね(写真 5) 

 
クレヨンも使って(写真 6) 

 
みてみて‼(写真 7) 



― アートで遊ぼう ー 

2018年９月 25日（火） 

 

参加者：親子 11組 （子ども 19人） 教員：1名 スタッフ：3人（保育士：2人 ）  

担当：学生 12名（院生・学部生） 

内容：絵具を使った描画・企画遊び（とんぼづくり）  

① 11：15 ～ あいさつ・体操 

② 11：20 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

③ 11：25 ～ 描画（絵具を使って模造紙に描く） 

④ 11：50 ～ 企画遊び（ぱたぱたとんぼ） 

⑤ 12：15 ～ 出席カードへシール貼り・あいさつ 

 

 

   

 

 

 

 
並んでもらうよ(写真 3) 

 

描画(写真 2) 

 後期の特別プログラム“アートで遊ぼう”の第１回目が開催されました。“アートで遊ぼう”

では、絵具使って大きな模造紙に絵を描く描画と、季節にちなんだ工作などを行う企画遊び

の 2つを行っています。後期は、全部で５回の実施となります。 

 初回は、お兄さん・お姉さんの紹介から始まりました。子ども達は、誰だろう…？と不思

議そうな顔でした。お部屋での注意などを説明してから、みんなで“はじまるよ”を一緒に

踊りました。子ども達はお母さんと一緒に、一生懸命手を動かし踊っていました。初めての

子ども達も覚えられるように、歌を２回繰り返すなど工夫がされていました。その後は、“お

名前呼び”です。「はい！」という、大きな返事とともにタンバリンの音が部屋に響きます。 

 描画では、子どもたちが自分で絵の具と筆を取りに行きます。その後は、好きな場所に分

かれて模造紙に絵を描いていきます。手や足に絵の具を塗って型をとる子、顔に絵の具がい

っぱいつけている子、絵の具より水入れの方が気になる子など様々でした。初めは、水ばか

り気になっていた子も学生が関わって遊び方を見せていくうちに、絵の具に興味が移り最後

は模造紙いっぱいに絵を描いていました。子どもたちもにこにこ、その子どもたちを見てい

るお母さんも笑顔が溢れていました。絵の具のお片付けも子どもたち自身で行います。 

企画遊びでは、“ぱたぱたとんぼ”を作りました。これは、上下に動かすと羽がパタパタと

動くようになっています。配られたとんぼの形の画用紙に子ども達は、シールを貼ったり、

クレヨンで色を付けていきます。出来上がったとんぼを、“とんぼの歌”に合わせて、みんな

で飛ばしました。最後はみんなで「さようなら」と挨拶をした後、出席カードに、シールを

貼って終わりとなりました。“アートで遊ぼう”が、子ども達にとってもお母さんにとっても

楽しめる場所になればいいなと思います。 

 

 
みんなで挨拶(写真１) 

 

 
歌にあわせて♪(写真 3) 



「アートで遊ぼう」   

2018年 7月 24日（火） 

 

参加者：親子 17 組 （子ども 25 人）  教員：1 人 スタッフ：3 人（保育士：2 人 ）  

担当：学生 15名（院生・学部生） 

内容：絵具を使った描画・企画遊び（金魚を作ろう！）  

 

① 11：15 ～ あいさつ・体操 

② 11：20 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

③ 11：25 ～ 描画（絵具を使って模造紙に描く） 

④ 11：50 ～ 企画遊び（金魚を作ろう！） 

⑤ 12：15 ～ 片付け・あいさつ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
描画(写真 3)  

くるくる(写真 2) 

今期最後のアートで遊ぼうが行われました。夏休みに入っていることもあり、お姉ちゃん

やお兄ちゃんも一緒に参加してくれ、とてもにぎやかな回となりました。部屋につくと出席

カードにシールを貼ります。シールが全部たまっているのを見て嬉しそうに「全部はれた

ー！」言う声が聞こえていました。描画では、いつもより大きな模造紙が用意されていて、

部屋全体がお絵かきできる場所になっていました（写真 1）。子どもたちは模造紙の上にのり、

思う存分絵の具を使っていました。絵の具を触れるようになった子、いつもとは違う道具で

絵を描く子、手や足にたくさん絵の具を塗って型をとる子など、子どもたちそれぞれの楽し

み方があるようでした（写真 2～3）。 

「金魚を作ろう！」では、画用紙で作られた金魚にシールやクレヨンを使って飾りつけを

します。できたら、青く塗られた模造紙に貼り付けてみんなで金魚の水槽を完成させました。

最後はみんなで記念撮影を行いました（写真 4～7）。片付けをした後、子どもたちは『頑張

ったねのメダル』を学生からかけてもらいました。「こんなことできるようになりました！」

と子どもたちの成長をお母さんから聞くことができ、とても嬉しく感じました。子どもたち

にとって、アートで遊ぼうが何かのきっかけになってくれていたらいいなと思います。 

 

 

 

 
大きなキャンバス(写真１) 

 
空っぽの水槽(写真 4)  

 
学生と一緒に(写真 5)  

 
金魚作り(写真 6)  

 
みんなで記念撮影(写真 7)  



「アートで遊ぼう」   

2018年 6月 26日（火） 

 

参加者：親子 14組 （子ども 15人）  スタッフ：3人（保育士：2人 ）  

担当：学生 9名（院生・学部生） 

内容：絵具を使った描画・企画遊び（うちわ作り）  

 

① 11：15 ～ あいさつ・体操 

② 11：20 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

③ 11：25 ～ 描画（絵具を使って模造紙に描く） 

④ 11：50 ～ 企画遊び（うちわ作り） 

⑤ 12：15 ～ あいさつ・出席カードへシール貼り 

 

 

   

 

 

 
描画(写真 3) 

 
描画(写真 2) 

第 3回目のアートで遊ぼうが行われました。今回も、たくさんの子ども達が来てくれてい

ました。3回目となり、子ども達も学生や場所に慣れてきた様子で、“部屋に入る→スモッグ

を着る→名札をつける”の流れがとてもスムーズになってきました。 

お名前呼びでは、子どもたちは大きな声で返事をして、タンバリンのお兄さんの所に走って

いきます。他の子が呼ばれている間は、みんな静かに座って待つことができていました（写

真 1）。 

描画では、絵の具を取りに行くのもお片付けも子ども達で頑張ります。絵の具をもらうと

きは、列になって並んで自分の番を待ちます。自分の番が来て学生に＜何色がいい？＞と聞

かれると、子ども達は好きな色を選んでいました。今回は、手の平に絵の具を塗って模造紙

に手形をつけたり、足の裏に絵の具をつけて模造紙の上を歩いたりして楽しんでいる子ども

達がたくさんいました（写真 2～3）。前は、手に絵の具がつくのを嫌がったけど今回は手に

塗ることができた！など、子ども達の変化も見られました。 

うちわ作りでは、自分の手形や足形を使って自分だけのうちわを作りました。まずは、絵

の具で手形や足形を押したり、絵を描いたりします。その後キラキラシールやフェルトシー

ルなどを貼って、飾りつけして完成です。子ども達それぞれ、アイディア満載のうちわがで

きていました（写真 4）。 

 次回の 7月で、前期の「アートで遊ぼう」は最後になります。来月も、子ども達の笑顔が

たくさん見れるのを楽しみにしています！ 

 

 
お名前呼び(写真１) 

 
できたよ！(写真 4)  

 
 

 

 

 
できたよ！(写真 4)  



「アートで遊ぼう」   

2018年 5月 29日（火） 

 

参加者：親子 13組 （子ども 14人）  スタッフ：3人（保育士：2人 ）  

担当：学生 10名（院生・学部生） 

内容：絵具を使った描画・企画遊び（てるてる坊主作り）  

 

① 11：15 ～ あいさつ・体操 

② 11：20 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

③ 11：25 ～ 描画（絵具を使って模造紙に描く） 

④ 11：50 ～ 企画遊び（てるてる坊主作り） 

⑤ 12：15 ～ 片付け・あいさつ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
描画(写真 3)  

描画(写真 2) 

 第 2回目の「アートで遊ぼう」が行われました。アートで遊ぼうが始まると、まずはみん

なで「こんにちは」の挨拶をした後、「はじまるよ」の歌で手遊びを行います。学生の真似を

して、みんなにこにこして歌いながら手遊びを行いました。お名前呼びでは、名前を呼ばれ

ると「はーい！」と返事をした後、前にあるタンバリンを叩きに行きます（写真 1）。 

描画では、学生が準備をしている間に子どもたちは絵具と、筆を自分で取りに行きます。

それぞれが好きな色を選んで学生に伝えていました。子どもたちはどんどん模造紙に色を付

けていきます。学生がいろんな絵具の使い方を見せてくれるので、子どもたちも興味深々で

した。他の子が手に色を付けているのを見て、「自分もする！」と真似している子や、色をた

くさん混ぜて新しい色を作り、模造紙いっぱいに描く子もいました。真似をすることで、ど

んどん絵具の使い方が広がっていきます（写真 2～4）。 

てるてる坊主作りでは、てるてる坊主の形をした画用紙にシールを貼ったり、クレヨンで

色を塗ったり。かわいいてるてる坊主がたくさんできていました（写真 6・7）。片付けの後、

「さようなら」の挨拶をします。子どもたちは初めよりも大きな声で挨拶をしていました。

子どもたちが作ってくれたてるてる坊主で梅雨も吹き飛ばせそうです！ 

 

 

 

 
お名前よび(写真１) 

 
描画(写真 4)  

 
手遊び(写真 5)  

 
てるてる坊主作り(写真 6)  

 
てるてる坊主作り(写真 7)  



「アートで遊ぼう」   

2018年 4月 24日（火） 

 

参加者：親子 15組 （子ども 16人） 教員：1名 スタッフ：3人（保育士：2人 ）  

担当：学生 10名（院生・学部生） 

内容：絵具を使った描画・企画遊び（かぶとづくり）  

 

① 11：15 ～ あいさつ・体操 

② 11：20 ～ お名前呼び(タンバリンを使って) 

③ 11：25 ～ 描画（絵具を使って模造紙に描く） 

④ 11：50 ～ 企画遊び（かぶとづくり） 

⑤ 12：15 ～ 出席カードへシール貼り・あいさつ 

 

 

   

 

 

 
描画(写真 3)  

描画(写真 2) 

 「アートで遊ぼう」では、絵具使って大きな模造紙に絵を描く描画と、季節にちなんだ工

作などを行う企画遊びの 2つを行っています。初回の企画遊びでは子どもの日が近いという

ことで、かぶとづくりを行いました。 

「アートで遊ぼう」に初めて参加する子どもも多かったので、お名前呼びでは院生がお手本

を見せるなど、今から何をするのかが分かりやすいよう工夫がされていました。 

初めて参加した子どもたちは初めての場所、沢山の人に戸惑っている様子で泣いてしまう

子もいましたが、お母さんや院生の声掛けで最後には泣かずに取り組むことができました。 

お家では、なかなかできない絵具もここでは思いっきり使うことができます。筆やローラ

ーを使って描いたり、手に絵の具を塗って手形を押したり・・・足に絵の具を塗って模造紙

の上を歩いたり・・・初めて絵具を使うという子もたくさんいました。 

他の子がしているのを見て、自分も真似してやってみたり、どんどん新しい遊び方が出てき

ていました。（写真 1～3） 

絵具のお片付けが終わった子どもたちは、院生と一緒に手遊びをしてみんなが揃うのを待

ちます。手遊びをすることで、子どもたちのクールダウンにもなり落ち着いて、次の企画遊

びに取り組むことができました。 

かぶとづくりでは、シールを貼ったり、クレヨンで色を塗ったりして、世界にひとつのか

ぶとを作りました。「作ったのみせて！」と子どもたちに声をかけると、笑顔でそれぞれがつ

くったかぶとを見せてくれました。（写真 4） 

子どもたちが、「楽しい！」をたくさん見つける場になってくれるといいなと思います。 

 

 
描画(写真１) 

 
かぶとづくり(写真 4)  
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