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最近の研究
Recent Studies

• 社会包摂 Social Inclusion  
• ファシリテーション Facilitation Skills 
• プロジェクトデザイン Project Design  

• 評価 Evaluation  
• プロセス評価 Formative evaluation 
• 参加型評価 Participatory evaluation 

(http://www.sal.design.kyushu-u.ac.jp/publication/english/)



• 芸術文化が個人や社会にどんな変化をもたらすか？ 
What difference do arts and culture make to individuals and society?



認知症の人との芸術活動
Arts with people with dementia (PWD) 

• 芸術はどんなプロセスで認知症の人と介護者に影響を与えるのか？ 
What processes the arts affect PWD and their carers ? 

• どうすればポジティブな効果を確実に得ることができるのか？ 
How can we be sure to gain positive effects though such activities? 

認知症の介護者に影響を与えるプロセスと 
アートワークショップを成功させるコツを明らかにする 
Unveil processes of how the arts affect PWD’s carers  
and some strategies for successful arts workshops.

アクションリサーチ 
action research
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デイケアうみがめ Daycare Umigame (Sea Turtle) 

• 重度認知症の方を対象とした通所施設（福岡市東区） 

Day care facility for people with severe dementia  

(Higashi-ku, Fukuoka-shi)

結実企画  Musubi-kikaku (catalyst planner) 

• 認知症高齢者との演劇ワークショップ経験・実績が豊富 

Extensive experience in drama workshops with persons 

with dementia (PWD)



映像
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← スタッフ向けWS 
    pre-workshop     
    for care staff 
    (21 Oct, 2021)  

ワークショップ１ 
Workshop 1 → 
(25 Oct, 2021)

ワークショップ２ 
Workshop 2 → 
(8 Nov, 2021) 

←  ワークショップ３ 
　　Workshop 3 
      (29 Nov. 2021)



映像
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認知症の人の反応
PWD’s Response

ふだん見られない積極性 
Unusual voluntary action  

• 見立てで演技ができる 
Acting in pantmime  

• 失語症の人、聴覚に障害のある人 
Persons with aphasia and hearing impairment

日頃のケアを振り返るきっかけ 
Opportunity to reflect their care attitude



介護者の反応
Carers’ Reflection

ワークショップ２で問題 
Workshop 2 had a problem 

• アーティストの指示が断片的 
Fragmented directions 

• アンケートの文言 
Recurring questions in questionnaires

第３回のワークショップの内容を変更（共創、年末の風景） 
Changed the plans for Workshop 3 (co-creative, seasonal events) 



要点 Key point
認知症の人は、 

• 親しみのある場面であれば、また 
• 過去の経験に関連したものであれば、 

状況に反応して自発的に行動する。 

PWDs can spontaneously act in response to a given setting  

• if it is familiar to them,  and 

• if it relates to their life experience. 
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コツ１
Strategy 1

アーティストの
役割は、共創の
サイクルを回す
こと 

the role of the 
artist is to move 
the co-creative 
circle forward

アーティストの
働きかけ

Artists’ stimuli

想像
Imagination

記憶
Memory

発言・行動
Ideas/Performance

相互の関与・承認
Interactive engagement, 

Mutual recognition 

共創のサイクル
Co-creative Cycle



コツ２
Strategy2

• ワークショップの目標は、認知症の人の隠れた側面を明らかに
したり、創造的な潜在能力を引き出すこと 

The workshop objectives should aim to uncover hidden sides of 
PWD’s character and creative potential.



活動の分類 Classification of activities

介護 
Care

一般的なアート活動 
（レクリエーション） 

Arts in general 
(Recreational activities)

共創的アート活動 
Co-creative arts

コミュニケーション 
Communication

１対１ 
One to one

１対多 
One to many

１対１、１対多、 
多対多 

One to one, one to 
many, many to many

関係性 
Relationship

高齢者に寄り添う 
PWD is followed by 

caregivers.

アーティストが世界観を
提示 

PWD follow the artist.

相互的関与 
Interactive engagement



今回のまとめ Tentative Conclusion 
① Carers’ Attitude Change  

While the staff benefited from the 
workshops in terms of their own care 
attitudes, they experienced fears. 

② The role of the artists 
provide cues for PWD to use their 
imagination and access memories, which 
prompted co-creative cycles. 

③ Workshop Objectives 
should be set in a way that prioritizes 
PWD’s spontaneous expression, which 
reveals the hidden sides of their 
character and creative potential. 
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① 介護者の態度の変化  
日頃のケアを振り返る機会になると同
時に、恐怖感も抱く 

② アーティストの役割 
認知症の人の想像力を掻き立て、記憶
にアクセスできるようきっかけを与え
ることで、共創のサイクルを回す。 

③ ワークショップの目標 
認知症の人の自発的な表現を引き出す
ことで、普段とは違う側面を垣間見た
り、創造力を引き出すこと


