
３色パステルアート
インストラクター

認定講座

３色パステルアート
インストラクター

認定講座
未経験からはじめるアートセラピー

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14



目次………………………………………………………　０２p

ごあいさつ………………………………………………　０４p

はじめに…………………………………………………　０６p

３色パステルアートについて…………………………　０７p
　・絵のレシピ…………………………………………　０７p
　・３色のメリット……………………………………　０９p
　・研究の現場から……………………………………　１２p

ワークショップの流れ…………………………………　１４p

描いてみよう ……………………………………………　２７p
　・グラデーション ……………………………………　２９p
　・３色いろみほん ……………………………………　３３p
　・抽象画 ………………………………………………　３７p
　・風景画 ( 夕焼け空 )…………………………………　４１p

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ
基本の道具………………………………………………　１６p
基本の描き方……………………………………………　２３p

目 次

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14



絵＝その人自身…………………………………………　４６p

鑑賞会でのコミュニケーション方法…………………　４７p
　・自己紹介型…………………………………………　４８p
　・他己紹介型…………………………………………　４９p
　・観覧型………………………………………………　５０p

作品鑑賞のポイント……………………………………　５１p

脳の仕組み ………………………………………………　５４p
　・補い合う右脳と左脳 ………………………………　５４p
　・五感を使った右脳の活性化 ………………………　５６p
　・脳卒中の体験から知る右脳の機能 ………………　５７p
脳と感情 …………………………………………………　５９p

Ⅳ

Ⅴ

課題レポートと今後の活動について …………………　６２p
付録
 ・インストラクターを訪ねて（１）～  ……………　６３p
 ・インストラクターを訪ねて（２）～  ……………　６４p
 ・リハーサルをしてみよう…………………………　６５p
 ・鑑賞会シート………………………………………　６７p

Ⅵ

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14



小学校の頃、 社会科の資料集で見た縄文土器に釘付けになりました。

「なんでわざわざ模様をつけたんだろう？」 と素朴な疑問を持ったのです。

自分の楽しみのため？

子どもが喜ぶと思ったから？

特別な誰かへのプレゼントに？？

土器として機能していればデザイン性なんていらなかったはず。

縄文土器ひとつをきっかけに、 いろんな人の生活やストーリーが浮かんできて、 生

きるだけで精一杯だった時代の人々の遊び心に感動して空想がとまらなかったことを

覚えています。

アートは本来はもっともっと身近でいつでもどこでも気軽に楽しめるツールだったはずで

す。 それが、いつから一部のものの人になってしまったのでしょうか？現代で言う“アー

ト” はなんだか格好つけてお高くとまって、 手が届かないものになってしまったように感

じています。

難しい、 できない、 恥ずかしい、 才能がない…。 と思っている人、 ガチガチのルー

ルに縛られて大好きだったはずの描くことが嫌いになってしまいそうな人、原点にかえっ

てもっと自由に絵を楽しみませんか？まずは三原色からもう一度はじめてみましょう。

子どもが砂に絵を描くように、 電話しながら手が勝手に模様を描いてしまうように、 う

まい下手なんてない本来のアートの世界を楽しみましょう。 本書を通して生活の中に

ささやかな幸せの時間を作るお手伝いができれば幸いです。
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はじめに ３色パステルアートインストラクター認定講座

３色パステルアートについて
３色パステルアートは、精神科デイサービス内でのアートセラピーカリキュラムからその活動
をスタートさせました。

そのため、いわゆる『絵画教室』のように絵の技術の向上や上手に描くことを目的とはしてい
ません。絵で自己表現をしたり、無心で描きリラックスする体験の提供、絵を通じたコミュニ
ケーションを通して心地の良い居場所づくりをすることを目指しています。

誰でも身近に描く楽しさを味わってほしい。その想いから使用する画材は最小限にしていま
す。年齢や性別を越えて、お金がある人もない人も、健康な人も病を抱えた人も、立場は一
切関係なく心から楽しむ機会を与えられるのが、アートの魅力です。

堅苦しい指導者ではなく、一緒に３色パステルアートを楽しめる存在であることを目指しま
しょう。参加の敷居は低く、誰もが平等に楽しみを体感できる居場所づくりを大切に取り組
んでください。

この講座は、ある女性の一言をきっかけに生まれました。「先生は特技があってうらやましい
です。私にはなんの取り得もないからボランティアすらできないんです。」
その女性が言うには、今時はボランティアをしようとしても、ピアノが弾けるとか、習字が
教えられる、のように一芸がなければ、なかなか難しい。ということでした。

この一言をきっかけに、３色パステルアートが社会と繋がる糸口になる人がいるのではない
かと考えるようになりました。

そして、せっかくそのような技術を伝えるのなら、インストラクターとして堂々と人前に立
てるようにしたい。現場に出て困らないように知識もしっかり伝えたい。そんな想いから、
心理カウンセラーとして身につけたコミュニケーション方法や、脳と心に関する専門知識も
カリキュラムに織り込みました。

インストラクター自身が「楽しい！」と思えることがいちばん大切です。まずは本書を通し
て３色パステルアートの楽しさとその魅力を味わってください。

講座の成り立ち
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３色パステルアートは『絵』『心』『脳』の側面から開発されたアートセラピーです。絵画技法、
心理学、脳科学、それぞれに３色パステルアートのメリットと魅力が隠されています。
「３色パステルアートって何？」と聞かれたときに、インストラクターとして自分なりの言葉
で、かつ相手に合わせた説明ができるように、考えながら読み進めてください。

３色パステルアートでは全ての絵がお料理と同じようにレシピ化されています。お料理には
たくさんのレシピがあるので、基本のお味噌汁や煮物というように、手順をきちんと知るこ
とができます。そして、その基本を覚えることで自由に好きなものが作れるようになるのです。
けれど、絵に関してはいきなり道具だけ渡されて「自由にどうぞ！」とされることがとても
多いです。そして使い方もわからないまま見よう見まねで描いてうまくいかなくて…そういっ
た経緯から絵に苦手意識を抱えている人もいるのではないでしょうか。
３色パステルアートではレシピ化された描き方で順番に描いていくので、初心者でも、絵が
苦手な人でも、一緒に楽しみながら美しいパステルアートを描くことができます。

①混色によって生まれる深みのある色合い

        

この作品は茶色1色で描いた落ち葉(左 )と、赤青黄色の3色で描いた落ち葉(右 )の見本です。

色は重ねれば重ねるほど、より深みのある色合いになります。

三原色のうち、赤と黄色は “進出色” という、視覚的に飛び出して見える色。一方青は “後退色”

と呼ばれ、引っ込んで見える色です。進出色と後退色が重なり合うことで錯視 (= 目の錯覚 )

の原理が働き、立体感を覚えます。

色を混ぜ合わせることでより複雑な色合いになり、絵が苦手な人でも簡単に、“ちょっとプロっ

ぽい” 色合いにたどり着きます。

②類似色の使い分け

さらに木の絵を例にしてみましょう。

実物の木の葉っぱは、よく観察すると同

じ色は 1枚もなく、それぞれ個性的な緑

色をしています。

初心者がそれに気がつくこと、それを塗り

分けることは、容易なことではありません。

しかし、三原色にある黄と青だけを使って緑を作り出すと……2色のパステルの粉が混ざり合

い、自然とバラバラでまだらな緑色ができあがります。

使う色をあえて３色だけに絞ることで、こういった混色の効果を、初心者でも簡単に活用す

ることができます。( 作品見本左：茶と緑のパステルで描いた木、右：三原色で描いた木 )

③調和のとれた色合い

「色のセンスが無いんです」こんな声をよく耳にします。青も赤も黄色も、いろいろな種類が

あります。同系色でまとめたつもりでも…気づいたらごちゃごちゃになってしまっている、

というのはよく起こることです。３色パステルアートでは色を混ぜ合わせて作るので、相性
の悪い色はできません。深く考えずとも調和のとれた美しい色合いに仕上がります。

④個性が出やすい

使う色が３色で、絵のレシピで手順も決まっていると、制約が多く個性が発揮しにくいように
感じられるかもしれません。けれど、制限が多くても、それでも滲み出てしまうのが個性です。
ある程度の制限、枠組みがあるからこそ、その中で安心して自由に振舞うことができ、だから
こそ個性も引き出されます。

⑤創造性 ( クリエイティビティ ) を刺激する

３色で描くとき、私たちはあるものの中から色を使うのではなく、作り出すことをしなければ
いけません。はじめのうちは難しく感じるかもしれませんが、これを繰り返すことで、最小限
のものの中から必要なものを作り出す創造力(＝クリエイティビティ)や脳の柔軟性が育ちます。

⑥描くことに集中できる

色選びをする、という手順を省くことで、より絵に集中することが可能になります。特に一部
の発達に特性のある人や低年齢の子どもは、一旦色選びに思考が逸れてしまうと、絵に集中力
をもどすことが難しくなります。作品作りに没頭するためにも、3色で描く事が役立ちます。

⑦“選ぶ” というストレスの軽減

“選ぶ” という作業は楽しみが得られる一方で、
多すぎると脳に負荷がかかりストレスになります。
特にうつ病や認知症など、頭がうまく回らない、
あるいは脳が疲れている状態にある人にとっては
困難です。
使用する色を 3色に絞る事で、“選ぶ” というスト
レスから解放され、より深いリラックス効果が得
られます。

アートセラピーという心理療法の種類があります。

アートセラピーとは、非言語的コミュニケーションを通じて、悩みを抱える人にアプローチす

る手法です。一般的には絵や造形を使用した絵画療法が有名ですが、広義には音楽療法・園芸

療法・ドラマセラピー・フォトセラピーなども含まれます。

絵や図形を使用した絵画療法の多くは、精神分析をすることに用いられます。しかし、３色パ

ステルアートでは絵の分析は行いません。３色パステルアートでは、絵を分析のために用いる

のではなく、自己表現する場の提供、コミュニティ作り、そのコミュニティを通して自己肯定

感を育むことを目的としています。

自己肯定感というと難しく感じられますが、「自分はここにいてもいいんだ」と根拠なく思える

場所、「またここに来たいな」と思える居場所づくりと考えていただけると、理解しやすいので

はないでしょうか。

自己肯定感は図のように 2階建ての構図を

しています。2階の部分をいくら育てても

土台の 1階部分がグラついていると、自己

肯定は高まりません。

３色パステルアートでは、2階の能力的な

こと (= 絵が上手に描けた or 描かなかった )

にとらわれず、1階の部分 (= その人や絵の

存在そのもの)で人に関わることに注力します。

▼ POMS( 気分尺度測定 ) から読み解ける効果

３色パステルアートでは小児科医指導のもと、発達障害者のための施設Aにて３色パステルアー

トが心理的機能に与える影響の調査を行いました。効果測定のために用いたのは、POMSとい

う心療内科や精神科等で広く使用されている心理検査です。次のグラフはその結果です。

POMSでは、緊張・抑うつ・怒り・疲労・混乱・活気の６因子が同時に測定され、点数が高い

ほど悪い状態 (= 自己肯定感が低い ) を示します。半年間の調査の結果、３色パステルアート実

施前後を比較すると、97%の人で緊張や抑うつ感が改善、活気が上昇するという結果が得られ

ました。アートセラピー全般に効果がみられましたが、その中でも３色パステルアートは特に

有効な数値が示されました。

この効果が着目され、2017 年 11 月には

『宮古島神経科学カンファレンス』にて論

文発表 *が行われました。

ここでは３色パステルアートで絵を描く

ことだけでなく、インストラクターや参

加者同士の関わり方、対話も重要である

と考察されています。対話がもたらす効

果については鑑賞会の項で後述します。

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14



必須の
三本柱 ３色パステルアートの魅力。

『絵』・『心』・『脳』に隠された秘密

３色で描くメリット

３色パステルアートは『絵』『心』『脳』の側面から開発されたアートセラピーです。絵画技法、
心理学、脳科学、それぞれに３色パステルアートのメリットと魅力が隠されています。
「３色パステルアートって何？」と聞かれたときに、インストラクターとして自分なりの言葉
で、かつ相手に合わせた説明ができるように、考えながら読み進めてください。

３色パステルアートでは全ての絵がお料理と同じようにレシピ化されています。お料理には
たくさんのレシピがあるので、基本のお味噌汁や煮物というように、手順をきちんと知るこ
とができます。そして、その基本を覚えることで自由に好きなものが作れるようになるのです。
けれど、絵に関してはいきなり道具だけ渡されて「自由にどうぞ！」とされることがとても
多いです。そして使い方もわからないまま見よう見まねで描いてうまくいかなくて…そういっ
た経緯から絵に苦手意識を抱えている人もいるのではないでしょうか。
３色パステルアートではレシピ化された描き方で順番に描いていくので、初心者でも、絵が
苦手な人でも、一緒に楽しみながら美しいパステルアートを描くことができます。

①混色によって生まれる深みのある色合い

        

この作品は茶色1色で描いた落ち葉(左 )と、赤青黄色の3色で描いた落ち葉(右 )の見本です。

色は重ねれば重ねるほど、より深みのある色合いになります。

３色パステルアートの三本柱

・絵のレシピ
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ステルアートでは絵の分析は行いません。３色パステルアートでは、絵を分析のために用いる

のではなく、自己表現する場の提供、コミュニティ作り、そのコミュニティを通して自己肯定

感を育むことを目的としています。

自己肯定感というと難しく感じられますが、「自分はここにいてもいいんだ」と根拠なく思える

場所、「またここに来たいな」と思える居場所づくりと考えていただけると、理解しやすいので

はないでしょうか。

自己肯定感は図のように 2階建ての構図を

しています。2階の部分をいくら育てても

土台の 1階部分がグラついていると、自己

肯定は高まりません。

３色パステルアートでは、2階の能力的な

こと (= 絵が上手に描けた or 描かなかった )

にとらわれず、1階の部分 (= その人や絵の

存在そのもの)で人に関わることに注力します。

▼ POMS( 気分尺度測定 ) から読み解ける効果

３色パステルアートでは小児科医指導のもと、発達障害者のための施設Aにて３色パステルアー

トが心理的機能に与える影響の調査を行いました。効果測定のために用いたのは、POMSとい

う心療内科や精神科等で広く使用されている心理検査です。次のグラフはその結果です。

POMSでは、緊張・抑うつ・怒り・疲労・混乱・活気の６因子が同時に測定され、点数が高い

ほど悪い状態 (= 自己肯定感が低い ) を示します。半年間の調査の結果、３色パステルアート実

施前後を比較すると、97%の人で緊張や抑うつ感が改善、活気が上昇するという結果が得られ

ました。アートセラピー全般に効果がみられましたが、その中でも３色パステルアートは特に

有効な数値が示されました。

この効果が着目され、2017 年 11 月には

『宮古島神経科学カンファレンス』にて論

文発表 *が行われました。

ここでは３色パステルアートで絵を描く

ことだけでなく、インストラクターや参

加者同士の関わり方、対話も重要である

と考察されています。対話がもたらす効

果については鑑賞会の項で後述します。
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存在

能力

存在そのもの・ありのまま・自信
いてくれるだけで嬉しい感覚

学歴・資格・ノルマ・役に立つか
できる or できないという価値観

▶  研究の現場から

３色パステルアートは『絵』『心』『脳』の側面から開発されたアートセラピーです。絵画技法、
心理学、脳科学、それぞれに３色パステルアートのメリットと魅力が隠されています。
「３色パステルアートって何？」と聞かれたときに、インストラクターとして自分なりの言葉
で、かつ相手に合わせた説明ができるように、考えながら読み進めてください。

３色パステルアートでは全ての絵がお料理と同じようにレシピ化されています。お料理には
たくさんのレシピがあるので、基本のお味噌汁や煮物というように、手順をきちんと知るこ
とができます。そして、その基本を覚えることで自由に好きなものが作れるようになるのです。
けれど、絵に関してはいきなり道具だけ渡されて「自由にどうぞ！」とされることがとても
多いです。そして使い方もわからないまま見よう見まねで描いてうまくいかなくて…そういっ
た経緯から絵に苦手意識を抱えている人もいるのではないでしょうか。
３色パステルアートではレシピ化された描き方で順番に描いていくので、初心者でも、絵が
苦手な人でも、一緒に楽しみながら美しいパステルアートを描くことができます。

①混色によって生まれる深みのある色合い

        

この作品は茶色1色で描いた落ち葉(左 )と、赤青黄色の3色で描いた落ち葉(右 )の見本です。

色は重ねれば重ねるほど、より深みのある色合いになります。

三原色のうち、赤と黄色は “進出色” という、視覚的に飛び出して見える色。一方青は “後退色”

と呼ばれ、引っ込んで見える色です。進出色と後退色が重なり合うことで錯視 (= 目の錯覚 )

の原理が働き、立体感を覚えます。

色を混ぜ合わせることでより複雑な色合いになり、絵が苦手な人でも簡単に、“ちょっとプロっ

ぽい” 色合いにたどり着きます。

②類似色の使い分け

さらに木の絵を例にしてみましょう。

実物の木の葉っぱは、よく観察すると同

じ色は 1枚もなく、それぞれ個性的な緑

色をしています。

初心者がそれに気がつくこと、それを塗り

分けることは、容易なことではありません。

しかし、三原色にある黄と青だけを使って緑を作り出すと……2色のパステルの粉が混ざり合

い、自然とバラバラでまだらな緑色ができあがります。

使う色をあえて３色だけに絞ることで、こういった混色の効果を、初心者でも簡単に活用す

ることができます。( 作品見本左：茶と緑のパステルで描いた木、右：三原色で描いた木 )

③調和のとれた色合い

「色のセンスが無いんです」こんな声をよく耳にします。青も赤も黄色も、いろいろな種類が

あります。同系色でまとめたつもりでも…気づいたらごちゃごちゃになってしまっている、

というのはよく起こることです。３色パステルアートでは色を混ぜ合わせて作るので、相性
の悪い色はできません。深く考えずとも調和のとれた美しい色合いに仕上がります。

④個性が出やすい

使う色が３色で、絵のレシピで手順も決まっていると、制約が多く個性が発揮しにくいように
感じられるかもしれません。けれど、制限が多くても、それでも滲み出てしまうのが個性です。
ある程度の制限、枠組みがあるからこそ、その中で安心して自由に振舞うことができ、だから
こそ個性も引き出されます。

⑤創造性 ( クリエイティビティ ) を刺激する

３色で描くとき、私たちはあるものの中から色を使うのではなく、作り出すことをしなければ
いけません。はじめのうちは難しく感じるかもしれませんが、これを繰り返すことで、最小限
のものの中から必要なものを作り出す創造力(＝クリエイティビティ)や脳の柔軟性が育ちます。

⑥描くことに集中できる

色選びをする、という手順を省くことで、より絵に集中することが可能になります。特に一部
の発達に特性のある人や低年齢の子どもは、一旦色選びに思考が逸れてしまうと、絵に集中力
をもどすことが難しくなります。作品作りに没頭するためにも、3色で描く事が役立ちます。

⑦“選ぶ” というストレスの軽減

“選ぶ” という作業は楽しみが得られる一方で、
多すぎると脳に負荷がかかりストレスになります。
特にうつ病や認知症など、頭がうまく回らない、
あるいは脳が疲れている状態にある人にとっては
困難です。
使用する色を 3色に絞る事で、“選ぶ” というスト
レスから解放され、より深いリラックス効果が得
られます。

アートセラピーという心理療法の種類があります。

アートセラピーとは、非言語的コミュニケーションを通じて、悩みを抱える人にアプローチす

る手法です。一般的には絵や造形を使用した絵画療法が有名ですが、広義には音楽療法・園芸

療法・ドラマセラピー・フォトセラピーなども含まれます。

絵や図形を使用した絵画療法の多くは、精神分析をすることに用いられます。しかし、３色パ

ステルアートでは絵の分析は行いません。３色パステルアートでは、絵を分析のために用いる

のではなく、自己表現する場の提供、コミュニティ作り、そのコミュニティを通して自己肯定

感を育むことを目的としています。

自己肯定感というと難しく感じられますが、「自分はここにいてもいいんだ」と根拠なく思える

場所、「またここに来たいな」と思える居場所づくりと考えていただけると、理解しやすいので

はないでしょうか。

自己肯定感は図のように 2階建ての構図を

しています。2階の部分をいくら育てても

土台の 1階部分がグラついていると、自己

肯定は高まりません。

３色パステルアートでは、2階の能力的な

こと (= 絵が上手に描けた or 描かなかった )

にとらわれず、1階の部分 (= その人や絵の

存在そのもの)で人に関わることに注力します。

▼ POMS( 気分尺度測定 ) から読み解ける効果

３色パステルアートでは小児科医指導のもと、発達障害者のための施設Aにて３色パステルアー

トが心理的機能に与える影響の調査を行いました。効果測定のために用いたのは、POMSとい

う心療内科や精神科等で広く使用されている心理検査です。次のグラフはその結果です。

POMSでは、緊張・抑うつ・怒り・疲労・混乱・活気の６因子が同時に測定され、点数が高い

ほど悪い状態 (= 自己肯定感が低い ) を示します。半年間の調査の結果、３色パステルアート実

施前後を比較すると、97%の人で緊張や抑うつ感が改善、活気が上昇するという結果が得られ

ました。アートセラピー全般に効果がみられましたが、その中でも３色パステルアートは特に

有効な数値が示されました。

この効果が着目され、2017 年 11 月には

『宮古島神経科学カンファレンス』にて論

文発表 *が行われました。

ここでは３色パステルアートで絵を描く

ことだけでなく、インストラクターや参

加者同士の関わり方、対話も重要である

と考察されています。対話がもたらす効

果については鑑賞会の項で後述します。
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３色パステルアートは『絵』『心』『脳』の側面から開発されたアートセラピーです。絵画技法、
心理学、脳科学、それぞれに３色パステルアートのメリットと魅力が隠されています。
「３色パステルアートって何？」と聞かれたときに、インストラクターとして自分なりの言葉
で、かつ相手に合わせた説明ができるように、考えながら読み進めてください。

３色パステルアートでは全ての絵がお料理と同じようにレシピ化されています。お料理には
たくさんのレシピがあるので、基本のお味噌汁や煮物というように、手順をきちんと知るこ
とができます。そして、その基本を覚えることで自由に好きなものが作れるようになるのです。
けれど、絵に関してはいきなり道具だけ渡されて「自由にどうぞ！」とされることがとても
多いです。そして使い方もわからないまま見よう見まねで描いてうまくいかなくて…そういっ
た経緯から絵に苦手意識を抱えている人もいるのではないでしょうか。
３色パステルアートではレシピ化された描き方で順番に描いていくので、初心者でも、絵が
苦手な人でも、一緒に楽しみながら美しいパステルアートを描くことができます。

①混色によって生まれる深みのある色合い

        

この作品は茶色1色で描いた落ち葉(左 )と、赤青黄色の3色で描いた落ち葉(右 )の見本です。

色は重ねれば重ねるほど、より深みのある色合いになります。

三原色のうち、赤と黄色は “進出色” という、視覚的に飛び出して見える色。一方青は “後退色”

と呼ばれ、引っ込んで見える色です。進出色と後退色が重なり合うことで錯視 (= 目の錯覚 )

の原理が働き、立体感を覚えます。

色を混ぜ合わせることでより複雑な色合いになり、絵が苦手な人でも簡単に、“ちょっとプロっ

ぽい” 色合いにたどり着きます。

②類似色の使い分け

さらに木の絵を例にしてみましょう。

実物の木の葉っぱは、よく観察すると同

じ色は 1枚もなく、それぞれ個性的な緑

色をしています。

初心者がそれに気がつくこと、それを塗り

分けることは、容易なことではありません。

しかし、三原色にある黄と青だけを使って緑を作り出すと……2色のパステルの粉が混ざり合

い、自然とバラバラでまだらな緑色ができあがります。

使う色をあえて３色だけに絞ることで、こういった混色の効果を、初心者でも簡単に活用す

ることができます。( 作品見本左：茶と緑のパステルで描いた木、右：三原色で描いた木 )

③調和のとれた色合い

「色のセンスが無いんです」こんな声をよく耳にします。青も赤も黄色も、いろいろな種類が

あります。同系色でまとめたつもりでも…気づいたらごちゃごちゃになってしまっている、

というのはよく起こることです。３色パステルアートでは色を混ぜ合わせて作るので、相性
の悪い色はできません。深く考えずとも調和のとれた美しい色合いに仕上がります。

④個性が出やすい

使う色が３色で、絵のレシピで手順も決まっていると、制約が多く個性が発揮しにくいように
感じられるかもしれません。けれど、制限が多くても、それでも滲み出てしまうのが個性です。
ある程度の制限、枠組みがあるからこそ、その中で安心して自由に振舞うことができ、だから
こそ個性も引き出されます。

⑤創造性 ( クリエイティビティ ) を刺激する

３色で描くとき、私たちはあるものの中から色を使うのではなく、作り出すことをしなければ
いけません。はじめのうちは難しく感じるかもしれませんが、これを繰り返すことで、最小限
のものの中から必要なものを作り出す創造力(＝クリエイティビティ)や脳の柔軟性が育ちます。

⑥描くことに集中できる

色選びをする、という手順を省くことで、より絵に集中することが可能になります。特に一部
の発達に特性のある人や低年齢の子どもは、一旦色選びに思考が逸れてしまうと、絵に集中力
をもどすことが難しくなります。作品作りに没頭するためにも、3色で描く事が役立ちます。

⑦“選ぶ” というストレスの軽減

“選ぶ” という作業は楽しみが得られる一方で、
多すぎると脳に負荷がかかりストレスになります。
特にうつ病や認知症など、頭がうまく回らない、
あるいは脳が疲れている状態にある人にとっては
困難です。
使用する色を 3色に絞る事で、“選ぶ” というスト
レスから解放され、より深いリラックス効果が得
られます。

アートセラピーという心理療法の種類があります。

アートセラピーとは、非言語的コミュニケーションを通じて、悩みを抱える人にアプローチす

る手法です。一般的には絵や造形を使用した絵画療法が有名ですが、広義には音楽療法・園芸

療法・ドラマセラピー・フォトセラピーなども含まれます。

絵や図形を使用した絵画療法の多くは、精神分析をすることに用いられます。しかし、３色パ

ステルアートでは絵の分析は行いません。３色パステルアートでは、絵を分析のために用いる

のではなく、自己表現する場の提供、コミュニティ作り、そのコミュニティを通して自己肯定

感を育むことを目的としています。

自己肯定感というと難しく感じられますが、「自分はここにいてもいいんだ」と根拠なく思える

場所、「またここに来たいな」と思える居場所づくりと考えていただけると、理解しやすいので

はないでしょうか。

自己肯定感は図のように 2階建ての構図を

しています。2階の部分をいくら育てても

土台の 1階部分がグラついていると、自己

肯定は高まりません。

３色パステルアートでは、2階の能力的な

こと (= 絵が上手に描けた or 描かなかった )

にとらわれず、1階の部分 (= その人や絵の

存在そのもの)で人に関わることに注力します。

▼ POMS( 気分尺度測定 ) から読み解ける効果

３色パステルアートでは小児科医指導のもと、発達障害者のための施設Aにて３色パステルアー

トが心理的機能に与える影響の調査を行いました。効果測定のために用いたのは、POMSとい

う心療内科や精神科等で広く使用されている心理検査です。次のグラフはその結果です。

POMSでは、緊張・抑うつ・怒り・疲労・混乱・活気の６因子が同時に測定され、点数が高い

ほど悪い状態 (= 自己肯定感が低い ) を示します。半年間の調査の結果、３色パステルアート実

施前後を比較すると、97%の人で緊張や抑うつ感が改善、活気が上昇するという結果が得られ

ました。アートセラピー全般に効果がみられましたが、その中でも３色パステルアートは特に

有効な数値が示されました。

この効果が着目され、2017 年 11 月には

『宮古島神経科学カンファレンス』にて論

文発表 *が行われました。

ここでは３色パステルアートで絵を描く

ことだけでなく、インストラクターや参

加者同士の関わり方、対話も重要である

と考察されています。対話がもたらす効

果については鑑賞会の項で後述します。
『発達障害当事者・成人支援としての各種アートワークの生理学的
・心理学的有効性』文教大学教育学部成田ゼミ。

(※その他、園芸療法・パズル・
 卓上ゲームなどとの比較 )

※
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▼ 脳波研究から読み解けるリラックス効果

３色パステルアートが人の脳にどのような影響を与えるのか、脳波測定器を用いて調査を行い
ました。

ここで注目したのは、β波 ( ベータ ) とθ波 ( シータ ) というふたつの脳波です。

β波は緊張状態、不安、ストレスを抱えているときに出る脳波です。一方のθ波は、深い集中・
リラックス状態のときに海馬から出る脳波です。θ波は記憶を司る脳の部位、海馬からでている
ことがわかっており、記憶力にも影響を与える脳波です。

普段からβ波が多い人は、強いストレスや不安感を抱えていて、あまりよくない状態です。

「寝られない」「理由もなくイライラする」などの症状を訴える人もいます。

体質的に汗っかきな人がいるのと同じように、

β波が出やすい人、あるいは一度出たら引きに

くい人 (＝ストレス状態に陥りやすい人 ) がいま

す。これは本人の意思とは関係なく起こるため、

改善が難しい部分でもあります。

３色パステルアート実施前と実施中の脳波状態を

知るため、専用の測定機器で計測しました。

その結果が次の円グラフです。

β波

Fα波

α波

Sα波

θ波

β波

Fα波

α波

Sα波

θ波

緊張状態、不安、ストレス環境下において計測される

↑

集中力が高まり、リラックスしている状態に計測される

↓

深い集中・リラックス状態、記憶力が高い状態に計測される
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３色パステルアート実施中は、参加者のうち 7割以上の人の脳でβ波が減少しました。さらに、

θ波は参加者のうち 9割以上の人の脳で増加していることが分かりました。

３色パステルアートの技法を用いて描くことで、ストレスや不安感が緩和され、深いリラック

ス状態が得られたと言えます。これはパステルアート経験者、未経験者でも同じ結果でした。

さらに、一部の人ではありますが、３色パステルアートで描かれた絵を見ているだけでも同じ

効果が得られました。個人差が大きく有意な数値とはなりませんでしたが、作品を見ているだ

けでも一定のリラックス効果が得られる可能性を示唆しています。

“脳トレ” などの言葉を利用すると、人によってはプレッシャーに感じられるかもしれません。

ワークショップ内で難しい説明をする必要はありません。楽しく描けることを最優先に、イン

ストラクターとして知識だけは持っておきましょう。
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基本の
流れ ３色パステルアートワークショップの基本的な流れ

タイムテーブルの例 (１) タイムテーブルの例 (２)

導入 制作 鑑賞会

インストラクターの自己紹介
や作品のテーマを紹介します。
( 詳細は p46 へ )

ワークショップのメインと
なる部分です。

それぞれの作品を楽しみ
交流・対話の場を設けます。
( 詳細は p47～)

場所　　：　入居型高齢者施設

対象者　：　入居者 (６０歳～９０歳 )

参加人数：　    　 　８名

時間　　：　６０分

00　導入 ( 挨拶・自己紹介・テーマ紹介 )

05　制作開始

50　鑑賞会

60　お見送り ( 終了後片付け )

備考：

月に２回インストラクター１名で開催。

施設スタッフによるサポートなどは無し。

参加者は健常者～軽度認知症患者。

常連：新規＝６：２、男：女＝２：７。

場所　　：　レンタルスペース

対象者　：　社会人

参加人数：　    　 　   １３名

時間　　：　１２０分

00　  導入１( 挨拶・自己紹介・テーマ紹介 )

10　  導入２( 道具紹介・試し書き )

40　  制作開始 ( メインテーマを制作 )

90　  片付け

100　鑑賞会

115　おわりの挨拶と次回予告

120    終了

備考：

不定期開催。ウェブ、チラシを利用して告知。

全員が初参加。インストラクター２名で開催。

男：女＝２：１１
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１１

２２３３

４４ ５５

６６７７

① ソフトパステル
② 画用紙
③ 作品保存用袋
④ 練り消し

⑤ 綿棒
⑥ 綿
⑦ マスキングテープ

基本の
道具

３色パステルアートスタートキットに入っている
基本の道具。まずはこれだけ覚えましょう。
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パステルにはソフトパステル・ハードパステル・オイル
パステルなど様々な種類があります。３色パステルアー
トでは発色とのびがよく、わずかな力で描けるソフトパ
ステルを使用します。触ると手に粉がつきますがウェッ
トティッシュ等で拭うだけで簡単に落とすことが可能です。

① ソフトパステル

ソフトパステルとは？
ソフトパステルは乾燥させた顔料を粉末状にし粘着材で固めたチョークのような画材です。形
状は主に丸型と角型があります。ハードパステルに比べ含まれる粘着材の量が少ないので、の
びが良いことが特徴です。直接紙に描くことはもちろん、削って粉末状にして使用することも
できます。風景画など広い面をやさしく淡い色合いで表現することに向いています。
紙への定着力は弱く、作品完成後はフィキサチーフなどの定着材を使用し粉を定着させるか、
保存袋などを利用して保管する必要があります。画材店、文具店などで低価格で入手できる画
材です。

メリットとデメリット
ソフトパステルのメリット
水が不要・紙の上で混色がしやすい (= 美しいグラデーションが簡単に描ける )・初心者
でも扱いやすい・安価・持ち運びが楽・多人数のワークショップでも準備が簡単
失敗しても簡単に消すことができる・服などが汚れてしまってもすぐに落とせる

ソフトパステルのデメリット
・細部の描画に向かない・濃淡をつけることが難しい・淡い色合いが視覚が衰えるてい
る人にとっては見えにくい・粉が飛び散る
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黄 橙 桃 赤 青 紺(群青)

※テキスト内での色名表記方法

ソフトパステルは、画材メーカー各社から販売されて
います。３色パステルアートインストラクター認定講
座に付属されているソフトパステルは、日本で唯一の
ソフトパステル専門メーカー王冠化学工業所より販売
の、ゴンドラパステルを使用したオリジナル商品です。
人体に影響のない安心安全な材料を使い、ひとつひと
つ職人さんの手で丁寧に手作りされた高品質のもので
す。インストラクター用に 1色につき 3本ずつ入っ
た特別仕様です。

その他パステルを取り扱っている画材メーカーには、
ホルベイン、大創産業 (100円均一ショップダイソー )

濃淡の使い分け

などがあります。メーカーによって固さや色、品質、
使用感は異なります。オリジナルパステルを元に近い色を選んで用意し、同じ方法で描くこと
ができます。安全性と使いやすさの面からオリジナルパステルの使用を推奨しますが、他メー
カーのパステルの使用も可能です。実施対象者や予算に合わせた製品を選びましょう。

パステルは絵の具のように水を混ぜて濃淡をつけることができません。そのため３色パステル
アートでは、明るい色味を表現したいときは淡い３色 ( 黄・桃・青 ) を、深い色味を表現した
いときは濃い３色 ( 橙・赤・紺 ) をというように、作品ごとに使用色を変えて描き分けています。

下作品の左側は春の作品集。淡い３色で描いています。右側は秋の作品集。濃い３色を使用し
て描かれています。*稀に黄・青・紺など変則的な３色の組み合わせも使用することがあります。
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表面に凹凸がある丈夫な紙質がパステルアート
に最適です。
◎購入できる場所：画材屋、文房具屋など

② 用紙

画用紙の種類・サイズ
用紙にも様々な種類があります。同封のマルマン画用紙のほか、『ホワイトワトソン』『ケ
ナフ』という紙は比較的入手しやすくパステルアートに向いています。また『画仙紙』
などの和紙も相性が良く和柄の優しい雰囲気に仕上がります。

サイズはハガキサイズを主に使用しますが、参加者やワークショップの時間によって
サイズをかえても良いでしょう。

応用次第で様々な楽しみ方ができることも
３色パステルアートの魅力です。夏にぴっ
たりなうちわの絵付け体験をしたり、レタ
ーセットやしおり、ブックカバー、カレン
ダー、など様々なグッズ作りができます。

３色パステルアートで作成した『うちわ』*DAISOにて購入
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用紙を固定するために用います。完成後にはがすことを考えた
のり残りの少ないタイプです。完成後マスキングテープを貼っ
ていた部分が白い枠として残ります。四辺とも同じ太さになる
ように真っ直ぐ貼りましょう。机の汚れが気になる場合はクリ
アファイルや新聞紙などに用紙を固定します。

一般的なマスキングテープは白ですが、高齢者など視力が衰え
ている参加者がいる場合、色付きのものを用意しておくと、画
用紙とテープの境目が分かりやすくなります。
◎購入できる場所：画材屋など

『白』だけは唯一、三原色で描くことができません。着色した
部分を練り消しで消すことで紙の色があらわれ『白』を作るこ
とができます。使用するとパステルの色が付着しますが、よく
練ることで繰り返し使用が可能です。
粘着性を活かして、練り消しを小さくちぎり、作品を壁にはり
つけるときにも使用します。磁石と黒板 ( ホワイトボード ) がな
い現場や作品を傷つけたくないときに便利な道具です。
◎購入できる場所：画材屋、文房具屋など

④ マスキングテープ

マスキングテープの半分が用紙に、残りの半分が机に
貼れる位置が目安です。剥がす時は絵に対して外側に
向かってひっぱると綺麗に剥がれやすくなります。

マスキングテープの使用方法

③ 練り消し
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細かい点や線を描くときに使用します。パステルを
絵の具に置き換えると、綿棒は筆の役割です。
◎購入できる場所：百円均一、薬局など

綿棒とおなじく筆の役割をします。広い画面を塗るとき
に使用します。化粧用にコーティングされているもので
はなく、医療用のものを選びましょう。
◎購入できる場所：百円均一、薬局など

ソフトパステル画はこすると色が落ちてしまいます。
完成後は保存用袋に入れ、大切に保管しましょう。
◎購入できる場所：百円均一、画材屋、文房具屋など※作品は見本でありセットに付属されていません。※作品は見本でありセットに付属されていません。

⑥ 綿

⑤ 綿棒

⑦ 保存用袋
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パステル画用の定着材です。完成後表面にスプレーする
ことでパステルの粉を定着させる糊のような役割をします。
作品を郵便で出したいとき、保存袋が使用できないときに
使用します。◎購入できる場所：画材屋など

必須道具ではありませんが、現場や対象者によってはあると便利な道具です。必要に応じて用意し
ましょう。

握力が衰えている人、細かい作業が難しい人、麻痺がある
人などが参加者にいる場合に使用します。網を利用してパ
ステルをあらかじめ粉状にしておきましょう。コイン、カ
ッター、定規などで代用することもできます。
◎購入できる場所：百円均一、画材屋など

網

フィキサチーフ

あると便利な道具
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① ② ③

手の動かし方や力の入れ方に変化を加えて、表現の幅を広げま
しょう。同じ画材・題材でも異なる印象の作品が仕上がります。

１） 綿にパステルをすりつけます ２） 綿に色がついたら… ３） 紙の上に色をのせます

基本の
描き方 手の動かし方ひとつで様々な表情がうまれます。

それぞれ試して比べてみましょう。

基本の描き方・手の動かし方（１）綿

綿とパステルの使い方

①くるくる円を描くように

③とんとん叩くように

②手を左右に動かしながら

① くるくる ②左右に ③とんとん
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「線」ひとつでも無限の表現があります。以下はその一例です。
様々な描き方を組み合わせて、表現の幅を広げましょう。

１） 綿棒にパステルをすりつけます ２） 綿棒に色がついたら… ３） 紙の上に色をのせます

ⅰ) まっすぐ均一な線

ⅱ) くねくね緩やかな線

ⅲ) ジクザグ角張った線

ⅳ) 途中で力の強弱を変えた線

綿棒とパステルの使い方

基本の描き方・手の動かし方（２）綿棒
①ぐりぐりと力強く紙にこすりつけるように

② 線に表情をつけながら

③とんとん優しく叩くように
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練り消しを使用する前に

練り消しひとつでも様々な表現方法があります。

三原色で唯一表現できない色は 『白』 です。 ３色パステル

アートでは、 練り消しを利用して 『白』 を表現します。

新品の状態(または、 しばらく使用していない状態 )の練り

消しは固くなっています。 手のひらでよく練ったり、 左の写真の

ように伸ばしたりして、十分柔らかくしてから使用しましょう。

練り消しを伸ばしたときにできるふわっと柔らかい部分を、 その質感を損なわないよう優しくまとめます。

紙の上で優しく動かすことで少しずつ消すことができます。 この質感は雲を描くときにぴったりの表現です。

基本の描き方・手の動かし方（３）練り消し

練り消しの使い方

①ぐりぐり紙にこすりつけるように

②線に表情をつけて

③柔らかい部分を活かして
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どこでも手軽にワークショップを開けるように道具は最小限。コンパクトにまとめられるように
持ち物を整理しておきましょう。

参加者はパステルに触れるのもはじめてかもしれません。
道具の使い方、手の動かし方などは、はじめて会ったインストラクターが基準になります。
まずは道具の名前や特性をしっかり覚えることが必要です。

提案の幅を広げるため、手の動かし方もいろいろな方法でお手本をみせましょう。インスト
ラクターがくるくる円を描くように手を動かす人だと、参加者はそうするべきだと思い込み
ます。「手をくるくる動かしたり、とんとん叩いたり、横にすべらせたり…いろんな塗り方
があります」と提案ができるようになっておきましょう。

インストラクターの道具箱

インストラクターは参加者の指標

注意
事項 ワークショップを開催する前に練習と準備の

時間を十分取りましょう。
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・用紙の準備

・色の呼び方

・綿棒 ・綿

黄 橙 桃 赤 青 群青群青

大　　　小

本書に付属されている綿棒は
一般用と、赤ちゃん用の二種
類あります。好みにあわせて
それぞれ使い分けましょう。

綿は使いやすい大きさにちぎって使用します。
市販のものを使用する場合は、化粧用にコー
ティングされたものではなく、医療用の綿を
購入しましょう。

画用紙をマスキングテープで机に固定します。

次頁からの『描いてみよう！』では、色の名前を下記のように表記しています。
それぞれ間違いの無いように描きはじめる前に用意しておきましょう。

机に直接貼ることが難しい
場合はクリアファイルや新
聞紙などで代用できます。

描いて
みよう !

描く前の準備と決まりごと。
確認したら、いよいよ描きはじめましょう。
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グラデーショングラデーション

パステルは紙の上で色を混ぜることができるので、 比較的容易に

自然なグラデーションを作ることができます。 パステルアートにはそ

のグラデーションを活かした作品がたくさんあります。 まずは基本の

グラデーションの作り方を身につけましょう。

描いてみよう（１)
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黄と桃が重なるときの色の変化を観察しながら
描きましょう。色が重なっている部分をよくこ
すると二色がなじんで自然なグラデーションが
できあがります。

①紙を縦にして四方をマスキングテープで固定します。
　 ※裏側にある郵便番号枠の上下に注意しましょう。

②黄を綿にとり中央３分の１を目安に広げます。

③桃を綿にとり上から下へ向かって３分の１を
　目安に広げます。

黄

桃

POINT

描いて
みよう !

紙の上で簡単に混色することができるパステルの特性を
活かした、グラデーションの描き方を身につけましょう。
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作成しながら自分の絵を客観的に見ることは
難しいことです。できれば２m以上はなれて
作品を見てみましょう。

④青を綿にとり下から上へ向かって３分の１を
　目安に広げます。 ⑤一度はなれた場所から全体を見ます。

⑥物足りないと思う部分に色を加えながら
　仕上げます。( 見本では中央に黄を加え
　オレンジと緑をより強調しました )

⑦四方のマスキングテープを紙がちぎれ
　ないように、そっとはがして完成です。

① 青＋桃＋橙 ② 青＋黄＋紺 ③ 赤＋橙＋黄 

基本のグラデーションの作り方をマスターしたら、他の３色を
自由に選び組み合わせて描いてみましょう。

POINT

2m

青
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作品集

マスキングテープで仕切って 2色ずつのグラデーシ
ョンを作った見本です。①桃＋黄、②黄＋青、③青＋桃
グラデーションはソフトパステルの基本。道具の使い
方を説明しながら、３色で様々な色が作れることを体
験してもらうことができ、作品も満足度が高いものが
仕上がります。

グラデーションを描いた後に、練り消しで雲と光を
描き足しました。練り消しを使う練習をしたいときに
活用しやすいテーマです。
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ぐるぐるいもむしぐるぐるいもむし

ぐるぐるぐるぐる…無心で丸を描いていると、 心もだんだんまんまるに

なっていきます。 単色の澄んだ色合いを楽しんだり、 2 色以上の

色の混色を楽しんだり。 色の変化を味わいながら、 ３色パステル

アートのロゴのモチーフでもあるいもむしを描きましょう。

描いてみよう（２)
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描いて
みよう !

３色だけで無数の色を作り出せることを体験して
みましょう。

①紙を縦にして四方をマスキングテープで固定します。
　このレシピは桃・黄・青の淡い 3色を使用します。

このレシピでは、３色だけで様々な色を作ることを
体験します。１色ずつ塗り重ねるのも良いですが、
写真のように２本同時に綿に色をのせ、ぐるぐると
円を描くと、その時の力加減やパステルの量などの
偶然によって、色の表情の変化を楽しめます。

②綿に好きな色をとり、いもむしの顏になる
　丸を描きます。

③②で描いた顔を起点に体の部分をぐるぐると
　描いていきます。見本では黄と桃を同時に綿にとりました。

綿を小さくちぎって描くと小さな丸が
描きやすくなります。丸が苦手な人は
綿棒も活用してみましょう。

POINT
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④また別の色を使って丸をつなげていきます。
　見本は黄と青を同時に綿にとりました。

⑤丸をつなげていく方向は自由です。
　見本は青と桃で描きました。

⑥次は桃 1色だけで描きました。

⑧背景に好きな色を塗りましょう。
　見本は綿に桃と黄で塗りました。

⑦最後は青と黄を使いました。
　より小さい丸を描きたかったので、
　綿棒を使用しています。
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作品集

⑨綿棒を使って、いもむしの顔と足を描きました。
　触角・目・口・足は青、ほっぺは桃を使っています。

⑩背景にさらに飾りを加えて完成です。
　見本では練り消しで白いドットを入れました。
　四方のマスキングテープを丁寧にはがしましょう。

画用紙の向きを変えたり、色を変えたりしながら、様々な作品を楽しみましょう。
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抽象画抽象画

絵に正解はない、 とよく言いますが形あるものはついつい他の

作品と比べてしまいがち。 うまい下手はなく、 全ての作品の個

性の良さを特に実感できるのが抽象画。

ここでは混色の実験や、 練り消し、 綿棒の使い心地を描きな

がら身につけましょう。

描いてみよう（３)
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① 「抽象画を描きましょう」と言うとハードルが上がって
　しまいます。「色の実験をしてください」や「まずは試
　し書きです」など、別の声かけで提案しましょう。

② 道具は一度に全て渡すのではなく、徐々に増やします。
　 そうすることで長い時間集中して描くことができます。

POINT

①四方をマスキングテープで固定します。固定用とは
　別にマスキングテープを長めに２本用意します。

③ここではパステルを 6本とも使ってみましょう。
　綿を使って自由に色を広げます。見本ではまず
　桃と黄色を使いました。

②２本のマスキングテープを好きな位置に貼ります。２本が交差してもしなくても構いません。
　 交差させると右のように画面が４つに、交わらないと３つに、それぞれ分かれます。

基本の描き方で学んだ手の動かし方や、前頁で描いたグ
ラデーションを組み合わせて紙の上で遊んでみましょう。

描いて
みよう !

38



④他の枠にも自由に色を広げます。さまざまな組み合わせの混色やグラデーション作り、
　手の動かし方 (p23 参照 ) を組み合わせながら、実験するようにどんどん色を塗り進めましょう。

⑤綿棒を使ってみましょう。p24 を参考に
　様々な線やドットの模様などを加えます。

⑤練り消しを使って白色も加わりました。
　(p25 参照 )

⑥ソフトパステルで直接線や点を描いてみましょう。

⑦マスキングテープをはがします。
　上に重なっているものから順にはがしましょう。
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作品集

抽象画はテーマを決めて描いたり、
白い部分を残してメッセージカードにしたりなど、
アレンジ次第でバリエーション豊富に楽しめます。
上段：テーマ『葉っぱ』と障子紙に描いた見本
中断：テーマ『波音』/テーマ『花びら』
下段：メッセージカード
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風景画 ( 夕焼け空 )風景画 ( 夕焼け空 )

伸びがよく優しい色合いのソフトパステルは、 風景画に適して

います。 細部の描写には不向きですが、 ソフトパステルの特

性を活かしてのびのび広い空を描いてみましょう。

季節を問わず楽しむことができる題材です。

描いてみよう（４)
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橙

橙

赤

①紙を縦にして四方をマスキングテープで固定します。

②橙を綿にとり上から３分の２を目安に広げます。

③赤を綿にとり、下から上に向かってのばし、
　２色で背景のグラデーションを作ります。
　

⑤背景のグラデーションが仕上がったら、上下を決めましょう。
　どちらを上にするかで作品の雰囲気もかわります。

④橙を綿にとり、上から下に向かって重ねました。
　③～④を何回か繰り返しグラデーションを好き
　な色になるよう整えます。

描いて
みよう ! ここまで身につけた方法を使って、広い空と山を

のびのび描きましょう。
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群青群青

群青群青 群青群青

群青群青

下の部分に隙間をあけて置き、
隙間に綿にとった群青を重ねます。

あて紙

あて紙を使うと、
まっすぐな地平線になります。

POINT

⑥群青を綿にとり地面を描きます。

⑧練り消しを使って雲と星を描きました。
　太陽や月、風、光など、様々なパーツを
　自由に描き入れてみましょう。

⑦綿棒に群青をとり、木を描きました。
　木は下から上に向かって描くと、先が
　細く根元がどっしりします。(p44 参照 )

⑨綿棒に群青をとり、鳥を描きました。
　数字の３を横に倒すような形を描いてみましょう。
　四方のマスキングテープをはがして完成です。

⑦背景の上部に群青を足しました。
　( この工程は省いても構いません )
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< 木の描き方 >
木は幹→枝→葉の順番で、下から上に向かって描きます。

作品集

木の形も、本数も自由です。
画用紙の縦横も変えて構図を
工夫してみましょう。

木が難しい対象者には、
代わりに山を描くとより簡単に
楽しむことができます。

1 pt
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第一印象は大切です。絵のレシピの手順や道具の準備にとらわれすぎて、意外と忘れ
がちなのが導入の準備。はじまりの挨拶や自己紹介がしどろもどろでは、参加者も心
配になってしまいます。反対に、スタートからの 5分間がスムーズに進行すれば、
それ以降は多少粗相があってもあまり印象に残りません。

これまで人前に立つ経験をしたことがない人にとっては、ハードルが高く感じられる
かもしれませんが、まずは最初の 5分間を意識していれば大丈夫。
慣れないうちは下記を参考に台本を作ってリハーサルをしてみましょう。

（１）スタートの合図
「それではお時間になりましたのではじめさせていただきます」などと声をかけ、は
じまりを知らせます。

（２）挨拶
「今日はお集まりいただきありがとうございます。」など、まずは参加していただいた
ことへの感謝を伝えましょう。

（３）自己紹介
「３色パステルアートインストラクターの＊＊です。よろしくお願いします」と自己
紹介をします。趣味や出身地などインストラクターの人柄が分かる話題も一言加える
と良いでしょう。絵が苦手な人は失敗談なども盛り込むと、同じように絵が苦手な人
も安心して参加することができます。自己紹介をしたら、３色パステルアートの簡単
な紹介もあわせて伝えます。

（４）作品紹介
「今日は＊＊を描きます」と、作品見本を紹介します。海がテーマの日なら、海に関
するエピソードにふれ、イメージを想起させます。参加者の自己紹介もする場合は海
に関するエピソードをお題にするのもおすすめです。

導入 実際のワークショップを想定したリハーサルをして
本番に臨みましょう。

はじめの 5分が肝
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大人になると、仕事など能力的なことで褒められることはあっても、自分自身を褒め

てもらえる機会はほとんどありません。唐突に「あなたは素晴しい人ですね！」なん

て言われても、言葉通り素直に受けとることができないかもしれません。

実はこれは子どもたちにも同じことがいえます。幼稚園に入る頃には「〇〇ができる

ようになってえらいね！」「〇〇できてすごいね！」と、何かができるという条件付

きで褒められるようになります。日々の生活がこの繰り返しです。そして、小学校に

上がると今度はそれが通知表という数字で示されます。

できるかどうか？ 技術があるかどうか？ 能力が高いか？　

機能ばかりで褒められていると、褒められているのになぜか不安が増します。

「できなかったら、どうしよう・・・」

絵はその人の中から出てきた表現、分身のような存在です。ひとつとして同じものは

ありません。「上手」「下手」という評価的な言葉や、「いいね」などの曖昧な言葉で

はなく、ひとつひとつの作品の個性を

見つける絵の鑑賞法を学び、それぞれ

の魅力を具体的に褒めて伝えましょう。

インストラクターの関わり方ひとつで、

作者の存在そのものを認める、という

こに繋げることもできます。

３色パステルアートを通して、参加者が根拠なく『自分は素晴らしい』『大切にされ

ている』と思える関わりを目指しましょう。

鑑賞会 絵は自分の分身のような存在。参加者が自分自身を
認められる場所づくりが大切です。

絵＝その人自身
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一生懸命描いた自分だけの作品。参加者の中には、「良い作品が描けた！」と満足そ

うな人、「思ったとおりにいかなかった…」と残念そうな人、両方がいるかもしれま

せん。鑑賞会は上手か下手かを判断する品評会ではありません。褒め合う場、お互い

を認め合う場にしましょう。

参加者にとって鑑賞会は、自分のことに目と耳と心を傾けてもらえる貴重な時間です。

鑑賞会では「自分の作品としっかり向き合ってもらえている」と感じてもらえる対話

を意識しましょう。「大切にされている」、「認められている」と思える対人関係を持

つことで、自己肯定感は育まれます。

オープンダイアログとは、1980 年代に開発された比較的新しい精神療法です。フィ

ンランドのユヴァスキュラ大学のヤーコック・セイラック教授が中心となり、対話に

よる精神疾患の治療方法として確立されました。

オープンダイアログの特徴は、「対話」を中心とした複数人でのミーティング ( 面談 )

を重ねることによって治癒をもたらすことにあります。フィンランドのある病院でこ

の手法を導入したところ、統合失調症患者の再発率が 71％から 24％に減少したとい

う実績が得られています。

オープンダイアログでは、精神疾患の症状はモノローグ的な認識・関係性によって生

じていると考えられています。そういった凝り固まった “しこり” のような思考が、

複数人との対話によって解きほぐされ、治癒に繋がるとされているのです。

ここでは、精神疾患のみならず、円滑な対人関係の構築や自己肯定感を育む目的とし

ても、対話を重ねることの重要性が示唆されています。

対話 鑑賞会は対話のきっかけが得られる貴重な時間。
対話のもたらす効果を知り、活用しましょう。

品評会と鑑賞会

対話の心理学、オープンダイアログ
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３色パステルアートでは、絵を楽しむ場所はもちろんのこと、安心して対話のできる

居場所づくり、お互いを認め合える場所づくりを大切にしています。

“一緒に描いた作品” という共通言語を持つことで、

初対面でもコミュニケーションはスムーズに行いや

すくなります。鑑賞会の場ではお互いの作品への感

想を言い合いながら、対話を楽しむことも意識して

ください。

鑑賞会の場で作品への感想を伝える際は、以下のことに注意しましょう。

①「上手」「下手」などの評価的な言葉は使わない

３色パステルアートの目的は上手な作品を描くことではありません。良さそうに聞こ

える「上手」という言葉の裏側には「下手」があります。鑑賞会が品評会になってし

まはないために、「上手」という発言も控えたほうが良いでしょう。

②分析をしない

自分の作品を分析されて気分の良い人はいません。知識があっても、絵を分析するこ

とは控えましょう。分析は相手を萎縮させ、自由な自己表現の妨げになります。また、

コメントはできるだけ I( アイ ) メッセージで「私は～と感じます」と伝えましょう。

③抽象的ではなく具体的にコメントする

「すごい！」「いいね！」などの抽象的な言葉はどの作品にもあてはまります。その作

品にしかない具体性を見つけることが大切です。

④誰が伝えるのかを大切にする

いつも一緒にいる家族や友人に作品を褒められるのと、インストラクターに褒められる

のでは、セリフは同じでも受け取る側の印象は大きく異なります。絵に正解はありませ

ん。だからこそ、観覧型の鑑賞会では３色パステルアートのインストラクターとして自

信を持って堂々と発言しましょう。

インストラクターのための鑑賞会のルール
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３色パステルアート鑑賞会シート

 ・特にこだわったことは ?

 ・この絵の中で特に好きなポイントは ?

 ・苦労したところはありますか ?

・描いているときはどんな気持ちになりましたか ?

  
・完成作品を見た感想を教えてください !

・「       」

　　　　　　　　　　　年 月 日

おなまえ   　　 　

< 鑑賞会シート例 >

やってみよう！

実際に鑑賞会を実施してみましょう。手順は以下の通りです。

【１】参加者に鑑賞会シート (P67) に記入してもらいます。

【２】順番を決め、絵を見せながら発表してもらいます。

【３-①】インストラクターが作品を見た感想を伝えます。

【３-②】他の参加者にも作品を見た感想を伝えてもらえるよう促します。

＊最後の質問の「」は自由項目です。「タイトルは？」「どこに飾りますか？」など、

　その作品にあった質問を適宜加えましょう。

＊鑑賞会シートは発表の下準備のために用意しています。時間に制限がある場合も、

　「こだわったポイントを教えてください」など、ひとつでも良いので絵を紹介して

　いただく場を作りましょう。
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①    　　　  ②        ③

<通信講座課題>

いろいろな作品にふれて感想の言語化の練習をしましょう。

作品への感想を言語化することに難しさを感じる場合は、『質問』をとりいれてみま
しょう。自分の描いた作品に興味をもってもらえるのは嬉しいことです。

「この色合いはどうやって出したのですか？」
「この絵の季節・場所はどこですか？」
「特に時間をかけたところはありますか？」

など、気になることをどんどん質問してください。対話を進めるためには、インストラクター
の発言ももちろんですが、何を質問するかも相手の言葉を引き出すきっかけになります。

参加者の中には、「うまく描けなかった…」「思っていたのと違う…」と、自身の絵に
対して否定的な発言をする人もいるかもしれません。

そんなときはつい、「そんなことありませんよ！」と否定したくなるものです。けれど、
ここは一旦相手の気持ちを受け止めましょう。そして怖がらず、どこがうまくいかな
かったと感じているか、本当はどうしたかったのかに耳を傾けてみてください。そう
することによって、次はこうしたいという希望に繋がるかもしれません。

一旦相手の発言を受け入れてから、「私はこの絵の○○の部分が好きですよ」などと
自分の感想を伝えましょう。

有効な質問

こんなときはどうする？
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地平線が繋がるように横長に掲示 ( 左 )。抽象画は偶然線が繋がりそうな部分、色味が似て

いる部分を探し、参加者同士で相談しながら配置しました。どちらも 1枚の大きな作品

のように見えて、全体に一体感がでます。

◀台紙として色画用紙を使用した事例と、麻紐＋

木製クリップを使用した事例です。

台紙には画用紙の四隅が止められるように切り込み

が入っていて、使い回しが可能です。作品にぴった

りの色を選ぶ楽しみもあります。

麻紐とクリップを使用した掲示は見た目にもおしゃ

れで、作品も傷つけません。掲示場所を簡単に移動

することができることもメリットです。

また、鑑賞会シートと並べて掲示すると、あとから

じっくり作品を楽しむことができます。掲示方法に

もこだわってワークショップの楽しみを増やしまし

ょう。

単純に並べて飾るだけでも綺麗ですが、鑑賞会の時間がたっぷり取れるときは掲示方

法にも一工夫加えてみましょう。いくつか事例をご紹介します。

飾り方の
工夫 一生懸命描いた作品。

飾り方にも一工夫加えて思い出に残しましょう。
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芸術家であり認知心理学博士でもあるベティ＝エドワーズは、人は絵を描く時、『左

脳モード』で描く人と、『右脳モード』で描く人にわかれる、と言及しています。絵

なら何でも右脳を使っていると思われがちですが、そういうわけでもありません。

学校や仕事では左脳的な機能が求められることが多いため、人はどうしても左脳優位

になりがちです。右脳を活性化させるには、左脳が苦手な領域を扱うことが重要とさ

れています。

彼女がカリフォルニア州立大学で実施していたカリキュラムをもとに作成された著書

は、多数の言語に翻訳され、美術学校のテキストとして広く普及しました。ここでは

その著書『右の脳で描け』で言及されている内容を元に、右脳が活用される絵の描き

方のポイントを３つご紹介します。

右脳
( 生後半年～５歳にかけて発達 )

左脳
(６歳以降穏やかに発達 )

・言語的

・理論的

・時間的

・分析的

・非言語的

・直感的

・非時間的

・統合的

脳の
仕組み 人の脳には右脳と左脳があります。それぞれの

役割と絵の関係について知りましょう。

右脳と左脳

左脳と右脳の役割
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左脳的な絵の特徴は “記号 ( 絵文字 ) のような絵” です。月、

家、花は絵文字に近いものを描いた人が多いのではないで

しょうか。これは絵というよりは文字。左脳的な絵です。一

方右脳は直感的で、感覚など曖昧で形がないものを捉えるこ

とが得意です。右脳的な絵は直感的なので、「なぜその絵に

したの？」と聞かれても、論理的に説明することができませ

ん。それでもなんとか言葉で説明しようとすると、身振り手

振りや擬音をつかって表現しようとすることが特徴です。

甘さ ( 味 ) はどのような絵になったでしょうか。 飴など甘さ

のシンボルを描く人と、抽象表現を描く人にわかれます。後

者の抽象的な表現はアナログ画と呼ばれ、右脳的な絵の代表

的な例です。

描いてみよう！
以下の絵を鉛筆で描いてみましょう。制限時間はひとつ５秒です。

甘さ
(味)

月 家

花

左脳モードの絵
( シンボル画 )

右脳モードの絵
( アナログ画 )

ふたつの脳の違い 甘さ ( 味 ) を描いた作品例
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左脳モードが強い人は、頭でっかちになりがちです。左脳は言語を扱います。言語が

なければ、考え事をすることができません。考え事ができるということは、悩むこと

もできるということ。そして、左脳はルールを理解することができるので、白か黒か、

善か悪か、表か裏かといった二元的な考え方におちいりやすく、狭い枠に捉われてし

まいます。この思考を二元論と呼び、心理の世界では悩みの根源とされています。

一方で、味覚、聴覚、触覚、嗅覚、感情など、形のない曖昧なものを描くとき、人の脳

は右脳モードに切り替わります。前述した通り、左脳が苦手な分野を扱うことで、右脳

が活性化されるのです。音や味、感情をテーマにした抽象画に取り組んでみましょう。

  < 嗅覚 ( アロマオイル ) を描いた作品 > < 感情 ( 喜怒哀楽 ) を描いた作品 >

< 味覚 ( マシュマロ ) を描いた作品 > <聴覚 (ピアノ演奏 )を描いた作品>

（1）五感を使って右脳の活性化
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あなたにとって「甘い」は何色でしょうか。どのような形をしていそうですか？綿や

綿棒、パステルで直接…どのような質感で描くとしっくりきそうですか。

それを紙の上に自由に表現します。感覚は交換することができないもの、正解がなく

人それぞれ異なるものです。それを絵として表現して、感じ方の違いを互いに理解す

ることも、五感をテーマにした抽象画の醍醐味です。

もうひとつ、右脳を活性化させる絵の描き方をご紹介します。

ポイントはグラデーションです。

左脳は言葉を使い論理的な思考をし、“境界線を判断する” という役割を担っています。
左脳は境界線を引き、ルールを設け、区切ることが得意です。

一方で境界線がはっきりせず、曖昧なものは嫌う傾向があります。前述した通り左脳

の出番がなくなるとはじめて右脳が働きはじめます。

グラデーションを用いた絵は、まさに左脳が苦手な領域の典型例。グラデーションに

はどこからが黄色で、どこからがオレンジ色で、どこからが赤、という境界線があり

ません。グラデーションを描いている間、なんとなく頭がぼんやりしてきたり、いつ

の間にか時間を忘れて没頭したり、といった没入感を覚えることはありませんか。そ

れこそが右脳のもつ非言語的、非時間的な感覚です。

< 背景にグラデーションを用いた作品例 >

（2）グラデーションを用いる
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右脳と左脳の機能に関して、とても興味深い体験をした女性がいます。

脳科学者のジル・ボルト・テイラー。彼女は 37才の時に左脳で脳内出血を起こしま

した。左脳の機能が低下し、右脳の世界へ行ってしまった彼女。本来であれば恐怖を

感じそうな体験ですが、彼女はそのとき生まれてはじめての安寧感を味わったといい、

その世界をララランド ( 陶酔の世界 ) と表現しました。

左脳の “境界線を知る” という機能を失った時、

自分と他者、自分と地球との境目も分からな

くなり、全てに受け入れられた感覚を覚えた

と言うのです。

彼女はその後リハビリを経て社会復帰。

現在ではその貴重な体験を元に右脳モードの

感覚を日常的に味わうことを啓蒙しています。

境界線を知りたい左脳は、絵の輪郭をとりたがります。反対にどこを描いているか明

確ではない点描画の描き方は、私たちの脳をある種の瞑想状態にし、非時間的な右脳

モードに導いてくれます。

トントントントン…とひたすら点を打ち続けている間は、余計なことは考えず絵の制

作に没頭する心地よい時間を過ごせるでしょう。

( おまけ ) 脳卒中患者の体験から知る右脳の世界

< 点描画を用いた作品例 >

ジル・ボルト・テイラーの体験を記した著書
『奇跡の脳～脳科学者の脳が壊れたとき～』

（3）点描画で描く
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脳と
感情 参加者の好奇心を刺激し、

意欲をもって継続できるコツを学びましょう。

脳と心のつながり

下記は人の感情を見える化したものです ( 感情スペクトル解析法 )。ここでは怒＝ス

トレス、楽＝リラックスと表現します。

『哀』と『リラックス (= 力まない状態 )』を同時に味わうと『無気力』を示し、うつ

病や認知症患者の脳の状態がこれに該当します。

一方、『喜』と『リラックス』を同時に味わっているときは『癒し』です。マッサー

ジやアロマなどがこれに該当します。癒しの状態は良い状態ではありますが、長続き

しないというデメリットがあります。癒しは基本的に受け身の状態のため発展性が少

なく、いずれ "飽き " という状態が訪れます。これは絵を描くときも同じことで、簡

単すぎるテーマだとすぐに飽きて参加意欲が低下してしまいます。

参加者に意欲的に継続してもらうには、右上の領域、『喜』と『ストレス』を同時に

味わえる状態を作ることが大切です。

ストレス(怒)

リラックス(楽)

喜哀

疲労 好奇心

無気力 癒し
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意欲的に取り組むために

３色パステルアートの絵のレシピについて

下記は人の感情を見える化したものです ( 感情スペクトル解析法 )。ここでは怒＝ス

トレス、楽＝リラックスと表現します。

『哀』と『リラックス (= 力まない状態 )』を同時に味わうと『無気力』を示し、うつ

病や認知症患者の脳の状態がこれに該当します。

一方、『喜』と『リラックス』を同時に味わっているときは『癒し』です。マッサー

ジやアロマなどがこれに該当します。癒しの状態は良い状態ではありますが、長続き

しないというデメリットがあります。癒しは基本的に受け身の状態のため発展性が少

なく、いずれ "飽き " という状態が訪れます。これは絵を描くときも同じことで、簡

単すぎるテーマだとすぐに飽きて参加意欲が低下してしまいます。

参加者に意欲的に継続してもらうには、右上の領域、『喜』と『ストレス』を同時に

味わえる状態を作ることが大切です。

３色パステルアートにおける『ストレス』とは、とのような場面で感じるのでしょう

か。それは「思ったように描けなかった」というもどかしさです。プロの画家であっ

ても思い通りに描くことは非常に困難です。思い通りにいかないことがストレスとな

ります。もちろん、ストレスだけではいけません。ここで喜びがなければ、左上の “疲

労” を強く感じてしまいます。疲労を感じるほどの難しすぎるテーマは厳禁です。

参加者に合わせた難易度にすることで、描く『喜び』を感じられるようにしましょう。

参加者同士で場を共有することや、インストラクターが気持ちの良い関わり方をする

ことも喜びに繋がります。

喜びとストレスを同時に体験したときに得られる感情が『好奇心』です。「楽しかっ

たけどここが思ったように描けなかった。次回またチャレンジしよう！」この気持ち

が次への意欲に繋がり、自主性を育てます。

３色パステルアートではインストラクター向けに様々なレシピを提供しています。こ

のテキストに掲載されている基本の4枚が描ければ、どのレシピにも対応が可能です。

レシピ作りには、右脳を活性化させるポイントを押さえていること、手数が最小限で

あること、子どもから高齢者、絵が苦手な人でも簡単に描けること、などのルールを

設けています。その中でも実際に現場で試用と検証が行われたものだけを公式レシピ

として採用しています。

インストラクター専用サイト内では、それぞれのレシピに難易度が★印で表示されて
います。対象者にあったレシピを使用しましょう。
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このテキストの掲載文章や３色パステルアートの作品写真は著作権・知的財産権により保護さ

れています。また、『３色パステルアート』は代表浜端望美が権利を保有する登録商標です。

インストラクターにのみ使用を許可しています。合格者へは認定証をお渡しします。無資格の

個人または法人が３色パステルアートを名乗りワークショップ等を開催することを固く禁じます。







つくってみよう！
『３色いろみほん』
つくってみよう！
『３色いろみほん』

色を重ねる順番、 濃さによって、 ３色だけで無限

に色を表現することができます。

自分で作れる色のバリエーションを増やすために

いろみほんを作ってみましょう。

はじめに、不要な雑誌・新聞紙・クリアファイルなどに
マスキングテープを３枚はります。それをカッターで縦
長に切り、細長いマスキングテープを６枚用意します。
(5mm程度の細いマスキングテープでも代用可能です )

①写真のようにマスキングテープを貼り、
　画用紙を 16マスに区切ります。

②まずは横の列を塗っていきましょう。
　上から黄・桃・青を使用しています。



③縦方向に色を重ねていきます。お隣のマスにはみ出ないように注意しましょう。
　左から、黄・桃・青を使用しています。
　

④左上のマスには黄・赤・青を繰り返し塗り重ね
　できるだけ黒に近い色を作ります。

⑤全てのマスキングテープを丁寧に剥がして完成です。
　横の軸は下地に塗った色、縦の軸は上から重ねた色
　です。(例：最下段左から2番目の緑は青に黄色を重
　ねた色、上から2番目右端の緑は黄色に青を重ねた色 )

同じ色の組み合わせでも重ねる順番に
よって色がちがいます。それぞれの量
の微妙な違いも色に大きく影響します。

POINT

下
地
に
塗
っ
た
色

上から重ねた色
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