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1. オンラインART School  RYUHOW’S Little Artist School 

「RYUHOW’S’ Little Artist School 」オンラインでは、自分自身の財産となる、表現の城「おう
ちアトリエ」の確立を狙いとし、各授業で「表現の引き出し」を増やし、そこから生まれる無限
のアイディアの育成をします。また、新しい事へ挑戦する勇気と頑張る力を養いこれからの時代の
「強く生きる子」を育てます。 

2. RYUHOW’S Little Artist School 基本理念と活動方針 

「RYUHOW’S Little Artist School 」は、「RYUHOW'S Children Art House 」の基本理念 
http://ryuhows-children.com/message.html に則り、新たな時代のこども達の芸術活動育成の場
とし、「豊かな心」と「生きる力」を育んでいく事を方針とする。 

3.  活動の狙い 

• 「おうちアトリエ」で、自発的にART活動をする事で、自立心を養い様々な力を身に付け、自
分自身の想像の世界を広げる事。 

• 「オンライン授業」で、「表現の引き出し」を増やし表現の手段や方法を豊富に持つ豊かな子
になって行く事。 

• 「出来る！」「楽しい！」「やりたい！」という自信・喜び・チャレンジする勇気等、多くの
生きるために必要な要素を芸術を通して身につけていく事。 
• どのような環境下でも豊かに道を切り開くことのできる思考を育てる事。 
• オンラインとリアルを組み合わせた立体型コミュニケーション活動をする事で、子ども達が新
たな時代のコミュニケーションスタイルを確立し、どのような時も豊かに歩んでいける子になっ
ていく事。 

4. 表現の城「おうちアトリエ」 

子ども達は常にアイディアを出して、新しいコト・モノを生み出す事が大好きです。毎日が想像で
溢れ、想像する事へのエネルギーでいっぱいです。想像力と創造力を豊かに働かせていく事は生
きていく上でとても大切であり、人間にとって生きる為の第一条件とも言えます。人間は、全ての
事を想像する事から始めます。子ども達の日常に「創作の場」がある事はとても自然な事であ
り、必要な事なのです。是非ご家族皆様で、ご家庭に素敵なアトリエ（創作の場）を作ってあ
げて下さい。子ども達の成長期に大切な環境を「おうちアトリエ」は実現します。 
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＜おうちアトリエの作り方＞ 

アートハウスメンバー専用 YouTube 動画「おうちにアトリエを作ろう！」を観ながらお子様と一
緒にアトリエを作って下さい！ 

↓RYUHOW先生の「おうちにアトリエを作ろう！」YouTube 動画 
https://youtu.be/GgXJoex989Q 

「おうち」の中での制作空間ですので、汚れない、危なくない、スペースを必要としない、でも自
分の城はしっかり築いてる。そこにいると、何だかアイディアとやってみたい！という気持ちが生
まれてくる！そんな空間作りが出来ると、とても良いです。「おうちアトリエ」での時間が波に乗
ると、なぜか毎日そこにいる！毎日何かを作って生み出してる！という想像力と創造力が豊かな
お子様になります。 

「おうちアトリエ」からいろんな事が広がっていくはずです！どんなときも、夢中になれる時間
がそこにはあります！ 

＜「おうちアトリエ」にはこんな狙いもあります。＞ 

• アトリエという空間から新しいものを生み出し、充実感と自身の成長を感じる事ができる。 
• 家族みんなで過ごすおうちの中にもしっかりと自分の城を築き、居場所作りと自己コントロー
ルができる子になる。 
• 身近にあるもので、気付かなかった発見と出会える喜び。 
• 今あるものから、生み出す為に試行錯誤しながら、アイディアを絞り出し、形にしていく事がで
きる、また問題回解決力の向上。 
• 小さなお子様は一人遊びの上達。小学生、中学生は自分自身の世界観の確立ができる。 
• その他いろいろ盛り沢山！ 

成長における大変重要な要素が「おうちアトリエ」には沢山含まれています。おうちアトリエで
は、「遊ぶ」では無く「制作する＝こどもが今の成長に必要なお仕事をする」と考えて頂ければ
と思います。どう自分と向き合い、コントロールし、賢く楽しく充実した時間を自身で作って行け
るかは、目紛しい時代の変化の中で、自分の世界観を持ち、揺るぎない信念を持つ豊かな人生を
歩む土台となります。是非、お子様が想像と創造の世界を大きく広げ、沢山の力を身に付けられる
よう、充実した「おうちアトリエ」が出来るサポートを保護者皆様にはお願い申し上げます。 
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＜「おうちアトリエ」を作る時もりゅうほうせんせいとコミュニケー
ション！＞ 

「できたよー！」とお子様からのメールやお写真を頂けましたら、龍鳳からお子様へ直接メール
を致します。分からない事があったら質問して、素敵なアトリエを作りましょう！ 

5. 表現の引き出し「オンラインART授業 」 

1)  システム 

• RYUHOW先生によるオンラインART授業。 
• 各所属クラス、曜日ごとにZOOMにて招待。 
• 内容は毎回変わります。 
• 各授業、所属クラス内で自由選択。 
• イマジネーションクラスのお子様は、1日3つのART授業と「子どもART会議」の受講可能。月
2回。ART授業は月最大6時間受講可能。 

• 専門クラスの方は、1日2つのART授業受講可能。月2回。ART授業は月4時間受講。 
• 日時・授業内容・準備する物・その他の詳細は、決定次第、会員メール及びアートハウスイン
スタグラム（制作作品サンプル画像）にて事前にお知らせします。 

• 「おうちアトリエ」をオンライン授業を通して、しっかりと確立していきます。 
• 「おうちアトリエ」での自発的な制作への誘導。 
• 制作と作品を通したリアルとオンラインの立体型コミニケーション。 
• 各授業で「ARTと想像」の種をRYUHOW先生が蒔きます。 

授業の途中参加はできません。また、5分以上の遅刻も講義が始まっている為、できませんので
ご注意下さい。途中退室は状況によって可能。 
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2) クラスの分類と授業内容 

オンラインART授業には、小さなお子様から中学生までが充実した授業が受けられる様、下記の
クラス分類で構成されています。 

＜イマジネーションクラスに所属のお子様＞ 

 ① プライマリークラス「Children’s garden!（こどもの城）」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

背伸びはしないで、自由に自分で出来るART活動をするクラスです。 
オンラインが初めてのお子様や、小さなお子様、オンラインは難しい、オンラインは苦手という
お子様向けのクラスです。「先生が子どものお話を聞く・やってみよう・こんなのも出来るよ」を
主とし、先生は一つのテーマで、どのお子様でも楽しくできる制作をしています。先生と同じ制作
をしても、自分のやりたい制作をしても良い自由な時間です。入室・退室も自由！少しずつ入室し
ている時間が長くなれる様にする時間です。小さなお子様は「ねぇねぇ。あのね。」と聞いて欲
しい事もいーぱい！強制では無く自発的に参加意識が持てる様に楽しい時間を一緒に過ごしてい
きます。 

■授業内容 
くしゃくしゃ折り紙のお店やさん・きりがみ・ゲーム制作・いろいろ造形…など 

• プライマリークラス「Children's garden！（こどもの庭）」の授業は土曜日と日曜日です。水
曜日はタイムスケジュールの都合上、設定ができない為、水曜クラス所属の方で、プライマリー
クラス「Children's garden！（こどもの庭）」に出席希望の方は、お知らせ下さい。 
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②  オンラインベーシッククラス 

オンライン授業のメインクラスです。楽しいゲーム制作をしたり、色彩学やプロ顔負けの水彩技法
を学びます。「少し難しいなぁー。」と感じる授業もあるかもしれませんが、目標を高く持って、
リズム良く進行していきます。一日の授業をしっかり受け、積み重ねていく事で、子ども達はグン
と大きく成長していきます。 

■授業内容 
＜遊びとコミュニケーションART（工作）のじかん＞　 
透明けん玉・ボードゲーム各種・みんな大好きルーレット…など 

＜なんでもやってみよう！のじかん＞    
おりがみ・きりがみ・いろいろ造形・生活の中のアート…など 

＜色鉛筆色彩学＞ 
色鉛筆で色の世界の深さと楽しさを学びます。 

＜えのぐのじかん（透明水彩）＞    
透明水彩の使い方を正しくマスターします。透明水彩の美しさに触れ、プロのアーティスト技術を
学びます。 

＜えのぐのじかん（不透明水彩）＞　 
不透明水彩の使い方を正しくマスターします。透明水彩と不透明水彩の違いを学び、デザインの世
界へと発展していきます。 

■学びのタネ 
・身近にあるモノからの想像の発展と定着。 
・平面から立体へ。様々なART活動の経験を通して、新しい価値を生み出す事の意味を知る。 
・気持ちを伝える表現の種類についてを知り、表現豊かな人となる。 
・色彩学を学ぶ事で、生活の中の色への興味と関心を深める。 
•  新しいことを学ぶ喜びを知る。 
・試行錯誤して「出来たー！」という達成感と喜び。 
・自信とモチベーションコントロール。 
・新しいARTとの出会い。 
・リアルとオンラインの立体型コミニケーション。…など 
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③ こどもART会議 

充実したオンライン授業が終わったら、りゅうほう先生と遊んで、制作プレゼンタイム！ 

■授業内容 
 １日のART活動を頑張った子ども達！先ずは皆んなで「じゃんけんタイム」「クイズ」などで遊
びます！その後、授業で受けた作品の講評・その日の授業作品をどう「おうちアトリエ」に反映
するかを話し合ったり、「おうちアトリエ」で制作した作品をみんなに発表プレゼンしたりして
「出来たよシール」をもらいます。「出来たよシール」はスタジオ活動時にスーパーボールやお菓
子と交換！いっぱい褒められて、オンラインコミニケーションをリアルにつなげて、子ども達に
とってはニコニコの時間です！（参加・入退室は自由） 

＜専門クラス所属のお子様＞ 

④  ART Skill upクラス 

イマジネーションクラスで築いた想像の世界と創作する力を社会で発揮出来るよう、ARTの基本
を学び、土台作りをしていきます。新しいARTの世界との出会い、ARTの深さを学ぶ事で、自己
を見つめその先の未来を想像していきます。 

■授業内容 
色鉛筆色彩学・鉛筆デッサン・デザイン・幾何学模様…等 

＜りゅうほうせんせいに質問の時間！＞ 

⑤ 「制作Q＆A発展タイム！」 

オンラインART授業で分からなかった。完成出来ない。授業でやった内容を「おうちアトリエ」
で発展させたいけど分からない。などに、りゅうほうせんせいが、お答えする時間です。子ども達
は、この時間で更に「問題解決力」を身に付けていきます。水・土・日曜の全クラスのお子様が
参加できる時間です。（ART受講回数には含みません。） 

 8



3)  時間割 

例えば、土曜クラスのお子様の時間割の場合... 

＜日曜 イマジネーション E・F・G クラス所属のお子様の授業時間＞   
○月△日　 10:00~15:00 

1時間目 10:00~10:40 （40分）   プライマリー「Children's garden！」くしゃくしゃ折り紙！ 
2時間目 11:00~11:40 （40分）   ベーシック　 みんな大好き算数ルーレットゲームを作ろう！ 
3時間目 12:00~12:40 （40分）   ベーシック　 楽しく色鉛筆で色相を学んじゃおう！ 

＜お昼ごはん＞ 
4時間目 13:20~14:00 （40分）   ベーシック　 色彩学「にじいろ色相」不透明水彩えのぐの達人！ 
5時間目 14:20~15:00 （40分）   こどもART会議  

＜専門クラス　クリエイティブ・テクニッククラス所属の方の授業時間 ＞ 
 ○月△日（日）　15:40~17:30 

6時間目　15:40~16:30  （50分）   ART skill up  デザインと色彩 
7時間目　16:40~17:30  （50分）   ART skill up  鉛筆デッサン 

＜制作Q&A発展タイム！＞ ○月△日（日）　　17:30～18:00 

4)   選べる授業レパートリー 

ART授業は最大月６授業まで受講可能。各所属クラス内で1日3つのART授業をご選択下さい。プ
ラス「こどもART会議」で月最大全8授業受けられます。当日受けたい授業に来て下さい。これに
加え、ART制作や「おうちアトリエ」のご質問、ご相談がある場合は、「 制作Q&A発展タイム！」
の授業にご参加頂けます。また、2授業までしか体力や集中力が続かないお子様や、当日体調不慮
になってしまったお子様も充実したART活動が出来るよう、後日授業動画がアップされます。無
理せずYouTubeを観ながら楽しく自分のペースで制作する事が可能です。是非、各ご家庭で、お
子様に合ったオリジナルARTプランを組み立て、充実したART溢れる時間にして下さい。 
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6.  授業を始める前に…  

• 開催日スタート時間にZOOMで招待致します。各自受講時間前までにアクセスして下さい。 

• 学校の授業の様に授業開始時間までに材料や環境の準備を済ませ、スタンバイしていて下さ
い。また5分以上の遅れは授業が分からなくなってしまいますのでご参加できません。（アクセ
ストラブルについては対応可。） 

• 時間毎のメリハリや楽しみを増やし、リズム良く楽しく進行していきたいと思います。各休み
時間（20分）にはみんなで楽しいおやつタイムがあります。おやつの準備をお願い致します。 

• 授業には、必ずアートハウスTシャツを着用して下さい。 

• 所属クラスの曜日にご参加下さい。 

• 小学2年生までのお子様は、保護者様のサポートをお願い致します。（ご家庭の事情によりサ
ポートが出来ない場合は、ご相談下さい。） 

1)  ZOOM参加方法  

全ての曜日、全ての授業、共通のURLです。毎回同じ下記のURLをアクセスして下さい。 

↓アートハウス会員 ZOOM参加URL 
https://us02web.zoom.us/j/82484771830 
ミーティングID: 824 8477 1830 

• 「ZOOMが初めてで、ちゃんとアクセス出来るか不安です！」という方も「初めてのアートハ
ウスオンライン」というアクセステスト時間を設けておりますので、ご安心下さい。 
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2) 授業前に 授業内容をイメージするには… 

授業開始の数日前に「RYUHOW'S Children Art House 」インスタグラムにて各授業内容、作品
サンプルがアップされます。お子様とご一緒にご覧頂き、授業イメージを膨らませて下さい。イ
メージを掴む事で、授業への期待と安心感を持つ事ができ、安定した制作をする事ができます。
また材料もスムーズに準備する事ができますので、是非ご利用下さい。 

アートハウスホームページ（トップページ）からも簡単にアクセス出来ます！ 
http://ryuhows-children.com/ 
インスタグラムのユーザーネームは、ryuhows_children 
https://www.instagram.com/ryuhows_children/ 

3) アーティストプロ スターターセット 

「オンライン授業」と「おうちアトリエ」で使用します。 

＜セット内容＞ 
透明水彩・デザイン用不透明水彩・水彩用筆・アルミ製パレット・ケント紙（プロが使用する水
彩画材で、子どもの感性を伸ばすRYUHOW先生のセレクト水彩セットです。） 

＜オンライン授業を初めてご受講される皆様へ＞ 
• オンライン授業を初めて受講される方は、初回時前にアーティストプロスターターセットのご
購入が必要となります。詳細は、アートハウスよりご連絡致します。 
• 郵送にて各ご家庭に届きます。 

＜絵の具・ケント紙の不足分＞ 
オンライン授業が一定期間継続した場合や、再開した場合、「おうちアトリエ」でめきめき制作
した場合に、絵の具とケント紙が不足してきます。一斉注文日を設けますので、その時にご注文下
さい。また、不足が多く「おうちアトリエ」の制作に支障が生じる場合は、別途発注致しますの
で、ご連絡下さい。 
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4)  材料と準備するもの 

•「おうちアトリエ」（YouTube動画「おうちアトリエの作り方」をご参照ください。→https://
youtu.be/GgXJoex989Q  ） 

• アーティストプロスターターセット 

• ペットボトル・ペットボトルのフタ・空き箱・卵ケース・など制作に再利用できるものを普段
から集めておいて下さい。折り紙・紙皿・紙コップ・割りばし・楊枝等使用する授業もありま
すので、ご自宅に無い場合は、感染拡大等の状況を見ながら、店舗（100円ショップ・文具店・
画材店等）や、アマゾン等でご購入頂けますと受けられる授業が増え、感染症対策期間中の
「おうちアトリエ」の材料も充実します。また、セロテープ・ボンド・のり・ホチキス・マスキ
ングテープ等の基本文具の補充も子ども達の制作がより充実いたします。専門クラスは、学校で
使わなくなった方眼ノートを使いますので、おうちアトリエ用にとっておいて下さい。 

7. RYUHOW’S Little Artist School 楽しいYouTubeアトリエ 

受講日にご受講出来なかった方。復習したい方。繰り返し見る事、作る事で覚えたい方。「おう
ちアトリエ」を充実させたい方。ARTスキルを上げたい方。 
夏休み・冬休み・お出かけが出来ない時など様々な用途にご利用頂けます。 

• YouTubeは現在「会員専用」として配信されております。 
• 「RYUHOW’S Little Artist School 」には、振替システムがございません。ご受講出来なかっ
た方は、楽しいYouTubeアトリエをご利用頂き、ART活動を深めて下さい。 
• 新型ウイルス感染拡大等により自粛要請があった場合など、自宅で過ごす事が多くなった場合
「おうちアトリエ」で自分で活動が出来る様、動画制作をしております。各授業終了後、授業
内容を撮影・編集致しますので、YouTubeがアップされるタイミングまでお待ち下さい。 
• 探究心や理解力、反復する事で得る力等、様々な力が身につきますので、是非ご活用下さい。 
• 専門クラスは、子ども達の進行状況を見ながら授業を開催していく為、YouTubeアトリエはご
ざいません。 
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8. RYUHOW’S Little Artist School インスタグラムギャラリー 

子ども達の素敵な作品を発信して、子ども達には更に自信をつけてもらうギャラリーです。また、
子ども達がエネルギーいっぱいに創作活動をしている姿は、沢山の人に生きるパワーを与えてく
れます。お友達の作品観覧もして「お友達はおうちアトリエで、どんな制作をしているんだろ
う？」「どんな風にやったんだろう？」と周囲を意識して相乗効果が得られる事も狙いです。作品
が立体的に価値を生み出し、「作って終わり」では無く様々な効果が現れてきますので、是非「お
うちアトリエ」で作った作品画像をどんどんお寄せ下さい。簡単な折り紙でも頑張ったものであ
ればOKです！オンライン授業で制作した作品ももちろんOKです！ 
（幼稚園・保育園・学校等ほか施設で制作した作品は掲載できませんのでご注意下さい。） 

• お子さまの自信いっぱいの表情も一緒にとった画像や、作品だけの画像でも構いません。掲載
可能なお写真を是非、送って下さいね。 

• アーテイスト名は、ローマ字表記でお名前だけ（苗字は掲載致しません。）を載せます。年齢
もあるとよりリトルアーティスト感が出ます！掲載可能な方は、現在のご年齢もご一緒にメー
ルして下さい！（お子様と作品が載っている画像の掲載時は、防犯上お名前の掲載を控えさせ
て頂きます。） 

↓「 RYUHOW’S Little Artist School 」インスタグラムギャラリーのアカウント 
ryuhows_little_artist 

9. 月額について 

月額は、スタジオ活動時と変わりません。 

＜月額内訳＞ 
① 月謝  ¥10.000  （2020年５月６月のオンライン時は、スクールスタート期間であった為、
月額¥8.000での実施をして参りましたが、2021年より本軌道とし、通常通りの月謝設定と致
します。） 

② 材料概算払い金　￥2.000  （スターターセットの補充・別途アートハウスが準備する画
材・送料等、必要時のみ充当。使用しなかった場合は、その年のスタジオ個人材料費に充当致
します。通常スタジオでかかる基本文具代、おやつ代はオンライン中はかかりません。） 

③ 展覧会積立金　¥1.000   通常通りの積立と致します。 

• イマジネーションフリーのお子様も上記金額でご受講頂けます。 
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10.　お父様、お母様へ 

• 「おうちアトリエ」で制作した作品、オンラインで頑張った作品画像を、いつでもメールで送っ
て下さい。龍鳳からお子様へ直接メールを致します。RYUHOW先生からのメール講評を受け
て、「できたよシール」を貯めて、モチベーションをアップしていきます。 

• 当日は、ARTの授業を受けたり、休み時間におやつを食べながら、作品の話をしたり、みんな
と会ったり、褒めてもらったり、とても忙しいですが、沢山の力を養うことが出来る素敵な時
間となります。お父さん、お母さん、是非サポートをお願い致します。 

• 時間毎のメリハリや楽しみを増やし、リズム良く楽しく進行していきます。各休み時間のおや
つの準備をお願い致します。 

• 少し先生のスピードにパパさん、ママさんはビックリするかもしれませんが、子ども達は、
アートハウススタジオ活動で、いつも試行錯誤して、挑戦して、問題解決を繰り返していますの
で、いつもと同じ！とっても慣れっこです！ 

• 最初は疲れるかもしれませんが、何回かでこのスピードと量に慣れてきます。毎回たくさん吸収
出来る子になりますので、是非頑張ってついて来て下さいね！皆んなで一緒に成長しましょ
う！ 

• 「ZOOMが初めてで、ちゃんとアクセス出来るか不安です！」という方も「初めてのアートハ
ウスオンライン」というアクセステスト時間を設けておりますので、ご安心下さい。 

• 「Ryuhow’s Little Artist School  / Online school」を上手く使って、着実に力をつけてくれて
いるお子様も多くいらっしゃいます。色んな取り組みを利用して自分スタイルのアーティストに
なて、今のこの時を「素敵な成長の時間」「充実した時間」にしていきましょう。 

• オンラインに抵抗があるお子様は、りゅうほう先生と頑張ってみて！と励ましてあげて下さ
い。初めは恥ずかしくて発言できないお子様も、だんだん上手に発言できるようになってきま
す。オンラインも一緒に練習して何でも来い！ってかっこいい人になっちゃいましょう！お父さ
ん、お母さん、がんばる子ども達の応援、どうぞよろしくお願い致します！オンラインコミュ
ニケーションも上達出来るよう、温かく見守ってあげて下さい。 
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• お父様、お母様におかれましては、お忙しい中でお子様のサポートをお願いする事となります
が、「子ども達の今」に必要なARTプログラムを実施して参りますので、どうぞよろしくお願
い申し上げます。また、お子様の様子についてご心配な点がございましたら、ご相談頂き、子
ども達にとってより良い時間になる様、努めて参りたいと思います。 

11.   その他 

• 万が一、オンライン授業中アートハウスにアクセストラブルが生じた場合、状況に応じた対応
をしていきます。 

• 上記内容は、2021年1月1日時点の決定内容であり、子ども達の様子を見ながら適時見直し、よ
り良い環境提供に努めていきます。 

• 新型ウイルス感染症等の感染拡大や状況の変化があった場合、活動の微調整をし運営していき
ます。詳細は適時メールにてご連絡致します。 

• アートハウスからのメールには、お子様のART活動において大切な内容も多く含まれておりま
す。タイムリーなご確認をお願い致します。 

• アートハウスからのメールをご確認頂けましたら必ず「確認済み」のご返信をお願い致しま
す。保護者様の「確認済み」のご返信をアートハウスからのメール内容ご同意のご意志とさせ
て頂き活動をして参りますので、どうぞよろしくお願い致します。また、ご同意の無いままのご
参加はできません。 

• RYUHOW’S Little Artist Schoolは、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「RYUHOW'S Children Art House 本会員会員規約 2021年版」　　　　　　　　
「RYUHOW'S Children Art House 感染症対策BOOK 2021年版」　　　　　　
「RYUHOW’S Little Artist School /Online ART school 2021 System book 」　　　　　　
を基に運営致します。 

以上 
2021年1月１日
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