
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
学びの支援：子どもデザイン教室 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●4月のご報告 
⑴出張お試しレッスン「イラストを描こう」をしました。 
新年度から児童養護施設を月1回お伺いし、子どもデザイン
教室の出張お試しレッスンを始めました。その1回目は生野
区の田島童園で開催しました。今回は画用紙に鉛筆で自由な
曲線を描いてから、自分で任意の線をサインペンでなぞり、
目をつけて、キャラクターを描く予定でした。 
しかし、難易度が高かったようで、好きな絵を描き始めまし
た。そこで、その絵をトレス紙に転写し、iPhoneで撮影・
スキャン入力し、コンピュータで着色しました。出来上がっ
て印刷されたイラストを友だちに見せるなど、ご満悦な表情
に私たちも嬉しくなりました。 

⑵造形工作特別レッスン「自己紹介」をしました。 
今年度から新しく始まった造形工作特別レッスン。児童養護
施設や里親委託の子どもと一緒に、創作活動の楽しさを体験
します。今月は自己紹介。自分の作品を通して自分の自己紹
介をしました。自動車の模型、ゴジラの粘土、フェルトのス
ヌーピー、粘土の恐竜など、個性的なアイデアがでました。 
最初は恥ずかしくて机の下や、皆と離れた所に隠れていた子
どもが次第に心を開き、スタッフにしがみつくように創作に
取り組みました。やる気スイッチが入った子どもの熱気には
圧倒されます。2時間のレッスンが瞬く間に過ぎ、子どもも
「もう終わり？もっとしたい！」といってくれました。 

⑶グッズデザイン特別レッスン「キャラクターをデザインし
よう」をしました。 
第3土曜日、児童養護施設の子どもを集めて、キャラクター
をデザインする特別レッスンをしました。3時間でキャラの
発案から完成までしました。サポートは昨年までレッスンを
受けてきた高校生アルバイトたちです。最初、子どもは恥ず
かしくて「分からん～、デザインいや～」ときょひきょひでし

た。 
しかし、何か壁が抜けるような時間があって、いつの間にか子どもはノリノリでデザインを始めます。レッ
スンの後半、名前や年齢などキャラの背景設定をする段になると、無言で文案作りに集中していました。今
回、PC作業を高校生アルバイトだけで完遂できたことは私にとっては大きな収穫でした。 

①造形工作レッスン「自己紹介」をしました。 
お絵かき、立体などの造形工作を通して、創作することの喜
びを体験する幼稚園児・小学生向けのレッスンです。2019
年3月23日㊏・24日㊐に作品展示会を開催します。対話が
苦手な子にも配慮し、自分だけの世界を創造し、自分の考え
を絵や文字で伝えられる力を育てます。 



4月の新レッスンが始まり、新しい友だちが増えました。
早く仲良くなれるよう4月は自己紹介強化月間です。まず
は画用紙や粘土を使って、自分の好きなものを表現しまし
た。毎回のレッスンでは、作品を使って自己紹介をしまし
た。 

②グッズデザインレッスン「キャラクターをデザインしよ
う」をしました。 
2019年3月23日㊏・24日㊐の商品販売会に向けて、小学
生・中学生がキャラクターグッズを企画・製作・販売しま
す。自分だけのキャラクターをデザインし、葉書・ピン
バッジ・お人形・レジンなどの商品にします。創造力を育て、
計画的に行動し、皆と対話する力をつけることで自己肯定
感を高めます。 
4月のレッスンは、キャラクター作りから始めました。レッ

スンは笑いの多い、和やかな内容になりました。子どもの笑顔こそ一番です。レッスンの主旨は小難しいの
ですが、それをいかなるレッスンで笑顔に昇華させ、子どもの内側に灯していくか？とても難しいこの解を

ずっと求めています。 

③デザイン国語研究レッスン「説明する」をしました。 
今期から金曜夜1時間30分、デザイン国語研究レッスンを始
めました。中学生・高校生の聞く話す国語力を繰り返し繰
り返し磨きます。論理的に対話する力＝相手に「なるほど」
と思わせる力を身につけると、それは子どもの自信になり、
自己肯定感になり、未来で戦う武器になります。 
このレッスン、私では力不足なので、新加入のスタッフを始
め、府立大学などの学生・教育関係者らに支えられていま
す。レッスンはまだ手探りの段階ですが、1年後、今より遙
か高い所に連れて行く心づもりです。 

④人生レッスン「自分デザイナーになろう⑴」をしました。 
毎週土曜日の夜は、自分の人生を設計する人生デザインレッスンです。総勢14人。レッスンのお手伝いや経
理など、子どもデザイン教室の実務をアルバイトとインターンで体験する高校生・大学生向けのレッスンで
す。ビジネスマナーやオフィスワーク、コンピュータ技能も学びます。 
この経験を通して、自分の将来を企画設計できる「自分デザイナー」をめざします。オリエンが終わり、第
4週はゲストに教室スタッフの井上翔一さんをお招きし、人生デザイン講座をしました。講座後、 泣きそう
だったとの感想があり、子どもの心に刺さる有意義なレッスンになりました。
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●5月のご報告 
⑴出張お試しレッスン「キャラクターをデザインしよう」を
しました。 
児童養護施設の出張して開催する子どもデザイン教室のお試
しレッスン。初めて会った子どもたちはちょっと緊張気味。
つっけんどんな態度が可愛いです。どんなオーダーも怖がっ
て「でけへん、イヤ、ムリ」と。でもそこは私も織り込み済
み。エンジンのかけ方は心得てます。 
エンジンが暖まるともうグイグイ！どんどん作業を終え、
「次は何すんの～ん？」って。子どもはチュウチュウとおと
なのエネルギーを吸い取りますが、何より楽しいひととき
でした。子どもらの背景のいたたまれない思いと、私が何
とかしたい思いが交差します。 

今回、何より嬉しかったことは、その施設で暮らす高校生がアルバイトとして参加したことです。彼女、こ
れまで私の話を全然聞いてなかった（はずだった）のに、私が普段話していることを、録画再現するみたい
に子どもたちに説明していました。もうビックリ！これが子どもの凄さですね。 

⑵造形工作特別レッスン「花とみどりと」をしました。 
今月のテーマは「花と緑と」です。野の草で絵を描きまし
た。今回から新しいお友だちも増え、最初は自己紹介です。
既存生の男子が「自己紹介忘れてるで！」と頼りになるリー
ダーぶりを発揮します。レッスンの前半は屋外で植物採集で
す。後半は教室に戻って植物を使った貼り絵をしました。 
草のなかから虫が出てきて騒いだり、珍しい植物の想像を
膨らませたり、楽しい作業が続きました。内に秘めたるこ
だわりを見せる子、センス溢れる作品になる子、前回とは
打って変わってスタッフと冗談言う子、「家で捨てる」と言
いつつ、終始笑顔の子、植物の個性を活かした作品がたく

さん揃いました。 

⑶グッズデザイン特別レッスン「ピンバッジをデザインしよ
う」 
自分だけのキャラクターで商品を作って、売って、お小遣い
にするグッズデザイン特別レッスン。商品として販売するに
は購買意欲をそそる商品作りが大切です。最初のレッスンで
は、カラーインクで着色した紙粘土で、本番のフィモ粘土で
手際良くピンバッジが作るための練習をしました。 
休憩を挟んで、いよいよ本番のフィモ粘土でのピンバッジ作
りです。予め切り分けられた粘土をもとに小さなピンバッジ
をいくつか作りました。手の汚れで粘土を汚さないか？細く
て後で折れたり、接合が甘くて後で取れたりしないか、細

部まで注意して作りました。皆の集中力の高さに感心しました。 

①造形工作レッスン「花とみどりと」をしました。 



青空に新緑が映える今日この頃、足元の緑も風に揺られて気
持ち良さそうです。5月は母の日の花束を色紙とキャンディ
で作ったり、身近な野の草を使って貼り絵をしたりしまし
た。植物のカタチや質感の面白さに刺激を受けて、様々な
作品が完成しました。 

②グッズデザインレッスン「ピンバッジをデザインしよう」
をしました。 
キャラクター商品を作って、売って、お小遣いにするグッズ
デザインレッスン。2ヶ月目に入り、大方のキャラ設定がで
きました。そこで5月は好評のピンバッジを作りをしまし
た。今年は昨年度にも増して種類と完成度を求めました。売

れる商品とはどんな商品か？を考えながら、仲間と力を合わせて取り組みました。 

③デザイン国語研究レッスン「説明する」をしました。 
筋道を立てて話が聞け、意見が言える力を育てるデザイン国語研究レッスン。レッスンでは絵を見て文章に

する、その文章を見て別の子がまた絵に戻すことで、説明
力・理解力を鍛えるレッスンをしました。2枚の絵の相違点
を比較することで、説明力・理解力の度合いや不足が、視
覚的に認識できるレッスンでした。 

④人生レッスン「夢を考えよう」をしました。 
自分の将来をデザインする人生デザインレッスン。5月は具
体的に夢を実現する方法を学びました。1週目は、講義形式
で夢を「考える」ことを考えました。考えるとは単に思った
り、質問に答えたりすることではなく、新しい物事を生み
出す「創造力」のことです。 
そこで今までにない未来の仕事を自分なら何が生み出せる

か？を考えることにしました。2週目は講義「幸せになるための方法」。3週目の「たかさんの人生デザイ
ン」では「偶然は必然」をテーマにお話しました。人生を運命、偶然、選択で捉え、偶然を必然に変える5
つの鍵をお話しました。 
4週目は5月の総仕上げ、創造的に新しい仕事を生み出す方法を学び、実際に生み出す経験をしました。
皆、独創的な案を出し、成果十分のとても楽しいレッスンになりました。他にも秋田で行われる高校生クリ
エイティブキャンプの申請を高校生有志3名としました。
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●6月のご報告 

⑵造形工作特別レッスン「雨あめふれふれ」をしまし
た。 
今回は友だちと一緒に「雨の日のおはなし」を描きま
す。まずはみんなで連想ゲーム。かたつむり、あじさ
い、かさかみなり、etc.たくさんの「雨と言えば○○」
が出てきました。グループに分かれて何を描くかお話し
ながらクレパスで絵を描きました。図鑑を見ながら制作
する子、年下をサポートする場面もありました。出来上
がったクレパス画に、絵の具を使って雨を降らせまし
た。みんな、最初はおそるおそるポタポタ。調子が出て
くると、ストローで吹いたり、紙を傾けて流したり。各
地でいろんな色の大雨大嵐が！最後はグループごとに
「雨の日のお話」を考えて完成です。面白いお話をたく
さん出来ました。 

⑶グッズデザイン特別レッスン「葉書をデザインしよ
う」 
今月から参加のレッスン生が増えたので、今回は自己紹
介から始めました。夢を聞いたところ「ない～」との返
事、恥ずかしいんでしょうね。レッスンは、キャラクタ
ーの設定から始めました。キャラクターの物語をユニー
クな文案で紹介するコピーライティング（要約文）の技
術を学びました。 
次にそれを元に葉書やラベルに載せるキャラクターの紹
介文を書きました。魅力的な短文作りに皆四苦八苦でし
た。この作業が終わると、どんな葉書にすれば売れるの
かを考え、葉書のデザインをしました。最後は、初参加
の子など、商品点数が少ない子のピンバッジをフィモ粘
土で作りました。 

①造形工作レッスン「雨あめふれふれ」をしました。 
6月前半は絵の具を使って、後半はカラーインクを使っ
て「雨」を表現しました。大きな絵にザーザー雨を降ら
せたり、カラフルな水たまりにいるいきものを探した
り。クラスみんなでたくさんお話しながら、絵を完成さ

せました。 

②グッズデザインレッスン「葉書をデザインしよう」をしました。 
１週目、出来上がったフィモ粘土にピンバッジを接合し、キャラクターの物語をユニークな文案で紹介する要約文の技
術を学びました。2週目、どんな紙商品にすれば売れるのか、アイデアの出し方を学びました。3週目、葉書のデザイン
に取りかかりました。葉書の用途やキャッチフレーズ、デザインを考えました。 



4週目、葉書デザインのできた子から順番に一人ずつPCで商
品化作業を進めました。順番待ちの子はiPadでの文案入力
や、紫陽花、カエルなど、6月のイラストの練習をしました。
こうした考えを絵にする過程を経験することで、物事を作り上
げていく仕組み＝デザイン思考を学びました。 

③デザイン国語研究レッスン「共感できる」をしました 
友達とのお喋りならわかり合えますが、親やバイト先ではそう
はいきません。しかし、相手と気持ちを共有することで、たく
さんのなるほどが生まれます。そこで1・2週目は対比して物
事を考え、自分の意見を論理的に話し、相手の理解を得るレ
ッスンをしました。「学校にはないことが学べる」と好評で
した。 
3週目は相手の気持ちを考えるレッスン、そして4週目は共感
するレッスンをしました。相手と自分の意見を同じにすること
で、相手の気持ちを理解をする作法を学びました。相手の気持
ちを推し量るプロセスは悩みましたが「今日、めっちゃ楽し
い」と好評で、振り返りにもレッスンの意図が書かれており、
理解度の高さが読み取れました。 

④人生デザインレッスン「自分をデザインしよう」をし
ました。 
6月はオムニバス形式のレッスンでした。1週目は大阪ガ
スのイラストを描き、美しい線の描き方を学びました。
2週目は講義「幸せになる方法」のまとめをしました。
3週目は皆で挑戦した「夢を実現しよう」の結果発表を

しました。本気で自分の人生をデザインしようと思う子に参加してほしい、そんなレッスンです。 
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●7月のご報告 

⑴出張お試しレッスン「キャラクターをデザインしよう」をし
ました。 
何よりのお楽しみ、児童養護施設での出張レッスン。今月2回目
です。今回は、秋田で開催されたコンテストの予行演習を兼ね
て、高校生がレッスンを担当しました。相手は小1の女の子た
ち。最初は程よくお試しされて「いや～」と机の下やカーテン
の中に隠れてしまい、レッスンになりませんでした。 
レッスン担当に高校生は「どうするのかな～」と黙っていた
ら、見事に場を収めて、子どもたちのスイッチを入れました。
時計が１つ割れるハプニング付きですが。レッスンはこれまで
の練習を活かして、順調に進み、子どもとうまく対話できな
かった子も徐々に話ができるようになっています。 

⑵造形工作特別レッスン「ほにゃららをつくろう」をしまし
た。 
7月の造形工作特別レッスンは「ほにゃららをつくろう」でし
た。白い画用紙を折ったり、切ったり、貼ったりして、積み重
ねることで「何か」を作りました。私の説明が終わると早速
「何かってなに？」質問をしますが、自分の出したもの、それ
が答えです。 
最初はモヤモヤばかりで作業が進まず、重い空気が流れまし
た。でも、お城、お家、ジュラシックパーク、、、やがて「何
か」を思い浮かべながら、手が進み出し、やがて熱中のスイッ
チが入りました。思いが強すぎで諍いも生まれました。途中で
飽きちゃう子もいましたが、創造力をくすぐる良いレッスンに
なりました。 

⑶グッズデザイン特別レッスン「絵本をデザインしよう」をし
ました。 
社会的養護児童専用のグッズ特別レッスンでは、ちょっとした
ことから拗ね出す子がいました。「あ～あ」と思っていたら、
卒業生のアルバイトが見事に解決してくれました。「もうしな
いの？」と髪の毛を撫でていました。当事者ならではの対応、
心憎いアタッチメントとみました。上の子が下の子の面倒をみ
る、理想的な環境になりつつあります。 
また、これまでボランティアに「いや～！あっちいって」とキ
ョヒがちだった子が、しっぽりと仲良くレッスンするようにな

りました。そして私に「できた」と見せに来てくれます。「前は絵も描けなかったのに、一生懸命描いている」と進歩
を褒めると「そんなことないわ。みんといて」と隠します。気持ちの満足感がみてとれました。 

①造形工作レッスン「ほにゃららをつくろう」をしました。 
白い画用紙を折ったり、切ったり、貼ったりして、積み重ねることで「何か」を作りました。レッスンのゴールは「創
造する」こと、そこが自分で意識できることです。大きな素敵なオブジェができつつあります。 
造形工作レッスンでは、レッスンスタイルを変更し、子どもの裁量度を増やしました。レッスン始まりは沈滞します
が、レッスン終わりには「もっとする～」と好評です。教え手が閑なレッスンほど子どもの学びは大きくなります。上
のクラスに繋がる道筋を作っています。 



 
②グッズデザインレッスン「絵本をデザインしよう」をしまし
た。 
7月は絵本作りでした。自分の意見を言えることを絵本作りを
通して学びました。久しぶりのお絵描きで、塗り方のコツを教
えながら進めました。絵本の構成案が決まらない子は話合いを
進めました。創造力と国語力が必要な絵本作り、発想の方法を
覚えて、授業などに活かしてほしいです。 
いつも仲違いばかりの高校生、中学生、小学生の子らが話し合
って、お話を決めました。とても大きな一歩でした。「しら
ん、分からん」ではなく、読者（他者）に楽しんでもらえるこ
とを念頭に、夢オチ＋αという落とし処も考えることができま
した。確実に進歩しています。 

③デザイン国語研究レッスン「共感される」をしました。 
「あ”～、やっはり国語、嫌いやわ」中学1年生がそう呟きまし
た。金曜夜の国語レッスン。読書感想文を書きました。これま
で相手の気持ちを考えられることをゴールにしてきましたが、
今回のゴールは相手に共感して貰える、いわば共感されるレッ
スンをしました。 

読む人に共感される文章はどうやって書くか？　今回は3段構
成（序文で結論を書き、本文で経験や疑問を交えて説明し、結
文で主張や提案を書く）で書きました。皆、要点は掴めている
のに、自分の出した答えをすぐに取り消してしまいました。
もったいないです。 

そしてすぐ「答え、何？」と聞きます。自分の考えをそもそも否定から始める所が問題です。そこで「考え方に正解は
ない、君の出した考え、それに理由「なぜなら」をつければそれが答えになる」といいました。自信を育てるのは難し
いものですね。 

しかし、そんな子も「たかさん、主張って何？」とか、「主張の反対って何？」とか質問がポコポコでましたし、「し
んどかったけど集中できた」と前向きな姿勢に進歩を感じました。この読書感想文の書き方をマスターして、いっぱい
いっぱい文章を書いてほしいものです。 

④人生デザインレッスン「自分をデザインしよう」をしまし
た。 
7月は「選択、人生の目的、10年後の未来」をテーマにお話し
しました。高校生・大学生向けの人生デザインレッスンは「夢
を実現しよう」をテーマに、自らに課題を課し、それを1週間
でどれほど実現できたか？　その過程と成果を発表しあいまし
た。勉強やクラブ以外にすることなので、ハードなレッスンで
す。 

また、7月は本田健著「人生の目的」を教材にしました。内容
は、〈人生を楽しむ人と楽しめない人の違いは、毎日に意味を
見いだせるか？見いだせないか？の違い。家事を雑用と捉える

か、家族への支援と捉えるか？つまらない仕事はなく、つまらないと感じる人がいるだけのこと。〉 



〈大学に行きたかったけど、お金がないからいけなかった。人生は思うようにいかないと運命を呪う。しかし、勉強は
何歳からでもできる。お金がないからできないのではなく「○○だから□□できない」と言い訳を考えるからできない
のだ。言い訳を手放すと、本当の問題がみえてくる。〉 

そんな話をしています。「○○は嫌い、苦手」という子は、ただ単に経験不足なだけです。嫌い、苦手と言えるほどの
経験をしていない。一度、諦めずにやってみる。そのやり方を考え、具体的に実践しています。まだ不十分な成果です
が、年度末の子どもたちの成長が楽しみです。
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⑴出張お試しレッスン「キャラクターをデザインしよう」をし
ました。 
児童福祉施設や機関に出張して開催のお試しレッスン。毎月1回
の新チャレンジです。今回は初のダブルヘッダー、しかも初の
尼崎市での開催でした。受講生は里親子さんでした。絵の描け
ない子でも白紙からオリジナルのキャラクターを生み出し、物
語にするレッスンです。 
初めての子どもが原稿用紙に何枚も集中して物語を書く姿は、
レッスンの成果でした。その過程をご見学の里親さんらはとて
も驚かれ、大変高いご評価を頂きました。このレッスンのゴー
ルは、創造できることの喜びを知り、それで自信をつけること
です。そのゴールは達成できたと思いました。 

⑵造形工作特別レッスン「ほにゃららをつくろう」をしまし
た。社会的養護児童を集めて行う造形工作特別レッスン。8月は
前月に続き、「ほにゃららをつくろう」でした。思い浮かぶ「ほ
にゃらら」を白い紙から自由な形にしました。3人の男の子ら
はジュラシックパークを作りました。出来上がりの良さに満足
顔が印象的でした。 
後半の課題は、夏らしく「水族館をつくろう」でした。教室を
大きな水槽に見立てて、色画用紙を切り貼りし、水の生き物を
創作しました。 

⑶グッズデザイン特別レッスン「絵本をデザインしよう」をし
ました。 
社会的養護児童専用のグッズ特別レッスン。8月は絵本のデザイ
ンの仕上げ作業をしました。先月欠席の子の子らは、原寸で下
絵を描いてから、物語の背景やキャラクターを着色、文案と文
字入力と卒業生アルバイトが担当しました。 
先月から出席の子らは、キャラクターの着色を終え、立体的に
見えるように工夫をしてから撮影、編集、印刷と作業を進めま
した。講師がコンピュータで編集、印刷作業、これまでに作っ
た葉書やピンバッジのラベルの修正をしている間、子どもたち
は、アニメの模写をしました。 

①造形工作レッスン「ほにゃららをつくろう」をしました。 
8月のレッスンは暑い夏を涼やかに過ごす工作、水族館を作ろ
うをしました。レッスンをしていると「ふん♪ふん♪ふん♪」
と何やら聞こえてきます。幼稚園の女の子が鼻歌を歌いながら
絵を描いていました。レッスンをあえて緩い雰囲気にしている
のが良いのかもしれません。小さな子にはそんなスタイルが合
っているようです。 
レッスンでは、教室に透明フィルムを吊り下げ、制作した水の
生き物を貼り付けて大きな水槽に見立てます。ある日、一人の
子が「魚釣りゲームをしたい！」と言い出しました。そこで急
遽レッスンを変更。熱心に釣り竿や得点付きの魚を作り始めま



した。そんな自由度の高いレッスンにしています。 

②グッズデザインレッスン「絵本をデザインしよう」をしまし
た。 
8月は絵本制作の後半月です。着色作業、PCで編集作業とレッ
スンは佳境です。女の子が風合いの綺麗なパステルで絵を描い
ています。手が汚れるからイヤ！と最初は言っていましたが、
雰囲気のある絵になり始めると逆に作業が止まりません。 
早く出来た子は、未完成の子の代役で絵を描きます。子どもデ
ザイン教室では、作品ではなく、絵本という商品を作っている
ので、誰の絵に関係なく手が加えられます。これはデザインな
らではの利点と考えています。 

③デザイン国語研究レッスン「絵本のプレゼン」をしました。 
10月19日㊎・26日㊎開催の絵本のプレゼン「言葉で描く絵本
の世界」に向けて準備を進めています。絵本は沢山ある絵本の
中から子どもらが選びました。なぜその絵本を選んだのか？自
分を内観し、思いを筋道を立てた言葉（論理）に置き換えま
す。プレゼンには保護者の方をご招待する予定です。 
世代が違うとわかり合えないし、言えないことも多い。子ども
の成長を実感してほしい、そんな思いを絵本のプレゼンで伝え
るのが狙いです。 

④人生デザインレッスン「自分をデザインしよう」をしまし
た。 
前半の課題「夢を実行する」では、各自が講師になって、自分
が夢を実行するために学んだことを発表し、皆の知見を深めま
した。後半の課題「人生の目的」では、本田健氏の同書を題材
に毎日をどう生きるのかを学びました。 
毎回、手巻きずしやサンドイッチを食べてから、レッスンをし
ています。勉強や遊びに忙しい中、皆が課題をしてくることが
嬉しいです。この他、イラストを描いたり、グッズレッスンの
新カリキュラム「デコパージュ」を試作をしたりしました。
色々なキャラクター商品が生まれそうです。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
学びの支援：子どもデザイン教室 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑵造形工作特別レッスン「お菓子をつくろう」をし
ました。 
社会的養護児童専用の造形工作特別レッスン。9月
はクッキーを作りました。教室に到着早々「何つく
るん？俺、一杯つくるで～！」と元気満々です。早
速、バター、砂糖、小麦粉などを混ぜて生地作りで
す。丹念な作業がおいしいクッキーに欠かせません 
生地が出来上がると枠型などを使って色々な形の
クッキーを作ります。なかな綺麗な形にならなかっ
たり、大きなクッキーを作ったり、それぞれ悲喜こ

もごもでした。でも焼き上がり、おいしい香りに満たされると皆大満足、食を創造する喜びを感
じて貰えると嬉しいです。 

⑶グッズデザイン特別レッスン「お菓子をデザイン
しよう」をしました。 
社会的養護児童専用のグッズデザイン特別レッス
ン。こちらもクッキー作り。ヘラで丹念に生地作り
を進め、生地が出来上がると、生地を余らせること
なく、自分のキャラクターを同じ大きさ・形で作り
ます。5個位作ったところで根気が続かず、自由に
作り出す子が多くいました。 
クッキーを焼き上げる間に、誰かに感謝の気持ちを
伝えようと、ラベル作りをしました。一般家庭の子
が「（おじいちゃんやお母さんに）ありがとう」と

書くのに対して、社会的養護の子は「そんな人いない、書くのイヤ、（自分に）ありがとう」と書
くのが特徴的でした。 

 
①造形工作レッスン「お菓子ををつくろう」をしま
した。 
9月は洋のクッキーと、和の白玉だんごを作りまし
た。クッキーは敬老の日のプレゼントに、白玉はお
月見パーティで楽しみました。焼き上がると教室中
はおいしい香りで一杯。暖かい頬張ると「おいし
い！」と笑顔も広がりました。食を創造する喜びを
感じて貰えると嬉しいです。 
 
②グッズデザインレッスン「お菓子をデザインしよ
う」をしました。 



グッズデザインもクッキー作りのレッスン。最初に
試作を焼き、皆で試食。その後、どれ位の厚みの
クッキーが良いのかを決め、本制作を始めまし
た。同じ大きさと形の自分のキャラクターで作り
ました。クッキーで誰かにメッセージを伝えよう
と、手書きのラベルを作りました。造形工作的な
レッスンは子どもたちは大好きです。驚くほど集中
してレッスンに取り組みました。来年度はこうした
自由なレッスンを増やす予定です。 今年は子ども
たちがデザインしたクッキーをプロの方にお願い
して3月の発表会で販売します！お楽しみに～ 

試作のクッキー作りが早く終えた子ら、自分たちの絵本の文字原稿をどうするか？を自発的に話
し合っています。普段は仲違いが多く、騒々しい子らが、繋がりのある絵本にしようと自ら力を
合わせています。相変わらず、騒々しいやりとりでしたが、私には心打たれた一コマでした。 

③デザイン国語研究レッスン「絵本のプレゼン」
をしました。 
10月19日㊎・26日㊎開催の絵本のプレゼン「言
葉で描く絵本の世界」発表会の準備をしました。
ある子が選んだ本は「くまのこうちょうせんせ
い」。大きなクマの校長先生と大きな声が出せな
い子ヤギくんのお話です。 
可愛い絵本の中に挨拶や、価値観、相手の立場で
考えること、様々なエピソードが描かれています。
皆で絵本を読みながら、どんな読み方が隠れてい
るのかを探しました。そして、言葉に出来ない自分

の思いを相手に伝え、また相手を理解する。そんな方法を学んでいます。 

④人生デザインレッスン「自分をデザインしよう」をしました。 
土曜夜は食ボラのイノッチの夕食を頂いてから、レッスン「夢を実現しよう」をしました。自分
の夢を本気で実現するため、各自がこの2週間の取り組みの経過発表をしました。進捗が悪くても
『1週間しかできなかった』ではなく『1週間もできた』と肯定的に捉えるようにしました。 
他にも、レッスン「自信をデザインしよう」をしました。どうやって自信をデザインするか？最近
の大きなテーマです。嬉しかったことは、レッスン終わりに30分ほどしか受講できないのに、遠
方からわざわざ高校生が受講に来たこと。そんな子の期待にこれからも応えていきたいです。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
学びの支援：子どもデザイン教室 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑴出張お試しレッスン「アクセサリーをつくろう」
をしました。 
9月の出張お試しレッスンは、生野区の児童養護施
設田島童園へ行きました。そこでは粘土でネックレ
スやピンバッジのアクセサリーを作りました。これ
で3回目となるレッスン、すっかり子どもたちとも
打ち解け、仲良くなりました。 
 
⑵造形工作特別レッスン「アクセサリーをつくろ
う」をしました。 
社会的養護児童専用の造形工作特別レッスン、アク
セサリー作りをしました。最初に描いた画を元に
様々な色粘土で､アクセサリーを作り、前半で完成
させた白色の基礎に色を塗りました。パステルトー
ンの優しい色がきれいです。皆、アクセサリー作り
に熱中し過ぎで完成までには進みませんでした。 

⑶グッズデザイン特別レッスン「絵本をデザインし
よう」をしました。 
社会的養護児童専用のグッズデザイン特別レッス
ン。前半は絵本の製本作業です。こうした作業は集
中力が必要です。絵本の表紙のタイトル決めもしま
した。皆、売ればお小遣いになるので真剣です。バ
ラバラだった紙が一冊の絵本にまとまり始めると、
達成感が膨らみました。 
後半は写真のデコパージュ。デコパージュとは、色
紙を専用の液で小物などにを貼る技法のことです。
百均の商品でもキャラクターを貼れば、あっという

間にキャラクター商品に早変わりです。お金という「価値」をいかに工夫して生み出すか？そん
な社会体験を遊び感覚で身につけました。 

①造形工作レッスン「アクセサリーをつくろう」をしました。 
10月は11月まで2ヶ月を通してアクセサリー作りと秋にちなんだ造形工作をします。前半は粘土
を使った装飾品を作ります。後半は秋を主題に様々なオブジェを共同制作します。力を合わせて創
作する喜びと大切さを体験します。 



10月前半に完成させた基礎に紐やストラップ、ピ
ンバッジをつけてアクセサリーを完成させました。
それが終わると、秋の工作を始めました。秋の生き
物の名前や特長、生態を知り、それを絵や形にし、
大きな風景を完成させることで、自己肯定感を高め
ていきます。 

②グッズデザインレッスン「絵本・バッジ・グッズ
をデザインしよう」をしました。 
10月は絵本の最終仕上げをしました。その合間に
葉書やピンバッジの仕上げもしました。さらに初め
ての企画、デコパージュを使ってキャラクター商品
を作り、販売会を盛り上げる計画です。後半がスタ
ートし、さらに盛りだくさんの企画内容です。 
10月後半は印刷した絵本の製本をしました。絵本
は一品ものなので1冊500円で販売します。売れれ
ばそのままお小遣いになります。「私のお小遣い
10円やから50倍や！」と、皆、丁寧に懸命に製本

をしました。昨年度よりも製本の品質はかなり高くなっています。 

③デザイン国語研究レッスン「絵本のプレゼンテー
ション」をしました。 
国語の聞く、話す力を使って、自分の感覚・感情を
論理的に相手に伝える方法を会得し、自信と自己肯
定感に繋げるデザイン国語研究レッスン。10月19
日㊎・26日㊎、その中間発表会「子どもがする絵
本のプレゼンテーション 言葉で描く絵本の世界」
を開催しました。 
皆、ゆっくりと自分の想いを語ることで、スタッフ
を含め、総勢17人との素敵な共感を生まれまし
た。これで前半のレッスンが終了し、来年3月21日

の最終発表会に向けてレッスンをします。今春の稚拙さを思い返すと、今の子どもたちは随分と
成長しました。来年の春、もっともっと高いところへ子どもたちと行くつもりです。 

④人生デザインレッスン「自信と夢をデザインしよ
う」をしました。 
10月、後半が始まりました。後半はいよいよ自立
に向けて、自信のつけ方、勉強の仕方、目標の設定
の仕方、将来の設計など、自分の将来のデザインを



具体化させます。後半6ヶ月は全受講生無償でレッスンをします。 
ある週はレッスン前、子どもらだけで「卵あんかけ肉うどん」を作りました。こうした子どもた
ちの生きる力は自然と育っています。この日はファミリーホームの新しい子どもが見学で参加し
ました。そこで最後に親睦をかねて皆でトランプをしました。教室は、学校でもない家や施設で
もない第3の居場所です。すぐに打ち解ける子どもらの人間力の高さに感心しました。将来、子ど
もらだけでもやっていけるのでは？とそう思える程でした。
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⑵造形工作特別レッスン「あきをつくろう」をし
ました。 
社会的養護児童専用の造形工作特別レッスン。
11月は爽やかな秋を感じる工作、秋を作ろうを
しました。教室に掲げた大きな透明フィルムに
様々な秋の生き物を色紙に切って配置し、大きな
秋の風景を共同作業しました。 
 

⑶グッズデザイン特別レッスン「アクセサリーを
デザインしよう」をしました。 
待望のアクセサリーづくりでした。今回は出来上
がりの完成度が高く、3時間の長丁場のレッスン
でしたが、誰1人休むことなく、一心不乱にネッ
クレス作りに集中できました。創作すること、努
力することの愉しさを知り、皆、満足な表情でし
た。 
 

①造形工作レッスン「あきをつくろう」をしまし
た。 
11月は爽やかな秋を感じる工作、秋を作ろうを
しました。教室に掲げた大きな透明フィルムに
様々な秋の生き物を色紙に切って配置しました。
大きな大きな秋の風景を共同作業で作り、ゲーム
やプレゼンをして交流も深めました。 

 

②グッズデザインレッスン「アクセサリーをデザ
インしよう」をしました。 
紫外線で硬化する透明樹脂レジンを使ってネック
レス、イヤリング、ブローチなどのアクセサリー
を作りました。創造力と集中力を要するこのレッ
スン、一つことを丁寧に完遂させることで自信、
自己肯定感を高めていきました。 

 



③デザイン国語研究レッスン「絵説得する」をし
ました。 
論理的に聞く力、話す力を育てるデザイン国語研
究レッスン、11月は説得するレッスンをしまし
た。意見の違う相手に自分の意見を、因果関係を
考え、理由付けをしながら「説得する」論理的話
法を学びました。 

 

④人生デザインレッスン「自信と夢をデザインし
よう」をしました。 
11月は勉強のデザインをしました。教科学習で
はなく、勉強の仕方をデザインし、成績を上げよ
うという企画です。計画力、理解力、集中力、記
憶力、論理的思考、学習速度、モチベーションの
高め方、ノートの取り方、時間の使い方に着目し
て進めました。 
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⑵造形工作特別レッスン「クリスマスをたのしも
う」をしました。 
12月はパーティ気分で対話力を楽しむレッスンを
しました。ゲームやビンゴ大会など大盛り上がり
のクリスマス会やそれぞれの個性がでるデコレー
ションケーキ作りも大盛り上がりでした。仲間と
力を合わせることでコミュニケーションを楽しみ
ました。 
 
⑶グッズデザイン特別レッスン「クリスマスをデ
ザインしよう」をしました。 
12月はクリスマスのデザイン。ゲームやビンゴ大
会などで大盛り上がりクリスマス会や自分のキャ
ラクターを題材にしたキャラ弁作りを通じて、知
らない仲でも恥ずかしがらず、対話できることを
ゴールにしました。活発に対話することができ、
お腹も心も大満足のレッスンでした。 

①造形工作レッスン「クリスマスをたのしもう」
をしました。 
12月は身近な素材で作るクリスマスツリー工
作、ゲームやビンゴ大会などで大興奮のクリスマ
ス会、個性が光るデコレーションケーキ作り、目
にも楽しいキャラ弁作りをしました。お互いに
「頑張れ！」と声かけするなど、最初に約束した
ホワイト言葉で一杯になるレッスンでした。 

②グッズデザインレッスン「クリスマスをデザイ
ンしよう」をしました。 
12月はクリスマスのデザイン。造形工作レッスン
と同じ内容でした。しかし、さすがに高学年。ク
リスマス会では仲間同士で力を合わせ、ゲームで
書いた文章や絵の完成度も高く、デコレーション
ケーキ、キャラ弁作りでは個性と工夫が光りまし
た。満足度の高いレッスンになりました。 

③デザイン国語研究レッスン「ディスカッション
する」をしました。 
12月は討論のレッスンをしました。意見やアイデ



アを出し合い一つの意見にまとめました。「友だ
ちのケンカは止めるべき？」など若い学生ならで
はの悩みをテーマに、感情語ではなく論理語で話
しを進め、相手に「なるほど」と思われる考え
方、話し方の練習をしました。 

④人生デザインレッスン「クリスマスをデザイン
しよう」をしました。 
12月の課題はクリスマスのデザイン。自信と夢
をデザインではテストの成績発表をしました。皆
の成績が上がって嬉しかったです。講義と平行し
て、クリスマス会の準備をしました。皆が目的意
識を持って準備ができ、当日も自分たちの役目を
的確に遂行しました。成長を感じました。
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⑵造形工作特別レッスン「ふゆをつくろう」をし
ました。 
社会的養護児童専用の造形工作特別レッスン。1
月は、3月の発表会を目指して「冬」をテーマに
工作をしました。これまで夏、秋と続いた大き
な共同制作の3部作目を作りました。レッスンで
は最初、冬の図鑑を元にいくつか冬の生きものを
選び、ネットでどんな生きものかを調べました。 
次にその生きものを絵に描くことで、色や形を観
察しました。こうして生きものの姿形を把握した
上で、工作を始めました。ユニークな形の生きも
のが沢山出来上がりました。得た情報を自分な
りに解釈し、絵や工作に展開し、創作の理由を
人前で話す力を育てました。 

⑶グッズデザイン特別レッスン「お人形をデザイ
ンしよう」をしました。 
社会的養護児童専用の造形工作特別レッスン。カ
ラフルなアクリル糸を刺繍針で突き、思い通りの
キャラクター人形に仕上げていきました。時間
をかけて大きなのを作るのか？それとも短時間
で小さいものをたくさん作るのか？ 
3月23日㊏・24日㊐の販売会ではどちらの方が
良く売れるでしょう？創造する、努力する、対
話する、レッスンを通してそんな生きる力を育ん
でいます。 

①造形工作レッスン「ふゆをつくろう」をしま
した。 
1月は、3月の発表会を目指して「冬」をテーマ
に工作をしました。これまで夏、秋と続いた大
きな共同制作の3部作目を作りました。他にも書
き初めやトートバック作りを通して、楽しみなが
ら対話する力の基本を学びました。 

②グッズデザインレッスン「お人形をデザインし
よう」をしました。 
1月は、子どもたち待望の「お人形をデザインし
よう」でした。1週目は行程説明、設計図制作、



土台制作をしました。2週目、3週目、4週目は人形作りをしました。2～4個作る事を目標にしま
した。皆無心のなって人形作りをしました。良い
頭のマッサージになったのではないでしょう
か。 

③デザイン国語研究レッスン「ディベートする」
をしました。 
1月、協同関係で対話するディスカッション、対
立関係で対話するディベート、中立関係で対話す
るファシリテートと、様々な場面で論理的に思
考する力を身につけていきました。残りあと3ヶ
月、本年度の集大成と位置付けています。 

④人生デザインレッスン「将来をデザインしよ
う」をしました。 
1月からは今期の集大成として、今後20年の人生
デザインを発表するロールプレイをしました。そ
の他、人生講義や書き初め、ピンバッジ作りな
ど、多彩なレッスンを織り交ぜ、楽しみながら自
分の人生をデザインしていきました。
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⑵造形工作特別レッスン「チョコたばをつくろ
う」をしました。 
絵工作「冬を作ろう」は一旦お休みして、バレン
タインデーにちなんで、チョコの花束を作りまし
た。色画用紙で花を飾り、メッセージカードを
書き添えました。主眼としては、お世話になっ
ている人へ感謝の気持ちを伝えること。さあ誰
に渡すのかな？ 

⑶グッズデザイン特別レッスン「日用品をデザイ
ンしよう」をしました。 
販売会まであと2ヶ月。終盤の2月は日用品をデ
ザイン。仕入れが安く、利益が出そうな商品を検
討し、トイレットペーパーやトートバッグなどを
制作します。他にも人形の不足制作やお店作りを
前倒しで制作します。 

①造形工作レッスン「はるをつくろう」をしまし
た。 
2月は、1月の課題である共同制作の絵工作「ふ
ゆをつくろう」を完成させ、引き続き、最終作
「春をつくろう」にかかります。他にも、春のト
ートバック作りやバレンタインデーにちなんだチ
ョコの花束など、盛りだくさんの内容。 

②グッズデザインレッスン「日用品をデザインし
よう」をしました。 
販売会まであと2ヶ月。終盤の2月は日用品をデ
ザイン。仕入れが安く、利益が出そうな商品討
し、トイレットペーパーやトートバッグなどを制
作します。他にも人形の不足制作やお店作りを前
倒しで制作します。 

③デザイン国語研究レッスン「ファシリテートする」をしました。 
2月はファシリテートするをテーマに中立の立場で物事を考える練習をします。また、来月に迫っ
た体験型発表会の準備や練習を重ねます。いよいよあと2ヶ月、各自の課題や成長がはっきりした
今、総仕上げに向かいます。 



④人生デザインレッスン「将来をデザインしよ
う」をしました。 
2月、今期のレッスンもあと2ヶ月となりまし
た。今月は主にTEDカンファレンスを見ながら、
将来のデザインの総括をします。キーワードは時
間、継続、与える、幸せです。幸せになるために
今何をするのかを話し合います。夕食の時間には
対話も弾み、良い雰囲気で楽しんでいます。 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
学びの支援：子どもデザイン教室 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 
●造形工作レッスン「はっぴょうかいをたのしも
う」をしました。 
3月23日㊏・24日㊐、新しい試みとして参加型
展示会をしました。夏秋冬をテーマに子どもた
ちが共同制作した作品を展示し、残りの春を参
加者と一緒に完成させました。その後、子ども
たちが出題者になって生きもの探しゲームをしま
した。創造と対話を楽しむユニークな展示会に
なりました。 

●造形工作特別レッスン「はっぴょうかいをたの
しもう」をしました。 
社会的養護児童専用の本レッスンも合同で参加
型展示会を楽しみました。賑やかな対話の弾む
あっという間の2時間でした。「レッスンの意義
がよく分かった。単なるお絵描き教室と思って
いた。大事な生きる力を学べるレッスンだ」と
のご意見を沢山頂きました。 
 

●グッズデザインレッスン「お店をデザインしよ
う」をしました。 
3月23日㊏・24日㊐、グッズデザインレッスン
好例の商品販売会を開催しました。葉書・ピン
バッジ・絵本・アクセサリー・お人形に加え、
今回は教室のキャラクターの「あっちゃんクッ
キー」やトートバッグ、生活グッズも販売しまし
た。沢山のご来場者で賑わいました。 
●グッズデザイン特別レッスン「お店をデザイン
しよう」をしました。 
社会的養護児童専用の本レッスンも合同で商品販

売会をしました。「沢山売れて良かった、あまり売れなかった」と悲喜こもごも、子どもたちは
恥ずかしくてうまく喋られませんでした。それでも皆様のご協力で、完売に近い売れ行き！この
ことは子どもたちの自信になりました。 



●デザイン国語研究レッスン「発表会をする」
をしました。 
3月21日㊍に体験型発表会を開催しました。
レッスンの主旨説明や言葉で描く絵本のプレゼ
ンテーション、目でわかるディスカッションの世
界など、参加者が実際に国語レッスンの内容を
体験できる発表会でした。 
 
「しらん、わからん」の感情語ばかりだった子
が、メモを取り、人の話を聞き、オトナと対等
に討論できる姿を見ていると、昨年春に約束し
た「今よりずっと高いところに皆を連れて行
く」というゴールに辿り着けたと思います。 

●人生デザインレッスン「将来をデザインしよ
う」をしました。 
発表会は3日間で270人ほどの参加者・ご来場者
がありました。売上も20万円を超えました。人
生デザインレッスン生の主体的で臨機応変なサ
ポートが特に素晴らしかったです。発表会はご
近所の方々、遠くはわざわざ東京から、FM 
COCOLOの放送を聞いたという方もいらっしゃ

いました。 

皆の顔は自信に溢れていました。1年間教室に通い、努力した、その努力がこの日の喜びに代わり
ました。これで2018年度のレッスンは全て終了しました。次年度は子どもたちが主体となったレ
ッスンにし、創造力、計画力、対話力を育てていきけます。どうぞご期待ください。
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