
「アートで遊ぼう」   

2019 年 12月 24日（火） 

 

参加者：親子 10組 （子ども 13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（マラカスを作ろう！）  

 

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（マラカス作り、歌） 

⑤ 12：15 ～ 片付け・あいさつ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お名前呼びは元気に返事(写真 2) 

 
手形をぽん！(写真 3) 

今年最後のアートで遊ぼうが行われました。受付を済ませる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。 

描画はいつも模造紙に描きますが、最後なので特別に段ボールの家を用意しました。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成長を肌で感じることができました。 

「マラカスを作ろう！」では、透明のカップの中にビーズ等を入れ、カップにシールやマジッ

クペンで飾り付けをしました。その後みんなでサンタさんを呼ぶと、サンタさんが来てくれまし

た。みんなで「あわてんぼうのサンタクロース」を歌いながらマラカスを振って楽しい時間を過

ごすことができました。 

片付けをした後、子どもたちは『頑張ったねメダル』を学生からかけてもらいました。メダル

をかけてもらうと、子どもたちは笑顔でママの元まで走っていく場面が印象的でした。 

「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。 

 

 

 
今日のハイライト 

みんなと楽しく歌っちゃおう！(写真 1) 

 
メダルを貰ったよ(写真 7)  

 
手遊び(写真 5)  

 
マラカスを作ったよ (写真 6)  

 
カラフルなおうちの完成(写真 4)  



「アートで遊ぼう」   
2019年 11月 26日（火） 

参加者：親子 8組 （子ども 9人）  スタッフ：3人（保育士：2人 ）  

担当：村山恭朗 学生 11名（院生・学部生） 

内容：絵具を使った描画・企画遊び（魚釣りをしよう！）  

 

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（魚釣りをしよう！） 

⑤ 12：15 ～ 片付け・あいさつ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
手に塗ってぺったん(写真 2) 

 
色をえらんで(写真 3) 

アートで遊ぼう第 3 回目を行いました。3回目ということもあり、とてもにぎやかな回となりま

した。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。

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。 

描画では、子どもたちに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。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。最初は絵の具に触るのが苦手だった子も徐々に慣れきて、自分から足に塗ってペッタンを

楽しんでいるお子さんがいました！ 

絵の具の片付けは学生とお友達みんなで行います。早く片付けた子は、前にいる学生と一緒に

手遊びをして次の企画に移るのを待ちました。学生が毎月ちがった手遊びを用意して楽しませて

くれます。 

「魚釣りをしよう！」では、用意した魚にシールとクレヨンで自由にデコレーションしてもら

いました。その後釣竿が配られて、出来上がった魚や学生が用意した魚を釣って遊びました。子

どもたちはお母さんの顔を見ながら「つれたよ～」と笑顔で楽しんでいました。 

アートで遊ぼうでは、子どもたちにたくさんの経験をすることができる場になってくれればと

いいなと思います。さあ、いよいよ来月で今期のアートで遊ぼうは最終回です。 

 
今月のハイライト 

魚釣りをしたよ！(写真 1) 

 
魚にシール貼り(写真 6)  

 
いっぱい描いちゃおう！(写真 4)  

 
手遊び(写真 5)  

 
さよならあんころもち♪(写真 7)  



「アートで遊ぼう」   
2019 年 10 月 29 日（火） 

参加者：親子 11 組 （子ども 13 人）  スタッフ：3 人（保育士：2人 ）  

担当：学生 11 名（院生・学部生） 

内容：絵具を使った描画・企画遊び（ハロウィンランタン）  

 

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（ハロウィンランタンを作ろう！） 

⑤ 12：15 ～ 片付け・あいさつ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
タンバリンにタッチ(写真 2) 

 
色をえらんで(写真 3) 

アートで遊ぼう第２回目を行いました。２回目ということもあり、とてもにぎやかな回となりま

した。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。 

描画では、子どもたちに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。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。学生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 

「ハロウィンランタンを作ろう！」では、用意した箱にシールとクレヨンで自由にデコレーシ

ョンしてもらいました。そのあとランタンの灯りをみんなに配りました。子どもたちは光ってい

るおもちゃを不思議そうに観察していました。部屋の電気を消してランタンの光を眺めた後、「ふ

ー」と息を吹くと消えるのを面白そうに体験していました(息を吹くとランプが消えるおもちゃ

になっています)。 

アートで遊ぼうでは、子どもたちに“不思議・発見”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。 

 
今日のハイライト 

ランタンの灯りをともしたよ！(写真 1) 

 
可愛く作っちゃおう(写真 6)  

 
自由に描いちゃおう！(写真 4)  

 
シール貼り(写真 5)  

 
灯りがついてるの不思議だな～

(写真 7)  



 

 

「アートで遊ぼう」   

2019年 9月 24日（火） 

参加者：親子 9組 （子ども 11人）  スタッフ：3人（保育士：2人 ）  

担当：学生 11名（院生・学部生） 

内容：絵具を使った描画・企画遊び（ぶどうを作ろう！）  

 

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（ぶどうを作ろう！） 

⑤ 12：15 ～ 片付け・あいさつ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
タンバリンにタッチ(写真 2) 

 
マネっこしてぬりぬり(写真 3) 

今期のアートで遊ぼうがスタートしました。顔見知りの親子も多く、とてもにぎやかな回とな

りました。「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。まず、受付でお名前を言うと、出席カードに

シールを貼ります。お名前を呼ばれたら「ハイ！」と返事をしてタンバリンをたたきます(お名前

呼び)。「はじまるよ」の体操をして、描画スタートです。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。 

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。 

「ぶどうを作ろう！」では、画用紙で作られたぶどうの型に、フラワーペーパーをくしゃくし

ゃと丸めて張り付けました。美味しそうなぶどうがたくさんできました！ 

アートで遊ぼうでは、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。 

 
今日のハイライト 

大勢で楽しく！(写真 1) 

 
ぶどうを作るよ(写真 6)  

 
足にも塗ってあるいちゃおう(写真 4)  

 
手遊び(写真 5)  

 
できあがり～(写真 7)  



「アートで遊ぼう」   

2019年 7月 23日（火） 

 

参加者：親子 12組 （子ども 19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（花火を作ろう！）  

 

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（花火を作ろう！） 

⑤ 12：15 ～ 片付け・あいさつ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お名前呼びは元気に返事(写真 2) 

 
手形をぽん！(写真 3) 

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、さまざまな成長を子どもたちは見せてくれま

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成長があるようでした。 

「花火を作ろう！」では、画用紙で作られた花火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、黒の画用紙に貼り付けて完成させました。できあがった花火を子どもた

ちが次々に見せてくれました！片付けをした後、子どもたちは『頑張ったねメダル』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。 

 

 

 
今日のハイライト 

大勢で楽しく！(写真 1) 

 
メダルを貰ったよ(写真 6)  

 
学生と一緒(写真 4)  

 
作ったものをほめてもらおう(写真 5)  

 
大きな声でさようなら(写真 7)  



「アートで遊ぼう」   

2019年 6月 25日（火） 

 

参加者：親子 1１組 （子ども 12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（お星さま作り）  

 

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（お星さま作り） 

⑤ 12：15 ～ あいさつ・出席カードへシール貼り 

 

 

   

 

 

 

 
筆でぬりぬり(写真 3) 

 
指でちょんちょん(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。 

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、指に絵の具をつけて模造紙にち

ょんちょんとつけたり、筆で模造紙に思いっきり塗って楽しんでいる子ども達がたくさんい

ました（写真 2と 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。 

お星さま作りでは、シールやクレヨンを使って自分だけのお星さまを作りました。まずは、

自分の好きなようにクレヨンで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、アイディア満載のお星さまが

できていました（写真 4）。夜空をイメージした黒い模造紙に、子どもたちが作ったお星さま

を貼っていきます。それを背景に横一列に並んで写真撮影をしました（写真 1）。お星さまを

貼った模造紙は、14号館 3階に掲示しておきます。 

 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！ 

 

 
今日のハイライト！ 

お星さまを作って写真撮影(写真１) 

 
お星さま、できたよ！(写真 4)  



「アートで遊ぼう」   

2019年 5月 28日（火） 

 

参加者：親子 16組 （子ども 18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（カエル作り）  

 

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（カエル作り） 

⑤ 12：15 ～ 片付け・あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 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。 

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。学生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 1と 2）。 

カエル作りでは、紙皿で作ったカエルを渡し、シールやクレヨンでオリジナルのカエルを

作ってもらいました。シールの材質や大きさによってははがしにくいものもありますが、学

生が「自分でやってごらん」、「ゆっくりでいいからね」など、応援することにより一人でシ

ール貼りができる子もいました！カエル作りが終わると、お兄さんの伴奏に合わせて『カエ

ルの歌』を歌いました！(写真 3) 

片付けの後は、『あんころ餅』の歌をして帰りの挨拶をします。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。子どもたちろカエルを作ったことにより、雨の日も楽しく過

ごせそうです。 

 

描画(写真 1) 描画(写真 2) カエルの歌(写真3) 



「アートで遊ぼう」   

2019年 4月 23日（火） 

 

参加者：親子 14組 （子ども 1８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（鯉のぼりづくり）  

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（鯉のぼりづくり） 

⑤ 12：15 ～ 出席カードへシール貼り・あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 「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、鯉のぼり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。 

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。 

学生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と 2）。 

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。 

鯉のぼりづくりでは、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

鯉のぼりを作りました（写真 3と 4）。自分で作れたことが嬉しくて、自ら教員やスタッフに

見せに行くという子もいました。 

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。 

写真 1 

写真 2 写真 3 写真 4 


	art190528
	art190423

