I N T R O D U C T I O N
Introduction to Art Therapy First Year Exhibition
About the program design:

This two-year pilot study program is an overview of American Art Therapy, made possible by a grant from the US Embassy in Tokyo. It was designed by Cheryl

Okubo and Dr. Sayuri Kurimoto in coordination with Fumiaki Murakami from the School of Art & Design. The purpose of the program is to educate university
students as well as the general public about the true nature of art therapy. Students from any department as well as auditors can enroll. The classes meet monthly,
5 times each semester, resulting in 20 lessons over the 4 semester-long course.
Because art therapy is based in psychology as well as art, each class takes up two class periods, with both a lecture on psychological theory and an art experience.
Theory speciﬁc to art therapy is also covered, and a wide variety of media is used so that students will understand the psychological eﬀects and possibilities that
each diﬀerent material oﬀers.
プログラムデザインについて

この 2 年間のパイロット研究プログラムは、東京のアメリカ大使館からの助成金によって可能になった、アメリカのアートセラピーの概要です。芸術専門学群

の村上助教と協力して、大久保シェリルと栗本美百合がデザインしました。このプログラムの目的は、大学生だけでなく一般の人々にもアートセラピーの本質に
ついて教育することにあります。どの学群の学生でも、聴講生も登録することができます。クラスは月ごとに行われ、各学期に 5 回、4 学期のコースで 20 レッス
ンになります。アートセラピーは芸術だけでなく心理学にも基づいているため、各クラスには心理学理論と芸術体験の両方が含まれています。アートセラピーに
特有の理論も取り上げられており、さまざまな素材が提供する心理的効果を学生が理解できるように、さまざまな素材が使用されています。
About the lectures:

There are several diﬀerent schools of psychology which have had an inﬂuence on the ﬁeld of art therapy. Art therapists in the USA learn all these basic

psychological theories and how they are used in art therapy, then form an eclectic approach suitable to themselves and their workplace. For this reason,
Introduction to Art Therapy also includes psychological theory from several diﬀerent experts in the ﬁeld. However, Jungian psychology is particularly suitable to art
therapy because of Jungʼ s extensive research into images and their relationship to the unconscious mind, therefore his theories are taught more than others.
Art therapy is used with a diverse clientele: patients with various mental illnesses, of all ages, in family, group, or private sessions. Art therapy is practiced in settings
such as hospitals, out-patient clinics, schools, rehabilitation centers, prisons, and in private practice. Therefore, this is an introductory course not intended to fully
train students to work as a real art therapist.
講義について

アートセラピーは心理学とアートの両方に基づいているため、また心理学にはさまざまな学派があるため、さまざまな種類のアートセラピーがあります。アメ

リカのアートセラピストは、すべての基本的な心理学理論を学び、自分自身や職場に適した折衷的なアプローチを形成します。このため、
「アートセラピー入門」
には、
この分野の多くの専門家による心理学理論も含まれています。しかし、ユング心理学は、イメージと無意識との関係についてのユングの広範囲におよぶ研究があ
るためアートセラピーに特に適しています。したがって、彼の理論は他の理論よりも取り上げています。
About the art experientials

Before or after the lecture students get ﬁrsthand experience with art materials. These art experiences are designed in conjunction with the lecture to help the

students understand it in a personal, tangible manner.
Art therapy includes all kinds of media, each with its own particular quality, thus many diﬀerent art materials will be introduced over the course of 2 years. From all
20 lessons, students will get to experience how a therapeutic atmosphere is formed, how directives or instructions for a therapeutic outcome are given, how to
engage and observe the client in their creative process, and how to talk about the ﬁnished artwork with the client.
Artistic skills are not critiqued in art therapy, and thus skills are not taken into consideration for choosing the pictures for exhibition. Art therapy is most concerned
with bringing forth oneʼ s original imagery as a means to better understand oneself and oneʼ s creative power.
Because this is art therapy education rather than art therapy itself, students learn how the therapist must prepare for and adjust to the needs of the client and also
get an idea of what the client might feel like in an art therapy session. None of the artwork here or in therapy is critiqued, judged, or analyzed. The only person who
can ultimately ﬁnd the meaning in the work is the artist herself.
アート体験について

講義の前もしくは後に、生徒たちはアート素材を直接体験します。アート体験は、生徒たちが個人的かつ具体的な方法で理解できるように、講義と連動してデ

ザインされています。アートセラピーにはあらゆる種類の素材が用いられていること、また、それぞれ独自の質があるため、多くの異なるアート素材が 2 年間に
わたって紹介されます。全 20 回のすべてのレッスンから、生徒は治療的な雰囲気がどのように形成されるか、治療結果の指示や指示がどのように与えられるか、
創造的なプロセスでクライアントを引き付けて観察する方法、完成したアートワークについて話す方法を体験します。
アートセラピーでは芸術的スキルは批判されないので、展示用の写真を選ぶ際にもスキルは考慮していません。アートセラピーの最大の関心は、自分自身と自分の
創造力をよりよく理解するための手段として、オリジナルのイメージを引き出すことにあります。
これはアートセラピーそのものではなくアートセラピーの教育であるため、学生はセラピストがクライアントのニーズにどのように対応し、調整する必要がある
かを学び、クライアントがアートセラピーのセッションでどのように感じるかについても理解します。ここまたは治療中の作品はどれも批評、判断、
分析されません。
最終的に作品の意味をみつけることができるのは、アーティスト自身だけです。

L E S S O N

O N E

C O N C E P T
Introduction
アートセラピーとは？
The ﬁrst lesson aimed to introduce the ori-

最初のレッスンは、アートセラピーの起源、

gins of art therapy, the basis for art therapy

独特な職業としてのアートセラピーの基礎、

as a distinct profession, and the diﬀerence

およびレクリエーション・アートと本物の

between recreational art and authentic art

アート・サイコセラピーの違いを紹介するこ

psychotherapy.

とを目的としました。

American art therapy is a distinct profession that was formed out of the ﬁelds of

アメリカのアートセラピーは、心理療法、

Psychology, Art, and Art Education in the

芸術、芸術教育の両方を組み合わせた明確な

early 1900s. There are over 5,ooo creden-

職業です。アートセラピーは、病院、学校、

tialed art therapists in USA today, and art
therapy is practiced in hospitals, schools,

刑務所、リハビリテーションセンターなど、

prisons, rehabilitation centers, etc. as well

また、個人診療などで実践されています。

as in private practice.（slide1）

(slide1)

Basic theory of psychology was intro-

(slide1)

心理学の基本理論が紹介されました。これ

duced: the outer physical reality and the

は外側の物理的現実と内側の無意識の現実を

inner unconscious reality. The purpose of

説明するものです。アートセラピーの目的は、

art therapy is to strengthen a relationship

イメージ作成を通じてこれら「意識」と「無

between these 2 worlds, through im-

意識」をつなぐ通り道を確保することにあり

age-making. (slide2)

ます。(slide2)

(slide2)

The fundamental diﬀerence between art

アートクラスとアートセラピーの根本的な

classes and art therapy: the art therapist is

違い：アートセラピストは、スタジオアート

trained as a professional in both studio art

と心理学の両方の専門家として訓練されてい

and psychology. While art classes may

ます。美術の授業には自然な治癒効果がある

have a natural healing eﬀect, the instructor is not aware of the psychological impli-

かもしれませんが、インストラクターは芸術

cations in the art process or the artwork

のプロセスやアートワーク自体の心理的意味

itself, and thus cannot oﬀer the person the

を認識していないため、その人に真の心理療

depth of true psychotherapy. (slide3)

法 の 深 さ を 提 供 す る こ と は で き ま せ ん。

(slide3)

(slide3)

L E S S O N

O N E

P R O C E S S

In lesson 1, two diﬀerent art exercises were introduced to help students understand the
metaphor of the art process and the of the artwork

レッスン１では、2 種類のアート演習を紹介し、生徒たちがアートプロセスとアートワーク
の隠喩を理解できるようにしました。

Purpose of the ﬁrst art experience: Kleenex tissue was used as a self-introductory activity in

最初のアート体験の目的：クリネックスティッシュは、誰にとっても威圧的ではない非常に

small groups because it is a very familiar item that would not be intimidating for anyone to

馴染みのあるアイテムであるため、小グループでの自己紹介活動として用いられました。この

use. This soft material was separated, folded, colored, and opened gently as a way for

柔らかい素材を 1 枚ずつに分け、折り畳み、着色し、優しく開けることは、生徒が小グループ

people in a group to separate, fold inwardly, ﬁnd their colors, and then open up to other

に分けられ、向かい合い、自分の色を見つけ、他のメンバーに開示する方法でもありました。

members of the group.

①

②

③

The second art experience: Art Tissue was also introduced and students were instructed to

2 番目のアート体験：アートティッシュも紹介され、生徒は好きな庭を作るように指示され

make any kind of garden they liked. This was chosen because it is a very colorful, new (for-

ました。アートティッシュが選ばれた理由は、非常にカラフルで新しい（外国製の）素材であり、

eign) material that could be stimulating and evoke novel ways to create a picture. The

刺激を与え、新しい方法で絵を作成できるからです。そして、庭の隠喩が検討されました：あ

metaphor of garden was considered: what kind of growth are you raising or tending? What

なたはどのような成長を育てていますか？あなたの庭はどの成長段階にありますか？誰がそれ

stage of growth is your garden in? Who cares for it and what does it need?

をケアし、何を必要としていますか？

L E S S O N

O N E

R E S U L T S

From student reports:
I did not have a good understanding about art
therapy when I started this course. I felt it was one
of the most complex and profound treatments. I
felt that art therapy was a treatment for clients to
get a glimpse of themselves by actually moving
their hands.
When I actually moved my hands in this directive,
there were many unexpected things that happened for example, the paper did not shred, and
the colors did not overlap according to my will. It
was fun to move my hands relaxed, even though it

受講生のレポートより：
アートセラピーがどういったものなのかよく分から
ないまま受講したのですが、とても複雑で奥が深い
療法の一つなのだという印象を感じました。また、
アートセラピーとは鑑賞クライエントが実際に手を
動かすことで自己を垣間見る療法なのだと感じまし
た。
今回の体験で実際に手を動かしていると、自分の
イメージ通りに紙が千切れなかったり色が重ならな
かったりと意外性が多く、成り行きまかせではない
ですが気楽に手を動かせて楽しかったです。

was not completely left to chance.
In today's class, I learned how art therapy has
evolved through history and what elements are contained in it. I often discover and process my own
emotions from drawing and observing the drawings
later. I always sensed that there was a connection between drawing and unconsciousness. Thatʼ s why I
became interested in the art therapy ﬁeld.

今日の授業では、アートセラピーがどのような歴史
を辿ってきたのかや、どのような要素を孕んでいるの
かが分かりました。私は、絵を描いたり、自分が描い
た絵を見たりすることで自分が気づいていない自分の
感情を見つけ、処理するためによく絵を描きます。絵
を描くことと無意識の世界が繋がっていることは日頃
から感じていたため、アートセラピーの分野にとても
興味が湧きました。

L E S S O N

T W O

Winnicottʼs Theory
ウィニコット理論とアートセラピー
In this lecture, we learned about the importance of playing throughout the stages of child devel-

この講義では、遊ぶことの重要性について、子どもの発達段階を通して学び、児童精神科医で

opment and introduced the theory of child psychiatrist Donald Winnicott. We explained how this

あるドナルド・ウィニコットの理論を紹介しました。また、この理論がアートセラピーの技法や

theory could be incorporated into art therapy techniques and practices.

実践にどのように組み込まれるかが説明しました。

Play therapy is one kind of psychotherapy. For children who cannot express themselves in words,

心理療法の中に遊戯療法（play therapy）というものがあります。自分の気持ちを言葉で十分行

there are ways to care for emotional wounds and activate self-healing power while promoting

えない子どもに，遊びを通してさまざまな自己表現を促しながら心の傷の癒しや、自己治癒力を

various forms of expression through play. As such, “play” , which is incorporated into psycho-

活性化させる方法があります。このように心理療法にも取り入れられる「遊び」は，発達段階の

therapy, is a very important part of human development.（slide1）

中でとても重要な位置を占めています。(slide1)

遊ぶことの重要性

The importance of playing

遊ぶことを通して
Work (Producing, earning income)

Promote the development of
physical sensation,
relationships, sociality, and
emotionality

Learn ( to gain knowledge)
Play (enjoying, experiencing)
Rest (sleeping, resting)

it is important
that the first two
are secured

Survival (eating and excreting)

(slide1)

According to Winnicot's theory of transitional objects, children will naturally comfort themselves
with external objects as they transition from dependence on mother to independence as an
adult. In this lesson, how the transitional objects change with age is shown; a baby blanket like
Linus had, a favorite doll, or for adolescents, a diary or a guitar. The ability to be comforted by
things in the outside world allows a person to develop imagination and the ability to play alone
(with objects) which is the basis for oneʼ s unique creativity.（slide2）

ウィニコットの移行対象理論では、初期の移行対象を通して子どもは、自分の中の不安を外的
な移行対象（ライナスの毛布のような）で慰めるといわれています。移行対象は現在の研究では、
は年齢に伴って変化を遂げ、自分を慰めるものとして思春期のギターや日記といったものになり、
それは創造力や芸術の源になると考えられています。(slide2)
移行対象の発生と発展

Development of Transitional Objects

井原成男編著 （2006）移行対象の臨床的展開
絵本児童文学研究センター基礎講座 No.2~5

Possession outside of self = Transitional Objects
Primary object "Yet it must seem to the infant to
give warmth, or to move or have texture, or to do
something that seems to show it has vitality or
reality of its own"
The creation and use of transitional objects by
infants is an epoch event that helps them face
and cope with the first time stress of acceptance
of inevitable reality
• For adolescents, a guitar or diary can be
transitional objects.

分離不安を
うめるための

他（母）

移行対象

中間領域

⇨

学童期の

自（子）

チャム友達・ペット

⇨

見立て遊び
英雄願望

⇨

思春期の日記・ギター・創作活動

イメージ

⇨

母子一体

⇨

(slide2)

D・W・ウィニコット (1979)「遊ぶことと現実」

⇨

(slide1)

文化・芸術・宗教
ファンタジー

(slide2)

Winnicot called the area where external objects are used as transitional objects ʻthe intermediate
areaʼ (the area where oneʼ s inner and outer realities overlap). An important factor in therapy is
that toys and materials serve to connect the clientʼ s inside and outer worlds. Therapists need to
have a deep understanding of the materials they are working with, through hands on art experience and their own creative process.（slide3）

ウィニコットは、外的なものが移行対象となる領域を中間領域（内外のものが重なり合ってい
る領域）と呼びました。セラピーの中では、玩具や素材がクライエントの内と外をつなげる働き
をすることが重要な要素になります。セラピストは素材体験や自分の創作体験を通して素材につ
いてより深く理解しておく必要があります。(slide3)

Roles of Toys and Materials in the intermediate area
Creator (Client)

Internal Reality

External reality

①

A

Ishitani (2004)

selfheal
ing

2004

/Intermediate area
Winnicott(1971

Winnicott(1971

effec
t

al
materi
h inner
ship wit

n
Relatio

①Toys

②

②Materials and Techniques in the molding activities

Sharing Experience of Materials and Techniques

Provider (Therapist) Holding THERAPY ROOM

(slide3)

(slide3)

The art therapist uses art materials as transitional objects with which to play with the client.
（slide4）

アートセラピストは、クライアントと遊ぶための移行対象としてアート素材を使用します。
(slide4)

Psychotherapy and Playing
Description of Psychotherapy and Playing – Winnicott

“Psychotherapy takes places in the overlap of two areas of
playing, that of the patient and that of the therapist.
Psychotherapy has to do with two people playing
together. The corollary of this is that where playing is not
possible then the work done by the therapist is directed
towards bringing the patient from a state of not being able
to play into a state of being able to play. “

Concept of intermediate area

(slide4)

(slide4)

L E S S O N

In this lesson, Winnicottʼ s Squiggle Technique was introduced to help students understand
how to engage someone in a playful exchange using art materials.
Winnicottʼ s Squiggle Game: Donald Winnicott invented this technique of drawing a
random squiggly line and giving it to the other person to ﬁnish. This playful exchange helps
build rapport and stimulates the imagination.

①

O N E

レッスン 2 では、ウィニコットのスクイグル法を用いて、生徒がアート素材と遊び心のある
やりとりをする方法を理解できるようにしました。
ウィニコットのスクイグルゲーム：ドナルド・ウィニコットは、ランダムなうねった線を
描いてから他の人に完成してもらう、というこの技法を発明しました。この遊び心のある交
流は、親密な関係を築き、想像力を刺激します。

「スクイグル法とスクリブル法」

今日の技法（補足として）

・スクイグル法 Winnicott(1971)

・枠づけ法

治療者と患者が交互にグルグル描きを出し

中井久夫によって 1974 年に考案された、

合い、交互に「見つけ遊び」を行って、それを

画用紙の縁近くに枠を描いてから描画を行う
技法である。枠は描き手の心的表出を保護し
解放する側面と、表出を制限し拘束するという

何往復も繰り返す。
・スクリブル法
患者が自発的な絵画表現を解放しやすくなる

二重性はあるのではないかと言われている。

の

に

しまし

いた 、

④

⇨今回は、自分の空間を区切り、その中に

そこから人物や動物、風景など何か見えてくる

誘発線を入れてもらうという意味を付与した

③

②

ためにリラックスした状態で一続きの線を描き
ものを探させる。

さあ！見つけ遊びをしましょう！

いた に しまし

さあ！見つけ遊びをしましょう！

⑤

さあ！見つけ遊びをしましょう！
花！

実際に存在しない生き物でも、自分が創造したものでもかまいません

実際に存在しない生き物でも、自分が創造したものでもかまいません

①

②

③

④

L E S S O N

From student reports:
I got interested in the diﬀerence between holding and containing. Therapistʼ s response
toward the client's art seems to have both holding and containing.

T W O

受講生のレポートより：
holding と containing の違いにとても関心を持ちました。クライエントのアートに対す
るセラピストの応答は、holding でもあり、containing でもあるように思います。

In the directive I enjoyed the embodiment process with coloring and free association

体験としては、無意味な線に対して、自然と浮かび上がる意味を見出して、色をつけて

from meaningless lines. There were various themes about animals, humans and nature.

具現化していくプロセスが楽しかったです。動物、人、自然と様々なテーマが出てきまし

Artwork cheered me up since I saw fun and lively moments there. It was a surprising and

たが、それぞれ楽しさや生き生きした瞬間のようなものが見えて、作品に自分が元気付け

positive experience to see that part of myself.

られるような感じがありました。自分のなかの、そういう部分が目に見えてくるというの
は意外でもあり、肯定的な体験になりました。

Regarding materials, it was interesting to experience diﬀerent tactile senses depending
on diﬀerent pencils or mechanical pencils. What appeared on the paper seemed to be

また、素材という意味では、ひとりひとり鉛筆やシャープペンシルが違い、それによっ

changed based on what texture of the paper. I was able to feel ﬁrmness of the materials

て全く触感が違ったのが面白かったです。紙の質感と色でその上に浮かび上がるものも変

and texture of sand to draw when I colored it

わってきたように思います。色を塗る時も、画材の硬さや粉の感じなど、感じながら描く
ことができました。

While learning the diﬀerence between squiggles and scribbles, I appreciated the experiences in one work. I would like to play and feel with more diﬀerent textures.

スクイグルとスクリブルの違いを教えていただきつつ、ひとつのワークにまとめて体験
させていただいたことに感謝いたします。もっとそれぞれの素材を遊びこんで感じてみよ
うと思います。

L E S S O N

T H R E E

C O N C E P T

Because art therapy is based in psychology as

アートセラピーは心理学とアートの両方に基づ

well as art, and because there are many diﬀerent

いているため、また心理学にはさまざまな学派が

schools of psychology, there are various kinds of

あるため、さまざまな種類のアートセラピーがあ

art therapy. Art therapists in USA learn all the

ります。アメリカのアートセラピストは、すべて

basic psychological theories and then form an
eclectic approach suitable for themselves and

の基本的な心理学理論を学び、自分自身や職場に

their workplace.

適した折衷的なアプローチを形成します。

In this lesson, the psychological theories of the

このレッスンでは、心理学の 2 つの主要な創設

two main founders of psychology, Jung and

者であるユングとフロイトの心理理論を比較し、

Freud, were compared and contrasted.

対比しました。

Both men discovered the world of the unconscious through dreams, but their interpretation

二人はどちらも夢を通して無意識の世界を発見

of what is in the unconscious varied greatly.

しましたが、無意識の中にあるものの解釈は大き

（slide1）

く異なりました。(slide1)

(slide1)

Although they both used word association and mythology to understand human nature, Freudʼ s interpretation of dream images and myths were limited to unconscious sexual desires or fears. On the
other hand, Jung believed that the imagery in dreams and myths could hold a myriad of potential
emotions speciﬁc to the human race but very unique to the individual.

(slide2)

Instead of interpreting all dream objects as representations of something else, Jung strove to learn
more about the clientʼ s inner world through exploring their personal associations to those objects.
(more about his theory of the collective unconscious in lesson 5).

両者とも言葉の連想と神話を使用して人間の本性を理解していましたが、フロイトの夢のイメージ

と神話の解釈は無意識の性的欲求または恐怖に限定されていました。 一方、ユングは、夢と神話のイ
メージが、人類に特有の、しかし個人には非常にユニークな無数の潜在的な感情を保持できると信じ
ていました。(slide2)

夢に出てきたすべての物を他の何かの表現として解釈する代わりに、ユングはそれらの物との個人

的な関連性を探求することにより、クライアントの内なる世界についてさらに学ぶよう努めました。

（レッスン 5 では、ユングの集団無意識の理論についてさらに学習します）

For example, suppose an apple appears in a
dream…

例えば夢に林檎というシンボルが出てきたら

The object becomes
something different
⇒Isn’t that a sign？

In Freud’s analysis…
Ball, Red
and
Feminine

ユングとフロイトの分析の違い

He associated anything that appears in the dream as
“sexual” For example, an object such as an umbrella,
cane, pen, and pencil which look like a stick always
symbolizes male genitalia. He interpreted that a
container such as a box or a shoe always symbolizes
female genitalia. Even the door symbolizes female
genitalia.

In Jung’s analysis…

Personal association of apples,
Impression of apples, myths and fairy
tales with apples in them

違うのものになってしまう
⇒記号では？

フロイトは…
丸い
赤い
女性性

ユングは…

夢に表れるものは
ことごとく「性的なもの」に関連づけた
例えば、傘や杖、ペン、鉛筆といった「棒」状のもの
は全て男性器の象徴。
箱や靴など、「容器」状のものは全て女性器として
解釈していたんです。ドアなんかも女性器の象徴

circumambulation

林檎の個人的な連想 circumambulation
林檎そのもののイメージ
amplification
林檎の出てくる神話や童話

Ampliﬁcation

林檎をめぐって対話を深めていく

Deepening the dialogue over apples

(slide2)

(slide2)

Probably the biggest diﬀerence between these two fathers of psychology is the fact that Jung created

おそらく、これら 2 人の心理学の父の最大の違いは、ユングが自分のイメージを作成し、ジャーナリ

his own imagery, and explored his unconscious mind through journaling, painting, and meditating as

ング、ペインティング、瞑想、そして夢を通して無意識の心を探求したという事実です。彼は外の現実

well as his dreams. He knew ﬁrsthand the movement of the imagination in outer reality and drew
much wisdom from it. He also shared this methodology with his patients, unintentionally becoming,
essentially, one of the ﬁrst pioneers in art therapy.
It was only brieﬂy mentioned in this lecture, but Jungʼ s two main gifts to psychology and thus to art
therapy are the concept of Individuation and the technique of Active Imagination (which we will study
more about in the second year of this art therapy course).

(slide3,4)

の中での想像力の動きを直接知っていて、そこから多くの知恵を引き出しました。彼はまた、この方法
論を患者と共有して、意図せず本質的にアートセラピーの先駆者の一人になりました。
この講義では簡単に触れただけですが、ユングの心理学とアートセラピーへの 2 つの主な贈り物は、
個性化の概念とアクティブイマジネーションのテクニックです（これについては、このアートセラピー
コースの 2 年目でさらに学習します）。(slide3,4)

個性化

Individuation

• 無意識の自己を発見し、

• The life-long process of discovering
one’s unconscious self and
integrating it into waking reality.
• Bringing forth the undivided self,
the whole individual.

• 完全なる自己、個人全体。

• This releases latent potential in the
unconscious.

• これは、無意識の潜在的

(slide3)

な可能性を解放する。

(slide3)

Active imagination is the way for
an individual to discover one’s
unconscious mind.
• Active imagination is engaging our
images, talking to them, giving them
physical form, and treating them as
‘real’.

• When we meditate, dream, or paint and
draw, we see an image.
• This activates the relationship between
conscious and unconscious worlds.
• Then we take action to communicate with
those images, and form an ongoing
relationship with them.

(slide3)

それを目覚めの現実に統
合する生涯のプロセス。

能動的想像法（アクティブ
イマジネーション）は、個
人が無意識を発見する方法
• 能動的想像法は、私たちの像（イメージ）を
引き付け、会話をし、物理的な形を与え、そ
れらを「本物」として扱っている。
• 瞑想したり、夢を見たり、絵を描いたり
すると、私たちには像（イメージ）が見
える。
• これは、意識の世界と無意識の世界の関
係を活性化する。
• その後、私たちはそれらの像と通づるた
めの行動を取り、継続的な関係を形成す
る。

(slide3)

L E S S O N

T H R E E

Considering Jungʼ s connection to his own art process, and the universality of humans making

ユングの自身のアートプロセスとのつながり、および物語を作る人間の普遍性を検

stories, we decided to have the students follow a simple pattern to create a story from their

討し、生徒にこのシンプルなパターンに従って、想像力から物語を作成してもらうこ

imagination.

とにしました。

After the lecture, students were able to do the Squiggle Technique again in groups of 4, and
then with these 4 new drawings, make their own story.

講義の後、生徒は 4 人のグループでスクイグル法を再度行い、これら 4 つの新しい描

Students were given these instruc-

画をもとに、自分の物語を作成しました。生徒には次の指示が与えられました。

tions:

Use 4 pieces of paper to make a story.

4 枚を使ってお話を作りましょう！

• Your story should have 4 stages: a beginning, something that happens,

• おはなしには、起承転結が、あります。

and something changing, and an ending.

• 描いた順番でなくても大丈夫です。

• You can arrange your pictures in any order you like.

• 白紙の紙はお話の流れで必要な個所を自由に作ってください。

• You can do anything you like with the one blank paper you have.

• 色を付けて！

・Color your pictures ！

①

②

③

④

Using oneʼ s imagination to create something new is a good way to connect oneʼ s con-

それからその創造について意識的に考えると、その人は自分のより深い自己にもっと

scious and unconscious mind. By exercising the imagination, one gets to experience the

気づくことができます。このより大きな自己認識は、自己の知識と、ユングが個別化、

contents of the unconscious. Then if you think about that creation consciously, it allows

または分割されていない自己、つながった自己、全自己と呼んだものへと導かれます。

the person to become more aware of their deeper self. This greater self-awareness leads to
self-knowledge and what Jung called the process of Individuation, or the un-divided self,
the connected self, the whole self.

L E S S O N

T H R E E

R E S U L T S
The students seemed delighted not only to make a story but to hear the stories that other

生徒たちは、物語を作るだけでなく、グループの他の人たちが作った物語を聞いて喜ん

people in their group made. It was a collaborative activity and also a very individual one. If

でいるようでした。それは、共同作業であり、非常に個人的なものでした。彼らは波線を

we had asked students to write a story with 4 blank pieces of paper, it would have been

介して他のメンバーとやり取りしたため、画像を簡単に見て、ストーリーの一連の画像に

much more diﬃcult. Because they had the interaction with another member through the

展開することができました。

squiggle, it was easy to see an image and develop it into a series of images for a story.

From student reports:

受講生のレポートより：

I was very impressed by the process where unrelated three lines drawn by others became

今日のアート体験を行って、他人が描いた線から導き出された何の関連もない３つの絵が、私

one story by adding my ego through this art experiment. I was surprised and amused by

の自我によって一つの物語となったことに結構感動した。それぞれの 3 枚の絵も、最終的に完

seeing that the three drawings and the last ﬁnalized story did not start from nothing (con-

成したストーリーも、０（ゼロ）の状態からでは生まれなったものだと思うので、おどろき楽

dition of zero).

しさがあった。

The worldview of the creative person is not always an objective reality, however it is truth

想像力を働かせたその人の世界は必ずしも “客観的な事実” とは限らないが、その人の心的な

for the person in the perspective of psychological fact.

現実の中では事実で” その人にとっての真実 “である。

The processes are that each person utilizes his own creativity, realizes his own truth and

各個人が想像力を働かせ、自分にとっての真実に気づき、深めていく過程。

deepens it.
頭で考える、知的な世界だけで生きるのではなく、自分の中に沸きおこる感情やイメージ（無
It is not always about a cognitive or intellectual way of living. It is an attitude of living
where you accept your whole self while experiencing feelings or your imagination.

意識の働き）を感じてキャッチしながら全体性を持つ自分として生きようという姿勢。

L E S S O N

F O U R

C O N C E P T

Every semester we have a special guest lecturer to give the students a broader perspective of what

毎学期、特別なゲスト講師を招いて、学生にアートセラピーとは何か、そしてそれが世界でどのよう

art therapy is and how it is used in the world. In the ﬁrst semester, our guest was Dr. Linney Wix from

に用いられているかについての幅広い視点を提供します。最初の学期のゲストはニューメキシコ大学の

the University of New Mexico.
Dr. Wix lectured on the concept of Aesthetic Empathy, as seen through the work of the artist and art
teacher Friedl Dicker-Brandeis, who taught art to children in Theresienstadt Ghetto, a Nazi concentration camp in the Czech Republic. Before Friedl Dicker-Brandeis was killed with some of her students
in Birkenau, she managed to hide 5,913 images by putting them in suitcases and hiding them in the
ceiling or beneath ﬂoorboards.
Dr. Wix showed slides of Friedl Dicker-Brandeisʼ personal work and also some of the childrenʼ s art-

リニー・ウィックス博士でした。
ウィックス博士は、美的共感の概念と実践を講演しました。それは、チェコ共和国のナチス強制収容
所であるテレジエンシュタット・ゲットーで子どもたちに芸術を教えた、芸術家であり美術教師でもあ
るフリーデル・ディッカー・ブランダイスの作品を通して見ることができます。ビルケナウで数人の生
徒達と一緒に殺される前に、フリーデル・ディッカーはスーツケースに入れて天井や床板の下に隠すこ
とで、5,913 枚の画像を隠すことに成功したのです。

work and spoke about her Bauhaus background and her teaching methods involving aesthetic em-

ウィックス博士は、フリードル・ディッカー・ブランダイス個人の作品のスライドと子どもたちのアー

pathy. By viewing these slides our students could see the relationship between art education and art

トワークの一部を見せ、彼女がバウハウスのバックグラウンドを持つことや美的共感を含む彼女の教え

therapy.（slide1）

方について話しました。(slide1)

「審美的共感」の特徴

Characteristics of Aesthetic Empathy

• 教室で絵の被写体を観察するように（子どもたちの）内なる思考や感情にも細心の注意
を払うこと。
• 真実と勇気、そして最終的な「美」に続く道のりとして、入念に自分の形を選び、作り
上げるように、子どもたちを支援すること。
• 自由な発想で作る作品を通して過酷な現状や心の内面を表現すること、希望を捨てずに
楽しかった頃のことを思い出して絵を描いてみるように子どもたちに語りかける。
• 子どもたちがイメージをつくり、その体験から愛(attachment)を感じられるように支援
すること（絵の裏に名前を書き、大事に保存するなど）。
• 子どもたちを1人の芸術家とみなし、彼らの作品自体を大切に扱うことで子どもたち
のケアを行なうこと。
Paying close attention to and seeing the object of study, or a thought or a feeling, as seen in the “studies” area.
Supporting children in choosing and elaborating their own form as a way to truth and courage and ﬁnally to
beauty—ways, speciﬁcally, that makers form.
Expressing inner and outer states and experiences in composition and free art: In free art Friedl invited children to draw
memories as well as hopes for the future.
Supporting children in making and maintaining attachment to their images and experiences (signing work, saving work).
Caring for children by caring for them as art makers and by caring for their art.
1

(slide1)
One can show a child all kinds of things̶artwork, examples in nature … the child will choose
only what she needs … one should not imbue the child with … preferences because as trusting
and in need of love as the child is, she reacts to any direction from the adult because that assures a certain success … This would divert the child from herself and her needs and from the expression that mirrors the experience and ultimately from the experience itself.
FDB, Teaching Lecture, 1943

(slide2,3,4,5)

子どもにはいろいろなアートの作品ーすなわち自然にあるものなどを見せることができる。（中略）
子どもは自分に必要なものだけを選ぶのだ。
子どもは大人からの指示に従えば一定の成功が保証されるし、また、大人への信頼や愛ゆえにそちら
の方向に従いがちなのだが、決して大人の勝手で子どもたちを大人の色に染めてはならない。（中略）
そうすると、子どもは自分のニーズや経験から逸れてしまい、それを忠実に表現することすらできなく
なってしまうのである。
1943 年、フリードル・ディッカー・ブランダイスの講義より (slide2,3,4,5)

共感 Empathy:

セラピー（療法） Therapy:

ギリシャ語のempatheiaより：
em + pathos: 気持ち：感情

ギリシャ語のtherapeiaより：見守ること、奉仕すること。
本質的に、セラピーは治すことではなく、ケアをすることである。

・他者の気持ちを感じたり、経験を共にしたりすること。

Educareは「引き出す」ことを意味し、奉仕のプロセスでもある。

「審美的共感」においては、作ったり、見たりしてアートと共
にいることを通して、自分自身や他者の経験を感じること。

Greek therapeia: To witness, to serve.

From Greek empatheia: em + pathos: feelings, emotion.
Feeling into or with the experience of another. In aesthetic empathy, feeling into making art and
into the experience of self and other through making, seeing, being with art.

Essentially, therapy has to do with caring rather than with fixing.
Educare means to ‘draw out,” which is also a process of serving.
5

3

(slide2)

(slide4)

審美 Aesthetics：

レジリエンス（回復力）Resilience：

ギリシャ語のaestheticosより：知覚すること。
美、アート、好みに関する哲学の分野。審美的共感の「審
美」は、ジェームズ・ヒルマンの著作にある「審美的反
応」と呼ぶものに似ている。
なにか恐ろしくて美しい現象に遭遇した時に出るハっと
息をのむような体験を指す。その後にはたいていハアとた
め息をつくような不思議な感じを伴うものである。

• ラテン語のresilireより：反発すること。
• 圧縮または伸びすぎた状態から戻る力。ゴムのようなもの。
• From Latin resilire: to rebound.

From Greek aestheticos: to perceive.
A branch of philosophy pertaining to beauty, art and taste. Also, the ‘aesthetic’ in
aesthetic empathy reflects James Hillman’s writings on what he calls the “aesthetic
response”— the in-breath, the gasp, followed by exhaled aah! of wonder in
response to phenomena both horrific and beautiful.
4

(slide3)

• The ability to spring back from being compressed too tightly or stretched too far.
To be like elastic.

6

(slide5)

L E S S O N

F O U R

In this lesson, students heard the lecture

このレッスンでは、ウィックス博士は講

ﬁrst and then Dr. Wix gave them the op-

義の後、フリードル・ディッカー・ブラン

portunity to experience a few of the same

ダイスが用いた教授法の中からいくつか同

teaching methods employed by Friedl
Dicker-Brandeis, as follows: Color study,
Plant study, Material study, and Texture
study.
Aesthetic empathy involves paying close attention to, really seeing the object of study, or
the thought, or feeling, as seen in the “studies”
areas.

じものを体験する機会を生徒に与えました。

• リズムのある動き Rhythmic exercise
• 色の研究

• 植物研究
• 画材研究

Color study

それらは、色の研究、植物の研究、材料の

Plant study

研究、テクスチャの研究です。

Material study

• フォーム・形の研究Form study
クリエイティブアートクラスの分野

Areas of Study in Creative Art Classes• 明暗法 Light and dark study

• テクスチャ研究 Texture study

• ポートレイトの研究Portrait study

• オールドマスターの分析 Old Master Analysis

• 構図 Composi
• 自由表現

Free art
3

審美的共感には、「研究」領域に見られる
ように、研究対象、または思考や感情を実際
に見ることに細心の注意を払うことが含まれ
ます。

L E S S O N

From student reports :
For the ﬁrst time in a lecture, I listened to the story of the practice of art education in a
concentration camp, where art was taught in a diﬃcult situation. I felt the strength and
the courage to live and grow in any situation. If you have the time and place to create
art, you will be able to practice therapy that grows humanity.
In the work, studying various arts increased my motivation to create, and even notice
myself more.
I felt that I could foster aesthetic empathy by discovering new ways of expression and
by looking at the work of others. The four art studies about color, texture, material and
composition also aﬀected my aesthetic empathy.
From the lecture today, I learned that the word “therapy” is derived from the Greek
word “to watch and serve” . The emphasis is on care rather than cure.
Therefore, "art therapy" does not cure illness through art, but cares for the illness
through art.
Paying close attention to and seeing the object of study, or a thought or a feeling, as
seen in the “studies” area is aesthetic empathy.
Supporting children in choosing and elaborating their own form as a way to truth and
courage and ﬁnally to beauty.
Expressing inner and outer states and experiences in composition and free art.
Friedl invited children to draw memories as well as hopes for the future.
Supporting children in making and maintaining attachment to their images and experiences (signing work, saving work).
Caring for children by caring for them as art makers and by caring for their art.

F O U R

受講生のレポートより：
講義で初めて収容所でのアート教育の実践のお話を聴いて、苦境な状況の中でのアートの持つ力
と人の生きる力と勇気の強さを感じました。どのような状況でも心の成長や自己形成するための
アート創作の時間と場があれば、人間性を成長させるケアやセラピーを実践できると思いました。
ワークではいろいろなアートを研究することで創作意欲が向上し、自分でも気づかなかった新し
い表現方法を発見したり、他の人の作品を見ることで審美的共感を育むことにつながると感じま
した。４つのアート研究も、色やテクスチャー、マテリアルと構図とか、相互に関係し合ってい
ることも体験できました。
今日の講義を受けて「セラピー」という言葉がギリシャ語の「見守ること、奉仕すること」に由
来していると知り、治すことよりも、ケアすることに重きをおいていることがわかった。だから
「アートセラピー」もアートを通して病気を治すものではなくて、アートに触れることで心をケア
して、周囲の人が見守るという作業なのだと思った。

教室で絵の被写体を観察するように（子どもたちの）内なる思考や感情にも細心の注意を払うこ
と。
真実と勇気、そして最終的な「美」に続くに道のりとして、入念に自分の形を選び、作り上げる
よう子どもたちを支援すること。
自由な発想で作る作品を通して過酷な現状や心の内面を表現すること、希望を捨てずに楽しかっ
た頃を思い出して絵を描いてみるように子どもたちに語りかける。
子どもたちがイメージをつくり、その体験から愛（attachment) を感じられるように支援すること。
（絵の裏に名前を書き、大事に保存するなど）。
子どもたちを一人の芸術家とみなし、彼らの作品自体を大切に扱うことで子供たちのケアを行う
こと。

L E S S O N

F I V E

C O N C E P T
Story and Myth
ものがたりの重要性

In this lesson, the students heard the story of Vasali-

このレッスンでは、生徒にヴァサリサの物語を伝

sa and made a pocket doll before the lecture. In the

え、ポケット人形を作ってもらいました。そのあと

lecture, Jungʼ s theory of the collective

の講義では、ユングの集合的無意識の理論を探求し、

unconscious was explored in order to expand the

講義では、ユングの集合的無意識の理論を探求し、

studentsʼ understanding of images cross culturally.

二つの文化の間でイメージのさらなる理解を生徒に

Carl Jung observed and studied people in diﬀerent

促しました。ユングは、世界のさまざまな場所の人々

parts of the world and found universal patterns in

を観察、研究し、神話や宗教、芸術形式に普遍的な

their myths, religions, and art forms. This phenome-

パターンを見つけました。講義では、ユングの集合

na occurred despite each culture having no contact
with one another whatsoever, which led him to

的無意識の理論を探求し、二つの文化の間でイメー

form his theory of archetypes.（slide1）

ジのさらなる理解を生徒に促しました。(slide1)

(slide1)

Archetypes are universal patterns in human

元型は、感情や本能のように人間の本性の普遍的

nature, like emotions and instincts, which

なパターンです。それは直接見ることはできません
が、イメージを通して明らかになります。たとえば、

cannot be seen directly but are evident through

物語には繰り返しのパターンがあり、しばしば視聴

an image. Stories, for example, often show a re-

者の想像力をかきたてて無意識にメッセージを送り

peated pattern which engages the imagination

ます 。物語のそのようなパターンの 1 つに、ジョージ・

of the viewer and sends a message to their un-

ルーカスの有名なスターウォーズシリーズの基礎と

conscious. One such pattern in stories is that of

して使用した「英雄の旅」のパターンがあります。

“the Heroʼ s Journey” , which George Lucas

この英雄の旅を含む有名な物語には、ハリー・ポッ

used as a basis for his world renowned Star

ター、千と千尋の神隠し、ロード・オブ・ザ・リン
グなどがあります。これらがとても人気になった理

Wars series. Other famous stories containing
this heroic journey are Harry Potter, Spirited
Away, and Lord of the Rings. The reason they
become so popular is because humans everywhere can resonate with the archetypal pattern
in them on a deep unconscious level. The char-

由は、人間はどこでも深い無意識のレベルで彼らの
典型的なパターンと共鳴できるからです。キャラク

(slide2)

ターは私たち全員と同じくらいユニークで、私たち
は皆同じ普遍性を共有しています。

Star Wars

スターウォーズ

ヴァサリサの物語をレビューしたのは、学生が隠

acters are as unique as all of us, and we all share

喩的な意味について物語を分析し、その中の典型

the same universality.

Momotaro

Spirited Away
Harry Potter

was reviewed so that students could learn how
to analyze the story for metaphorical meaning
and recognize archetypal ﬁgures or patterns in
it. (slide2, 3)

千と千尋

ハリーポッター

Lord of the Rings

At the end of the lecture, the story of Vasalisa

(slide3)

的な人物やパターンを認識する方法を学ぶことが

桃太郎

ロードオブザリング

できるようにするためでした。(slide2,3)

L E S S O N

F I V E

In this lesson, the Russian story of Vasalisa was told to the students before the lecture and

このレッスンでは、講義の前にロシアのヴァサリサの物語を生徒に伝えておき、それから自分

then they made a small pocket doll of their own. This story was chosen because it is not so

の小さなポケット人形を作ってもらいました。この物語は日本ではあまり一般的ではないので、

common in Japan, and as a new story they would have no preconceived ideas about it.

生徒にとって新しい物語になること、それについて先入観を持たないことを期待して選ばれまし

Vasalisa is about the power of intuition, which is necessary for all of us but especially art

た。ヴァサリサは直感の力に関する話なのですが、それは私たちすべて、特にアートセラピストに

therapists.

とって必要なものです。

After making a doll and hearing the lecture, the students were asked to reﬂect upon the

講義を聞いた後、生徒たちはヴァサリサの物語を振り返り、その中のヒーローの旅のパターン

story of Vasalisa and try to ﬁnd the Heroʼ s Journey pattern in it. The metaphors in this

を見つけるように求められました。この物語の隠喩も分析され、生徒たちは小さな女の子に死に

story were also analyzed, and students came to understand that the pocket doll given to

ゆく母親が与えたポケット人形は、ヴァサリサの個性化を指し示しているという理解に至りまし

the little girl by her dying mother pointed to the individuation of Vasalisa, who must de-

た。ヴァサリサは人生を通して彼女を導くために彼女自身の直感を開発しなければならないので

velop her own intuition to guide her through life. The Baba Yaga is the symbol of the

す。バーバ・ヤーガはグレート・マザーの元型の象徴であり、ヴァサリサがバーバ・ヤーガを見

Great Mother archetype, and ﬁnding her, working for her, and getting ﬁre from her are all

つけること、彼女のために働くこと、そして彼女から火を受け取ることすべてが私たちのより深

metaphorical symbols of what must be done to form a connection to our deeper human

い人間性とのつながりを形成し、私たちのユニークな自己を破壊することから悪を追い払う創造

nature and thus ignite a creative ﬁre which will ward oﬀ evil from destroying our unique

的な火を燃え上がらせるために行わなければならないものの隠喩的な象徴なのです。

self.

Vasalisa as a “Heroʼ s Journey”
ヒーローの旅としてのヴァサリサ
Eliminate critical voice

Pocket Doll
ポケット ドール

Mother Dies
母の死

批判的な声を排除する

Pocket doll as mentor
指導者としてのポケットドール

・Start with any small wooden piece, cork, or wire/wool.
( 元の素材として木か針金・コルク・モールとウールを使います )

return home with Fire
火とともに家に帰る

Step family sends her into the forest
義理の家族が彼女を森に送る

Findng way home again with Babaʼ s Fire
バーバの火を持って帰路を見つける

Finding her way through the forest
森の中で彼女の道を見つける

Receive Baba Yagaʼ s Fire
バーバ・ヤーガの火を受け取る

How to Make it: 作り方

Working for Baba Yaga
バーバ・ヤーガのために働く

・Embellish with felt,yarn,pipe cleaners,etc.as you like
( フェルト、毛糸、モールなど、好きなもので飾ります )
・If you ﬁnish early, you can make a chair or place for your doll.
( 人形ができたら椅子や、周りの場所を作ってください )

L E S S O N

F I V E

From student reports :

受講生のレポートより：

I think that to live, the world itself equals the story. In daily life, how you feel and live

生きるということ、世界そのもの＝物語だと思います。日々の生きる中で何を

everyday, is not always by the conscious mind.In daily life, you donʼ t always use a
conscious mind to feel or live. It is connected with the world of collective unconscious. This depth of symbol or archetype appears in the story.
I made a pocket doll with felt fabric for the ﬁrst time. Texture of the material was fresh
to me. A variety of my senses were stimulated when using a needle and other tools to
create. My creativity was unleashed/inspired and naturally surfaced by the story,

感じて、どう行動するのかという心の働きは意識的なものだけではなく、人に
共通しているもの、集合的無意識の世界ともつながっており、そうした深いと
ころの象徴や元型が現れているものが物語です。
フェルトでのポケットドールを作りましたが、初めてつくったので、素材の
感触が新鮮で、針を使ったり、いろいろな道具で作業することで、いろいろな
感覚も刺激されて、物語からも創造力が刺激されて、自然と現れてくるのでラ

which led me to write as well.

イティングもしたいと思いました。

When I heard the story of Vasalisa, I thought at ﬁrst that the pocket doll, which was

ヴァサリサの物語を聞いた時、初めは母の形見のように残されたポケットドー

like a motherʼ s keepsake, was separate from Vasalisa, like a manifestation of her
motherʼ s consciousness. However, when asked to explain why the doll was dressed
just like herself, not her mother, I realized that it was not a symbol of her mother, but
a symbol of her own inner voice.

ルはヴァサリサとは切り離された、どちらかと言うと母の意識の現れなのだと
思っていました。しかし、人形が母ではなくヴァサリサ自信にそっくりだとい
うことを解説してもらった時、それは母からの庇護の象徴ではなく、ヴァサリサ
自身の内なる声のシンボルなのだとわかりました。

L E S S O N

S I X

C O N C E P T
ETC and MDV
アートセラピーにおける実践的な理論

This lecture introduced an essential framework in art therapy known as the Expressive Therapies Continuum (ETC) which includes the Media Dimension Variables (MDV). This framework was developed
by art therapists Sandra Kagin and Vija Lusebrink in 1978. They merged psychological theories with
knowledge of art materials to create a foundational paradigm speciﬁcally for art therapy.
This diagram of the ETC shows four developmental levels categorized in a hierarchical fashion, from
simple kinesthetic interaction with media at the lower left to complex symbolic images at the upper
right. This serves as a guide to recognize how people process information and interact with art materials. The ﬁrst three levels have bi-polar aspects which complement the other, but if one side is too
active the other side will be suppressed. All levels are seamless and could occur simultaneously. No
level is better or worse than the other, they simply represent diﬀerent modes of operating. People
can process information through media on more than one level simultaneously.
The fourth level, the Creative level, can occur at any level of the ETC and is especially evident when
there is a synthesis between diﬀerent levels. The healing dimension of the Creative level is creative
interaction with the environment leading to self-actualization experiences. More on creativity is
taught in lesson 8.

(slide2)

-

この講義では、MDV（メディア・ディメンション・バリアブル）を含む ETC（エクスプレッシブ・

セラピー・コンティニュアム）として知られるアートセラピーの重要な枠組みを紹介しました。この

枠組みはアートセラピストであるサンドラ・ケイガンとヴィヤ・ルーズブリンクにより 1978 年に開

発されました。彼女らは心理学の理論とアート素材の知識を融合させ、アートセラピーに特化した基
本的なパラダイムを作成しました。

この ETC の図は、階層的に分類された 4 つの発達的レベル、左下の素材との単純な運動感覚の相互

作用から右上の複雑なシンボリックイメージまで、を示しています。これは、人々がどのように情報

を処理し、アート素材と対話するかを認識するためのガイドとして機能します。最初の 3 つのレベル

には、他を補完する両極性の側面がありますが、一方が活発すぎると、他方が抑制されます。他のも

のより優れた、または劣ったレベルはありません。それらは単に異なる動作モードを表します。人々は、
複数のレベルの素材を通じて同時に情報を処理することができます。

4 番目のレベルである創造的レベルは、ETC のどのレベルでも発生する可能性があり、異なるレベ

ル間で統合される場合には特に顕著です。創造的レベルの癒しの次元は、環境との創造的な相互作用

であり、自己実現体験につながります。創造性の詳細はレッスン 8（15＆16）で教えています。

(slide1)

(slide1)
The Media Dimension Variables shows how the qualities of art materials evoke diﬀerent responses.
Art media with inherent solidity or structure such as wood (3-D) or pencil (2-D) are called resistive because they require the application of more pressure, and thus provide resistance to the client.
On the other end of the spectrum, art media with less inherent structure are called ﬂuid because they
ﬂow easily and quickly during the creative process.
Resistive media requires more cognitive interaction, one must think and plan out what to do and
how. Fluid media is more likely to elicit emotional responses, one can feel the movement that is happening and respond to it.

(slide2)

MDV はアート素材の質がどのようにさまざまな反応を引き起こすのかを示しています。木材（3D）

や鉛筆（2D）などの固有の堅牢性または構造を備えたアート素材は、より多くの圧力をかける必要が
あるため抵抗性と呼ばれ、クライアントに抵抗力を与えます。

一方、固有の構造が少ないアート素材は流動性と呼ばれますが、それは創造的プロセスの最中に簡単
かつ素早く流れるからです。

抵抗性の素材はより多くの認知的相互作用を必要とし、何をどのように行うかを考えて計画する必要

があります。流動性の素材は感情的な反応を誘発する可能性が高く、自分に起こっている動きを感じ、
それに反応することができます。(slide2)

Media Properties and Experience
Fluid

Resistive

Media

Media

Watercolor on
wet paper

Stone/Wood Sculpture

Fingerpaint on
Finger-Paint Paper

Clay/Plasticine

Other Paints
on Dry Paper

Colored Pencils/Pencils
Collage

Chalk Pastels

Crayons

Oil Pastels

Soft Water-Based Clay

Markers

Aﬀective
Experience

(slide2)

Cognitive
Experience

L E S S O N

Exercise levels in ETC are the most primitive and sensory when interacting with art materials.

S I X

ETC における運動レベルは、アート素材との相互作用において最も原始的かつ感覚的と言

The structure of the ETC consists of diﬀerent levels regarding information processing: per-

える。ETC の構造は、運動の次に知覚、認知と情報処理のレベルが上がっていき、本来人間

levels of information processing, but it is said that many people rely on one or two of them.

また、これは階層的であり、運動レベルから認知レベルに一気に飛ぶことはできず、真ん中

ception and cognition arise after kinesthetic art activity. Humans naturally use all these

Also, these levels are hierarchical, so you cannot jump from the kinesthetic level to the cog-

nitive level at once, you have to go through the middle level. This process is analogous to
development.

The kinesthetic level occurs, for example, by scribbling or ﬁnger painting, and it is common

to use sensory materials in art therapy. Kinesthetic movement is outward activity, and at the
same time, what you are feeling inside appears as a sensation in the right brain.

Finger painting, the ﬁrst art experience of today, has a strong kinetic element and can be

said to be a sensuous art experience. Using ﬁngers instead of a brush makes more adventurous and more abrupt choices, and as a result feels like working at an emotional level. On the
other hand, the second art experience, collage, uses the paper material that was originally
prepared, and uses paper (speciﬁed as "resistive" as quoted from the slide of the media

properties in class) and the process of using and creating feels like a perceptual level of cre-

ation. To make a collage of your own paper, such as rough paper or paper that is inconsis-

tent in size and color, you need to think about the glueing order and how to attach rough
and slippery materials. Thinking process was required, and it was developed from the ﬁrst
ﬁnger painting, and it was interesting to have such an image. In this art experience, we did

not reach the stage of recognition such as naming, but it was good that we were able to experience two levels of experience.

From watching and listening to others, it was clear that it is the role of the therapist to ob-

serve the client carefully at each stage of interaction with the art materials in order to correct
any imbalance, so I thought it was very diﬃcult and required high observational power. It is

not something that anyone can do, but it is impossible without proper study and practice.

However, looking at B's case study, I also understood that the level of ETC was actually connected to the level of information processing. At ﬁrst glance, the way of using art seemed

は全ての情報処理が可能であるが、多くの人はそのうち一つや二つを好むと言われている。
のレベルを経なければならない。この過程は発達に類似すると言える。

運動レベルは例えば、殴り書きやフィンガーペイントに代表され、それらは素材を感じて行
われるアートセラピーであることが多い。運動感覚は外側に向けた活動であり、その時同時

に内側で何を感じているかが右脳に感覚として現れる。

素材は一般的に流動性や抵抗感をクライアントに与える。第一に液体など流動性の高い素

材はクライアントに感情的な要素を与える。これは、感覚的に気持ちが良い、やすべすべと
しているなどの感情を抱かせるからである。第二に、抵抗感のある素材はクライアントに思

考を促す。これは、その素材を扱うために計画だったり精神的エネルギーであったり、その

ような思考を促すからである。流動性の高い素材としてはフィンガーペイントも挙げられる。
しかし一方で、粘土は、水を大量に含ませると流動性の高い素材になり、一方、乾燥させる

ことで彫刻ができるレベルにまで抵抗感を持たせることもできる。したがって、粘土のよう

に凡庸性の高い素材はクライアントの多様な使用を可能とさせる。

今日の第一のアート体験であるフィンガーペイントは、運動的な要素が強く、感覚的なアー

ト体験であったと言える。筆ではなく指を使用することにより、より冒険的で突発的な選択

をし、結果として感情レベルでの作業が行われたように感じる。一方で 2 回目のアート体験
であるコラージュはもともと用意されている紙という素材を持って、定められた（授業内に

おける媒体のコントロールのスライドから引用すると「制限」された）大きさや色の紙を使

用して作成するというプロセスは、知覚レベルの創作であったように感じる。デコボコした

紙や大きさや色合いが不自由な紙を自分の描くようにコラージュするには、春順序を考える
ための計画性や、ガサガサした素材とツルツルした素材をくっつけるにはどうしたらいいの

かなどの思考プロセスが要され、また、最初に行ったフィンガーペイントから発展し、この
ようなイメージがあったら面白いかなぁなどの感情を持っての作業が行われた。今回のアー
ト体験においては名付けるなどの認知の段階までは行き届かなかったが、二つのレベルの体

unrelated but it was the right treatment for her, and I realized that art therapists should

験ができたことは良かった。

as awareness increases as a profession.

いくのがセラピストの役目だとわかり、とても難しく、高い観察力を要することだと思った。

have a more pervasive role in society. In addition, I think that users and clients will increase

他人の行動や話から、相互作用の段階のどこを注視しているか見極め、バランスを正して

誰にでもできることではないし、きちんと勉強し、実践を積まなければ不可能なことである。
けれど、B さんの実例を見て、実際に ETC のレベルが情報処理のレベルにつながっているこ

とも理解できたので、一見関係がないように見えるアートを使った方法が、正しい治療にな

ることを改めて認識し、社会の中の一つの役割としてアートセラピストがもっと浸透すると
いいなと、感じた。また、職業として認識が高まることで、利用者、クライエントもより増
加するのではないだろうか。

L E S S O N

S I X

In this lesson, students were able to ex-

フィンガーペイントを使用してコラー

perience all levels of the ETC by using

ジュを作成することにより、生徒には ETC

ﬁnger paints and making a collage pic-

のすべてのレベルを体験してもらうことが

ture.

できました。

まず、生徒は運動感覚レベルを体験するため、素手または指で、

First, students spread thick, smooth, colorful paint on slick

滑らかでカラフルな絵の具を滑らかな紙に塗ります。道具は、

paper with their bare hands or ﬁngers for the kinesthetic level.

手と素材の間の距離を作るための仲介役として用いることがで

A tool could be used as a mediator to create distance between

きます。この運動感覚活動は自然に感覚反応を刺激し、生徒は

the hand and material. This kinesthetic activity naturally stimu-

身体になんらかの感覚を感じます。

lated a sensory response, and the students felt some sensation
in their body.

As students moved their hands and arms in the paint, they

生徒が絵の具を使いながら手や腕を動かすと、絵の色や線で

might have experienced the perceptive level by seeing some-

何かを見ることで知覚レベルを経験するかもしれません。絵の

thing in the color or lines of their painting. Whatever they

中に見たものは何であれ、それについて何か感情的な感覚を与

saw in the picture probably gave them some emotional feel-

えるでしょう。

ing about it̶whether they found it appealing or not.

While their ﬁnger paintings were drying, students were provided with samples of previously
made ﬁnger paintings by the staﬀ. They were then asked to choose whatever papers they liked,
cut out shapes, and create a collage on a separate piece of colored paper. This activity occurs on
the cognitive level, where students had less kinetic movement, less ﬂow and more resistive materials that caused them to think and plan out how to make an image. Of course the sensory and affective aspects could still be experienced, but maybe not as prominent as the cognitive function.
The symbolic element of this level may or may not have occurred, depending on the person. An
example of the symbolic aspect could be a square and triangle shape representing a home, or a
dragon representing an illusive, mythical or magical power. To ﬁnd out about the symbolic aspect
it is necessary for the client to talk with the therapist about their picture.

フィンガーペインティングを乾燥させている間、生徒にはスタッフが以前に作成した
フィンガーペインティングのサンプルを提供しました。そして、好きなサンプルを選択し、
形を切り取り、別の色紙にコラージュを作成するように指示しました。この活動は認知レ
ベルで行われます。このレベルでは生徒には、運動が少なく、流れが少なく、イメージを
作成する方法を考えて計画するようになる抵抗性の材料を多く用意しました。もちろん、
感覚と感情の側面はまだ経験できますが、認知機能ほど顕著ではないかもしれません。こ
のレベルの象徴的な要素は、人によって発生する場合としない場合があります。象徴的な
側面の例は、家を表す正方形と三角形、または幻想的、神話的、または魔法の力を表すド
ラゴンです。象徴的な側面について知るには、クライエントがセラピストと自分の絵につ
いて語る必要があります。

How to make ﬁnger paint:
Stir over medium heat or Mix with electric mixer until thick.
Divide into bowls and add food coloring.
Keep leftover paint in the refrigerator for up to 2 weeks.

Finger paint Recipe
・1cup cornstarch or 片栗粉

Food coloring

・1cup cold water 水
・1Tablespoon Dish Soap
・Pinch of salt
・In a large pot, mix 片栗粉 , salt, and water with an electric mixer.
・Put on a medium ﬂame(heat)and continue to mix.
・Add dish soap and continue to mix until it thickens.
・Remove from heat. Add more water if necessary. Mix until smooth.
・Divide into diﬀerent bowls and add various food coloring.
・Store in air-tight container in the refrigerator after use.

L E S S O N

S E V E N

C O N C E P T
Aesthetic Experience
アートセラピーにおける美的な体験
This lecture explained what aesthetic experience is. In Japanese, the words for ʻartʼ and ʻbeautyʼ are
the same and thus considered inseparable. However, the origin of the word “aesthetic” refers to
something that is “experienced” through physical sensations, both in nature and in creative experiences.
The therapist is concerned not only with the completed work, but also the entire creative process

今回の講義は、美的体験とは何かについて説明を行いました。日本語でアートは「美術」であり「
、美」
は切り離せないものと考えられています。しかし、美的感覚を意味する「エステティック」とは、素
材体験や創作体験の中で身体感覚を通して「体験」されるものなのです。
提供者（セラピスト）は、できた作品だけではなく、素材体験から始まる創作過程すべてにかかわ

starting from the moment the client sees and touches the art materials. By providing appropriate art

ります。さまざまな素材の提供やテーマなどの構造は、創作者（クライエント）の創作過程を促進し、

materials as well as structure, such as a theme or directive speciﬁc to the clientʼ s issues, the therapist

提供者（セラピスト）は作品が生まれてくる過程を支える役割を持っています。(slide1)

promotes the creative process of the client and thus supports the emergence of the ﬁnal image.
（slide1）

(slide1)

(slide1)

Usually, the Kanji character “美 “ means “beauty” ,

日本語では “美” として表現されている言語です

but it also means “aesthetic” as in “美学” . The orig-

が、美学などの “美” は英語では “aesthetic” と表

inal meaning of the word represented by an aes-

現されます。エステティックサロンなどに代表さ

thetic salon, etc. is to experience things through

れるその言葉の本来の意味は、感覚を通して物事

the senses (the aesthetic salon is now aimed at

を体験することであり（エステティックサロンは、

modern standards for "beauty", but in the ﬁrst

今は、“beauty” が目的なっていますが、そもそも

place it is a comfortable experience for all ﬁve

は五感に心地よい体験をするところです）そして、

senses) It is said that the etymology of the word

その語源は呼吸に関することだと言われています。

ʻaestheticʼ comes from breathing. That is to say,

つまり、美しいものを経験するとき、私たちはし

when we experience something beautiful, we

ばしば深呼吸を取り入れたり、吐き出したりしま

often take in or let out a deep breath, and that is

す。それが美的経験なのです (slide2)

an aesthetic experience.

(slide2)

(slide2)
Case study: Client Bʼ s aesthetic experience at a workshop entitled “Make another me” using resin
clay was shown. This client had an aesthetic experience in which the cracks in the clay ﬁgure were
smoothed over with hand cream repeatedly, and her wrinkles and aging were reﬂected upon. Client B
later wrote a poem about this experience. (the poetic sense is lost in translation, hence we omit an
English version)

樹脂粘土で、もう一人の私を作るというワークショップでの B さんの創作体験についてのケース。
樹脂粘土の顔のひび割れを気にして、ハンドクリームで長いことなでていたことで、自然と皺や年齢
を重ねたことを受けれていった創作体験。(slides 3, 4, 5)

(slides 3, 4, 5)

Bさんの作品

(slide3)

▪

▪ いつものように

▪

栗本先生がもってきてくだ
さったのは
触ってみたくなったり
匂いをかいでみたくなる
優しくて繊細な素材たち
素材たちと対話しながら
次第にイメージが形をとって
いきました
私も
静かな和室で
時を忘れて集中してパペット
を創りました。

いたことに

がつきました

たのだと思います

▪ 頭部が出来上がって

(slide4)

毛でした

やわらかくてあたたかいもの
で

何というか
創りながら
もう既にある存在がそこに
あって
それを彫りだしていくような
不思議な感覚を味わいました

そんな気持ちになっていまし
た

(slide5)

▪ 髪の毛も服も

それそれ
いやそれじゃないなんて
対話が始まるんです
私は頭部に長い時間がかか
りましたが
顔の表情が出来上がった時
ああ この顔を見たかった
んだという気持ちでいっぱ
いになって
長いこと長いこと見つめて
いました。

▪ 私の中からやってきた

私であって私でないもの
私を超えて
私であるもの・・・
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In order to let students experience the sensuality of materials, we had them make play
dough by heating ﬂour, salt and water until
thickened. This warm dough could then be
colored and shaped into something.

材料の官能性を生徒に体験させるために、

小麦粘土を作ろう！
小麦粉
クリーム オブ ターター
植物油
塩
水

make play dough!
4 カップ
大さじ8
大さじ4
2 カップ
4 カップ

4 cups ﬂour
8 tsp cream of tartar
4 TBS salad oil
2 cups salt
4 cups water

1 Mix all ingredients in large pan.
2 Stir constantly over medium heat.
3 When mixture forms into dough,
remove from heat immediately and
continue kneading.
4 Add food coloring while warm or
cool.
* Store in airtight container in
refrigerator.

小麦粉、塩、水を粘りがでるまで加熱して小
麦ねんどを作らせました。この温かい生地は着
色して、何かの形に整えることができます。

Aesthetic experience is the act of framing the world with your aesthetic attitude.
For example, awe in front of magnificent nature, or feeling nostalgic by memories
reminiscent of the beauty of the sunset on the way home.
Beauty is a social value that is pleasant based on sight and hearing. On the other
hand, an aesthetic experience is a sensuous experience such as to marvel, feel
emotion or awe that you can sense with your five senses when you have something
in front of you.
The main role of an aesthetic experience is to be the point of contact between the
inner and outer realities. An aesthetic experience mediates the connection between
the mind and body at all levels through creative activities.
In today's art experience, when play dough was used as a material in front of me,
what really left a strong impression was the delicious smell and the warm feel. I
couldn't imagine what to make, but when I colored it with red food coloring, it
became a strong fluorescent color, reminiscent of a confectionery soft drink with
many sweeteners and additives. From there, I decided to project a statement that
"modern processed foods seem colorful and tasty at first glance, but I'm not sure
what I'm eating". I made the cake in colorful pink and yellow using a flower shaped
cookie cutter, and it looked cute but populous and ugly. What I learned from this
experience was that my skepticism about the system of modern society and my
desire for physical and mental health were unconsciously projected into my work.

I thought an aesthetic experience was an experience that was so moving it takes your
breath away. It takes time to understand the meaning linguistically, but I understand
that it is a process that is memorable, surprising and inspiring. For example, when I
took my clay artwork to the other room for a photo earlier, there were various works
on the tables and I heard a natural breathless voice like "Wow!" I think that is part of
the aesthetic experience.
"Beauty" is something like perfection, it is beauty that can be seen. "Aesthetic ex perience" is a process of experiencing the world, by being open to the five senses. It
is an experience where you can enjoy breathtaking or unusual sensations and see the
world from a refreshed new perspective.

美的体験とは、自分の美的審理を通して世界を眺めること / 理解することだと思いま
す。例えば、壮大な自然を前にして畏れを抱いたり、帰り道に見る夕焼けの美しさによっ
て想起される思い出に懐かしさを覚えたりすることです。
美とは、社会的な価値観で視覚や聴覚に基づいて快いとされるものです。その一方、美
的体験とは、何かを目の前にした時に五感で感じ取る驚嘆や感動、恐怖などの感性的な
体験のことです。美的体験の主な役割は、内的な質と外的な質の接触点となることです。
創作活動などを通して、あらゆるレベルで内と外を繋げ、心と体を繋げることを媒介す
るのが美的体験です。今日のアート体験で、材料として小麦粘土を目の前にした時に、
強く印象に残ったのが美味しそうな匂いと温かな感触でした。何を作ろうか思いつきま
せんでしたが、食紅で色をつけると蛍光が強い色味になり、甘味料や添加物が多いお菓
子屋清涼飲料を想起させました。そこから、
「現代の加工食品は一見するとカラフルで
美味しそうだけれど、何を食べているのかよくわからない」というステートメントを作
品に投影しようと決めました。花の型抜きを使いカラフルなピンクと黄色でケーキを作
り、かわいいけれど人口的で体に悪そうな見た目にしました。今回の体験から得た気づ
きは、自分が持つ現代社会のシステムへの疑念と心身ともに健康であることへの渇望が
無意識的に作品に投影されていたことです。
何かを見て、「はっ」と心を動かされる体験のことではないかと考えました。その意味
が言語的に理解できるためには時間がかかるかもしれないけれど、何か心に残る、驚き
や刺激をうける過程のことと理解しています。例えば、先ほど粘土を写真のために隣の
部屋に持って行った時、いろいろな作品があって、「わぁっ」と自然に声がでました。そ
のことも、美的体験に含まれるように思います。
「美 beauty」は完璧な美しさを備えたもので、見ることができるもの。「美的体験
aesthetic experience」は、五感に開かれて、世界を感受する体験の過程。はっと息を呑
むような、あるいは、普段意識しない感覚に触れて楽しんだり、リフレッシュした新た
な視点で世界を見られるようになる体験のこと。
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Creativity
創造性とは何か？

As you can see by the outline of the lecture, in this lesson several thoughts on creativity were examined and students were given the chance to experiment with two theories related to creativi-

講義の概要からわかるように、このレッスンでは、創造性に関するいくつかの考えを検討し、
生徒に創造性に関連する 2 つの理論、遊びとフローを試す機会を与えました。(slide1)

ty: play and ﬂow.（slide1）

(slide1)

(slide1)

As mentioned in lesson 6, the Creative Level of the ETC occurs when there is some sort of synthe-

ETC の創造的レベルは、アート制作中にクライアントが何らかの統合を行うときに発生します。

sis for the client while art making. This synthesis brings about new realizations, feelings, or ideas.

この統合は、新しい認識、感情、またはアイデアをもたらします。

The result is an inventive and resourceful experience, which supports the self-actualizing tenden-

結果として人間の精神の自己実現傾向をサポートする独創的で機知に富んだ経験がもたら

cy of the human psyche. The Creative Level runs through every other level (it can occur at any
level) and often happens when 2 or more levels are engaged.（slide2）

されます創造的レベルは、他のすべてのレベルを介して実行され（任意のレベルで発生する可能
性があります）、2 つ以上のレベルが関与している場合に頻繁に発生します。

(slide2)

の創造的レベル
• This level is about processing
information (understanding the
world around us, solving
problems, etc.) creatively, using
two or more of the other levels.

•

このレベルは、他のレベルのいずれ
かまたはすべてを使用して、創造的
に情報を処理（周りの世界を理解し
、問題を解決するなど）する。

•

• Not separate parts, but rather
various parts working together as
a unified whole.

個別のパーツというより、統一され
た全体としてさまざまなパーツが一
緒に機能する。

•

アート制作中の3種類の合成、または
情報処理の融合：
1. クライアントの内側と外側の現実
2. クライアントと媒介
3. ETCレベルのいずれかまたはすべて

• 3 types of synthesis, or fusion of
information processing, while art
making:
1. Inner and outer reality of client
2. Client and media
3. Two or more of the ETC levels

(slide2)

(slide2)

Mihaly Csikszentmihalyiʼ s theory of ﬂow was also introduced, because it is an essential condition

ミハイ・チクセントミハイのフロー理論も紹介されました。これは、最適な体験を得るために

for optimal experience. The art therapist strives to assist the client in entering this ﬂow state for

不可欠な条件だからです。アートセラピストは、クライアントが深い創造的な仕事のためにこの

deep creative work. This is done by using the ETC and MDV to decide how and when to oﬀer ap-

フロー状態に入るのを支援するよう努めています。これは、ETC と MDV を使用して、刺激的では

propriate materials that are stimulating but not too diﬃcult, so that the client can engage in the

あるが難しくない適切な素材をいつどのように提供するかを決定し、クライアントが興味と満足

art making process with interest and satisfaction. Over a period of time, the client can learn how

をもってアート制作プロセスに参加できるようにすることで行われます。一定の期間にわたって、

to get into their creative ﬂow and continue to develop their creative expression on their own.

クライアントは自分の創造的なフローに入り、独力で創造的な表現を開発し続ける方法を学ぶこ
とができます。(slide3)

（slide3）

Mihaly Csikszentmihalyi’s theory of “Flow”

Mihaly Csikszentmihalyi’s theory of “Flow”

レン
ー

ル

(slide3)

(slide3)
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At the beginning of this lesson, before the lecture,

授業の始めに、生徒はラウンジのテーブルにある

the students were instructed to make colorful ink

いくつかの大きな紙の上にカラフルなインクの滴や

drops or splotches on large paper on diﬀerent tables

斑点を作るように指示されました。皆、部屋の中を

in the lounge. Everyone could move about the room,

動き回ることができ、グループでシェアした紙に、

spontaneously making ink drops on any paper in a

自発的にインクの滴を作りました。インクが乾く間、

group. While the ink dried, the students moved to

生徒たちは通常の講義のためにアートルームに移動

the art room for the usual lecture. The students en-

しました。生徒たちはこの遊び心のある自発的な

joyed this playful and spontaneous warm-up activity.

ウォームアップ・アクティビティを楽しみました。

After the lecture, students were asked to take return

講義の後、生徒はハサミを持ってラウンジに戻り、

to the lounge with a pair of scissors so that they

気に入った大きな用紙から A4 サイズの一部を切り

could cut out about an A4 size part of the large

取って机に持ってくるように求められました。

paper that they liked and bring it back to their desk.

大きな壁画のこの一部で、彼らはイメージを探し、

With this part of the large mural, they could look for

黒いペンでそれらを明確にすることができました。

images and clarify them with a black pen. They could

また、気に入ったインク滴の一部を切り取って、別

also cut out some of the ink drops which they liked

の紙に再配置することもできました。生徒は、外部

and rearrange them on a diﬀerent piece of paper.

からの中断なしに創造的なフローに入るために、静

Students were given about 45 minutes to work alone

かに一人で作業するために約 45 分与えられました。

quietly, in order to get into their creative ﬂow without outside interruption.
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From student reports:

受講生のレポートより：

One of the interesting things about art therapy compared to linguistic therapy is
that it's the quietest part of the climax. It is interesting to think that when you look
at the scene from the outside, it is a scene especially when each is immersed in the
production and the inside is moving dynamically, such as a group session.
The experience of the ink blot, after enjoying ink easily like a child, I enjoyed being
able to freely reconfigure from there.
How did you secure the creativity of the lecture content up to the last month? I
think that it is difficult to think about the subtleties that are connected to the sub stantive contents, but it made it easy to understand, and I feel that the contents of
the lectures that I have connected so far have become a three-dimensional thing.
This month's artwork was also fun, and it was a very enjoyable lesson where some of
my disparate knowledge could be connected.
Ink is the perfect material to experience the unexpected, bouncing, spreading,
mixing and texture. Because it has an unexpected perspective it is ideal for promoting novel ideas.
A creative approach that allows clients to take unexpected perspectives and discover new things will increase their consciousness and give them more options to deal
with various life issues themselves. You will be able to find the answer inside yourself and deal with the problem yourself.
If art therapy is an exercise in how to access the inner most creative self within me, I
hope I can practice more, become more creative, and enrich my life.

言語的なセラピーと比較して、アートセラピーの面白いところは、一番の山場というか
盛り上がりのところが、一番静かであることだと思います。グループセッションなど特
に、それぞれが制作に没入し内面はダイナミックに動いている時、外からみるとシーン
としているであろうと思うと、興味深いです。
インクプロットの体験は、子どもの頃のように気楽にインクを楽しんだあと、そこか
ら自由に再構成できたのがとても楽しかったです。
講義内容も、先月までの内容と、創造性をどのように確保していくか？という実質的な
内容が繋がる、細やかなところまで考えると難しいと思いつつも、分かりやすく、今ま
での講義内容が繋がって平面だったものが立体的になっていくような感覚を覚える内容
に感じました。今月のアートワークも楽しく、そして自分の中のバラバラな知識が少し
繋がり出すようなとても楽しい授業でした。
インクは予期していない、跳ね、広がり、混ざり、質感などを体験するのに最適な素
材である。予想外の視点を持ち、斬新な発想を促すのに最適であるため。
クライアントは、創造的な取り組みにより、予想外の視点をもち、新しいことに気付
くと、意識が拡大し、様々な人生の問題に自分で対処するための選択肢が広がる。自分
の内側に答えを見つけ、問題に自身で対処することができるようになる。
アートセラピーが、自分の中の内側の最も創造的な自己にアクセスする方法の練習であ
るならば、練習を重ね、さらに創造性が涌き、人生を豊かにできればよいと思う。
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Case Study
ケースを通してみるアートセラピー
This lesson explained the importance of preparing

このレッスンは、実際のアートセラピーの事例を

various materials in a therapy setting while looking

素材の選択とセラピーのための場づくり

at an actual art therapy case. As students learned

Creating a place for art materials and therapy

from the ETC and Flow theories, having a comfort-

The environment of the therapy room
• セラピーの部屋の環境
(room size, layout, etc.)
（部屋の大きさ・間取りなど）
Type, quality, quantity, etc. of materials to
be prepared
• 用意しておく素材の種類や質、量など

able place where people can experience appropriate materials safely and securely promotes the therapeutic process. （slide1）

見ながら、様々な素材をセラピーの場に用意するこ
との重要性について、説明しました。ETC 理論とフ
ロー理論で学んだように、様々な素材を安心して体
験できる場であることがセラピーを促進させること
を説明しました。(slide1)

セラピストの…
素材・創作体験から得た素材や技法
ETC理論からみた素材の働きかけや創造性への理解
クライエントの発達段階や心理的な状況への見立て

The therapist’s foundation: Materials and techniques obtained
from creative experiences, Understanding of the ETC theory and
the Aesthetic Sense, and Knowledge of the client's developmental
stage and psychological condition

(slide1)

At the beginning of the case, we showed collag-

コラージュとは？What is collage?

es created by the client. Collage as an art tech-

• フランス語で糊付け（すること）という意味です。もともとは
臨床場面で使う目的ではなく、美術のテクニックの１つとして
生まれたものです。写真や絵や文字などを新聞、雑誌などから
切り抜き、台紙に貼って一つの作品にするもので、20世紀初頭
に生まれた美術の表現技法です。ピカソやブラック、エルンス
トといった画家達によって発見・着想されたといわれています。
最近は、CMやインターネットなど身近なところでも目にするこ
とがあると思います。
• It means gluing in French. Originally, it started as an art technique, not
for clinical use, in the early 20th century. Photographs, pictures, words
and such were cut out from newspapers or magazines and pasted
onto a background paper or canvas to make an artwork. It is said to
have been discovered and inspired by painters such as Picasso, Black
and Ernst. Recently, you can see it even digitally in familiar places such
as commercials and the Internet.

nique is sometimes used in art therapy with clients who are reluctant to draw or paint for
some reason, or with clients who want to try a
new way of creating an image.

(slide2)

事例の初期に、クライエントが創作したコラージュ
についての説明をしました。コラージュはアートの
技法のひとつですが、セラピーの場面では、絵がう
まく書けないなどのように絵画に造形に苦手意識が
あったり、新しい絵画の技法を試したかったりする
場面やクライエントに勧めてみることがあります。

(slide2)

(slide2)

Collage is a method of creating a work by com-

コラージュは雑誌などの切り抜きを組み合わせて、

一般的なコラージュの特徴
General features of Collage

bining clippings such as magazines, but it is
often used by adolescent clients because of the
characteristics of the creative process.

一度、まとまったものを分解して、
新たに統合するというプロセス

(slide3)

The process of once disassembling a picture and integrating it again

コラージュ技法の創作過程
Creative process of collage technique

思春期（前思春期）以降の年齢が適応年齢と呼ばれている。
（社会への関心と視野が増す時期、一方で自分を作り上げる時期
でもあり、多くの情報の中から自分のものを選択していくという
時期でもある。）
The age of puberty (and pre-puberty) is called the adaptation age. (At
this time interest and viewing of society increases. It is also the time to
build oneself up, and the time to select one's own identity from a lot of
information.)

(slide3)

作品を作っていく方法ですが、その創作過程の特徴
から、思春期以降のクライエントによく活用されま
す。(slide3)
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To experience the collage technique, students were provided with pre-cut magazine images,

コラージュ技法を体験するために、生徒にはあらかじめカットされた雑誌の画像、さ

various stickers and textured papers, and then asked to glue these onto a box of their choice,

まざまなステッカー、テクスチャ紙を提供し、好きな箱の好きな面を使って、素材を箱に

using any sides of the box they wished. Postcards were also provided for those wanting to

貼るよう指示しました。小さなコラージュを作りたい人のために、ポストカードも提供さ

make a small collage. Students were also told in advance they could bring their own photos

れました。生徒には、希望する場合はコラージュ用に自分の写真や画像を持参できること

or images for collage if they wanted.

も事前に伝えておきました。

Making a collage on a box is diﬀerent from a two-dimensional collage because there are so

箱にコラージュを作成することは、2 次元のコラージュとは異なります。2 次元のコラー

many more sides to it. One has to use more imagination about what to put on the inside,

ジュには、さらに多くの側面があるためです。内側に何を置くか、どの部分が下になるか、

which part will be underneath, will it have a functional lid, etc.

機能する蓋があるかなどについて、より多くの想像力を使用する必要があります。

Various metaphors are hidden in the box itself, and it can be created with various themes.

さまざまな隠喩がボックス自体に隠されており、さまざまなテーマで作成できます。た

For example, “Let's create your own inner and outer sides to yourself", "Let's make a box to

とえば、「自分自身の内側と外側を作りましょう」、「私たちの感情を入れるための箱を作

put our emotions in” (or make diﬀerent boxes for various emotions), regarding the metaphor

りましょう」（または、さまざまな感情のためにさまざまな箱を作りましょう）、公的およ

of public and private self "How or when can the box be open?" "Do you want to open your

び私的な自己の隠喩について「箱は開いていますか？」
「箱を開けますか？」
「閉じている

box?" “How do you feel when itʼ s closed or open?” etc.

ときと開いているときの気持ちはどうですか？」等

In addition to boxes, this collage technique can be applied to postcards, cards, and calendars.

箱のほかに、はがきやカード、カレンダーにも展開できる技法です。

L E S S O N

N I N E

From student reports ：

受講生のレポートより：

In today's case study, it was very interesting that the mental state of the client
could be seen as a metaphor in the creation without being conscious by the cre ator. I realized that this was an example of the link between art and psychology and
therapy. I'm really glad the client was able to return to school naturally through art
therapy.

今日のケーススタディで、クライアントの心理状態が意識せずとも創作物に隠喩として

This lecture was particularly interesting. The teacher took the time to explain how
the client gradually faced herself and how to convey it to others through the art experience, so I understood the process well.
I had had the impression that the therapist does something for a client in “psychotherapy'' or “counseling” However, looking at this case, I realized that the client
discovers and grows through her own art experience.
I was grateful for the case study because it was a more concrete example of art
therapy and a good way to learn in class. I'm also grateful to learn the therapeutic
meaning of collage. Making a collage on a box was valuable to me because it was
much more interesting than making it on a flat surface.

表れるというのはとても興味深かった。これはアートと心理学やセラピーとの関連性を
示す事例だと気づいた。彼女がアートセラピーを通して自然に学校生活を送れるように
なって良かったと心から思う。
講義が特に興味深かった。アート体験を通してだんだんと自分の内面との向き合い方
やそれを周りに伝える方法を見出していく女の子の様子を時間をかけて説明してくだ
さったので、その体験プロセスがよくわかった。
このような心理療法？カウンセリング？のようなものは個人的にセラピストから何か
をしてもらうイメージがあったが今回のケースを見て、クライアントが自身のアート体
験によって自ら発見や成長をしていくことがわかった。
事例検討を丁寧にしていただいたので授業で学ぶことがより具体的でよかったです。
またコラージュについての治療的意味も教えていただいて良かったです。箱コラージュ
は平面とまた違う面白さと気づきが得られて貴重な時間となりました。
アートセラピー における創造性の条件として、安全と保証、創作プロセスでの遊び

The conditions of creativity in art therapy include safety and security, playfulness
and trust in the creative process, and art materials that can provide some or all
levels of ETC. Therefore, it is important to select materials and create a place for
therapy. Specifically, the size of the room, the number of people, the layout (placement of water and desks / chairs), the environment, the type, quality, quantity, etc.
of the materials to be prepared. In any case, if the therapist is not familiar with the
material, the choice cannot be made.

心と信頼感、ETC の一部または全てのレベルを提供できるアート素材が挙げられる。そ

For clients who are reluctant to “draw” and express freely on white paper, combining or arranging pre-made images or patterns is considered appropriate because it
leads to a sense of security. In addition, the metaphor of cutting, selecting, from
existing books and magazines and reconstructing these images by more cutting, arranging, and pasting into a finished product is suitable for the adolescent mind.
There are many aspects of collage which give us many possibilities for expression
that otherwise people could not draw or paint.

だと考えられる。他にも、既にある完成品としての書籍や雑誌等を切ることで一旦壊し、

のために素材の選択とセラピーのための場作りが重要となる。具体的には、部屋の大き
さ、人数、間取り ( 水道や机・椅子の配置 )、環境、用意する素材の種類、質、量など。
いずれにしろ、素材についてセラピストがよく知っていなければその選択ができない。
どうしても「絵を描く」こと、白い紙に自由に表現することに抵抗があるクライエン
トにとって、プリメイドの絵柄を組み合わせるという方法が、安心感に繋がるため適切
選択、再構築するという象徴性は思春期の心性にフィットするとも考えられるし、また
「切って貼る」という作業がその方にとって意味ある刺激になると考えられる場合など、
色々な視点から使える可能性があると思われる。

L E S S O N

T E N

Art Based Research

伊東留美先生を招いて
Art-based research is an artistic way of knowing. When you have questions, how do you ﬁnd the
answers? For instance, you may ask your friends, read books, search for someone who might know
the answer over the internet. There are diﬀerent ways of knowing. Artistic expression also shows
you your concern, what is your feeling toward the question, and so forth. In scientiﬁc research, researchers search for answers to their questions with numbers and words using experiments, recorded writings, or recorded stories. In arts therapies, many arts therapists practice their own arts, which
help them to understand their emotional response to their work, their clients, or their personal matters.（slide1）

アートベース・リサーチ（ABR）は、芸術的に物事を知る方法です。我々が、何かの疑問を抱き、

その答えを探す方法はたくさんあります。例えば、友人に聞いたり、本を読んだり、インターネット

でそのことをよく知っている人のサイトを見たりと、様々なやり方で知ることができます。疑問も様々

です。日常レベルの例えを使えば、将来どのように生きたいのか、どんな人生を送りたいのか、私は

何を大切にしたいのか、等々、我々は生きる中で様々な疑問を抱きその答えを探そうとします。研究

者は、ある物事に対して疑問を持ち、その答えとなるべくものを深く追求していく人ですが、我々も
人生という問いに対して探求していく者と考えれば、我々は誰もが探求者と言えます。アメリカのアー

トセラピストの多くは、自分の芸術活動をセラピー以外の場で継続しています。彼らは、芸術活動を
通して自分の感情の動きや考えを整理したり、見つめなおしたりできることを知っていて、芸術活動

が今の自分に何が起きているのかを知り、自らのおかれた環境と自身とのバランスを保つためにも芸
術活動が大切であることを感じています。(slide1)

Knowledge structure

ABRで知を構成する上での特徴

Reﬂexivity: dialogue between the art
-making process

: dialogue between the art
-making process and

and artwork

artwork

Transfomation: knowledge created from insights
Construction: knowledge produced from integrating

: knowledge created from insights
: knowledge produced from integrating theory

theory and practice

and practice

Conceptualization
: knowledge from artmaking
Contextualiztion
: knowledge from diﬀerent personal,

: knowledge from artmaking

knowledge from diﬀerent personal,
educational
, social, and cultural perspectives.

educational
, social, and cultural perspectives.
(Kapitan, 2010)

Kaptian 2010
(slide1)

(slide1)

There are two main research designs in scientiﬁc studies: one is quantitative research and the
other is qualitative research. There is another method which uses both; quantitative and then
qualitative research and qualitative and then quantitative research. The researchers created
those two main research methods in the past in order to make research outcomes as objective as possible.（slide2）

科学的研究方法の流れをふり返ると、大きく 2 つの方法がこれまでに確立されてきました。一つ目
が量的研究です。そして 2 つ目が質的研究です。そして、そのどちらも用いるような混合研究法です。
これらの研究法は、研究結果が誰に対しても理解されるようできるだけ客観性を保つような方法でも
あります。アートベース・リサーチ（ABR）は、その後、教育研究者や社会学者などの間で質的研究
法として用いられるようになり、ABR まだ少数派と言わざるをえません。また、当初は質的研究法と

してとらえられていたことで、インタビューや観察の中に効果的に表現活動を含めることができ、よ

り多くの研究者がその効果を理解するようになったのかもしれません。(slide2)

(slide2)

(slide2)

ABR is a new research design which was established recently. In ABR, researchers and participants become artists and create artworks. The artwork and the process become important
facts. The researchers look at their artworks and reﬂect on the process. They search and
re-search those facts and make meaning. They use their physical sensation and emotional
response. In that sense, ABR includes reﬂexivity, sensory, and is holistic.（slide3）

アートベース・リサーチ（ABR）は、すでに主流となっている 2 つの研究法に新たに加えられた方

法として位置づけられています。ABR での研究では、研究者と参加者は、芸術家であり作品を創作す

る主体となります。そして、作品とその創作プロセスは実際に起きた大切なデータであり、作品と創

作プロセスを繰り返しみていく中で、考察を繰り返し、研究の問に対する「新たな観方」
（「新たな知」
とも言えるでしょう）を創造していきます。ABR は、研究者も作品制作や鑑賞において身体感覚と情

緒的動きを用いてその意味を探求していくと考えられます。そうした ABR は、内省的であり、感覚的
であり、全人的な研究態度が求められます。(slide3)

Research Question

A
B
R

ART
WORK

REFLEXIVITY
Artistic expression as a form of
inquiry provides a medium for
connecting to the self.

SENSORY

ART
WORK

ABR often involves and
provokes somatic responses.

ARTIST

HOLISTIC

ARTMAKING
PROCESS

ARTIST

ABR communicates
holistically, simultaneously,
keeping the whole and the
parts in view.

Re-searching Process and Product

A
B
R

Artistic expression as a form of
inquiry provides a medium for
connecting to the self.

ABR often involves and
provokes somatic responses.

ARTMAKING
PROCESS

ABR communicates
holistically, simultaneously,
keeping the whole and the
parts in view.

Kapitan, L. (2010) pp.164-165

Kapitan, L. (2010) pp.164-165

New Way of Seeing

(slide3)

Through ABR, the result reveals a new way of looking at the theme. ABR creates a structure of
knowledge, which is characterized by reﬂexivity, transformation, construction, conceptualization,
and contextualization.（slide3）

(slide3)

ABR によって導かれた結果は、その問いに対する新しい見方を提示してくれるとも言えます。そして、

そのような方法で生まれた新たな知・見方を知の体系と表現すると、それは、内省的、変容的、構造的、
概念的、文脈的であると言えます (slide3)

ABRで知を構成する上での特徴

Characteristics of knowledge
structure in ABR
Reflexivity

Process

Contex-

Artwork

tualiztion

Personalhisotry

Personal experience

Sensorty
Physical

ABR

(slide4)

個人的

理論的知識

個人的

理論的実践

理論的実践

New knowledge

Conceptualizaion

ABR

Transformation

理論的知識

Construction

(slide4)

L E S S O N

Students had a chance to experience art-based
inquiry.
Students formed groups of four or ﬁve and the
teacher designated which groups would use
clay or wire.
Members of the clay groups were each given
500 grams of soft earthen clay, and students in
the wire groups were given 1.5 meters of pliable
wire.
They were asked to “make a safe place” with
just their wire or clay.

T E N

生徒にはアートを基とした調査を体験する
機会がありました。生徒は 4 人または 5 人の
グループを作り、講師はどのグループが粘土
またはワイヤーを使うかを指定しました。粘
土グループのメンバーにはそれぞれ 500 グラ
ムの柔らかい土粘土が与えられ、ワイヤーグ
ループの生徒には 1.5 メートルの柔軟なワイ
ヤーが与えられました。彼らはワイヤーもし
くは粘土だけで「安全な場所を作る」ように
依頼されました。

その後、生徒たちは調査結果を小グループ

Then students were asked to share their

で共有し、後でクラス全体に結果を伝えるよ

ﬁndings with the small group, and later tell

う求められました。このように、生徒は自分

the entire class the results. In this way,

の経験だけでなく、他の人が同じまたは異な

students could learn not only by their own

るメディアで同じアクティビティをどのよう

experience but by how others experienced

に経験したかによって学ぶことができます。

the same activity in the same or diﬀerent
media.

＜ねらい＞

＜個人記入＞

次の質問に答えてください。

・ アートベース・リサーチについて理解を深める

1．あなたのグループが担当した画材は何でしたか？

・ 画材が個人に与える影響を考える

2．あなたは、その画材で何をしましたか？

・ ねんどとワイヤという画材の違いを実際に体験する

3．あなたは、その画材のどんなところが気に入りましたか、あるいは好きでした
か。

＜実習の流れ＞

4．あなたは、その画材のどんなところが気になりましたか、あるいは苦手でした

1) グループ作り : 4 人 / グループ

か。

2) 作品作り (30 分 )

5．あなたの作品をみて、またグループメンバーの作品（同じ画材）をみた感想を
書いてください。

3) グループで分かち合い (20 分 )

6．あなたは、その画材を実際に使って、あらためて気がついたことはありますか。

4) クラス全体で発表 (20 分 )

＜グループで分かち合い後＞
以下の表にグループの分かち合いで発言された意見をまとめてみましょう。

＜作品制作の手順＞
1） A グループ（4 あるいは 5 つ）と B グループ（4 あるいは 5 つ）に分かれる
2） A グループは粘土、B グループはワイヤ
3） どちらのグループも、与えられた画材を用いて自由に表現する
4)

制作後、質問に答える （10 分）

（20 分）

画材

プラス面

マイナス面

新たな気づき

L E S S O N

Prior to this lecture, I thought art therapy was simple. However, I when I listened to
the lecture, I was surprised by the many delicate things that the therapist needed
to be careful with. I learned that the client was likely to have a wide range of diffi culties and disabilities, therefore it was necessary to choose the means appropriate
for the client and to be aware of the changes in the client.
Every time we made art in this class, I understood about respecting people's cre ative process as well as their artwork. Because of that, it was very fun and comfortable to be able to make what I wanted to make. I once again felt that it was pre cious to be able to directly experience how clients face art therapy.
Wire was softer than I expected, and it was easy to bend with bare hands, so I was
able to shape my image to some extent accurately. When I played the wire by
bending and twisting with my hands, the play made me naturally want to try various
possibilities. I thought, how about this movement? Can I make a shape like this? I
understood that maybe this is therapy through art.
I was confused with clay as material, so I was worried about it. But given the theme
of "safe place", I was able to move on to creation smoothly. This proves that "setting the theme" can influence my sense of resistance in creation.
To be honest, there is not much resistance to practice in art therapy because of the
creation process. In this ABR commentary, I heard that "resistance is one of the correct reactions." I realized that my feelings were not wrong, and I was able to finish
the class with confidence.
There were many things that I realized only after I actually touched the material
and created an artwork with it.
In ABR, how to perceive materials and forms of creation vary from person to person,
and there is no correct answer. It means freedom and infinite possibilities. In addition, you will have to face yourself. In the process, you may find a new you. With
that in mind, I felt art-based research was very profound.
By discussing the artwork in my group, I realized that artwork could be expressed
differently but everyone could still understand. I became interested in the possibility of creating a variety of art works with just one wire. Also, in the group discus sion, I shared the works, shared the positive and negative aspects of the wire, encountered different thoughts from myself, and I felt that my work was deepened
from it.
I felt that the art-based research process was very similar to the art therapy process.
In art therapy as well, the creative experience involves realization of what is going
on in your heart, your desires and your mind, and discovering new things in the process. It was an exploration of knowing myself. I thought that therapy as a pilgrimage could be considered as art-based research. I thought that if I could understand
things without using intellect such as creating things and expression with my body,
I would deepen my understanding.

T E N

この授業を取る前までは、アートセラピーはもっと簡単なものだと思っていた。しかし、講
義を聞いてみるともっと繊細で慎重なものでセラピストに求められるものの多さに驚いたのを
今でも覚えている。クライアントは広い範囲の困難、障害を持っている可能性が高いため、ク
ライアントに応じた手段の選択や、クライアントの変化に気づけるような注意深さが必要だと
知った。
この授業での毎回の制作に対しては、人の作品に対して否定しない尊重することを理解して
制作していたのでとてもありのままに自分が作りたいものを作れたのがとても楽しかったし、
居心地が良かったように感じる。アートセラピーに対してどのようにクライアントが対面する
のかを直に体験でるのは貴重だったと改めて感じた。
自分が想像していたよりも柔らかく、素手でも曲げやすいものだったので自分のイメージを
ある程度正確に形にできたのかなと思います。手の中でくねくねと曲げながら遊んでいると、
こんな動きはどうだろう、こういった形にはできるかな、と、自ずといろんな可能性を試した
くなって、もしかしたらこれがアートを通じたセラピーなのかなと理解できた気がします。
粘土という素材に戸惑いがあったので、実践するにあたり不安が大きかったが、「safe place」
というテーマを与えられたことでスムーズに制作に移行する事ができた。このことで、自分が
ものを作ることへの抵抗感へのひとつとして、「テーマの設定」も大きく作用しているという
ことがわかった。
正直に言うと、アートセラピーにおける実践、すなわち作品制作には抵抗が少なくなかった。
今回の ABR の解説の中で、「抵抗があるということも正しい反応のひとつ」ということを聞く
ことが出来た。そして、自分のこの感情が間違ったものではなかったと思い、安心して授業を
終えることが出来た。
実際に素材に触れて制作して初めて気づくことが沢山ありました。
ABR においては人の数だけ素材に対する受け取り方や創造する形態は異なり、正解のあるも
のではない。それは自由ということでもあり、無限の可能性を秘めているということでもある。
また、自分自身と否が応でも向き合うこととなる。その過程で新たな自分を発見することもあ
るかもしれない。そう考えると、アートベースリサーチはとても奥が深いものだと感じた。
グループで話し合って、みんなそれぞれ違っているけどだれもが理解できる作品で色々な表
現ができることがわかり、ワイヤーひとつで様々な可能性のあるアート作品を作り出せること
に感心を持ちました。また、グループでの話し合いで、作品の見せ合い、ワイヤーのプラス面
とマイナス面の感想をシェアし、自分とは異なる思考と出会い、自分の作業の振り返りも深まっ
たように感じた。
アートベースリサーチのプロセスと、アートセラピーのプロセスはとても似ていると思いま
した。アートセラピーでも、創作体験によって自分の気持ちや望み、心の中で起こっているこ
とに気づいたり、そのプロセスで新たな発見があったりします。自分自身を知る、という意味
での探究であり、巡礼としてのセラピーは、まさにアートベースリサーチと考えていいのかな
と思いました。物づくりや身体表現など、知的理解ではない形で理解することがもっとできる
ようになると、もっと理解が深まるのかなと思いました。

