
完全オーダーメイド対話できる絵画
自分らしく幸せになるためのガイド

完全オーダーメイド　
【対話できる絵画】は
あなたの物語を聴くとこから
始まります。

過去、今、未来。
大切なこと。夢。

想いが色やかたちを通じて
【ただひとつの世界】になり、
本来の自分と対話できる絵と
なります。
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題名：清明のときめき

題名：大地の飛翔

はじめに　本来の自分らしく変容していく絵

不要な枠がどんどんなくなる絵。

ありのままの自分への変化を助け，心から癒す絵。

本当にやりたかったことを実現するための絵。

そして、幸せになれる絵。

こころの軸を引き出すための完全オーダーメイドです。

対話できる絵画は、本来の自分を引き出す精神的パートナーとして描かれます。

絵と毎日暮らすひとが、心から絵を楽しみ自分と周囲の人を

成長させていくための絵画です。



第一章　本来のあなたをひきだすここちよさ
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「待っている間、とてもわくわく嬉しかった」

「大切な自分への投資でした」

「世界観が変わりました。癒されるだけでなく、常に新しい自分への
メッセージを受け取れます」

本来のあなたと対話しながら日々自分らしくなります。

このガイドでご紹介するのは、
本来の自分らしさに寄り添う絵の
物語。

毎日コツコツと
自分らしく変化する。

そのための絵のメッセージは
ひとりひとり違います。

このガイドでは三人の女性の素敵
な物語をご紹介します。
それぞれにどんなメッセージが
こめられているのでしょうか。

まず、その前に、絵の
＜自分らしさを引き出すちから＞
について説明しますね。
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絵には文字が書いてありません。
イメージの世界です。

画家ルドンが「芸術はあらゆる規則の外に自由に咲き出る花である。」
といったように。

枠をはずし、自由な世界への通路となるのが、絵のちから。

絵は、感覚的な＜右脳＞に働きかけます。

脳科学者テイラーによると、
右脳は、自分を生命力の塊だと感じさせ、
安らかな気落ちにさせます。

ふだんは、左脳がことばを使うために活躍しています。

感覚的で自由奔放な右脳はあまり働いていないことが多いのですが、
左脳と右脳がよりよいバランスになることで、可能性が開け、
自由になっていきます。

自律神経機能バランスにも効果があり、心身ともにより良くなります。

対話できる絵画では、
「本来の自分」というキーワードで
その方の過去、現在、未来、大切なこと、夢をつなぎ、体系づけます。

そして、それを、絵を通じて自由な世界への通路にするのです。
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深くお話ししたかたに「観察が鋭いですね」
「そこまで深く広く考えるのですね。
どうしたらそういう発想になるのですか？」
とよく聞かれます。

これは、【画家モード】と＜聴く＞訓練が関係していると感じます。

私は、言葉を聞きながら、
言葉の微妙なニュアンスだったり、何気ないしぐさだったり、
それら全体像から、本質的なものをつかもうとしています。

これは、すべての色やかたちからどのように世界観が伝わるのか感じる
【画家モード】の習慣。さらに、私の絵の全てを貫くテーマが
【存在、エネルギー】なので、その感じようとしている内容を
具体的に説明すると「そんなに深いの！？」と
びっくりされる内容です（笑）

同時に、＜聴く＞ことを意識しています。

オーダー時、「私の事を理解してくれるから」と言われますし、
「本当に聴こうとしてくれる、理解しようとしてくれる」
と、ゆっくりと話をするとよく言われます。

本質的な部分まで自然にたどり着いてしまう。
そんな＜聴く＞力を大切にしています。
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第二章　自分らしく幸せになっていく絵

題名：凛と　進みて

自分の想いのつまったこれからの自分を応援
してくれる絵がほしい。

はじめのお打ち合わせで、
ご本人が気がつかない◯◯という
キーワードを見つけました。
（衝撃的・・・、とご感想が）

次の打ち合わせのとき、彼女は、
事前に送付した画像をプリントして、感じた
ことを書いていました。
そこで、それもあわせて、
◯◯な自分、をとらえる方法を伝えました。

そのなかで、自然に下絵も決まりました。

「下絵を送付いただいただけでも、
楽しいし、想像力がどんどん湧いて来る。
新しい行動にも繋がっています」

「いろんな思いを重ねながら、
本画を待ちます☆」と、ワクワク待っていた
だきました。



ご依頼主の松本美雪さんは、姿勢改善
ピラティスインストラクター。

子育てが一段落して、お仕事に
邁進しよう！と勉強にはげむ、
凛と進む方です。

「門間さんがいってることは・・・？
どうなんだろう？
自分のなかで整理してまた伝える、
・・・その中で、
見たことない自分が発見できる。

門間さんと話していると、
自分の中で言葉がわいてくる」

と話してくれました。
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「完成のこの日を、どれだけ楽しみにしていた
か・・・。世界に一つの、松本美雪だけ
の“絵”が、
手元に届きました。

早速、用意しておいたスペースに飾り、
向き合っております。
今日の自分は…と向き合う、朝のひと時
大切ですよね！

この絵をみて癒されるだけでなく、
知らない自分のメッセージが湧いてくる。
これからの変化が、すっごく楽しみです♪」

アクティブな美雪さんは、
時に外にも絵を連れ出して、自分らしい
縦横無尽な対話を楽しんでいます。



題名：大地の飛翔
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仕事の忙しさから離れたとき、
自由にありのままでほっと落ち着けるように。

軸を感じられるように。

自分と向きあって、本来の自分へと変化するの
が楽しいように。

今の自分から将来の自分まで思い描けるように
描きました。

左端は「自分の色だ」としっくりくる、
誠実を表す紺から始まります。

右へうつるにしたがい、これからの想いを
反映した色へ。
「どんな風にしあがるか、わくわく待っていま
す」とお任せいただきました。

軸を持った上で、揺れ動き変化していく。

未来は常に可能性に満ちている。

花々が、想いを明るく照らします。

本画のなかで、優しい優美な女性を
感じさせるピンクとベージュの花が
加わりました。

構想では、紺〜オレンジ〜
黄〜白のグラデーションの花。
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ご依頼主は、会社の役員職の50代女性です。

いろんな経験を経て、役員職に着いた細やかな配慮のできるとても優しい方。
お会いするたびに、元気に、前向きに、きれいになっていく方。
「起業しよう、夢にむかって一歩踏み出そう、と思ったので、
今、オーダーをしたいな」と依頼されました。

　絵のお渡し日。
「描いてもらっている間、待っているのがうれしく、いつ出来上がるとか
気にならなかった！」とにっこり。

「今日が受取りだと思ったら、うきうきしている自分に気がついた。
遠足前の子供みたいにわくわく。大人になってからこんなのはなかった」
と目が輝きました。

　

いつもふと目に出来るところに飾りました、と写真が届きました。

　「パールのきらきらした感じが
すてき」
「ベージュが自分にとって新鮮で
わくわくします」

「日々の洋服などとは別の大切な
自分への投資。
ずっと残っていくものだから、
どこへ移っても大事にしていくと
思う。」
と、愛おしそうに言いました。



題名：清明のときめき
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不要な枠がどんどんなくなっていく変化を感じるために。

自由であり、自然であり、どんどん自分へと還っていくために。
上下左右がない。
抽象的な自由さとともに、飾る場所、向きも自由で
【フリーダム】を体現した作品。

お打ち合わせで。

「門間さんと接して、絵を自由に感じて

みて楽しんでいいんだ、

と気づきました。」

感じることを大事にする。

それは、自分の人生での大事なものを

自分で選びとっていくことに

つながります。
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「由佳さんの絵は見ていて動き出す

感じがします。

絵の四角におさまっているのでなく、

溢れ出して外へ広がっていく感じ。

みるたびにいろんなことを語りかけて

くれる感じがします。」

人生の区切りでのオーダー。
新たなチャレンジへむけて、
心の声に耳を傾けて自己実現しようと
進んでいる方。

どんな部分も自由を

感じられる

ように。決まったか

たちのない伸びやか

さを大事に描いてい

ます。



第三章　本来のあなたと対話する

一枚の絵が生まれる。

そのなかに、三人三様の物語があり、ひとりひとりのかけがえの無い自分
との対話のなかから絵が生まれてきました。

「観察が鋭いですね」
「そこまで深く広く考えるのですね。
どうしたらそういう発想になるのですか？」
とよく聞かれます。

これは、【画家モード】と＜聴く＞訓練が関係していると感じます。

言葉の微妙なニュアンスだったり、何気ないしぐさだったり、
それら全体像から、本質的なものをつかもうとしています。

これは、色やかたちからどのように世界観が伝わるのか感じる
【画家モード】の習慣。

さらに、私の絵の全てを貫くテーマが【存在、エネルギー】なので、
その感じようとしている内容を具体的に説明すると
「そんなに深いの！？」とびっくりされる内容です。

同時に、＜聴く＞ことを意識しています。

オーダー時、「私の事を理解してくれるから」と言われますし、
「本当に聴こうとしてくれる、理解しようとしてくれる」
と、ゆっくりと話をするとよく言われます。

本質的な部分まで自然にたどり着いてしまう。
そんな＜聴く＞力を大切にしています。

では、実際にどのように対話していくのかを、【清明のときめき】の
制作過程を例に、ご説明します。
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【清明のときめき】は、「【フリーダム＝自由】を体現した絵をお任せで

描いてほしい」からスタート。

お任せされた時は、その方の本質的な美しさを一緒に再発見していく

ところから始まります。

何気ない会話のなかで、リラックスしてきたら、過去、現在、未来の

お話のなかで、本人が自覚していなかったキーワードまで浮かび上がって

きます。

一見関係なくみえるひとつひとつが、

【画家モードで聴く】ことを通じて、つむぎ合わされていきます。

本来のその方の魂が、ひとつの世界観としてたちあがってくるのです。
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ピュアで澄んだ気持ちが行動の原動力。

秘めた意志の強さの再確認。	 

心の奥深くの、強い原動力となるキーワードにたどりつくと自然と目が輝きま

す。絵の中に吹き込まれる魂の在り方が見つかる瞬間です。

今後の生活が変化しつづけるならば、適宜移動する、

持っていく絵がいい。

どんどん自分へ還る変化を感じる抽象的な絵が良い。

「自分の今回のテーマもきまり、ワクワクしました。^	 ^」

彼女が見て心落ち着く緑、青、白を使って構想を練ります。

１０×１０センチの絵をさまざまなニュアンスでたくさん描きました。
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構想では、独立しての仕事も視野に模索
をつづけていたので、緊張感も感じられ
るように描いていました。

その後、メールでやりとりする中、
その方の変化に寄り添いながら、下絵の構想を練っていきました。
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下絵の決定。初めの構想から変わらぬコンセプトを持ちながら、

最後はやさしさ、ゆとり、解放を大切にする自由、を感じる世界にな

りました。

「自分も絵もどんどん変化をしていて面白いです。
楽しみにしています」

抽象的で形がはっきりしない自由さとともに、飾る場所、向きも
自由でフリーダムを体現した作品。
それとともに、自分自身の根本に立ち返る
落ち着きも与える絵。

次に、本画を描きます。
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木製パネルに和紙を張る。

そして、最後にはみえなくなるような、
絵の土台づくりを大切にする。

滲むような色。
幾重にも重なる色。

ゆったりと肉付けするなかで。
会った時やメール等の様子。そこから感じ
る絵の完成像、感じてみる。

渡す瞬間にむけて。

もっとも自然な絵の状態、
本来のその方の状態を想像する。

絵の流れの力を、信じて筆も走らせる。

意志の強さを表す青、緑で
しっかりと深みのある土台
を作り上げます。

この土台に何層もの厚みが
あるから、上の色を自由に
動かしても絵が揺らぐこと
はありません。
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あるべきところに落ち着くように。

門間由佳が描く絵でありつつ、その方の絵。
その方の絵でありつつ、普遍の絵。

色が何層にも積み重なるなかで、
あるべき方向へ落ち着いていきます。

絵をのびやかにゆり動かし【自由】を表現していく。

「メッセージを読む中で、今までよりも柔軟で楽しく
肩の力がぬけた空気を感じて、完成へのイメージが
固まりました」と伝えたら、まさにその時期、気持ち
に変化があったとのこと。

オーダー主とシンクロする。
不思議とよく起こります。

絵の拡大部分。やさしい色合いが無数に積み重なっています。
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【自由】というキーワードの出発点から、その方の心の
声と対話しながら、【清明のときめき】というその方の
世界が完成しました。

「自分も周りもぐんと加速しているかの中でも、不思議
と地に足はついていて、着実に変わりゆく景色を楽しん
でいる毎日です。

長続きして大事なときめきは、たしかに清明な感覚から
生まれてきたものなんだな、と思うので、軸を常に思い
起こすことができる、見失わないきっかけになるのでう
れしいです。

絵を描く前から、制先中、そして、完成までのやり取り
のなかで、自分でも気がつかなかった未来の可能性を、
由佳さんが言語化し、表現してくださっていたと
思います。

これからは、それらを外に向かって解き放ち、自分の本
当にやりたかったことを思う存分、心の声に誠実に向き
合って、実現させていきたいと思っています。」

題名：【清明のときめき】
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【清明のときめき】にて、本来の自分へのメッセージを感じられる幸せ絵の

プロセスをたどってきました。

不要な枠がなくなり、本当の姿を映し出す、自分の本質を明らかにする経験は、

多くの幸福をもたらしてくれます。

コツコツとした歩みで自分をより深く知っていくと、
たまに、「これで本当にいいのかな？」と戸惑い、迷うこともあります。
（少なくとも、私はあります（笑））

でも、感じることを大切に、自分との対話を重ねると、いつのまにか自然に
自分の軸がみえてくる。自分を肯定する、後押しする、
＜もう一人の自分＞の姿が鮮明になってくる。
そして、ただ、今、ここにいるだけでの幸せが増えてくる・・・・。

私自身、それを実感してきました。

ありのままの自分への変化を助け，時に心から癒す、話し相手になる絵。

心の声に誠実に向き合って、	 本当にやりたかったことを思う存分、

実現するための絵。

自分らしく生きたい人に、深く共感し、心からその方の幸せを願って描きます。

誰のものでもないその方の人生。だからこそ、
愛情をこめて生き生きとしたその方だけの世界を創り上げます。
その方の人生は、その方だけの唯一のものだから。

そして、その方が＜感じている自分＞、その方が＜なりたい自分＞、
その方の中のもっとも清らかなるものを引き出したい。

いつもそう思っています。芸術とは人を幸せにするものだから。

対話できる絵画は、無数の色の積み重なりで、重層的な世界が呼び合い無限に広

がっていく絵です。

持ち主の解釈が進めば、いつも新しい世界を切り開いてくれます。

そして、今後の人生に影響を与えて、生活がよりよくかわっていく、

精神的パートナーとなって、存在に寄り添い続ける絵なのです。
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おわりに　あなたの幸せ絵につながるヒント

では、実際に、ご自分の幸せ絵はどんな風に

なるだろう、考えたとしたら、

大きく分けて３つのヒントがあります。

１これが実現できたらよかったのに

２ワクワクするありえないものを組み合わせる

３好きなものを並べる

今までみてきたように、イメージを重層的に重ねて絵にできるので、「これは

きっと無理」と思うものでも、美しい世界へと変わります。

上の写真のように、好きなものをいくつか持ってのお打ち合わせでも、出発点と

して十分です。

心の声を澄ませて、本来のあなたの幸せの世界を描き始めることができます。

ことばにできないもの。

なんとなく感じること。

ありえないこと。

どうぞ大切になさってくださいね。

心の片隅でもいいのです。それは、本来のあなたに通じる幸せの道です。
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イベント個展でも、制作途中のオーダーメイド絵画や、下絵や資料をご紹介して

います。

ひとりひとりの物語、存在を描き出す絵たち。

自分らしい人生を大切にする個人の他、経営者等、様々な形で

心の軸を大切にしながら人生を歩み、

目立つ目立たないに関わらず、社会を支えている方々の絵です。

かけがえのない存在にふれるとき、

あなたもご自分のかけがえのない世界にふれて癒されます。

もし、絵を見て癒されたいときは・・・
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東京都稲城市で生まれたあと、２歳で神奈川県

相模原市（旧津久井郡城山町）、現在相模原市

緑区橋本在住。	 自然豊かな土地柄で、飽きる

まで雲をみつめたり四季の豊かな移ろいに感動

して、宇宙の不思議に想いを馳せたものでした。

むかしからの友人達によると、「本質的なことを

ふっとお天気の話のように話しかけてびっくり

させる」ようなちょっと不思議な子供だったよう

です。

1993年女子美術大学卒業。このときの卒業制作から今まで「存在」「エネルギー」を

テーマに、【感じる絵】であることを大切に描いてきました。	 

言葉にできないことも感じる。心の軸に、存在そのものに響く。

そんな絵を描くために、自分のこころを見つめ、夢や希望だけでなく葛藤や揺らぎも

受け入れ描いてきました。

こころを見つめ続けて。不思議と澄んだ絵に変容していきました。

その後、【完全オーダーメイド　対話できる絵画】が、お客様との対話から生まれて

きました。

「その方を理解して、感情移入して、信念をもって描く」ことを信条に、

愛情をこめて大切に大切に描いています。

*****************************************

WEBを検索の場合は、対話できる絵画と検索してください。
以下のページ等が見つかります。

◯対話できる絵画HP

http://momma-world.com/

◯対話できる絵画ブログ

http://ameblo.jp/yukamomma/

◯フェイスブック

https://www.facebook.com/yuka.monma.5

◯お問い合わせ

http://momma-world.com/form

＜画家：門間由佳プロフィール＞
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