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発達障害のあるアーティストの能力が引き出された要因－両親と美術教師の歩みに関

する広義の 2E教育と臨床美術からの考察                                                   

宇都宮大学大学院 国際学研究科博士課程 三浦 美恵子 

 

要約 

 本研究は、発達障害の子どもに対する療育と指導に資する知見を得ることを目的とし、

自閉症を持つ画家・版画家、石村嘉成氏の美術の能力が引き出された要因について検討

した。両親が行った療育と美術教師が行った指導の具体的な内容について調査し、それ

ぞれの歩みを広義の 2E 教育と臨床美術の観点から分析した結果、両親の療育と教師の

指導には、広義の 2E 教育に必要とされる 3 つのステップが含まれており、教師と石村

氏が歩んだ過程には、臨床美術が成立する 6つの条件のうち 5つが当てはまると考えら

れた。本稿では、両親による適切な療育、そして教師が本人の興味関心を尊重し、自閉

症の特性を意識した指導を行ったことが、石村氏の美術の能力が引き出された要因であ

ると結論づけた。 

 

Ⅰ. 問題の所在と研究の目的 

 文部科学省（2019）によると、我が国の子どもの総数は減少傾向であるにも関わらず、

特別支援教育の対象者は増加の一途を辿っている。特に、過去 10 年間、発達障害（自

閉症、注意欠陥多動性障害、学習障害など）を持つあるいは疑われる子どもたちが増加

している。平成 20年代は知的障害が最多だったが、平成 30年には自閉症・情緒障害と

思われる子どもたちが 12 万人以上を占め最多となった。小中学校の通常学級において

も、発達障害の児童生徒が約 6.5％在籍している可能性が示唆されている。 

発達障害の人々は、独特な認知様式や行動を有し、その行動や感情を理解し、問題に

対応することは親や教師にとって極めて大きな課題となる。また特定の領域（数学、音

楽、美術など）や認知能力（記憶力など）において並外れた能力を発揮する場合があり、

障害に対する適切な療育に加えて、個々の得意・興味（才能）を伸ばし、活かして苦手

（障害）を補うことを理念とする療育と指導のあり方に関する研究の必要性はますます

高まっている。 

本稿は、発達障害のあるアーティスト石村嘉成氏（現在 27 歳、以下、石村氏）につ

いて取り上げる。石村氏の事例を、障害を補いアーティストとしての能力を引き出すこ

とに成功した事例と捉え、美術の能力が引き出された要因を明らかにすることを通して、

発達障害の子どもに対する療育と指導に資する知見を得ることを目的とする。石村氏は

今から 25 年前、2 歳の時に自閉症と診断され、知的障害もある。幼い頃から昆虫や動

物に対してすさまじい興味関心を持ち、高校 3年生の選択授業で美術を学び始めたこと

により、大好きな生き物を題材とした版画や絵画の作品を生み出すアーティストとして

活動している。高校在学中から現在まで、国内外で多くの賞を受賞しており、25歳の時

に開催した個展には 2万人以上の人々が来場するなど、活躍の幅を広げている人物であ

る。 
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Ⅱ. 研究の方法と分析の視点 

1. 方法 

本稿では、療育と指導の鍵を握る人物として、両親と高校の美術教師（以下、Ｔ）に

注目した。データと情報収集は以下のように行った。 

1. 両親が行った療育の方針と実践について：(1)母親が残した療育記録（1997年 6月

～2000年 4月）の調査（障害の診断前後～石村氏が小学 5年生の時まで）。(2) 父親へ

のインタビュー調査：2021年 3～7月実施。石村氏の自宅兼アトリエ訪問（1回）、ZOOM

（2回）、電話（約 20回）でインタビューを実施。母親の死後（特に中学校から高校ま

で）、父親が行った療育について。 

2. Ｔへのインタビュー調査：2021年 3月（対面 1回）と 7月（ZOOM2回）の計 3回

（約 1 時間×3 回）。高校 3 年生から現在まで（約 9 年間）の指導方法や石村氏との歩

みについて。Ｔが 2020年 2月 14日に行った講演会「ある自閉症児の成長、そして光り

ある先へ～アーティスト石村嘉成の歩み」の内容について。 

 

2．分析の視点 

Twice Exceptional(2E)と臨床美術の視点を重視した。2E とは、「優れた才能と発達

障害等の障害を併せ持ち、二重に特別な支援ニーズのある子ども」を指す(1)。2Eに対す

る教育（2E教育）を狭義と広義に区別しており、本稿では、広義の 2E教育について検

討する。それは、全ての発達障害児の「得意・興味（才能）を伸ばし、活かして苦手（障

害）を補う」ことを理念とし、学習内容・方法・成果発表等を個別化して学習・社会情

緒的支援を行うものである(1)。 

一方、臨床美術は、オリジナリティーや創造性は、だれもが本来もっているものであ

ること、心の中にある想いを創作活動にぶつけることで人々の心は解放されていくとと

もに脳の働きを活性化させるという考え方に基づく独自のアートプログラムを用いて、

認知症の予防や改善、心の解放や意欲の向上、また何らかの問題をかかえた子供たちの

回復を目指すものである。Ｔによる指導は臨床美術の理念と実践に深く関わるものであ

ったと仮定する。 

本研究は、広義の 2E教育について、両親とＴは、石村氏の得意・興味を伸ばすこと、

自閉症の特性を活用した支援をどのように行ったのか、2Ｅ教育に必要な 3 つのステッ

プと照合しながら分析する(1)。また、Ｔと石村氏の関係は、臨床美術士（臨床美術を実

践するクリニカルアーティスト）と臨床美術プログラム参加者の関係に通じるところが

あると考える。臨床美術が成立する 6つの条件をＴと石村氏に当てはめ、彼の能力が引

き出された要因に関する示唆を得る(2)。石村氏の実名、母親の療育記録、写真の使用に

ついては、父親の石村和徳氏より承諾を得ており、インタビューの内容を研究成果とし

て発表することについても、関係者から同意を得ている。 
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Ⅲ. 療育と指導の推移 

1. 両親の語り 

1.1 障害の診断前後の様子 

石村氏は 2歳近くになっても言葉は出ず、2歳半の時、自閉的傾向があると診断され

た。両親との会話は成立せず、石村氏は、気に入らないことがあれば泣いて暴れ、じっ

としていられず、食事はリンゴ、パン、牛乳しか食べないという状態だった。 

医師が勧めた療育方法は 「スキンシップをとり、本人の嫌がることや泣くようなこ

とをせず、しっかり遊んであげなさい」という漠然としたものだった。母親は親として

何をしたらよいのか分からず絶望のどん底だったが、親がきちんと育てなければこの子

は生きていけないと思い、夫婦で可能性を求めて色々な病院や施設を訪問した。 

 

1.2 医師Ｋとの出会い・療育方針の決定 

石村氏が 2 歳 5 か月の頃、ある療育センターで外来セッションを受けることになり、

センターの所長であった医師Ｋと出会った（以下、Ｋ）。当時、自閉症は情緒の障害と

言われていたが、Ｋは情緒や育て方の問題ではなく脳の機能障害であること、親が知識

をもつこと、徹底した早期療育を行う必要性があると述べた。Ｋの療育方針は、心理学

者ヴィゴツキー（1896～1934）の理論を中核としており、その理論は、一次的障害とそ

れによって生じる二次・三次的障害を区別し、二次・三次的障害は予防することができ、

除かれ得るというものである。自閉症の場合、一次的障害は脳の損傷、二次的障害は知

恵や言葉の遅れ、三次的障害は、身辺の自立ができない、遊べない、癇癪、甘え、わが

まま、偏食などがある。 

Ｋは、一次的障害は変えられないが、二次・三次的障害は適切な取り組みによって変

えることができ、親は子どもの要求に振り回されてはならず、子どもの自立を考えて、

身の回りのことは少しでも本人にやらせるべきだと述べた。母親は、この子に言っても

分からないからやらせなくていいという考えではますます何もできない子にしてしま

うことに気づき衝撃を受けた。1997 年 6 月「私の取り組み次第でこの子は成長すると

いう希望が見えてきた」と記録しており、Ｋの療育方針の下、石村氏を育てる覚悟を決

めた。 

 

1.3 保育園～小学校時代 

石村氏は 2歳 10か月で保育園に入園したが、母親は 2歳半から(1)生活習慣作り：排

泄、衣服の着脱、洗面、うがい、歯磨き、(2)基礎学習：着席、手は膝（しっかりけじめ

をつける）、国語、算数、基礎概念（形容詞＋名詞を視覚を通して教える）を教えた。

母親は嫌がり泣き叫ぶ石村氏を着席させ、パニックを起こしても毅然とした態度を貫い

た。また、過度の恐れやパニックを軽減させるため、本人が嫌がるような場面について

正しい知識を与えた（例えば犬を怖がる場合、犬は鎖で繋がれているから追いかけてこ

ない、檻に入っているから心配ないなど）。正しい知識を与えた上で、その場面を敢え

て経験させ、慣れさせることで物事に対する正しい認識を持たせた。家庭学習では、学
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習中のやり取りによって指示に従う態度を身に着けさせ、社会性を育むことを目指した。

周囲の人々が石村氏に合わせるのではなく、本人が周囲に合わせることを学ばせたので

ある。母親は、このような家庭学習を息子の隣に座って毎日 2-3時間行い、旅行などの

外出時にも、時間を決めてプリント学習を行うなど徹底的に実践し続けた。 

石村氏は、生き物の本や図鑑はボロボロになるまで読み、どんなにパニックを起こし

ても、テレビ番組で動物が扱われる時だけは静かにすることができるような子どもだっ

た。母親は、動物が大好きな彼のために、幼い頃から親子で頻繁に動物園に通い、動物

番組をビデオに録画するなどした。また、発話のない息子に絵カードを使って物には名

前があることや言葉の概念を教えた。小学校入学の 2か月前に、母親に向かって「おあ

あさん」（お母さん）と言った。これは、石村氏が発した初めての言葉であった。 

地元の教育委員会からは、障害児学級（現在の特別支援学級）へ入学するように言わ

れたが、両親は地元の小学校（普通学級）に入学することを希望し、教育委員会や近所

の小学校との話し合いを重ねた結果、保護者が付き添うことにより入学が許可された。

当時は支援員制度がなく、母親が毎日補助いすを持って教室に入り、じっとしていられ

ない石村氏の隣に座って支援し続けた。その後、母はがんで闘病生活を送ることになる

が、「私のがんが再発し入院することより、これによって息子の療育が後退してしまう

ことの方が私には辛い」と記録している。息子の療育を何よりも重視し、徹底して行っ

た母親は、2005年、石村氏が 11歳の時に 40歳の若さで亡くなった。 

 

1.4 中学校～高校 

石村氏の療育を中心的に行っていた母親の死後、父親は母親と同じ方針で療育を行っ

た。中学校は特別支援学級を勧められたが、父は通常学級へ入れることにこだわり、高

校も通常学級に進学させたいと強く願った。それには高校入試という大きな壁があった

が、父親は情報収集を重ねた結果、進学校の場合は試験の点数が合否の鍵を握るが、進

学校でなければ試験の点数が低くても生活点で補うことができるという結論に至った。

石村氏は両親による長年の療育の結果、人の話を聞き、指示に従うことができるように

なっており、真面目であるため生活点に問題はない。父親は数か月間、毎晩石村氏の隣

に座り、高校合格を目指して受験対策を行った。 

父は、石村氏に驚異的な記憶力があることを知っていた。例えば、彼が幼い頃から大

好きな動物や昆虫については、その名前を聞いただけで図鑑の関連したページを開き示

すことができる、過去に親子で旅行に出かけた日付を正確に覚えており、すぐに思い出

せるなどのエピソードがある。父は、石村氏が勉強に対して少しでも興味を持てるよう

工夫し、とにかく記憶させた。数学の場合、文章問題は難しいとしても、計算問題は全

問正解できるように指導した。その結果、石村氏は県立の商業高校に一般入試で合格し

た。 

入学式の日、父は校長に「他の子どもさんと同じようにできないことが息子にはいっ

ぱいあります。しかし、他の子どもさんにはできないけれど、息子にできることも少し

あります。それは、日々の療育により、決まったことは面倒くさがらず、毎日こつこつ



5 

 

と続けることができるということです」と伝えた。父親は、登下校の際、本人が自分の

足で通学することが大切だと考えた。自宅から高校までは片道 4キロあり、石村氏は交

通ルールを十分に理解していなかったので、父親は毎日自転車で登下校を共にした。彼

は高校 3年間、無遅刻無欠席だった。 

 

2. 美術教師Ｔの語り：高校 3年生から現在までの歩み 

2.1 出会い 

石村氏は高校 3年生の時、選択科目で絵画を選んだ。Ｔは、高校 1年生の時も石村氏

の美術の授業を担当しており、石村氏が自己紹介の時に「みんなと一緒に卒業したいで

す」と述べたことが記憶に残っていたと言う。Ｔは、その言葉を聞いた時は「素直ない

い子だなぁ」としか思わなかったが、後に、石村氏が歩んできた厳しい道のりを知るこ

とになったと語っている。その当時、石村氏は絵を描いておらず、絵を描くことが得意

でもなく、過去の美術の成績が良かったということもなかった。絵画を選択した生徒は

他におらず、石村氏とＴによる一対一の授業が始まった。 

 

2.2 Ｔの指導と実践 

2.2.1 版画 

Ｔは、石村氏の描く線がとても生き生きとしていて、ひたむきな心が表れていると感

じたため、「線を活かす絵画」という観点から、線の芸術である版画を勧め、2学期から

指導を開始した。最初は、なぜゴム版に絵を描き、彫るのか分からない様子だったが、

作品が仕上がるにつれて「次はこの生き物を彫りたい」「次はこの物語を表現したい」

と意欲的に取り組むようになった。Ｔによれば、自閉症の脳は休みがちな脳であり、脳

の意識レベルを上げる訓練をしなくてはいけない。版画は、浅くあるいは深く彫るなど

の力加減が難しいことに加え、手を切る危険性もある。さまざまな要素に注意して彫り

進める必要があるため、脳の意識レベルを高い状態に保つ手段となる。また、版画の題

材は石村氏の好きな昆虫から選んだ。例えば、彼が好きなイソップ物語のアリとキリギ

リスの作品では、彼が大好きなハキリアリというアリを彫ることにした。 

高校 3年生の授業が終わる時に完成した 5つの作品を 1つにまとめて、あるデザイン

専門学校の公募展に応募したところ入選した。卒業式の前日にその賞状が高校に届き、

同級生の世話にならなければ高校生活を送れなかった石村氏が、全校生徒の前で校長先

生から賞状を受け取ることになった。石村氏と父親は、高校卒業後の進路として、専門

学校や大学進学、障害者向けの雇用による就職の可能性を求めて挑戦したが、全て失敗

に終わっていた。最後まで息子にとって最善の道は何か模索し続けた父親は、石村氏の

療育と自己肯定感の向上に版画が役立つかもしれないと考え、卒業式当日、Ｔに指導を

依頼した（最初は週 1 回程度）。他に選択肢がなかったために、高校卒業後も自宅で美

術を続けることになった石村氏だったが、19歳の時に制作した「ミツバチと花」（写真

1）という版画の作品が、フランスパリの公募展で優秀賞を受賞した。史上最年少の受

賞であった。 
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写真 1  

 

ミツバチは石村氏が大好きな昆虫で、巣で待つ幼虫のために蜜を集めたハチが帰って

くる夕方の様子を描いた。この作品には、「蜜をもらいに行っている」という言葉が彫

られているが、これはＴのアイデアである。Ｔは過去に海外で生活した経験から、日本

語にはアルファベットにはない優美な曲線があり、特に平仮名の美しさは他の言語に類

を見ないと考えている。海外の公募展という点も意識し、ミツバチの姿に彼が考えた日

本語の言葉を合体させることにした。この受賞も石村氏を後押ししたのか、彼は版画の

制作に一層のめり込み、作品は大きく、力強く変化を遂げることになった。  

 

2.2.2 絵画 

 Ｔは石村氏に、毎日絵を描くよう勧めた。石村氏はそれ以来、一日も休むことなく毎

晩、その日に興味を持った生き物を描き続けており、この絵日記が、キャンバスにアク

リル絵の具で描き始めた原点である。Ｔは、絵日記に書かれた生き物たちは、版画では

うまく表現できないような気がしたため、キャンバスに絵を描くことにした。当初、石

村氏はケチャップを思いっきり絞り出すかのように絵の具を出した。Ｔはパレットに適

量の絵の具を出すこと、力加減やコツを繰り返し教えた。筆の持ち方については、石村

氏が理解しやすいように、①鉛筆を持つような持ち方、②太鼓のバチを握るような持ち

方を教え、はっきりとした線を描く時は①、ニュアンスのある線を描く時は②などと使

い分けた。自閉症の特性なのかもしれないが、硬い道具の方が刺激を感じやすく使いや

すいようなので、筆だけではなくペインティングナイフで描くこともある。 

石村氏はキャンバスに近づき過ぎることがある。Ｔは、キャンバスの前にパレットを

縦に 2つ並べることで、視覚的に適切な立ち位置を示し、これ以上前に出ないというこ

とを意識させた。また、自閉症の特性により、全体と部分の関係がつかめないことがあ

る。そのような場合は、透明のアクリル板に方眼を引いたプレートを動物の写真に重ね、

方眼の線を頼りにして全体像を把握できるようにする。 

キャンバスは、石村氏の描く動物たちが生き生きと見えるように、正方形の厚枠のキ

ャンバスを選び、絵の具は、色数が豊富で乾燥するのが早く、石村氏の描くスピードに

合うという理由でアクリル絵の具を使用している。しかし、使い方によっては色の重厚

さに欠けるため、計算された色の塗り重ねが必要であり、透明色と不透明色の使い方が

発色のポイントとなることも指導した。 
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 石村氏は、100色以上の絵の具を使うが、全ての色の名前を記憶しており、「ここの緑

色はフタログリーンイエローシェイドがいいです」、「ライトエメラルドグリーンにしま

す」など目的に合わせて正確に選色する。「紫の反対色だから黄色（特にイエローミデ

ィアムアゾ）がいいです」など、色の補色関係も理解している。また、Ｔが「ライオン

の鼻の色は何にしたらいいと思いますか」と尋ねると、迷いなく「ライトマゼンタ」と

即答するなど、決断が速いことも自閉症の特性かもしれず、上記のような会話が成立す

ることについては、石村氏の母親が幼い時から言葉の概念を教え込んだ結果であるとＴ

は述べている。 

 

2.3 現在のＴと石村氏の様子 

二人の歩みが開始してから今年で 9年目である。これまで 1,000人以上の子どもたち

を指導してきたＴとって、これほど長く向き合った生徒は石村氏ただ一人である。Ｔに

よると、この間、石村氏の作品はどんどん進化しており、その理由の一つは彼の観察力

が強化されたためだと言う。また、石村氏はできなくても何度も何度もしつこいほどに

挑戦し、努力を惜しまない。Ｔは「石村氏は心が育っている」と繰り返し述べており、

困難な状態に直面しても逃げずに向き合い続けることができるのは、両親の療育により

豊かな心が育まれた結果だと考えている。 

 

 

写真 2 

 

2021 年 2 月から、ある動物園で彼の個展が開催されており会場の入り口に「インド

象の親子」（写真 2）が展示されている。凛々しい父象の右隣には子どもたちに寄り添う

母象が描かれているが、石村氏は母象の優しい目を描くことにこだわった。生前、母親

は石村氏のために動物番組のビデオを録画しており、石村氏は象が映し出されている映

像を何度も見返し、試行錯誤を繰り返した。遂に納得の行く目を描くことができ、作品

が完成した時には、本人自ら「お見事」と手を叩いて喜んだ。個展は現在も開催中であ

り、以前は人に対してあまり関心を示さなかった石村氏が、来場者との交流を楽しみに

するようになった。 

また、制作の過程で意見がぶつかる時、Ｔは本人の考えを優先するようにしている。

石村氏の生き物に対する愛情は幼少期と変わることなく、すさまじいものがあり、現在
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は生き物の絵を描きたくて仕方がない様子で、早朝から約 10 時間、制作に没頭するこ

ともある（写真 3）。キャンバスの正面からは見えない左右、上下の側面にも題材となる

生き物を丁寧に描き、キャンバスを余すところなく使い切るのも石村氏の特徴である

（写真 4）。Ｔや父親によると、これは生き物に対する強い愛情表現である。言葉による

コミュニケーションが得意ではない石村氏にとって、美術は自身の心を表現する言葉の

ような役割を果たしている。 

 

   

               写真 3                               写真 4 

 

写真 3 写真（左）：自宅アトリエで制作に励む石村氏。写真 4（右）：正面からは見え

ないキャンバスの左右・上下の側面にも動物を丁寧に描く（2021年 4月 4日筆者撮影）。 

 

Ⅳ. 考察 

 2E 教育に必要なステップには、①特性を考慮した教育ニーズを認識する、②学習ニ

ーズを最適に支援するために、得意・興味と苦手の両方を識別する、③個人の学習特性

に応じて指導、学習の方法、内容を個別化・個性化して得意興味を伸ばし、活かして苦

手を補うことが含まれる(1)。両親とＴの歩みを上記3つのステップと照合して考察する。 

 

1. 両親の療育－広義の 2E教育的観点から 

 石村氏の母親を指導した医師Ｋは、1998年に発表した論文の中で、「障害児に勉強さ

せるなんて可哀相。それよりたくさん遊びましょうという考えが根強い」と書いており、

遊戯療法、抱っこ法を勧める幼児教室等では、子どもが泣けば抱っこ、嫌がることから

は遠ざけ、悪いことをしても笑って許すなどの療育が広く行われていることを危惧して
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いる(3)。Ｋの療育方針は、当時一般的に行われていた方法とは真逆だったが、石村氏の

母親は自閉症の息子にとって本当に必要な療育は何かよく考え、Ｋの方針を選択・実践

した。父親も息子の将来に目を向け、社会的自立の必要性を認識していた。この点は、

ステップ①に当てはまると考えられる。 

母親は、動物好きな石村氏のために、頻繁に動物園に行き、動物の本や図鑑を与え、

動物のビデオを録画して保存するなど、幼い時から彼の興味や得意なことを尊重してい

た。また、着席することや言葉の理解など苦手なことが多かったが、克服するために家

庭学習を徹底して行った。また父親は高校受験の時、興味があることについては驚異的

な記憶力を発揮すること、決めたことは面倒くさがらずに継続できるという自閉症の強

みを活かし勉強や面接の練習に取り組んだ。これらはステップ②と③に当てはまると考

える。 

両親による早期療育は、石村氏の得意・興味を伸ばし、自閉症の特性をより良いもの

に方向づけた。両親は石村氏に常に寄り添い、苦手なことを少しでも克服できるように

力を尽くした。失敗しても諦めず、何度もやり直して制作する現在の石村氏の態度は、

両親の姿を映し出しているように見える。両親の療育には愛情が溢れており、Ｔが言う

ように、彼の豊かな心を育てることにも寄与したのだろう。石村氏の障害特性を緩和し、

社会性を身に着けるだけではなく、現在のアーティストとしての基盤形成においても重

要な役割を果たしていると考えられる。 

   

2. Ｔの指導 

2.1 広義の 2E教育と臨床美術的観点から 

Ｔは石村氏の線を見て版画を勧め、脳の意識レベルを高く保つ手段としても活用した。

作品の題材は常に、石村氏が大好きな動物や昆虫であり、生き物の生態や習性について

も詳しい石村氏にとっては、得意・興味の際たるものである。制作をする上で、絵の具

や筆の使い方、距離感、言葉の概念を理解することなどが苦手だった石村氏に対して、

Ｔは視覚的に分かりやすく、具体的に説明することを心掛け、石村氏の特性、ニーズ、

得意・興味と苦手を識別し、適切な支援を提供している。愛する動物や昆虫の作品を生

み出すことで得意・興味が発揮され、苦手としていたことの克服にも繋がっており、ス

テップ①～③の全てが当てはまると思われる。 

また、Ｔは作品で使用する色については石村氏に決断させ、意見がぶつかる時は、本

人の意見を優先する。臨床美術においても、美術活動中は、線の引き方、色彩の選択な

どを患者自身が決定するため、自分の行為に自信をもつことができる(4)。このような関

わり方は、石村氏の自己肯定感の向上と強化に繋がったと考えられる。 

 

2.2. 臨床美術が成立する 6つの条件:Ｔと石村氏の場合 

 Ｔは臨床美術を行った訳ではないが、本稿では、臨床美術士と参加者/作者の関係を、

Ｔと石村氏に当てはめて検討し、石村氏の能力が引き出された要因分析に役立てる。臨

床美術が成立する 6つの条件は、①参加者の感性が開かれていく、②創作行為に入り込
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む/能動的となる、③不明瞭ながらも模索し個々の心的イメージへ向かって表現が進行

する、④自分なりの表現を創り出した（産み出した）達成感を味わう、⑤他者に表現さ

れた作品を価値付けされることで自己肯定感（自尊心）を得ることができる、⑥他者の

作品表現の魅力を存分に味わい、これまでの価値観がリフレーミングされることである 

(2)。 

石村氏にとって動物や昆虫は、単なる生き物にとどまらず、友達や家族のような存在

である。それゆえ、大好きな仲間を素敵に描きたいというような気持ちが原点となり、

①石村氏の感性が開かれ、②創作行為に入り込んでいると思われる。③については、前

述の「インド象の親子」に関するエピソードが連想される。石村氏は、特に母象の目に

こだわって制作したが、それは亡くなった母親を母象に重ね合わせていたからではない

だろうか。母親の姿を思い出して、そのイメージに少しでも近づけたかったために、母

親が録画した象のビデオを何度も見ながら、納得がいくまで描き続けたと考えられる。

本稿で紹介した「ミツバチと花」についても言えることだが、石村氏の作品には親子や

子育てを題材にしたものが多く、両親の存在は彼の作品に少なからず影響を及ぼしてい

ると思われる。 

④と⑤については、高校 3年生の頃から、Ｔの指導により作品が完成した時の達成感

と、作品が評価されることにより、周囲の人々から認められ、褒められる経験を重ねて

いる。⑥については、現段階では不明とする。以上より、Ｔと石村氏が共に獲得してい

った過程は、臨床美術が成立する条件と類似している。臨床美術的観点から重要とされ

る 6つの条件のうち、①～⑤の段階はＴと石村氏の間でも生じており、石村氏の能力が

引き出された要因と捉える。 

 

【結論】 

 本稿は、石村氏の両親による療育とＴの指導内容を広義の 2E 教育と臨床美術的観点

から考察した。本研究で得られた具体的な知見は、以下の通りである。 

 第一に、「自閉症児に必要なのは、甘やかすことではなく、正しい知識を持った療育

者による適切な早期療育によって、二次・三次障害をつけないこと」というＫの方針に

基づき、両親が早期から適切な療育に取り組んだことは、石村氏の社会的自立の土台と

なる基本的生活習慣や態度の形成を促した。座らせようとした時の暴れ方は尋常ではな

かった石村氏を机の前に座らせて、泣いても暴れても座って学習させることから始まっ

た療育は、闘いの連続であったと言える。 

 第二に、両親の療育は「得意・興味を伸ばし、活かす」ことを強く意識して積極的に

試みたものとは必ずしも言えないが、頻繁に動物園に行き、動物の本や図鑑を与え、動

物のビデオを録画して保存するなど、幼い時から石村氏の動物に対する愛着を尊重して

いたこと、および、石村氏が興味のあることについては驚異的な記憶力を発揮すること、

決めたことは面倒くさがらずに継続できるなど、自閉症の強みを活かそうとした取り組

みは、後に美術の能力が引き出されたことに繋がったと考える。 

 第三に、Ｔの指導は、石村氏が自閉症児であることを強く意識し、得意・興味を活か
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し活用したという点で 2E 教育的なものであった。石村氏と両親の歩みを受け止め、そ

の特性に配慮しながら、版画と絵画で石村氏の力を引き出す指導を模索し、自己肯定感

の向上にも極めて重要な役割を果たしたと言えよう。 

 第四に、臨床美術の視点からすれば、様々な要素に注意して彫り進めなければならな

い版画は、石村氏の脳の意識レベルを高い状態に保つことにつながった。そして、生き

物に対する強い愛情の気持ちや感情を表す術となり、言葉のような役割を果たしている。

同時に、石村氏は動物を描くことで、両親に対する愛情をも表現していると考えられる。

石村氏は作品で自身の心を表現しており、それが見る人を共感させ感動させるのだろう。 

早期療養、基本的な生活習慣や態度を身につけさせるための毅然たるしつけ、興味あ

るものへの尊重、自分をありのままに表現出来る美術との出会い、自閉症の特性に配慮

した美術指導、これらは発達障害の子どもに対する療育と指導の在り方に大きな示唆を

与えるものである。 
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