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取 組 の 概 要 

学生がアートを通し障害者と一緒に活動することで、障害の困難

さを体験的に学習し、障害への共感的理解と障害者の社会進出に関

するニーズ把握、社会での障壁や課題の統合力を備えた、サスティ

ナブル人材として持続的社会実現を目指す取組である。理念の担い

手である学生は、障害者がアーティストとしてアートフィールドに

参画することを支援し、障害理解を基に障害者と共生するサスティ

ナブル社会の実現を目指し、卒業後も活動を継続・展開する。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

 

(１)取組の実施体制について 

学長のマネジメント体制の下で実施された。担当事務部署に専任の担当者を、取組

を主導する教員のもとにも専属スタッフを置き、国内外の障害者福祉施設や障害者作

品展示施設、NPO 等と協働連携し、短期大学部部長である申請代表者を中心とした指

導教員のファシリテートの下で、各プロジェクトが取組まれた。 

 

(２)取組の実施内容について 

平成 21 年度に開設準備し、平成 22 年度よりカリキュラムに位置付けた「コア科目」

としての「共通プログラム」を 1 年次生前期の必修科目として開講した。「身体表現

と障害理解」をテーマに全体講義やワークショップを通して、既成概念ではない「身

体」や「障害」を自分なりに理解・認識し、体験・経験を基礎においた「気づき」を

発見することを学んだ。視覚障害・聴覚障害・自閉症等について、研究者や福祉作業

所支援員、実際に障害をお持ちの方が授業を担当した。また全体講義の内、1 回は「ア

ールブリュット（生の芸術）とアートの意味」というテーマで現役の画家達がトーク

セッションを行ない、アートの持つ可能性を考えさせる時間とした。 

また、ＰＢＬを通して障害を理解していく「サービス・ラーニング」を全学的に履

修可能な授業として開講した。杉並区内の福祉作業所「工房 手と手」と連携協力し、

学生と障害者が作業所と本学とを行き来しながら共同でプロジェクト実施する交流

プロジェクトを行う中で、学生は障害者と触れ合い、支え合うピアサポートを体験し

た。こうした地域交流プロジェクトを 5 つ（「紙芝居で障害理解」、「新ゴッホクラブ」、

「心を結ぶ 東京画」、「老人ホームで創作サポート」、「架け橋としての美術を考え

る」）と、1 つの海外交流プロジェクト（「ＨＡＮＧＡプロジェクト」）の計 6 プロジ
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ェクトを展開し、平成 22 年度は 51 名の学生が参加した。 

その他にも、8 月には 5 日間かけて、臨床美術士を養成する「臨床美術士認定試験

5 級講座」を開講し、平成 22 年度は学生 8 名が受講した。 

障害への理解や障害者作品のアートフィールド参画に関する支援の質的向上を目

的に、障害者作品展示施設への学生引率バスツアーを実施し、多くの作品とその展示

方法を視察した。ヨーロッパでも教職員により調査やフィールドワークを 2 回実施

し、こうした経験を活かして、障害のある方の個展や杉並区特別支援学校・学級連合

展示会、日本チャリティ協会とのパラアート展の共同展示、キャンパス内外での障害

者作品展示会の企画運営・開催を行った。その他にも課外活動として、アート制作支

援プロジェクトを杉並区内の済美養護学校での図画工作授業の教務補助（スタディサ

ポーター）に取組むなど、講義、演習に加え、ワークショップ、コラボレーション、

プロジェクト等表現そのものを主軸とする実践型教育を行った。 

なお、本取組全体としては本学全学生（収容定員 410 名）の内、21 年度 89 名、22

年度 215 名（いずれも実数）の学生の参画があった。 

 

(３)社会への情報提供活動について 

2 年間の本補助事業の成果を公表・普及するため、本学相模原キャンパス内にて活

動報告展報告展覧会（会期：平成 23 年 2 月 1 日～20 日）と、「障害理解とアートフ

ィールド参画支援の取組」シンポジウム（平成 23 年 2 月 12 日）を同時開催した。イ

ンクルーシブデザインに取組んでいる理工系研究者、社会福祉法人施設長、福祉作業

所支援員、海外の大学教員といった 4 名をシンポジウム講演者に招き、事例報告とパ

ネルディスカッション、レセプションを行った。なお、活動報告展はその後、杉並キ

ャンパス（平成 23 年 3 月 10 日～15 日）と、セシオン杉並（平成 23 年 3 月 29 日～

31 日）とを巡回した。この他にも学生による企画展示「七海進治展」等の開催や、

杉並キャンパス内の食堂・カフェテリアでの資料作品の常設展示により、成果を学内

外へ公表している。 

取組内容については当初よりＷｅｂ上で公開し、広く情報を発信している。また、

活動成果を事例集や教科書としてまとめ、取組連携施設・機関を中心に広く配布した。
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②取組の成果 【１ページ以内】 

 

アートやデザインは人間の内面世界を外界に表出する際の表現手段として有効で、

現実の事象の統合と問題解決という機能を有しており、また表現行為そのものが心の

発達を促す力をもち、精神の発達にも、人格形成にも欠くことができない力となる。

そのことから、本取組では障害理解とその認識を基に、困難な障害や社会福祉の問題

に対する対応力や評価力、課題解決力、マネジメント力を備えたサスティナブル人材

として学生を育成することを目的とし、プログラムを実施した。学生が主体となって

障害者のアートフィールド参画の機会を増やし、障壁を低くする工夫や現実的な問題

解決を促す取組の中で、また卒業後もこうした体験をもとに障害者と共生する社会の

実現を目指す日々の生活の中で、自身の成長に繋げることを目指した。 

 

1 年次前期に必修科目「共通プログラム」をカリキュラム上に位置付け、学生たち

はコア科目として「身体表現と障害理解」をテーマとした全体講義やワークショップ

を履修したことで、新入生の障害に関する理解が進んだことがレポートや秋以降のプ

ロジェクトへの積極的な取組姿勢によって確認できた。また、トークセッションやシ

ンポジウムを通してアートの意味を考え直し、既存の定義によらないボーダレスな感

覚でアートやデザインに取組む姿勢を得ることができた。 

また、22 年度までに国内１5 の施設や機関、大学等と連携協力し、PBL を展開した。

学生は交流プロジェクトに自由に参加し、障害者と直接触れ合い、障害者のアート作

品の個展開催や、杉並区特別支援学校・学級連合展示会において絵画等共同の制作活

動や展示会開催を経験することで、学生の障害に関する理解促進が確認できた。特に

海外交流プロジェクトにおいては、日本語に頼らずにアートを介した意思疎通を図る

ことで、非言語コミュニケーションの重要性に気付き、かつ自己表現力が高まったこ

とが確認できた。学生にとっては自分自身を客観的に見つめ直すきっかけとなり、ア

ーティストとしての表現力の幅を広げることにつながった。 

教職員が国内外の障害者関連施設への訪問視察し事例を調査したことで、各教員間

の認識差を顕在化し、各教員が複数地域・施設での認識の差を意識し教育上の視野が

より広がって、学生の未発揮の可能性に目を向けた許容性ある授業を展開できた。ま

た学内で FD・SD を行い、全学を上げて障害理解教育に係る認識を深め、障害理解教

育の取組の質を強化する基盤を作った。 

本取組を学内および学外の障害者関連機関・施設をはじめ、広く社会一般に対し積

極的に情報発信したことで、第三者からの評価を受けて取組の検証を受けることとな

り、質を高める結果となった。 

本取組については即座に成果検証できるものではなく、長期的な視点で取組を継続

展開している。これまでに、卒業生がアートを専門とするサスティナブル人材として

社会に貢献していくために、連携協力先を増やし、ネットワークを強化することで活

動基盤を拡大させてきたことは大きな成果であると考えている。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

学生の学びの質や教育・研究等の質は、短期大学士課程の学生教育を 2 年間の完成

教育と見るのではなく、学生の生涯を見つめ、卒業した後もキャリア形成の途上にあ

ると捉え、一生を通して支援し続ける体制の構築を目指した。そのため、学内体制の

みならず、学外の社会福祉施設や NPO 等との連携が必要であった。そのネットワーク

での教育体制のもとでチーム実践型、PBL 型の学習機会を提供する中で、随時協議し

ながら PDCA サイクルを回し、授業＋授業外の現地での実践的学習時間確保による取

組の改善・向上を行ってきた。またプロジェクトの成果としての展覧会開催や冊子制

作、アートドキュメント（学習実績記録等）の公開配布により、第三者からの評価を

受け、検証される。 

学生が主体となり取組むプロジェクト活動は学習や体験による気付きを促す教育

システムである。その特長となるのは、障害理解に取組むことにより、アート表現の

多様性を知り、短大での理論・知識学習が具体的な自分自身の将来に向けた、アーテ

ィスト等への広いキャリア形成の成果として明確に結びつくことになる。 

また、障害理解による学生自身の自主性を高めることが重要であり、その結果とし

て学生自らの自立性および社会性獲得に資する成果を期待した教育が実施される。そ

のため、多くの事案の収拾・紹介や、障害者やその作品に触れることのできる機会に

努めた。国内の福祉作業所への訪問調査や視察、共同ワークショップ等の交流会、障

害者作品展示美術館への視察、障害者支援団体が開催するアートフィールド参画支援

セミナーへの参加等を通じ、障害者支援に関する情報を収集・蓄積し、もって全学的

な意識改善に努め、教育の質的向上を図った。海外へは平成 22 年 3 月に教職員 4 名

がスイス、フランス、イギリスの 3 カ国、8 月には教職員 4 名がオーストリア、スイ

ス、フランスの 3 カ国において、それぞれ海外における障害者作品のアートフィール

ド参画支援方法の調査やその実践のフィールドワークを目的に関連施設を訪問し、教

育力の向上を図った。 

また、ニューメキシコ大学から研究者を招聘し、海外における取組事例の発表や、

より客観的な国際的見地から本学取組の評価・アドバイスを受けることで、取組の検

証・改善につなげることもできた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82　女子美術大学短期大学部



④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 

①取組の実施状況 

財政支援期間が終了した平成 23 年度は、予算を確保し担当職員を置いて、社会福

祉施設等と築いた連携体制の下で 8 つのプロジェクトを管理・実施し、PBL を展開し

た。また、鹿児島県と熊本県および学内で障害者の作品資料や、本取組の成果をまと

めた巡回展を開催し、取組の公表と取組改善への検証を行った。平成 24 年度も PBL

の取組を継続しており、展覧会についても広島市、山梨県韮崎市、三重県桑名市、杉

並区役所内および学内ギャラリーにて開催を予定している。 

現在行われている取組については、本取組代表者であった教員が引続き代表者とし

て推進しているが、将来的な継続実施に向けては財源の面での課題があり、PBL の実

施にあたっては実施数や規模を縮小せざるを得ず、新たな取組み運営・実施のあり方

を模索している。 

 

②取組の成果 

取組に参画した学生の中には卒業後も取組をサポートする学生や、社会福祉施設へ

の就職を希望する学生が出てきており、サスティナブル人材として社会で貢献し始め

ている。 

本学内では PBL の取組が定着しつつあり、大学や大学院の学生へも波及してきてい

る。他大学ともインクルーシブデザインの分野等で、京都大学連携による展開が始ま

っており、九州大学と連携についても模索している。また、連携関係にある NPO から

新たな取組の相談・提案を受け、被災地支援プロジェクトが立ち上がるなど、新たな

アートによる社会の問題解決を目指したサスティナブル人材育成のフィールド創出

にもつながっている。 

 

③評価及び改善・充実への取組 

平成 23 年度に鹿児島で実施した展覧会においては多くの来場者があり、訪れた福

祉施設関係者や本学卒業生から高い評価を受けた。同年熊本で実施した展覧会は、来

場者からの要請を受け開催に至ったものである。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

アートやデザインは、人間の内面世界を外界に表出する際の表現手段として有効で

あり、現実の事象の統合と問題解決という機能を有している。表現行為そのものが心

の発達を促す力をもち、精神の発達にも、人格形成にも欠くことが出来ない力となっ

ている。本取組は、障害者の作品が素直に学生を感動させ、心を満たしてゆく事実の

下に、こころの発達を障害者から学ぶと共に、学生の障害者へのアウトリーチにより、

アーティストと同じアートフィールドへの参画を支援するプログラムである。 

本取組では、学生が障害理解とその認識を基に、アートによる持続可能な社会の創

出と実現を目指すサスティナブル人材育成を目的として、障害者のアートフィールド

参画を支援する教育プログラムを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生の生涯を見つめ、卒業した後もキャリア形成の途上にあると捉え、卒業後の一生

涯をかけた活動を支援し続ける体制の構築を目指している。社会福祉施設や NPO、自

治体や他大学との連携協力体制を構築・拡大し、取組に対する多方面からの総合的評

価検証を取り入れた PDCA サイクルによって取組の質をスパイラルアップさせ、同時

に広く社会への浸透を図ることで、本取組に参画した学生が将来に渡ってアートによ

る社会の問題解決を目指したサスティナブル人材としての活躍の場を広げていく。 
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