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第4回

 第 4 回　まちを画廊に来て見展

展示作品

令和２年度港区芸術活動サポート事業助成



22.3% に縮小

荒木 柿生

トートバック
  【トールペイント】

（右）デパートの景品のバックにチューリップを描きました。
華やかになりました。

（左）友達の日本刺繍をトールペイントでしてみました。

荒木 柿生

フラワーアレンジメント
 【ペーパーフラワーアレンジメント】

カトレアを中心に胡蝶蘭、八重桜をアレンジしました。

石原 さくら（小学校 2年）

亀さんとパーティー
 【パステル＆水彩画】

虹色の亀と子ども達で遊んでいる世界があったら楽しそうな
ので絵に描いてみました。



岩下 美重子

フラワーアレンジメント
  【ペーパーフラワーアレンジメント】

みなさんに見ていただきたくて１年間頑張って、心を込めて
作りました。初めての大作なので、フラワーの仲間にもサポー
トしていただき挑みました。

小川 和子

バンドとバッグ
 【クラフトバンド】

小川 正博

紅葉
 【油絵】



小野寺 重二

帆船キット
【模型】

HMSペガサス艦船は 1700 年代後半に建造されたイギリスの
装飾を施した最後の艦船です。制作には、一見ライン ( ロー
プ ) 張りが大変そうに見えますが、艦体の特に艦首と艦尾の
R曲面ラインを造るのが困難でした。モデル制作は『忍耐』
です。完成すると楽しいですよ。

小野寺てる子、伊丹房子 ( 共同作品 )

フラワーアレンジメント
【ペーパーフラワーアレンジメント】

四角形の箱の中に花を並び入れた箱の外側に、赤、白、黄色、
ブルーの花をそれぞれコーナーに入れてみました。

小野寺 てる子

ペーパーフラワー・アレンジメント
【ペーパーフラワーアレンジメント】

紫色のカトレア３本を中心に両側にコチョウランを左右にな
がしました。春の花の水仙の大、小を入れ、隙間に白い小花
を入れてバランスをとりました。



梶谷 顕正

想い
【ミクストメディア】

僕の心の扉、その日の気持ちが透けて見えるよ。 　誰か覗い
てノックして。 　たくさんの言葉の粒がそこまで出かかって
るんだ。 　お話しができない僕の、いろんな気持ち、誰かに
伝えたいんだ。

加藤詩（かとううた）

あそぶ女の子
【フェルトタペストリー】

思いつくままに色々な色の布を貼り付けました。 そうした
ら、踊りたくなるような楽しい気分になる作品ができました。

河口 美智子

夜明けの馬
【色鉛筆画】

北海道の素晴らしい夜明けを思い出しながら描きました。帯
広競馬場で見た、ばんえい競馬の馬たちのたて髪は金髪で美
しく、心惹かれました。その美しさを絵にとどめたく、金髪
のたて髪をもつ栗毛馬をモデルに描きました。



小早川 こころ（小学校３年）

おおきなあくびをしているおねむな
ユニコーン
【クラフト】

リースの丸い穴の部分がユニコーンの口に見えて、そのこと
を思いながら全体を見るとあくびをして眠そうにしているよ
うな顔だったので、このような題名にしました。工夫したと
ころは、クレヨンの消しかすを少し水にぬらしてとかして、
それを耳のぶぶんのところにチョンチョンチョンと，つけた
事です。たまたま妹が横でクレヨンをつかって工作をしてい
たのでそれで思いつきました、大変だったところは、つのを
三角にしながら、２色の色をぐるぐるに見せることでした。
そこを一番くろうしました。

斎藤 美幸

冬の日のクマ
【手作り人形】

私は今回、クマのパディントンみたいにダッフルコートを着
たテディベアを作りたいと思い立ち、作りました。苦労した
ところはダッフルコートです。ポケットを付けたり、胸のと
ころに刺繍をしたりと、こだわりました。

斎藤 祐子

おしゃれなクマ
【手作り人形】

このテディベアは、こだわりをもって型紙から作りました。
洋服は手縫いで制作し、裏地まで付けて本格的に仕上げまし
た。チャームポイントは、耳の内側と手のひら、足の裏の布
をチェック柄にしたことです。



佐久間 善寛（さくまよしひろ ５歳）

うちゅう
【水彩画】

黄色が星、青はUFOを表しています。UFOは UFOのみんな
のおうちに集まっています。黒い紙に点々で絵を描くことを
思いつき、楽しくやりました。とても小さな星も、UFOも
あります。宇宙の未来について考えてみました。

佐久間 達詩（さくまたつし ４歳）

もみじ
【色鉛筆画】

公園で紅葉を見て、この絵をかきたくなり、楽しい気持ちで
かきました。見る人にも楽しい気持ちになってもらいたいで
す。

三光学童クラブ

クリスマスポップアップカード
【ポップアップカード】



三光学童クラブ

折り紙ジオラマ
【ジオラマ】

三光学童クラブ

動くぬりえ
【動くぬりえ】

顔をゆっくり上下に動かしてご覧ください。ぬり絵が動いて
見えます！
２０１６年に発表されたばかりの最新の錯視研究を応用。独
自教材による１２月の工作教室の作品を展示しています。子
供たちの幅広い知育に役立つよう、これからも最先端の知見
に基づくオリジナル教材で面白くふしぎな工作を楽しんでい
きます。



作品 a　富獄三十六景
/葛飾北斎
【水彩画】

〈アレンジした所〉                                　　　
雲。多くの色を使い、山を鮮やかに表現しました。 山の中心
の赤色は原画とほぼ同じ色合いにしたので比べてみてほしい
です。

作品 b　真珠の耳飾りの少女
/Johannes Vermeer
【鉛筆画】

〈アレンジした所〉                                　　　
鉛筆描きにし眼と口で悲しい感じを表現しました。 真珠は光
を主張せず おさえた光に描きました。

白金の丘学園 中学校美術部　１1名

名画のアレンジ art 作品

白金の丘中学校 美術部 11 名が それぞれの好きな名画をアレンジし 描きました。
暗いトーンはパステルカラーにし、雲をつけ足し、子供の眼はつむらせ、月には眼、お爺さ
んは緑色のズボンに穿き替え、モネはくわえていたパイプをなくし煙だけ。 描かれた時刻を
昼に替え、淡い光は一変、青空に鮮明な光が水面の木々を色濃く映します。 名画の素晴しさ
にふれながら 自分達の思うままアレンジし それぞれの新しい作品ができました。 生徒達の
瑞々しい感性を 楽しんでいただけると幸いです。



作品 d　真珠の耳飾りの少女
/Johannes Vermeer
【色鉛筆画】

〈アレンジした所〉                                　　　
油絵の原画を色鉛筆で表現し描きました。ターバンをなくし
黒髪にしました。 フェルメールのなかでも好きな作品を選び
ました。

作品 c　真珠の耳飾りの少女
/Johannes Vermeer
【水彩画】

〈アレンジした所〉                                　　　
配色を自分の好きな色合いにしました。 服の皺や全体の POP
な雰囲気が気にいっています。

作品 e　シンドバットの冒険
/Paul Klee
【水彩画】

〈アレンジした所〉                                　　　
暗いトーンの色合いをパステルカラーにしました。 クレイの
線の美しさに一目惚れし自分の好きな表現にアレンジできま
した。 



作品 g　タンギー爺さんの肖像
/Vincent Vin Gogh
【ペン画】

〈アレンジした所〉                                　　　
原画のボトムスの色が暗い色なので明るいグリーンに変えま
した。 ペンのタッチが活きて描けたところが気に入っていま
す。

作品 f　睡蓮
/Claude Monet
【水彩画】

〈アレンジした所〉                                　　　
原画の淡い光の時刻を明るい昼の光が射す
１１時頃にし、池にカモを加えました。
モネは睡蓮を 12 枚描いており、私が 13 枚目を描こうとこ
の絵を選びました。

作品 h　星月夜
/Vincent Vin Gogh
【水彩画】

〈アレンジした所〉                                　　　
月に眼を描いたところです。 夜空の暗い色の上に明るい色を
重ね厚塗りしました。ひび割れた月が気に入っています。



作品 j 　鳩を抱く子供
/Pablo Picasso
【水彩画】

〈アレンジした所〉                                　　　
子供の眼をとじたところです。 原画の子供を描くピカソのど
こか優しいタッチを色鉛筆と水彩を合わせて表現できたとこ
ろが気に入っています。 

作品 I　風車
/Rembrandt van Rijn
【鉛筆画】

〈アレンジした所〉                                　　　
鉛筆で線画にし空にカモメを加えました。 レンブラントの
タッチが好きで みていると心が落ち着くのでこの絵を選び
ました。

作品 k　読書するクロード モネ
/Pierre Auguste Renoir
【水彩画】

〈アレンジした所〉                                　　　
ルノアールが描いたモネはパイプをくわえていますが パイ
プをなくし、煙だけのくもった雰囲気を描きました。 モネの
表情や様々に重ねた深い色合いが気に入っています。



関根 京子

はじまりの左手
【色鉛筆画】

「はじまりの左手」は私がアーティスト活動を始めたばかり
の頃に描いた作品です。子供の頃、よく左手に小さな点々を
描いていました。あれも立派な自己表現だったのだと思いま
す。今その小さな蕾が色鮮やかに花開き、はじめの一歩を明
るく応援してくれている、そんなイメージで描きました。
未来に繋がる力強い生命力を感じて頂けたら嬉しいです。

鈴木 麻希子

レ・シート
【クラフト】

わたしたちが不要と判断し、捨ててしまうものが新たな形と
して使えるものになったら。消費した履歴であるレシートを
普段の生活に取り込む、矛盾ともいえるスタイルの提案です。

高桑 珙子

絵手紙
【絵手紙】

絵手紙の良さは、型にはまらず、思ったことを描けばいいと
ころです。それが絵手紙の魅力です。今回、鬼の絵手紙で新
型コロナウイルスを寄せ付けないようにと出品しました。



田村 真知子

さおり織り T シャツ
さおり織り 手提げ＆小物入れ
【さをり織り】

せっかく織ったマフラーにハサミを入れるのは勇気がいりま
した。

竹内 鴻平（たけうちこうへい）

消化器系
【色鉛筆画】

ぼくが、この絵を描いたのは、人体が好きだからです。「バ
ビブボディ」を見たり、『はたらく細胞』を読んでいるうち
に詳しくなってきました。学校の自由研究でも血球の研究に
しました。その後もに干しの解剖をしたり、他の人体の本を
読んだりしてもっと詳しくなりました。
この絵を見て、皆さんにも人体に詳しくなってもらいたいな
と思います。

田村 真知子

フラワーアレンジメント紫の胡蝶蘭
【ペーパーフラワーアレンジメント】

芯のところをハイターで色抜きしたところ、つぼみをインク
で染めたところを見てください。



田村 真知子

トールペイント　Tシャツ
【トールペイント】

布に最初に筆を入れるのは勇気がいりました。

田村 真知子

フラワーアレンジメント白い胡蝶蘭
【ペーパーフラワーアレンジメント】

活動のお休みが多かったので作った物が少なく、手元にあっ
たもので作りました。

田村 真知子

トールペイント　小手提げ袋
トールペイント　手提げ袋
【トールペイント】

描くまでは何を描こうか楽しみ、描きだすと出来上がるのが
楽しみで、家のことをほって描いています。



土屋 豊子

鯵の干物美味しいですね
【不透明水彩画（ガッシュ）】

普段は、静物、花などを描いていますが、初めて魚（鯵の干
物）に挑戦して不透明水彩（ガッシュ）で描きました。いか
に美味しそうに描くか苦労しましたがどうにか 3時間＊3日
でできました。夕飯に食べましたが油が乗っていてすごく美
味しかったです。初めて立派な（？）額に入れ結構気に入っ
ています。

田山 逸果 ( たやま いつか )

海中列車
【ペン画】

これは未来の海の中の世界について私がイメージしたことを
描きました。家は丸い形で、自由に動け、好きな所に行くこ
とができます。電車のような乗り物に乗って、旅行にいくこ
ともできます。

利光 羽奏（としみつわかな 小学校 6年 )

天国の蒼空 ( てんごくのそら )
【アクリル画】

初めてアクリル絵の具で描いた作品です。音楽を聴きながら
無心で描き進めていくと、だんだんイメージが湧いてきて、
時間を忘れて夢中で描いていました。まだまだ小学生の絵で
はありますが、楽しんで見てもらえたら嬉しいです。



なかむら こはる

絵本「はんちゃんとぐんぐんちゃん」
【絵本】

2019 年の北里病院での入院を経て絵本を作ろうと決め、
2020 年の 9月に完成しました。絵を描くようになってたく
さんの発見がありました。コロナ禍で家に閉じこもっている
ことにストレスを感じている方にお勧めです！

中野 令理（なかのれいり １歳）

無題
【コラージュ】

１歳の男の子です。祖父と私 ( 母 ) と一緒に描きました。え
んぴつやクレヨンを持つ練習や折り紙をちぎったり、ぐしゃ
ぐしゃにする遊びをしています。彼の今の表現がこちらです。

西田 紗雪

等角投影図
【水彩画】

新型コロナウイルスが流行するこのような状況下でなかなか
イベントに参加することが難しい中、このような機会を与え
てくださり、ありがとうございます。私たちの絵を見て少し
でも元気になっていただけたら嬉しいです。



西田 朱里

春夏秋冬
【ミクストメディア】

西田 朱里

花火大会
【水彩画】

新型コロナウイルスが流行するこのような状況下でなかなか
イベントに参加することが難しい中、このような機会を与え
てくださり、ありがとうございます。私たちの絵を見て少し
でも元気になっていただけたら嬉しいです。

西田 朱里

色のない世界
【水彩画】



野上 佳歩

ポピー静物画
【アクリル画】

花の絵を描くときに心掛けた事は、爽やかな雰囲気の気持ち
で描くことです。 私は、花の絵に笑顔いっぱいで心掛けた気
持ちで描くことができました。

西田 朱里

ST0P 地球温暖化
【水彩画】

前田 和子

布ぞうり
【クラフト】

鼻緒を付けるのが難しかったです。



増井 トシコ・杉原 由紀子

キャリーバック
【トールペイント】

前原 千恵

ログキャビン
【パッチワーク】

丸太小屋の丸太を組んでの建て方のように細長い小布を縫い
付ける方法です。中心の赤い布は家を暖める暖炉の火を意味
しています。布をカットし組み合わせ後は、ひと針、ひと針
縫い続けます。

増井 トシコ

リックサック
【トールペイント】

この時期、家の中で指先を使い楽しく頭脳を刺激し、趣味を
通して、お友達にも作品をプレゼントなどして皆様と楽しい
時間を！！



増井 トシコ

手提げ袋 ゆりの花
【トールペイント】

増井 トシコ

手提げ袋
【トールペイント】

増井 トシコ

手提げ袋 白ゆりの花
【トールペイント】



Mifuyu

『黄色いセーターの女』を Tシャツに
してみた
【プリント】

Mifuyu の描いたモディリアーニ≪黄色いセーターを着た
ジャンヌ・エビュテルヌ≫。鮮やかな黄色と青い目が美しい
作品はたいらかの代表作のひとつですが、額に入れて飾るだ
けではもったいない！ Tシャツに仕立てることで、身に着け
る絵画として生まれ変わりました。

Mifuyu

Badge!  Badge!  Badge!
【コラージュ】

力強い描線に鮮やかな色彩。Mifuyu の描いた作品をもとに
作った缶バッチです。個性豊かなバッジは１つでも魅力的で
すが、たくさん集まるとまた違った趣があります。「今日は
どれをつけて出かけようかな」と楽しくなるような宝石箱を
イメージしました。

Mifuyu

さをり輪
【さをり織り】



Mifuyu

さをり織り
【さをり織り】

Mifuyu

さをり織り
【さをり織り】

Mifuyu

さをり織り
【さをり織り】



宮本 加代子

立山とみくりが池
【油絵】

結婚前に描いた立山室堂の風景です。富山の雄大な自然の中、
美味しい産物と素朴で暖かい人達に囲まれて２０年を過ごし
ました。仕舞い込んでいた油絵ですがこの機会に出してみま
した。

Mifuyu

薔薇
【アクリル画】

大きな黄色い薔薇が一輪。作者の持ち味である力強い黒線が
花の形を浮き立たせます。 花の周りは緑と赤のコントラスが
鮮やかに、これまで見てきたものや風景がコラージュのよう
に広がります。 黄金の花びらが舞っているような神秘的な景
色です。

村越 春美

さをり織り
【さをり織り】

織り終わった後は、マフラーにしようか、何を作るかも楽し
みのひとつです。



百瀬 智紹

鬼滅の刃
【折り紙】

メイ子

河津桜
【裂き織りタペストリー】

実は私は、まだこの桜を見に行ってはいません。毎年のよう
に川の両側に咲く桜と菜の花の写真を見、イメージして織り
ました。古い着物を人の手で裂き、さらにハサミで半分に切っ
た布を横糸にして織った作品です。

柳沼 ちひろ

瑞祥
【水彩画　色鉛筆・金箔】

タイトルの『瑞祥』とは『良い兆し』という意、先が見えづ
らいこの時代に希望を持ちたいという思いで描きました。美
術を通して皆が明るい気持ちになれるように願っています。



ゆきっぺ

愛しのきらきら TOKIYA 様
【色鉛筆画】

私の絵は色鉛筆で作成しました。色合いをどう強調するかが
難しく、またバックの装飾をきれいに仕上げるのに苦心しま
した。全体的に、私の王子様のトキヤ様の格好良さを表現し
たかったので、その魅力を是非味わって下さい。

山岸 洋子

ストール
【さをり織り】

楽しくやっていると心も洗われてきます。「さをり織り」っ
て誰でも楽しくできますよ。これをやって良かった。

YUCHHA

夢の風船と猫
【水溶性パステル画（ネオカラーⅡ）】

ちょっとした猫たちの冒険や夢やロマン、愛を、ポップある
雰囲気で描いてみました。夢ある猫の世界をのぞいてみて下
さい。



吉田 向日葵

青い洞窟『青蛍』
【写真】

人がたくさんいたので映らないように気をつけました。

Emiko Yoshikawa

Flash
【写真】

コロナ禍でいろいろ不自由や制限がありますが、世の中は美
しいもの、楽しいものに満ち溢れています。少し目を転じれ
ば心震える瞬間に出会える、そんな一瞬を写真で切り取りま
した。

吉田 向日葵

薄明
【写真】

空がアイリスの花のように紫色できれいでした。



吉野 貞江

沙羅の花
【書】

さらの花は、白い花弁（はなびら）に黄色の芯を持つ花で立
夏の頃に咲くので、夏椿、夏つげ花とも呼ばれています。森
鴎外も詩（うた）にしています。
27 年前、この地を終の棲家と定め植え、楽しんでいましたが、
三年経った頃、枝先が縮れて見えたので鋏で切ったら枯れて
しまいました。雨水がしみ込まぬよう切り口を覆うべきで
あったのに知りませんでした。残念でした。今でもこの花を
思い出しています。

吉田 向日葵

夢幻
【写真】

海が虹色になっているのを生まれて初めてみました。
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