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【概要】地域の障がいをもつ作家さんの作品を通して、私たち学生やその家族が交流し、双方にもたらされる

影響について調査を行った。私たちは障がいをもつ作家さんの自由な表現や何にも縛られていない生き様に驚

かされたり感動したりしている。それらは、私たちが生きる力のヒントを得ることに繋がっている。双方に与える影

響を明らかにする中で、栃木県に暮らす一人一人の持つ個性や能力を十分に発揮して生きることが出来るよう

な地域づくりに参加し、元気なとちぎを応援したい。 

 

１．障がい者アートの現状 

 障がい者アートという言葉を聞いたことがある人も

いるだろう。しかし、日本においてその概念・名称・定

義について厳密な定義はされていない。鑑賞の機会

は一般的な美術作品と同じように美術館や画廊、ギ

ャラリー等での展覧会も増えてきている。その背景に

は「障害のある人の美術制作を長期にわたって地道

に支援してきた関係者の努力と歩みがあった」（障害

保健研究情報システムより）と考えられている。 

特別支援学校における美術の実態調査に関する

全国調査では、子どもの中に、将来作品を制作しな

がら生活をしていってほしい（プロの作家になってほ

しい）と思える子どもがいるかどうか問うた池田ら

（2017１））の研究結果では、「いる」が 27％であった。

これは、図工・美術教育の目標の一つである豊かな

情操を培うという範囲を超えて、プロの作家になって

ほしいと思うような作品を創り出す子がいるという事実

であり、特別支援学校の教員は、彼らにとって美術の

存在の大きさを感じているのである。 

 平成 20年には「障がい者アート推進のための懇談

会」が、平成 25年には「障がい者の芸術活動への支

援を推進するための懇談会」が開催され、今後、障が

い者の芸術活動の視野を広げることや、優れた才能

を伸ばすという視点が加わった。具体的な支援では

「支援者の人材育成や展示機会の確保」「評価・発

掘、発信等を行う人材育成」「鑑賞のための環境づく

り」等があげられる。平成 30年には障がい者の個性

と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的 

 

として「障がい者による文化芸術活動の推進に関す

る法律」が施行さた。日本財団が運営する True 

Colors ACADEMYでは公開講座と対話と実践を繰

り返すプログラムがあり、そのコンセプトは、様々な人

生背景を持つ人や物語と出会うことを通じて、日常の

中で置き去りにされがちな社会課題や違和感に接近

していくことである。アートを通して出会い、交流する

ことで生まれる感覚のズレこそ、社会が抱えている課

題の発露であり、新しい価値観や創造を生み出す源

であると捉えている。このように、障がいを持つ方と芸

術文化活動の繋がりは深く、そして広がりを見せてい

る。 

(2)栃木における支援 

 とちぎ障がい者プラン 21（2015～2020）では、基本

目標に「障がい者の自立と社会参加」をあげている。

基本的施策体系の方向のⅢとちぎで自分らしく輝く

ためにでは、文化活動の推進として「活動機会の拡

充」「指導者の発掘活用」「障がい者優先調達の推進」

「鑑賞機会の促進」が掲げられている。地町の取組と

して、宇都宮市が主催している「わく・わくアートコンク

ール」は、障がい者の社会参加を推進し、宇都宮市

民が障がい福祉への理解を深めることを目的として

いる。また、2009 年に始まった「つながるひろがるア

ート展 NASU」は那須地域に住むアーティストたちの

作品を紹介するイベントであり、福祉施設、企業、観

光施設、病院、町役場等地域が作品発表の場となり、

地域住民が作品の鑑賞の機会を促進している。栃木

県は地域において障がいを持つ作家さんと私たちが



相互に交流する機会を創出していると言える。 

３．地域における障がいをもつ方の芸術文化活動 

 障がいをもつ方の芸術文化活動は、本人にとって

生きがいとなり生きる力にも繋がっている。施策や支

援の状況から、その発表の機会は仲介者が大きな役

割を担っていることが読み取れた。また、昨今は、新

型コロナの流行により作品の発表の機会を得ることが

難しくなっている。本研究では、障がいを持つ作家さ

んの作品の鑑賞の機会を創出し、障がいをもつ方の

芸術活動が鑑賞者や社会に与える影響と本人が受

ける影響を明らかにしていく。今回ご協力をいただい

た作家さんは、「SOMPO パラリンアート サッカーア

ートコンテスト」で応募された作品 1862 作品の中で、

サッカーアートコンテストグランプリ賞を受賞した栃木

県益子町に在住する飯山太陽さんである。なお、太

陽さんは、パラリンアートのアーティストとして登録もし

ている。 

４．飯山太陽さんの作品展の企画による調査 

(1)調査の方法 

①作家の飯山太陽さんとお母様へのインタビュ

ー 

太陽さんの自宅で太陽さんと太陽さんのお

母さんでいらっしゃるゆかりさんに調査における

倫理的配慮について書面にて説明の上、インタ

ビューをさせていただいた。結果を逐語録として

書き起こし、制作への構えや背景を探った。 

②鑑賞者が作品から受ける影響 

学校祭で太陽さんの作品を展示し、感想アン

ケートを収集した。名前を公表することや、鑑賞

者が写真を撮ることを事前に了承いただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真  太陽さんの作品を鑑賞する様子 

 

アンケートの内容は 1)アートに興味があるかな

いか 2)作品から思い浮かんだ言葉を出来るだけ多

く記述する 3)感想やメッセージの自由記述の 3 項

目とした。鑑賞者が受けた影響を明らかにする為に、

得られた感想を、内容や文意で切片化し、コーディ

ングの手法を用いて分類した。 

③ 飯山太陽さんが鑑賞者の感想から受けた影

響 

 鑑賞者から寄せられた感想をそのまま太陽さん

に渡し、そこから受けた影響を寄稿してもらい、コ

ーディングの手法で概念を導き出す。 

５ 結果 

インタビューから、太陽さんは作品が評価されたこ

とで、多くの人に観てもらいたいと感じるようになった

ことがわかった。評価されたことは、自分自身が認め

られたと感じることでもあり、自信に繋がる。自分の作

品や制作時の話をしている時の愉しげで生き生きと

している様子からは、芸術活動が生きる力の一部とな

っていると感じた。また、芸術活動を通して、学校の

教師や友人、地域の方々、鑑賞者と、多くの人と繋が

ってきた。芸術活動が作家さんの人脈を広げ、社会

の範囲を広げていったようである。太陽さんが自分の

作品を観てもらいたいと強く感じているのには 2 つの



理由がある。１つは芸術活動を通して多くの人と繋が

る楽しさである。鑑賞者は作家さんや太陽さんの作品

について興味を持ち知りたいと思うから対話が生まれ

る。そのやり取りが作家さんと鑑賞者の繋がりを深め

ていき、太陽さんはその過程に喜びや嬉しさを感じて

いると考えられる。２つめは、人によって絵から感じる

印象や受ける影響が異なることへの面白さを感じて

いる点であり、価値観の多様さに驚きや喜びを感じて

いるのである。筆者は、太陽さんが、鑑賞者が作品に

対して疑問をもったり、意図しない見方をしたり感じた

りすることに対して寛大であることを感じた。 

感想用紙に回答した鑑賞者数は 4８名で、女性が

3４名、男性が 1１名、無回答が 1 名であった。また、

字が読み取れないものなど 2 つの回答は省いた。20

代が 2５名（55.6％）で一番多かった。続いて 50 代が

8 名（17.8％）、10 代が 7 名（15.6％）、40 代が 3 名

（6.7％）、一番少なかったのは 60 代で 2 名（4.４％）

である。芸術活動に興味があると答えたのは 3４名

（75.6％）ないと答えたのは 11 名（24.4％）である。ま

た、両方に丸をつけ、自分の興味にあうかどうかと答

えた回答には、アートに興味がある方で計算している。

作品から思い浮かんだ言葉では、全体で 202 個であ

り一人平均あたり約 4.4個であった。自由記述欄では、

３名を除いては作者の太陽さんに向けてのメッセージ

を書いた。 

５ 考察 

太陽さんは、価値観の違いや多様さを拒絶するこ

となく受け入れ、喜びや楽しさを感じている。現代人

は自分と価値観が違う・合わないと感じた人とは深い

関わりを持つことに躊躇しがちである。太陽さんの人

との向き合い方や受け入れ方には、忘れかけていた

ものを気づかされる。    

文化祭という機会を活用した為、学生以外の幅広

い年代の人に鑑賞の機会を与えることが出来た。ま

た、アートに興味があるかどうかの質問では、作品か

ら圧倒された後だった為に「ない」に回答するのが失

礼になってしまうのではないかと心配するような言葉

が記されているものもあった。実際に得られた回答よ

り、アートに興味がある人は少ない可能性がある。し

かしながら、作品から思い浮かぶ言葉を書いてもらっ

た項目では、一人あたり約 4.４個の言葉が浮かんで

いる。アートに興味がない人でも絵から感性が刺激さ

れたことを意味している。また、ほとんどの回答が単

語であったが文章で回答しているのもあった。一つの

文章を１とカウントしているため、浮かんだ言葉で考

えると鑑賞者は得られた回答より多い言葉が浮かび

刺激されたことになる。鑑賞者が思い浮かべた言葉

の一部を図 1に示す。 

図 1 

世界観・想像力・深層心理・おとぎの国・神秘的・

立体的・生活の美・リアル・可愛い・細かい・こだわ

り・感情が溢れている・不思議・つながり・カラフル・

鮮やか・自由・難しい・ファンタジー・独特 

鑑賞者の回答から抽出した概念では①作品を通し

て作者自身の取り組みや能力に感銘を受け、特別な

思いを抱く②作者と絵を重ね合わせて捉えたり、志

向したりする③これからも作者との繋がりを持つことへ

の期待と、制作を後押しし、励ます④作者の表現から

世界観を感じ、引き込まれるの 4 つの概念を抽出し

た。また、鑑賞者の感想の一部を図 2に示す。 

図 2 

① 太陽さんの作品には人を惹きつける力があ

る、才能のある方だと感じました。 

② たくさんの時間がかかったことと思いますが、

きっと嬉しく充実した時間だったと伝わりまし

た。 

③ また太陽さんの作品に出会いたいです。お話

も聞いてみたいです。 

④ 書きこみが細かくて、独特の世界観にすごく引

き込まれる。 

得られた感想からは「生活の美」や「（世界）には美

しさが隠れている」など太陽さんの描く、物事の見方

や捉え方に美しさを感じている表現が多数見られた。

筆者は物事の多様な捉え方は、新たな地域や社会

の捉え方へと広がっていく予感を感じた。 

作家さんから、鑑賞者の感想を読んで受けた印象

や影響について文章でフィードバックして頂いた。そ

の文章から抽出した概念では 1)鑑賞者とイメージの

やりとりをし、喜びや嬉しさを感じる 2)作品が鑑賞され

ることへの喜びを感じる 3)鑑賞者の感想や励ましの



言葉から創作意欲が湧くの 3 つの概念を抽出した。

太陽さんは、鑑賞者とやり取りをすることを楽しんだり、

やり取りの中から喜びを感じたりしている。それは、鑑

賞者が、太陽さんが思い描いた世界と異なる印象を

感じていても同様である。感想用紙の中には、障が

いを乗り越えて描いているからすごいという言葉も見

られたが、太陽さんは「全て素敵な感想だと感じまし

た」と記していた。障がい者アートの見方や捉え方は

様々であり、福祉面、芸術面と言われるようなカテゴリ

ー分けがあるが、太陽さんは鑑賞者の率直な感想全

てを受け止めていた。 

６．結論 

障がいをもつ方の芸術活動から生み出された作品

は、鑑賞者と当事者の双方に影響をもたらしたのは

明らかである。それは、作家さんが何にも縛られずに

自由に表現した作品を鑑賞者が素直に受け入れ、

感想用紙を用いて表現したからである。現代人は表

現することを躊躇し、受け入れられるかについて不安

や恐怖を感じている。障がい者アートの表現からは

何にも縛られず作品そのものが生き生きと生きている

ように感じる。この表現を鑑賞し、受け入れることで私

たちは常識やルールから解き放たれて、新たな生き

る力を得る。  双方が得た影響を図 3に示す。 

地域の作家さんが自らまたは仲介者を通して作品

を発信し、鑑賞者の生き方にまで影響を与えることは、

双方に良い影響をもたらし、多様性を認め合う元気

な栃木づくりに貢献するのではないかと思われる。地

域の障がいを持つ作家さんの表現は、私たちの心を

豊かにし、ひとりひとりが持つ個性や能力を十分に発

揮することの大切さを教えてくれる。それは、双方向

のつながりが生まれるということである。 

地域で生活されている作家さんと、鑑賞者を繋ぐと

いう機会を得て、元気な栃木づくりの実践に一歩踏

み出せた感がある。障がいをもつ作家さんと私たち社

会を繋ぐことが一人一人の生活の質の向上に加えて

地域の活性化や文化の継承・発展に繋がっていくだ

ろう。 

  この研究をきっかけとして、自分が地域の資源を見

出し、社会に発信する方法をさらに深めていきたい。

また、地域において、一人一人がそういう機会をつく

り出せるような連携した取り組みについてもさらに取り

組んでいきたいと思う。 

図 3 

鑑賞者が得た影響 当事者が得た影響 

・心を震わせる体験 
・生きる力を培う 
・個性や能力の発揮 
・常識やルールからの

解放 
・障がいの理解と関心 
・生活の質 
・地域の活性化 
・文化の継承・発展 

・人との繫がり 
・イメージのやりとり 
・作品が多様な受けと       
めで鑑賞される喜び 
・創作意欲が湧く 
・セルフエスティームの

高まり 
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