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石原 さくら（創作時小学校 2年生）

亀さんとパーティー

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。

猪熊 亜希

さをり織り 小物入れ

元気になる色で織りました。

小野寺 重二

Sir Winston Churchill

この船はイギリスが保有する練習帆船で 1966 年に進水した
300 トンに満たない帆船です。国内の各地方、各階層から青
少年男女が募集され、規律ある集団生活や団体行動などを主
目的とする洋上教育に使用されている。



小野寺てる子

ペーパーフラワー・アレンジメント

梶谷 顕正

無題

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。
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加藤詩（かとううた）

あそぶ女の子

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。

川上福美

3 人家族

2010 年 2 月 28 日デザインを描き始め、約 7時間かけて完
成しました。この年は初孫誕生の年となり、3人家族をテー
マにしました。右は母、左は父、真ん中に子ども（孫）のイ
メージです。台布をはじめ、全て古布（日常の切れ端）を使っ
ています。一針、ひと針、思い・願いをこめて！

さくまたつし（4歳）

品川を走る京急ブルースカイトレイン

品川はとてもきれいな町です。そこを青いブルースカイトレ
インが走るのを見るのが好きです。



さくまよしひろ（6歳）

ひとりぼっちのサッカーボール

練習のときいつも使っているサッカーボールです。試合をし
ているときは一人ぼっちでまた使ってもらえるのを待ってい
ます。

幸知

クラウンまりちゃん

クラウンまりちゃんは、クラウン仲間たちの「クラウンせん
せい」。たのしークラウン道おしえてくれます♡
アコーディオンが上手で、まりちゃんの周りにはいーっぱい
ハートがひろがっていきます。

幸知

ハートのシャボン玉

初めてのパステル画体験で描きました。クラウンが飛ばした
シャボン玉は、どんどんハートになっちゃいました。



白金の丘学園中学校美術部

医療従事者の方へ・
ありがとうございます！

生徒一人一人が自分の 1番好きな花を描き、地域の北里病院
はじめ、世界中の医療従事者の方々へ感謝の気持ちをこめて
花束を作りました。
いつも私達を支えて下さりありがとうございます。

杉本敬子

魔女のもりへ

此の作品は初めて押し花で作った額です。
30 年前にミニーストーリーダンスのオリジナルバレエ「魔
女」をテーマにして作りました。

鈴木麻希子

レボリューションのかけら

カップラーメンの蓋 1,200 枚にミシン刺繍を施し、壁に貼る
インスタレーション作品を制作しました。
その作品の一片になります。
皆から不要と思われてしまうものに、新たな価値を与えたい。
そんな思いを込めた作品です。



清野瞬貴

マグリット模写

写すのは見てるだけではわからないむずかしさがありまし
た。

清野瞬貴

切り絵の急須

同じ急須の切り絵を 4種類しました。どれも、切り離さずに
作るのがむずかしかったです。

関根京子

追求

色鉛筆、アクリル絵の具で彩色しています。
下描きなしのフリーハンドで想いのままに描いています。



高桑珙子

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。
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田嶋典子

エスニックパンツとハンチング

田山逸果（たやまいつか）

溢れた紙パック（上）
不思議なピラミッド（下）

土屋豊子

セロリ絵

キャベツ、セロリ、ブロッコリー、きゅうり、たまねぎ、パ
ブリカ今日はどんな料理ができるかな。英字新聞を裂いて
バックにしました。



Toshi※

ポップに楽しく！

みつ蛍の活動で教えてもらったフランス刺繍のブローチで
す。個性豊かで気に入ってまぁ～す。

利光羽奏

天国の蒼月～ブルームーン～

これは私がアクリル絵の具で書いた 2作目です。
ブルームーンとは「滅多に起こらないこと」という意味があ
り、天国の雲と「蒼月 ( あおつき )」の綺麗な風景を “滅多
に起こらないこと” として表現しました。

NM（白金の丘学園中学校美術部）

Monna Lisa

私は原画の目と口、微笑みが好きです。
もし今Monna Lisa が描かれたとしたらこんな雰囲気になっ
ているかもしれないとイメージしました。
服の色と手の質感が気に入っています。



中野令理（1歳 7か月）

ぺたぺた

1 歳 7 か月になり、手がいろいろと使えるようになりました。
あまり外出しないので、ぺたぺたと自由にしてストレス発散
です！！

野上佳歩

ひまわり

野上佳歩

ポピー静物画

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。



前原千恵

ベッドカバー

mifuyu

ティファニーで朝食を

キセルを持った黒いドレスのオードリー・ヘップバーン。著
名な写真をテーマに描きました。作者の特徴である太い筆の
線と、黒いドレスが相まって力強い作品となっています。

mifuyu

薔薇

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。



mifuyu

ぶらんこ

ルノアールの「ぶらんこ」を描いた作品です。丸い顔とぽっ
てりした唇が愛らしく表現されています。木漏れ日の中でぶ
らんこに乗る女性の姿や、右手にしっかりと握られたブラン
コの紐など、よく特徴を掴んで描かれています。

mifuyu

豊穣

紺色と橙色の糸を多く用いたさをり作品です。作者が好きな
クリムトの絵画を彷彿とさせます。作者は横糸を長く残すの
が特徴です。額に収めると雨のようにも見えます。クリムト
の「ダナエ」をイメージして額に収めました。

mifuyu

南国のほほえみ

溌溂とした笑顔の長い髪の女性。黄色のアイシャドーとイヤ
リングが印象的です。鮮やかなオレンジ色のバックには南国
の植物を思わせる葉が描かれています。人物と背景ともに真
夏のパッションがみなぎっています。



Megu

デコパージュ・エプロン

子どもと遊ぶ用につくりました。

八木温子

手作り紙袋

平和な時のミャンマーの情報紙で、平和な時に作っていまし
た。

八木陽海（やぎはるみ 4歳）

そうじき

４さいです。おりがみをおったり、おりがみをきったり、せ
ろてーぷではったりするのがだいすきです。



柳沼ちひろ

扉

幼い頃から好きな切り絵と絵の具を組み合わせ、扉をイメー
ジした半立体作品を作ってみました。

唯玲

Untitled

唯玲

影

私たちが視ているのは現実か、実は影か。



唯玲

影

私たちが視ているのは現実か、実は影か。

吉田向日葵

薄明

空がアイリスの花のように紫色できれいでした。

吉田向日葵

青蛍

人がたくさんいたので映らないように気をつけました。



吉田向日葵

夢幻

海が虹色になっているのを生まれて初めてみました。

吉野明美

プリザーブドフラワー

吉野明美

プリザーブドフラワー



吉野明美

プリザーブドフラワー

吉野貞江

書額紀行文「おくの細道」 おくのほそ道は、松尾芭蕉とその弟子河合曽良の二人が、俳
句を作りながら旅をした紀行文です。
この時期になると、那須のこの情景が目に浮かびます。人を
信じ、思いやりを持って生活していたよき時代の一こまです
ね。

WN（白金の丘学園中学校美術部）

モナ・リザ

この作品は新入生へ入学おめでとうの意味をこめてセイヨウ
ミザクラを背景に描きました。
ヨーロッパに多く自生する桜です。
モナ・リザの表情は入学する子を見送る優しく温かな母の目
線をイメージしました。
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