
梅森保育園ぬりえ実施結果 

＜目的＞ 

ぬりえを行うことで、園児を通じて、保護者に外壁改修工事が行われることを周知するとともに、ぬりえ

に記載された「ぬりえタイトル」と「この色で塗った理由」のキーワードを分析し、外壁塗装色の参考と

する。 

＜実施日時＞平成 30年 10月 1日から 10月 9日まで 

＜実施対象＞年長（みどり組）、年中（き組） 

＜キーワード抽出方法＞ 

タイトル・理由欄に記載された内容を、イメージと色の２種類に分けて数えた。なお一人の園児が複数回

同じキーワードを使用している場合、１カウントとした。（例：虹をテーマに、虹色に塗りました→虹色

で 1とカウント） 

＜イメージのキーワード：総数 70 上位のみ記載＞ 

  
カラフル・ 

いろいろな色 
かわいい たのしい きれい 大好き・好き 

年長 6 5 3 4 3 

年中 7 6 6 3 3 

計 13 11 9 7 6 

比率（%） 19% 16% 13% 10% 9% 

順位 1 2 3 4 5 

 

＜色のキーワード：総数 37 上位のみ記載＞ 

  虹色 緑 赤 

年長 16 0 1 

年中 6 3 2 

計 22 3 3 

比率（%） 59% 8% 8% 

順位 1 2 2 

  

梅森保育園ぬりえ原図 



No タイトル 理由 絵 

1 にじいろ いろんな色があって楽

しいと思ったから 

 

2 にじいろ 保育園が明るくてカラ

フルだから 

 

3 にじいろ カラフルでかわいい保

育園が良かったから 

 

4 にじいろ 虹色にしたかったから  

5 元気が出る 青い空に虹が出ている

ようにしたかったから 

 

6 にぎやかな にぎやかできれいな色

にしました 

 

梅森保育園 ＜年長＞ 



No タイトル 理由 絵 

7 にじいろのう

めもり 

虹色が好きだから  

8 大好きなきれ

いな 

大好きな保育園がきれ

いになればいいなと思

ったから 

 

9 虹色の屋根 虹色みたいにしたかっ

たから 

 

10 にじ きれいな保育園がいい  

11 にじ 虹が好きだから  

12 かっこいい カラフルな色が大好き

なので塗りました 

 



No タイトル 理由 絵 

13 にじいろ 積み木とか楽しいもの

がたくさんあるから 

 

14 カラフル かわいい保育園にした

かったからです 

 

15 にじ 虹色  

16 にじいろ 虹が好きだからです  

17 そとあそびが

たのしい 

竹馬で高い段から見る

と、屋根まで見えるか

ら、楽しい色にしました 

 

18 かわいい ピンクでかわいい保育

園がいい 

 



No タイトル 理由 絵 

19 にじいろ 虹色の保育園に行きた

いから 

 

20 きれいな きれいでかわいい保育

園がいいから 

 

21 かわいい 虹色の保育園に行きた

いから 

 

22 からふる カラフルな保育園にし

たかったから。白色も大

事だから塗らなかった。 

 

23 カラフル カラフルがだいすきだ

から。虹が出るかも知れ

ないから 

 

24 なかよし   



No タイトル 理由 絵 

25 たのしい クラスの色と同じにし

たかったからです 

 

26 にじいろ かっこいい  

27 あかいろ 自分の好きな色だから  

 

  



No タイトル 理由 絵 

1 たのしいガイム たのしい仮面ライダーガ

イムの雰囲気をイメージ

して、ピンクや黄色の明

るい色で塗りました。 

 

2 にじいろ（絵文

字ハート） 

虹色の保育園がいいなぁ

（音符マーク） 

 

3 にじいろ いろんな色が好きだから  

4 かっこいい 赤色が好きだから、赤が

たくさん。緑色はかわい

いから。 

 

5 あかるくたのし

い 

虹色みたいだから  

6 いつもの 今の保育園が大好きなの

でいつもの保育園をイメ

ージして塗りました 

 

梅森保育園 ＜年中＞ 



No タイトル 理由 絵 

7 たのしい カラフルだと楽しいか

ら。 

 

8 うちゅうくう

かん 

無限の空に元気いっぱ

い 

 

9 あかるい 自分の好きな色で塗り

ました 

 

10 からふる きれいで元気が出るか

ら 

 

11 かっこいい 運動場には大きな砂場。

格好良い保育園にした

かったからです 

 

12 かわいい かわいいから  



No タイトル 理由 絵 

13 にこにこ カラフルできれいだから  

 

14 からふる カラフルが好きだから、

カラフルにしたかった。 

 

15 カラフル カラフルでめっちゃかわ

いいから！！ 

 

16 にじいろ かわいいから  

17 たのしい きみどり色とオレンジ色

が好きだから 

 

18 れいんぼー 楽しい雰囲気をイメージ

していろんな色で塗りま

した（顔文字：笑顔） 

 



No タイトル 理由 絵 

19 たのしい かわいいから  

20 にじいろ 虹がきれいだから  

21 かわいい かわいい  

22 おかし 保育園の屋根は、緑と黄

色だから 

 

23 にぎやかできれ

いな 

好きな色で塗りました  

24 うめもり 虹の七色で塗りました  



No タイトル 理由 絵 

25  みんなと一緒に遊べて楽

しい保育園がいいから 

 

26  赤と青が好きだから  

 


