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テラコッタ制作を通した

障害のある人への造形活動支援

｜ワークショップの目的

上田久利

この論文は、テラコヅタ制作(')を通した障害のある人への造形活動支援の実践を報告する

ことを目的としている。

障害のある人たちの造形活動支援はエイブルアートに)の運動と出会ったことが始まりであ

る。エイブルアートは芸術作品制作をキーワードに、全国的に障害のある人たちの支援を造

形活動を通して展開している。エイブルアート（可能性の芸術）の目的は、障害のある人の

可能性を社会に対して新たな価値として提示することである。これを教育の場において取り

入れ、それぞれが専門の教科を通して支援活動を行うことが必要であると考えた。造形活動

を通して、障害のある人も、ない人も、大人も子供も自由な表現活動を行い、共に支えあう

共生社会の実現を、岡山から発信したいと考えている。

障害のある人の造形活動支援には大きく分けて三つの目的がある。

1障害のある人たちの発達

・可塑性のある粘土に触れることで｢触覚感」を養い､五感を統一する身体感覚の幅を広げる。

･運動機能、また手や指の巧纈性を高める。

・表現の場を作り，自己表現することで精神の安定、心の解放を図る。粘土を用いることは

人の五感を刺激し、人間性の恢復に繋がる(3)。私たちの身の回りからだんだん素材に触れ

ること、味わうことがなくなりつつあり、バーチャルなものが多くなっている。物に触れ

る触知感は、安らぎ、命の温もりを感じさせ、精神の安定を得させる(4)。

・表現の場を提供することにより、新しい表現方法を得る。自由な芸術表現や美術活動（造

形性を感じること）を通して、自己表現の幅を広げる。

2共生社会の形成

・障害のある人たちの感性あふれる表現活動を通して「社会の芸術化」「芸術の社会化」を

図り、互いの価値を認め、バリアフリー、ノーマライゼーションの考えを推進する。障害

のある人と社会の共生は、ベルギーのゲールで実践されていることを目指す(5)。

・表現活動で制作された作品を発表し、障害のある人たちの作品の自由な表現や、エネルギ

(うえた.ひさとし岡山大学）
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－を伝え、健常者のものと劣るものでなく、豊かな表現世界、芸術的価値を内在している

ことを伝え、社会的イメージを高める。

障害のある人を、ありのまま、存在そのものを認める社会を実現する。現代は、大きいか

小さいか、能力があるかないか、という競争社会の二元的価値観の中で喘いでいる。弱く

てもいい、小さくてもいい、できなくてもいいと肯定できる社会を実現する。

福祉、教育、行政に働きかけ、双方向性を持った取り組みをする。障害のある人たちが大

学で学び、作品の制作をする。

障害のある人もない人も楽しく、自由に制作し、コミュニケーションの回復を図り、互い

の個性を尊重することを学ぶ。表現の楽しさ、自由さを再発見し、真の豊かさとは何か問

いかけ互いに「生きる力」を得る。

3芸術作品の制作

・彫刻の専門的知識、技能を持って、テラコッタ制作の機会を作る。

・テラコッタの制作を通し、訴求力のある作品を制作する。「障害者の作品」と捉えられる

現実から、作品そのものに焦点を当て、制作された作品から、障害のある人たちが生きが

いや自信、誇りを持つことができることを目指す。

・障害のある人たちの「可能性」を深化する場（アートセンター）を持ち､継続的な活動を行う。

|｜ワークショップ参加者4人の作品の概要

テラコッタ制作のワークショップではどの参加者も笑顔で、楽しく、エネルギッシュな制

作活動を行った。そこからは独創的な作品が次から次へと生み出された。どの作品も優しさ

や、細やかな感性に満ち溢れ、表現が豊かで、造形的にも優れ、量感豊かで、動きがあった。

その中で特に印象的な4人の作品を取り上げ、彫刻的概要を述べる。

’ O君（19歳）の作品「鳧」（図l高25cm、幅17cm、奥15cm)

o君は自閉症で知的障害があり、言語による表現は出来ない。手を上手く、動かすこと

は出来ないが、粘土を指で押し付けな

霊 感
図10君の作品r臭」 首を傾げたどこかおどけユーモラスで、

今にも動き出しそうな楽しいもので、
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作品制作の大切な、技術ではない表現世界を我々に教えるものである。言葉で表現できない

思いが粘土の塊にいっぱい詰まっているように感じる。初めての制作であるが、粘土の特性

を理解し、表現にいたる作品は驚くべきものである。

支援ボランティアとして参加の時光新吾（倉敷芸術科学大学彫刻担当助教授）は「彫刻表現

で大切な、豊かな生命力を感じさせる量感動勢が備わり、素朴で純粋なO君の人間性が

漂い、観る者に穏やかな感情を抱かせてくれる｡」と評価した。

2M君(14歳）の作品「鳩」（図2

高18cnl、幅45cnl、奥20cm)

M君は高機能自閉症で身体機能には

問題は見受けられない。

M君は鳩の巣篭もりをテーマに、卵

を抱く母鳩を制作している。母鳩と巣

が同時に平行して制作され、計画の確

かさを感じさせた。卵の一個は雛が顔

を覗かせ、もう一個は孵化がまだで、

そこに卵を狙う蛇が巣に近付くという
図2M君の作品r鳩」

構図である。母鳩の優しさ、愛情が感

じられる作品となった。外敵に対して立ち向かう母鳩はM君の母親に対するイメージが重

なる。愛情豊かに全身全霊を傾け、M君を社会の諸々の災難から守ろうとしている。

巣の紐作りの細やかな表現，母鳩のおおらかな量感は初めての制作と思えないほどである。

羽の細やかな質感表現には繊細な感受性を感じさせる。この作品はエイブルアート・フォー

ラム岡山実行委員会のパンフレットにも取り上げた。

彼はボランティアの学生たちとも打ち解け、制作の意図をはっきりと表現し、ボランティ

アと共同作業が出来た。手伝う部分と、自分で制作する部分など明確で、効率よく作業した。

彼の作品について、時光は「ここには無意識かもしれないが、無償の『愛』がある。独自

のテーマを生み出そうとする造形への意思、発想の豊かさに着目する。特に具象彫刻など限

られたモチーフの中で自己表現を追及するものにとって造形の原理原則であり、核心的問題

である｡」と語った。

K大学1年生のボランティアは「作品には物語があり、とても自分には出来ないな｡」と

感動した。

3A君(19歳）の作品「恐竜」（図3高32cm、幅75cm、奥25cm)

ダウン症のA君（知的障害）は恐竜の絵を描くことが大好きで、何を描いても造っても恐

竜である。モチーフの鳩や鳧から離れて「恐竜」を制作したが、このワークショッブのテー

マに沿ったもので、「自由な意思」を感じさせる。飛び立ちたい思いを大地を轟音を立て歩

く恐竜の足にこだわり表現した。足が2組、合計8本の足が作られた。恐竜の獲物を求める

目や口の表現、また足に込められたメッセージは彼の心の叫びを形象化したものである。そ
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して超大作ともいえる恐竜の頭から首、

胴体から尾の先にいたる量の流れは見

事で傑作である。

彼の制作のサポートをした時光は「彼

の造形における確固たる主張と、自由

への意思を制作の中で感じた。手足を

どのように付けたらよいか、頭部が重

さで垂れてくるのをどのように防ぐ、か、

#稀

…鶏 と崔屯口

蝿

1

配

鰯

繩
，鐸

.'擁」

鍵
、

’鴬.､錘

ボランティアとともに試行錯誤を繰り

返しながら取り組む姿が印象的であっ
図3A君の作品『恐竜』

た｡」と語る。

A君は恐竜の絵で一般コンクールの優秀賞をもらったこともあり、造形活動に自信を持っ

て取り組んでいる。そのことが生活の中での自信となり、明るさや積極性に繋がっている。

また、A君のいろいろな制作のボランティアをしているY君（26歳）は、A君の制作する

作品のエネルギーに感動し、作品集を作りたいと考えている。

4U君(19歳）の作品『皇」（図4最大高さ28m、幅26m、奥18cm)

自閉症のU君（知的障害）も初めて

の粘土制作であった。

U君も制作の主体的な意思が明確で、

既成概念に捕らわれず、のびのびとし

た大らかな粘土の作品であった。彼の

持っている、かわいい、ほのぼのと優

しい、お話の世界が表現されている。

モチーフの「鳧」がU君の中では家族

となり、暖かい「団藥」を感じさせる。

親昊からだんだん小さな子鳧が連なる
図4U君の作品『泉、群」

構成力はもとより備わったものかとも

思わせる。また、彼のように隠れた能力を持つ障害のある人たちは、作品を創る機会さえあ

れば、倦むことを知らぬエネルギーを一層発揮できることを感じさせる。作品の独創性、大

きさ、大らかな量塊性は心和み、手際よい制作は、粘土制作がとても初めてと思えない豊か

なものであった。作品の質、量ともにすぐ、れている。

彼の作品は我々の活動の紹介パンフレットにも掲載した。

U君の美術科の学生ボランティア(18歳)Iさんは「作品制作のエネルギーのすごさ、計

画性の確かさに圧倒される。作品が優しく、私にはとても出来ない｡」と語った。
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lllテラッコッタ制作過程

1ワークショツプの概要

エイブルアート・フォーラム岡山実行委員会の平成13年度活動の一つとして、運営委員、

会員諸氏の協力のもと、著者が行った作品の制作を目指したテラコッタ制作のワークショッ

プである。

【実施日】8月30日、31日、10:00～12:00

【ワークショップテーマ】「風のように烏のように」

【材料】(1人、約201唱準備、総量、3001e)

【参加者】16人（岡山県下10施設）

14歳（中学2年生）から50歳と年齢の幅があったが、制作に年齢を感じなかった。

【障害】（ダウン症、自閉症、高機能自閉症、脳性小児麻痩など）

知的障害、身体障害の重複障害のある参加者が多かった。このワークショップでは車椅

子の参加者はなかったが、粘土を練ったり、運んだりボランティアの協力が不可欠であ

った。

【ボランティア】（延べ95人）

大人15人（全員両日参加)、学生岡山大学31人（内両日参加16人)、川崎医療福祉

大学8人（両日参加）岡山大学付属中学2人（両日参加)、倉敷芸術科学大学1人（両

日参加)、小学5年生1名(1日参加）

2ワークショップの理念

l)一人一人を大切に、かけがいのない存在であり、ありのまま存在そのものを受容する。

（粘土は多く用意し、満足のいくまで思う存分使うことができるようにする｡）

2）教えようとせず、解かろうとする。（表現の意思を尊重し、サポーターの考えを押し付けず、

対話をしながらどのような表現をしたいか理解する｡）

3）体全体を使い、楽しく、自由に粘土に触れる。

4）障害のある人と、ボランティアが協力しながら制作をおこなう。（障害のある人とボラ

ンティアのコラボレーション(6)）

3ワークショツプの事前準備

l)教室の整備

制作活動を展開するための材料準備（粘土、粘土板、へら、たたき棒、針金、布の確認）

2）参加者、ボランティアの募集

・岡山県下の養護学校、福祉施設、アートスペースにワークショップの参加者募集の案内を

した。

．ボランティアとして彫刻家が参加し、サポート体制を充実した。（倉敷芸術科学大学時光新

吾助教授、同大学田丸稔講師）
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附属中学校にボランティアの案内、要請をした。

3）ボランティアの訓|練

，ワークショッブの理念の徹底をした。

，ワークショッブでは、常に受容的、共感的態度で参加者と接する。会場を明るく、ユーモ

アと笑顔で「進んでやってみたくなる」演出が求められる。障害のある人たちに対して、

ボランティアの対応は次の5項目を常に実践できるよう訓練した。

①聴くこと

制作の意図、気持ちを汲み取ろうと聴く。ボランティアの意見を差し挟まず、ただ聴こう

とする。聴くことに徹する中でどのように作りたいか表現の意思が見えてくる。

②エコーする

参加者の発した言葉をポジティブにエコーする。障害のある人の発した言葉を受け止め、

そのまま返す。そのことにより受容体験をすることで信頼関係が生まれる。これは言葉のス

キンシップといえる。

③励まし、褒める

「よく出来たね」「すごいね」「力強いね」と褒める。どんなことにも支持できることを見

つけ褒める。

④質問

「これは何かなあ」「どんな風に見えるかなあ」「どういう形にしたいのかな」と尋ねる。

ボランティアの見方、考えを押し付けず、答えが出なくても待つ。

⑤明確化

「あなたの作りたい物は、こんな形かな」「君の言ったことはこういうことかなあ」のよう

に参加者が話したことの意味を質問する。返ってきた言葉の意味を明確化することにより相

互理解が可能となる。

4ワークショップの展開

l)モチーフの孔雀鳩、鳧を見る

「この烏は何でしょうか」と孔雀鳩、鳧（剥製）を見せる。「鳩です」「鳧です」と参加者

の大きな声が上がる。「私が飼っている鳩と、アトリエに住んでいる鳧（剥製）です｡」「孔

雀鳩の『ぽつぼチャン』です。鳧は『ごろチャン』です｡」とモチーフの紹介をした。

テーマの「風のように、烏のように」を板書し「風のように、烏のように自由に飛べたらい

いね｣｢羽があって､飛んでみたい気持ちを形に粘土で表そう」テーマを説明する｡テーマは｢飛

ぶ」というイメージを描くことにより、開放感を得ることにある。

2）造形性を感じ取る

「烏と皆さんとどこが違いますか」と問いかけ、参加者から「羽がある」と返事が返って

くると、孔雀鳩の尾羽の広がり、胴体のふくらみ、また鳧の大きな羽、大きな目玉、鋭いつ

めなどについてモチーフを観察し形態を把握できるよう指し示した。そして「白い、尾羽が
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きれいですね」「鳩と、臭の羽は形が違います」「臭の目玉は大きいね、鳩の目は小さいね、

鳧は夜生活するから大きな目なのかな」と問いかけた。また「羽に触れてごらん、噴は、足

はどんな形かな」と剥製の臭に触れてみると「羽がやわらかい、ふかふかだ」「口がとがっ

てる」と観察した。

3）制作の実演

ワークショップ参加者は、初めてのテラッコッタ制作なので粘土の塊(lOkg)を目の前

にするとどのように扱っていいかわからないので、制作方法を実演した。板作り、塊からの

ひねり出しの二通りを実演した。

｢粘土は全部使ってもいいからね、いくらでもありますよ」と全体に伝えた。

①板作り

ブロック状の粘土の塊(lOkg)を針金で3cm程度の厚さにスライスし、粘土の板を作る。

粘土の板を手や叩き棒で叩く。始めに叩くという作業をすることで制作に気持ちが入ってい

った。「ペタ、ペタ、トン、トン」と粘土を叩く音が教室に響き、制作の体制に入った。

②塊からひねり出す

粘土の塊(5kg程度）を取り、何度か粘土板の上に落とし、転がすことで粘土の中の気泡

を抜き、塊を実感しながらイメージを膨らませる。

4）作品制作

先ず粘土に触れ、板を作ることから始める。参加者とボランティアがコミュニケーション

を取りながら制作できるよう配慮しながら全体を回り、ワークショップを統括した。

ワークショップでは講師から学ぶという一方向の教授方法でなく、参加者一人一人が主体的

に参加し、体験を共有し制作する活動である。作品作りを皆で共有する。

5ワークショツプ参加者4人の制作過程

l)O君の制作過程

O君は「バー、バー」「ブー、ブー」「アー、アー」など何種類かの言葉で意思表示をする。

気持ちのよいとき、気に入った時は最高の笑顔で表す。反対に気に入らないときは顔を覆い、

表情が暗くなる。

ワークショップが始まり、支援のためのボランティアの女子学生に、顔を中々上げようと

しなかったが、顔はほころび照れていることがわかった。ボランティアが粘土の板を用意し

｢O君粘土を叩こうか｣と声をかけ続け､筆者も｢O君今日は何を作ろうか､『臭』にしようか､『白

い鳩』にしようか｡」と肩に手を置き話しかけた。O君は鳧を指差し「ウー、ウー」と興味

を示し、しばらく剥製の臭を触れていた。彼はボランティアの女子学生に照れつつ、顔は反

対を向けていたが手だけは粘土を叩く作業を始めた。厚めの粘土の板を筒状にして塊を作る

と、人差し指1本で粘土を押し付け、手のひらで叩きつけ、形を作り始めた。細部に拘るこ

となく、モチーフの鳧から受けるイメージを一気に形象化し、1時間半ほどで二体を制作し

た。ボランティアは粘土を用意し、また粘土が動かないように支えることで、制作がはかど
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った。

ワークショッフ．の途中で、筆者はO君とコラボレーションの作品を二点制作実演した。

初めはO君の親指に粘土を巻き、筆者が臭を作った。次に筆者が粘土の板をO君に手渡し、

O君が胴体や羽を作り、鳧を完成した。O君との共同制作はワークショップを盛り上げる

パフォーマンスとして有効であった。筆者もボランティアも「O君すごいね、なかなかい

いよ｡」と声をかけた。彼は自信に満ちた顔つきで筆者を手招きし、「ウー、ウー」と粘土の

巣を指し示した。ボランティアは量塊性の強さとともに、O君の優しさやユーモアのある

作品に感動した。

O君は作品を制作して誇らしい表情で、満足な気持ちを表し、ワークショップ終了後筆

者の手をとり頬擦りを繰り返した。何度も筆者の肩に手を置き好意を表した。

ワークショッフ．終了後、O君の父親は傑作の二体の「臭」の台座を作り、展覧会に備えた。

彼は自分の住んでいる町や、岡山でそれまでに描いた油絵や彫刻の作品展を開き、作家活動

が始まった。

2)M君の制作過程

M君は、ワークショップを楽しみに何度も大学までの道程を予行演習して望んだ。高機

能自閉症と診断されているM君は、中学校では少し他の人と表現方法、行動が違うので、

いじめられる事が多く、人と関わることを避けがちであった。しかし粘土のワークショップ

は楽しみで、初めての作品制作にもかかわらず、こつこつとマイペースで大作を制作した。

M君は粘土の板を叩いて筒状にし、鳩の胴体を作った。筆者のデモンストレーションの

手順を踏みつつも、どんどん独自な表現を始めた。胴体のブロックから頭をひねり出し、胴

の後半、羽を付け加え、羽の質感表現を行った。ここまではボランティアに頼らず制作して

いたが、鳩の巣を同時並行で作り始めた。ボランティアに長さ10cm、太さ1Cm程の粘土紐

の製作を指示し、その紐を編んで鳩の巣を作った。鳩は王冠をつけ、卵を3個作った。うち

1個は殻から雛が半分顔を覗かせていた。観察から心象表現に至り、物語を感じさせる制作

となった。

制作途中筆者は、「M君は計画的に制作してすごいな、細やかな表現が出来るね｡」「鳩の

羽がとてもよく出来ているね｡」と賞揚すると、彼は「鳩の胴体の中に卵があるんだ｡」と作

品の物語を話し始め、鳩を持ち上げると中から卵が出てきた。鳩を巣に収め、卵を胴体にい

れると、「蛇が卵を狙って巣に近づいているところだよ｡」と蛇を持ち上げた。「お母さんが

卵を守っているんだね｡」と応えた。

M君のアンケートには、「ねんどよかった。彫刻デビュー」と大きく書かれていた。ワー

クショップ後、作品焼成のための窯詰にも参加した。このワークショップ以後各種作品制

作のワークショップにも参加し、色々な制作では積極性が見られた。積極的に活動ができ始

めると作品の幅も広がり、ボランティアとの交流の中でM君が短歌を作ることがわかった。

まだまだ未熟なものだが、いろいろな表現方法・手段を持っており、これから彼の自己表現

を深めるためにもワークショップの継続が必要であると考える。

またM君の持っている才能を伸ばすためにも、粘土の作品や短歌をまとめることを検討
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している。

3)A君の制作過程

テーマの鳩や鳧から離れて、「自由にのびのびと羽ばたこう」というメッセージをA君は

大地を駆ける恐竜と捉え、粘土で地響きを立てて大地を歩く恐竜を作りたかったようである。

その歩くという行為にこだわり、明確な造形の意思を、足で表現した。恐竜の足を作りたか

ったが、胴体の重さを支えることが物理的に困難であった。そのため、二組の足を制作し、

思いを表現した。長い首、長い尾、粘土では表現の限界があるが、ボランティアに重さで垂

れてくる粘土を支えてもらいながら苦心して制作した。恐竜の叫び声が聞こえてくるような

大きな口、回りに獲物はないかと探す目を大胆に表現していった。

彼はボランティアに「ここを支えてくれ」「粘土を取ってほしい」「粘土をここに付けてく

れないか」と意思をうまく伝えていた。しかし、恐竜の胴体を空洞にする作業に彼は行き詰

まった。焼成作業を見越しての粘土抜きは彼に理解できなかった。彼には作品を壊すように

思えた。彼の恐竜のイメージは完成しており、作品を傷つけられると思っていた。作業の意

味、進め方を説明し、彼の納得を得て作品を空洞化し、元の形に出来上がった時には満足の

笑みと安心の表情を浮かべた。胴体が完成し足を「どうしても付ける」「どう取り付けたら

いいのか」とボランティアと試行錯誤を繰り返した。胴体の重量に対して物理的に支えきれ

なかったが、できること、できないことを学び、もう1組足を作ることで納得できた。コミ

ュニケーションをとりながら、自分の作りたい形を伝え、形に表すことを障害ある人も、ボ

ランティアも学んだ。自分を表現することに慣れているA君は積極的に明るく、楽しく制作

ができた。

この8月30,31日の岡山大学で行ったワークショップに参加の後、A君は作品制作にま

すます自信を持ち、我々が行った粘土以外の書作、絵画などのワークショップ全てに参加し、

力強い作品を制作している。作品を制作するだけでなく、ワークショップの準備、後片付け

まで手伝うなど素直で優しく、よく気遣いができた。

4)U君の制作過程

U君「何を造ろうか」と声をかけると「鳧で－す｡」と大きな声が返ってきた。鳧を題材

に選んだU君は一気呵成に粘土に取り掛かった。初めに、机上の10kgの粘土を、瞬く間に

臭の形に作り上げ、使い切った。初めての制作「鳧」が次から次へと造られ、創造のエネル

ギーがあふれ出すようであった。彼の使った粘土は20kgを超えていた。

U君は、鳧のお父さん、お母さんと子供二体の七体をバランスよく制作し、ほのぼのと楽し

い家族を構成していた。彼の中には臭のイメージが明確にあり、観察活動と表現活動のバラ

ンスが取れ、計画的制作を進めていた。ボランティアは粘土の用意、道具の整備など、U君

の制作が快適に進むような状況作りが中心であった。どんどん進む制作に対し、次々と粘土

を用意することで作業が進んだ。

粘土の作品が完成して、焼成のための粘土抜きも、手早く、ボランティアが作品を支え、

U君が粘土を抜くという共同作業が出来た。彼の作業は手際よく、丁寧であった。礼儀正しく、
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几帳面で、暖かな眼差しを持ち、なおかつエネルギッシュにU君は制作を続けた。

6テラコッタ作品の表現方法の分類

ワークショップの参加者は思う存分制作した。用意した1人約20kg、総量300kgのテラ

コッタ粘土を思い切り使った。大きさに制限を設けなかったので、平均1人15kg程度の粘

土を使ったことになる。ワークショッフ．のボランティアに参加した田丸稔（倉敷芸術科学大

学講師）は「いずれもたっぷりとしたボリュームを持たせて完成し、大きく、あるいは装飾

物を満載するなど興味深い。本郷新の『我々は知らず知らずのうちに大自然の圧倒的量塊の

存在に深く心を癒されているのだろう』という言葉を思い出す。彫刻を構成する普遍的量塊

性の重要性を改めて強く感じさせられた｡」と障害のある人たちの作品の彫刻的な良さを評

価した。感動を素直に表すことは簡単なようで難しいことだ。どんな優秀な芸術家もこのよ

うな域に達することは至難の業である。彼らはいとも簡単に感動を表現し、てらいのない表

現方法を獲得している。

表現方法は多様で、作品の特徴は以下のように分類できる。

①モチーフに関係なく、作りたいものを作る

・日常生活で好きなことや関心のあること

②粘土の塊から発想する

・いろいろな偶然出来た形を別の形に見立てる

③モチーフを再現しようとする。

・モチーフの観察力、表現力がある。

④モチーフの特徴を捕える。

・モチーフの特徴をイメージし、装飾的に表現する。

・モチーフの特徴を生かし、デフォルメする。

7作品の焼成

①作品完成後の焼成までの管理（乾燥25日）

粘土の作品を焼成するためには十分な乾燥が必要であり、作品の内部の粘土を掻きだ

し、厚みを調整する必要があった。特に荒く造られた作品は、ほぼ乾燥したと思われた

20日目ごろから、除湿のために作品に扇風機を1週間当てた。作品の裏側にも気を配り、

特に粘土の厚い部分の乾燥に重点を置いた。

②窯詰め、焼成

ボランティア7人により、焼成のため、窯場に運び窯詰めを行うが、大作ゆえに重量

があり、繊細な作品もあり、重労働であった。

乾燥で少々のひび割れができたが、焼成では乾燥段階そのまま、1点の破損もなく焼

き上がった。今回は素焼きに2日かけ、冷却に1日、相当に長い窯焚きであった｡

焼成の炎りの段階、また200～600℃の段階を長く引くことで、破損の危険を防ぐﾞ

ことが出来、どんな状態の作品をも焼くことが出来るという成果が得られた。
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8作品展

2001年12月、平成13年度のワークショップで制作された作品と岡山県内の障害者施設、

作業所などより募集した作品の展覧会を岡山県文化センターにて、エイブルアート．フォー

ラム岡山実行委員会の事業として行った。6日間でlOOO人を超える鑑賞者があった。障害

ある人達の素直な表現は高い評価を受け、多くの支援の申し出があった。

この展覧会の新しい試みとして､視覚障害者のための「触れることの出来る彫刻コーナー」

を設けた。点字による作品解説など展覧会を盛り上げるため、多くの人達のアイデアが出さ

れた。目の見えるものは目を閉じ作品に触れることで多くの気づきが与えられただろう。

この展覧会を報道した報道機関(NHK,山陽新聞、朝日新聞、毎日新聞）のうち、山陽新聞は

1面コラム「滴1滴」の「障害のある人の作品がもつエネルギーと、伝統工芸展の作品、積

み上げた技術が現代の閉塞感を打ち破るきっかけとなる」という評価は障害ある人達の大き

な自信と誇りとなった。

この展覧会の同時期に開催していた洋画、書道などの多くの美術関係者や教師の鑑賞者は、

障害のある人たちの作品の持つ力強さを評価した。障害があっても、健常者にない表現力が

あり、それぞれの個性を生かした作品を制作すれば評価され、そのことにより自立の道も開

かれる可能性を秘めている。

Ⅳ終わりに

「楽しかった。また粘土をやりたい｡」「よく作った｡」「来てよかった｡」「気に入った｡」と

参加者は一様に素直な表現をした。父兄の「子供と同年代の多くのボランティアに支えられ、

制作できたことがうれしい｡」と涙を持って語られた言葉も印象的である。

ボランティア達は「障害のある人とこのように接する機会がなかったので、初めは戸惑った

が、だんだん慣れて、コミュニケーションが取れるようになってうれしい｡」「障害のある人

たちの自由で、夢のある、大きな作品に驚いた｡」

「壊すことに戸惑いがなく、自由に作り直したことに感動した｡」と感激し、「サポートし

ているつもりが反対にエネルギーをもらった｡」などワークショップに参加することで、障

害のある人たちに対しての認識が変わっていった。またワークショッフ°に参加したボランテ

ィア達が、造形活動支援活動の指導者となるため、ワークショップ研究やマネージメント研

究を始めた。

このワークショップに参加した小学生や中学生のボランティアが積極的に障害のある人た

ちと関わり、ワークショップが社会と学校の窓口になりつつある。

障害ある子供も大人も、また、障害のない人も芸術を共に楽しみ、呼吸をするように制作に

親しみ、創造活動を通して生きる喜びを味わう。そして生き生きと活動し、人としての尊厳

が守られ、誇りを恢復する。障害のある人の芸術活動がこれからの共生社会のキーワードと

なるだろう。既存の芸術とは異なり、エネルギーを内に秘め、表現の可能性を再発見させて

くるものである。ボランティアの「素敵な作品が生まれる現場に立ち会えてよかった｡」と
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の言葉は偏見を打ち破るきっかけとなるだろう。

埼玉県では全国に先駆け、「インクルージョン教育」が始められようとしている。また、

政府から「障害者基本計画」が「障害者プラン」と同時に発表された。

インクルージョン教育では、障害のある子どもたちは一般小、中学校に籍を置き、障害があ

る子どもも､ない子どもも共に学ぶ社会がおとずれようとしている。「障害者基本計画」では、

障害のある人の生活の場を施設から地域に移し、地域で自立した生活をし、障害の有無に関

わらず互いに尊重しあう「共生社会」を目指している。

2001年7月には芸術文化振興基本法案が提出された。この法案の前文において、「芸術

文化を享受すること、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことが人の願いである｡」「芸

術文化は人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、心豊かな社会を形成

する｡」「芸術文化の役割が．.変わることなく、心豊かな活力ある社会の形成にとって、極

めて重要な意義をもち続ける｡」と芸術文化の意義役割が述べられているが、実践がなけ

ればむなしい。我々の地道な実践活動が市民権を得て、共感されることが待たれる。すべて

の人たちが生き生きとした個性が輝く生活をするためにも、障害ある人たちの造形活動支援

はますます必要になるのではないか。そしてそれら支援活動の人材、また支援のあり方を深

化すべきであると考えている。

今、次年度の活動として、より障害のある人の視点に立った支援活動、特にボランティア

の養成するために、創作活動をしている障害のある作家を招待し、粘土造形などのワークシ

ョップを開くことを計画している。

注

(1)テラッコッタは粘土の作品を半永久的に保存するために800｡C程度に陶芸窯で焼成する。野焼き

などで行うこともあるが､作品を効率よく焼成するためには，電気､ガス､灯油窯などが適している。

古代より「埴輪」「ギリシャ彫刻」「仏像彫刻」に見られ、幼児から大人まで、また初心者から専門

家まで幅広く親しめるものである。

(2)「エイブルアート」は財団法人「たんぽぽの家」（奈良市六条西）播磨靖夫（理事長）の命名に

よる。障害のある人の能力を高めること、社会的イメージを高めることを目指し、「ABLEART

MOVEMENT(可能性の芸術)」を展開している。障害のある人の芸術活動を通して｢社会の芸術化、

芸術の社会化」を図ることを目的にしている。地方においては独自にエイブルアートの理念を受け

継ぎ､数箇所が活動を行っている。これらの活動を継続するには､人材､場所､資金の問題が大きい。

岡山では1999年より「エイブルアート・ジャパン（旧称：日本障害者芸術文化協会)、「トヨタ」

とともにエイブルアート・フォーラム岡山実行委員会が「トヨタ・エイブルアート・フォーラム」

開催した。その後、定期に実行委員会を開き、造形支援活動を展開している。筆者は実行委員長と

して運営に携わり、ワークショップを行いながら、障害のある人の支援について研究した。この活

動は徐々に広がりを見せ、2001年、メンバーの書道教師が「書」のワークショップを笠岡で開い

たことで、2002年笠岡市市制施行50周年行事「かさおか。夢アート」として発展し、障害のあ

る人たちの作品を市民参加の街づくりに生かしている。

2002年、エイブルアート・岡山実行委員会はより独自な活動を始めるべく、「ハート・アート・お

かやま」と名称変更した。絵画、彫刻、書道、染色、などのワークショップを行い、子どもも大人
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も、障害ある人もない人もともに創作活動を楽しみ、共生社会の実現を目指している。筆者は代表

として障害のある人の造形活動支援ワークショップ、マネージメント研究をおこなっている。

「ハート・アート・おかやま」の会員は教員、学生、主婦、障害のある子弟の父兄など約60人か

ら構成され、NPO法人化を目指している。

(3)高村光太郎は「美について」で彫刻が触覚の芸術であり、一番根源的な重要なものと捉えている。

またヘルダー、リード、ローウェンフェルドなど、多くの人が触覚の重要性を述べている。

(4)片岡直樹（川崎医科大学教授）は､テレビやビデオを幼児期に見続けると言語能力の低下をきたし、

ゲーム機やビデオを遊び相手に育つと、人として最も使わなくてはならない脳が育たない。特に思

考、創造、意志等支配する前頭葉が活性化せず、ゲームをやめてもβ波は低下したままで、集中力

がなくなり、「切れ」やすくなると警告している

(5)ゲールは、ベルギーの人口2万5千人の田舎町で750年前から精神障害の人たちを里親として引

き受けている。「奇跡の町」といわれている。精神にハンデのある人を家族としてl～2人受け入

れ共に暮らしている。現在500軒が里親として登録し，里子は1年～3年、時に生涯その家族と

暮らす。この町では100年犯罪が起きていない。この町では国立の精神病院が町の中央にあり、

地域社会と繋がっている。（トータルカウンセリングスクール、田中信夫主宰、友の会会報、リレ

ーション41号）

(6)芸術家が互いの個性を尊重しつつ共同制作し、それぞれが新たな個性を見つけ、新たな表現を獲得

することである。
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