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Abstract

  From 2016 to 2017, we changed the syllabus of "Horticultural therapy practice I ・ II". Those were one day 
experience at the day service center “SEIKO UDOKU SHYA” and support experiences of making turf dolls and 
pressed flower pictures at the elderly health care facility. Students learned that horticultural therapy was to 
spend happy time and to maintain and improve physical and mental functions under good communication through 
plants. A turf doll craft is to enjoy the growth of turf grass. There are many working steps and it is easy to 
evaluate the physical conditions of the clients. A craft of pressed flower by using dried living plants is an activity 
to evoke the creativity and the sensibility such as beauty, and to move the emotions.

要　　旨

　2016年度から2017年度にかけて、「園芸療法実習Ⅰ・Ⅱ」のシラバスの一部を変更した。それらは、デイサービス
センター“晴耕雨読舎”での終日体験、介護老人保健施設における芝人形、押し花絵製作支援体験である。学生は、園
芸療法とは植物を介した良好なコミュニケーションのもと、幸福な時間を過ごし、心身機能の維持・改善を図る療
法であることを体得した。芝人形とは生きたシバの生長を楽しむクラフトであり、作業工程が多く、クライアント
の身体評価が容易である。生きた植物をそのままに乾燥させた押し花絵製作では、創造性や美しさといった感性を
呼び起こし、心を揺り動かす活動となっていた。
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Ⅰ　はじめに

　甲子園学院の初代理事長・学院長であった久米長八
が高等女学校校長であった頃の校長室には、農業教育
の創始者ともいえるペスタロッチ（1746-1827）の大き

な肖像画が掛けられており、長八は、「わしは、ペスタ
ロッチのようになりたい」と語ったという（甲子園学
院 1987）。
　甲子園短期大学は1964年に創設され、創設以来人間
教育の一環として園芸に取り組んでおり（土橋 2013）、
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園芸実習場は2002年に改修され、園芸療法にも利用で
きるイネーブルガーデンとなっている。具体的には、
実習場に入って正面にあるパーゴラから東側に、高さ
45㎝、60㎝、90㎝の3タイプのレイズドベッドを備え
ている。これは、成人のみならず子どもや、車イスな
どでの作業にも対応するためである。レイズドポンド
では、水生植物などの水生生物も観察できる。パーゴ
ラは直射日光を緩和し、パーゴラに掛けられたハンギ
ングバスケットの花々がちょうど視線の先に見える。
また小道では、路面をチップなど数種類の資材で被
い、踏んだときの心地よい感覚を味わう工夫がなされ
ている。植栽以外の通路はすべて舗装され、車いすな
どで回ることができるユニバーサルデザインになって
いる。
　その他、パーゴラから西側には花壇、約500㎡の芝
生、ハウス、畑があり、門の正面奥には栽培温室、倉
庫、太陽光発電装置を備えた講義棟（講義室2室）、ト
イレ（身障者対応）、準備室が設置されている。
　2002年の園芸実習場の改修後は、園芸福祉・園芸療
法を担う人材の育成のための利用が、使用目的の一つ
となっている。
　本学の園芸療法士を取得するためのカリキュラムで
は、植物を介したおもに健常者の幸福を目指した園芸
福祉および、障害をもつ、ないしは治療を必要とする
方への園芸療法的な対応の双方を学ぶことができる。
保育士や幼稚園教諭を目指す幼児教育保育学科にも、
介護福祉士を目指す生活環境学科にも、園芸療法士の
資格取得のための履修科目は就職後に必要とされる知
識や技能を習得することができるという点で、受講す
ることが望ましい科目である。
　2016年度より園芸療法士資格にかかわる授業科目の
シラバスを見直し、適宜変更を行ってきた。Ⅱ回生が
履修する「園芸療法実習Ⅰ」および「園芸療法実習Ⅱ」
のシラバスは、2015年度まで情報の収集と整理、園芸
療法の手順と進め方、園芸療法プログラムの実践およ
び作成と考え方、対象者理解のためのロールプレイン
グ、園芸療法実践空間の設計、効果の評価、実践施設
の見学（年2回）（土橋 2011）からなっていた。2016年
度からは施設見学を施設実習に変更し、より実践力を
高めるシラバスへと改変した。改変初年度の2016年度
には施設実習を1回、2017年度には4回行った。シラバ
ス変更に伴う学生への教育効果を検証するとともに、
この変更により追加した園芸療法に用いた芝人形製作
および押し花絵製作プログラムの特性を報告する。

Ⅱ　調査方法および材料

1．シラバスの変更点
（1）園芸療法実習Ⅰ
　園芸療法実習Ⅰは前期に2コマ続きで行われる。
2016年度以降に変更したシラバスのみ列挙する。①

「関西ろうさい病院」の園庭見学月を早めた。②施設実
習を行った。具体的には、近隣の介護老人保健施設を
実習先に選定し、施設との協議のうえ、7月の実習で
は芝人形の製作支援を行った。実習で使用する芝人形
は、シバの若葉を髪の毛に見立てるため、実習予定日
の1か月前にシバを播種後、頭部を製作し、シバが数
㎝伸長した3週間後に胴体と装飾品をペットボトルと
フェルトで準備した。施設実習に備えて障害の理解、
クライアントの対応に関する講義のほか、クライアン
トの評価項目の確認、園芸療法プランの作成、クライ
アントと支援者に分かれたロールプレイングを行っ
た。クライアントの評価には、グラス・ガーデン（ラ
スクインスティテュートにあるセラピー・ガーデン）
が用いている園芸療法評価項目とプロトコルを使用し
た。施設に持っていく準備物はロールプレイングで気
が付いたことなどを参考に学生が話し合いのもと用意
した。実習の振り返りとして、レポート、クライアン
トの評価表、園芸療法プランのほか、学生に模造紙に
発表内容を記述させ実習に関する報告を課した。

（2）園芸療法実習Ⅱ
　園芸療法実習Ⅱは後期に2コマ続きで実施される。
2015年度のシラバスを大幅に変更し、後期では実習を
3回実施した。①本学の非常勤講師である石神洋一先
生の運営するデイサービスセンター晴耕雨読舎へ9月
中旬に5名ずつ10時から15時まで訪問し、クライアン
トとコミュニケーションを図りながら農作業の支援を
行った。②前期に訪問した介護老人保健施設に再度出
向き、クライアントを変えて押し花絵の製作支援を
行った。実習に際して押し花の押し、押し花の準備、
準備物の確認、園芸療法プランの作成および確認を
行った。③2016年度に園芸療法実習で訪問した介護老
人保健施設に、押し花絵の製作支援に出向いた。②と
同様に準備を行い、手順の確認を行った後支援に入っ
た。①〜③では、前期と同様に、実施後のレポート、
クライアントの評価、園芸療法プラン、模造紙に発表
内容を記述させ実習に関する報告を課した。
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の方が利用している。NPO法人の理念は、「生きる力
を応援する」「人・心・命を大切にする」であり、デイ
サービスセンター晴耕雨読舎では、上記の理念を自立
支援、人と心を大切にする、人だけではなく周りの植
物や、生き物も含めた命すべてを大切にすると解釈し
て実践している（石神 2013）。
　楽しいこと、やりがいのあることを通して心身を活
発に動かして、現在できていることはそのままできる
ように機能を維持し、少しでも心身の機能が改善する
ようにする、つまり「生きがいづくり、心身機能維持・
改善」に園芸療法を活用している。デイサービスセン
ター晴耕雨読舎が介護施設として担っている役割のう
ち、以上の「生きがいづくり、心身機能維持・改善」に
ついて学生は学ぶことになる。
　学生は、Ⅰ回生前期に「園芸療法論」を学び、園芸療
法の概念を学習している。しかしながら、スタッフと
クライアントとのコミュニケーションを身近に見なが
ら園芸療法が実施されている様子を見るのは初めてで
ある。
　まず施設を訪れると、建物、畑などが目に付く。実
習後の学生のレポートには以下の記述がみられた。

「緑に囲まれすぐ横を川が流れ、せせらぎの音が心地
よい自然豊かななかに、木のぬくもりのする明るい感
じの開放的な建物があり、外に出ると畑がすぐにある
ような環境の整った場所だった（第1表）。」
　石神先生の講義を受けた後、実際の畑では、「クラ
イアントに個別の区画があり、責任をもって種から育
てることで愛着が湧くのかなと思った。じょうろは水
場の近くに置いてすぐに使えるようになっていた。」

「畑では自分で育てる経過を楽しんでもらうようにし
ている。そこで個人のレイズドベッドを多く設置して
いた。」「クライアントのスペースにそれぞれ名札が立
ててあった。何を植えたか分かるようにスタッフがプ
レートに植物の名前を書いていた。」それは、「クライ
アントもスタッフも周知する意味もあるのだと思っ
た。」「植物は昔から馴染みのある丈夫なものを育てて
いる。一年を通してカリキュラムが組まれており、雨
天時や寒い時期にはハウスを利用して」通年で園芸を
楽しむことができる。
　作業が進んでくると、「作業の合間に休憩できる、ク
ライアント同士の憩いの場になるスペースがあった。
ベンチなどほっと一息つける場所が大切と感じた。」

「畑で必要な道具は畑の中央付近にまとめて置いてあ
り、道具と大きな看板があった。」「道具はきちんと分

2．調査方法および材料
　園芸療法実習ⅠおよびⅡを履修した10名の学生のレ
ポートおよび発表時に記された文章から内容ごとに分
類、整理した。

Ⅲ　結果と考察

1．関西ろうさい病院見学
　関西ろうさい病院では、2004年に約2750㎡の敷地に
急性患者のための癒しの庭であるホスピタルパーク
“いぶきの園”を開設した。患者および病院への来訪者
だけでなく、地域の憩いの場所として利用されている

（浅野ら 2011）。
　2016年度の訪問は7月であった。気温は高く日差し
も強く花数は少なかった。2017年度では、今後複数回
の実習を行うためには訪問を早める必要があると考
え、4月に当病院を訪ねた。ヤマザクラを始め、開花
している植物は多く、気候も穏やかで、治療中の合間
のひと時を過ごす庭の意義を理解するにはよい季節で
あった。学生のレポートには園芸療法が目指す庭の在
り方が理解できたとあり、授業のねらいはおおむね達
成できたと考えられる。また今後の園芸療法実習の授
業の動機付けにつながると期待された。
　学生のなかには、見学後も自主的に訪れて植物の変
化、ボランティアの動きなどを調べた学生もいた。4
月に学外実習に出ることは、計画立案を合わせて性急
なスケジュールになるが、学生の意識付けとして有効
であったと考えられる。

2．デイサービスセンター晴耕雨読舎の終日体験
　2016年度では、10月中旬にデイサービスセンター晴
耕雨読舎を訪れ、午前中だけ滞在して利用者（以後ク
ライアントという）とコミュニケーションを図った。
2017年度は、デイサービスセンターにおける園芸療法
の実践全体を把握する、また秋作の準備体験という2
つの目的のため、夏休み中の9月に訪問することにし
た。学生は、クライアントの滞在時間に合わせてほぼ1
日滞在した。学生は、午前と午後の各1時間、クライア
ントの農作業を支援し、それ以外の空き時間はスタッ
フの指示を仰いで農作業などを行った。
　2007年に開所した、NPO法人たかつきが運営する
デイサービスセンター晴耕雨読舎は、約300坪の畑、
花壇を付設する施設である。要支援1〜要介護5の認定
を受けた高齢者を受け入れており、おもに認知症、高
次脳機能障害、脳血管障害の後遺症、引きこもりがち
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伝わないようにしていた。」「体調に合った作業を提案
していた。少し離れた畑に行くときにはスタッフの人
数、クライアントの健康状態などを把握して行くよう
にしていた。」「クライアントの作業に共感していた。」

「スタッフは手持ち無沙汰に畑を歩いているクライア
ントの姿を見かけると、あそこのシャベルを取ってこ
こで〇〇しましょう、とさりげなく作業を勧めた。勧
め方が自然で違和感がない。」「スタッフは必ずクライ
アントが目の届く場所にいた。」「クライアントとたく
さんコミュニケーションを取って信頼関係を築いてい
た。」「がんばりましょう、ここはお手伝いしますよ、
などの声掛けをクライアントに行っていた。」
　学生達は、スタッフが人間関係を大切にしているこ
とを感じ、コミュニケーションを大切にしながらクラ
イアントの自立を促す様子を見ていた。

けられ、見やすいよう、取り出しやすいようにして
いた。はさみのように危険なものはぱっと見て数が確
認できるようになっていた。」「サポートがなくても自
ら収穫できるようなイラスト入りの説明書きが作物の
横に掲げてあった。」「段差はなく、ユニバーサルデザ
インになっていたし、つまずきの原因になる通路の
ちょっとした雑草も除去する」ことも理解できた。
　スタッフについては以下のように記述していた。

「挨拶をしたとき全体の雰囲気がいいと感じた。」「ス
タッフがクライアント一人ひとりの体調を確認してお
り、水分補給をこまめにしていた。必ず帽子をかぶる
ようにして直射日光を避けていた」と、安全に気を配
る様子を見ていた。さらに、「それぞれがやりたいこと
をスタッフが一緒に考え、支え、自己選択を最重要視
していた。スタッフはクライアントができることは手

第1表　デイサービスセンター「晴耕雨読舎」実習後の学生のレポートにみる気づき
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くなる、という話も聞いていたのでクライアントの認
知の状態に改めて気が付いた。」
　学生は、「実際に認知症を患っておられる方と園芸
を通して関わりあう中で、尊敬の心をもって接するこ
とで見え方が変わってくる」と感じていた。
　学生が体験で学んだことは以下のとおりである。

「手伝うことを考えるのではなく、一人ひとりが楽し
めるように配慮することが大切だと思った。したい
ことを自分で決めて自分ですることはとても良いこと
だと思う。何より自分がやっていて一番楽しいと思っ
た。」「作業はクライアントが自然と体を動かすことに
繋がっていた。うまくできなくても見守り支援するこ
とで訓練機会を大切にすることに繋がる。」そのため
にも、「クライアントの言外の思いにも気づくような
信頼関係や援助の質が問われる」と感じた。
　心がけたことは、「話しかけるときは大きな声で
ゆっくりと話す」、「あえて作業の手を止めてクライア
ントの話を聞くことが大切と感じた。そうすることで
クライアントとの関係が良い方へ構築されていく。」

「石神先生から、黙っていても会話が成立することも
ある、という話を思い出し、会話がないときもできる
だけ笑顔でいるようにした。」「初めて会うクライアン
トにどう接してよいかわからないので、ゆっくりとク
ライアントを観察しながら話をした。クライアントの
全体を把握し、手や足、指や言葉など、細部を見るよ
うにした。そうすることで、クライアントの助けが必
要なことが見えてくるように思う。」
　初めてのことなので反省点もある。「クライアント
から話をしてくださったのに、自分から話題を振れな
かったのでもっとコミュニケーションを図ればよかっ
た。園芸療法ではコミュニケーションがとても大事だ
と感じた。」「作業に手を取られてしまい、クライアン
トと向き合って話をすることが少なかったかもしれな
い。寄り添っていけるようにすることが大切だと学ん
だ。」「やりますではなく、一緒にしてもいいですかと
クライアントの仕事を分け与えてもらう声掛けがかな
り言いにくく、前期の芝人形の支援の声掛けよりも難
しかった。」
　施設では、「心が動いて身体が動くことに重点を置
いていた。心と身体が元気になり介護予防や機能回復
に繋がる。自分でできることは自分でしてもらうとい
う姿勢がよくわかった。」「自発的に作業をするように
仕向けてできた満足感を味わえるようにすることは保
育にも繋がると思った」と、自分に引き寄せて考えた

　学生は、帰り際に建物の梁に作られたツバメの巣
に「ようこそ」の看板がかけられていたことに気づく。

「日常の些細なことも大切にしている気持ちがスタッ
フのポスターで伝わり、心が温かくなった。」「自家製
の味噌で作った味噌汁を昼食時にいただいた。とても
美味しかったのを覚えている」と、スタッフの心の細
やかさ、温かさに気持ちが動かされ、「スタッフとクラ
イアントとの距離が近いと感じ」ていた。
　では、クライアントについてはどのように見えただ
ろうか。「とても楽しそうに自然に触れていた。」「とて
も明るかった。生き生きしており、年齢を伺わせない
元気な姿をしていた。」「自らすすんで畑の作業や収穫
をしていた。クライアントは作業に対してやる気があ
るし、楽しそうであった。ここに来たら何かしら仕事
がある、と自分のペースで作業をしていた。」「種まき
から収穫まで楽しみがわく、喜びは大きいと、自分た
ちの収穫を楽しみにしておられた。」「自分のしたいこ
とをできる範囲で楽しく行っていた。助けが必要かと
思われる場面でも自分で工夫してどうにかできるよう
にしていた。片手で器用にされますね、と言葉かけを
すると、長い間この体と付き合っているからと語り、
こんな風にするのよ、といろいろ話してくれた。嫌だ
わ、と言いながらも自分の体をどのように使えばこの
作業ができるかと考えているのだと感じた。」「少し離
れた畑に行くときも自ら必要な道具を持って向かう姿
があり、自分のしたいことを行動に移すとはこういう
ことなのだと実感した。」「畑仕事は手馴れていて作業
に集中して没頭する姿がみられた。作業のスピードが
速かった」と、どの学生も積極的な姿でクライアント
を捉えていた。
　畑ばかりでなく、「ここで行われる文化祭のプレゼ
ントを手作りで作っており、畑の作業のみならず大工
仕事や水彩画もしていた」ことに気づき、好きなこと
に自由に取り組むことができることを理解した。
　学生は、ほとんどの方が認知症であることをあらか
じめ聞いていたにもかかわらず、畑仕事では観察でき
なかった所作を以下のような場面で気づくことにな
る。「さっき一緒に掘った人だよね？違ったかな、と記
憶に自信がないような聞き方をされた。そうですよ、
と明るく応え、私も人の顔を覚えるのが苦手で保育園
実習でも子どもの名前を間違うことがあり苦労してい
ます、と話すと、笑ってくれて場が和んだ。」「手を洗
いに行ったクライアントは洗面所で手を洗うことを忘
れていた。石神先生から何をしたらよいのかわからな
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けた。少しずつだが、「お花かわいいね」、「この花は
何？」と、興味を持ってくれた。花を選ぶ際に「何か
好きなお花はありますか」と尋ねると、昔庭で園芸を
していたと話された。ツバキやマツを育てていたが家
の事情で全部撤去することになり、大切に育ててい
たのでとても悲しいと言われた。それからは、何か質
問をする度に昔の園芸をしていた話につながっていっ
た。話をする度にどんどん悲しそうな顔になってしま
うので、「でも、この押し花は色も形もそのまま作った
ままの形で残りますよ」、「今日素敵な作品を作ってい
い思い出をつくりましょうね」と声掛けを行い、でき
るだけクライアントに楽しんでもらえるように心がけ
た。1枚目を作成しているときは、早く終わりたそう
にしていた。押し花ができあがって周りの人に「すご
く上手にできましたね」、「色の使い方が素敵ですね」
と褒められると、とても素敵な笑顔で嬉しそうにして
いた。2枚目作成のときには、色画用紙を選ぶことか
ら花の配置、花の種類にこだわりをもって押し花絵を
作成していた。花を選ぶ際は、モミジとパンジーをよ
く選んでいたのでお好きなのかなと思った。モミジの
大きさやパンジーの色を選んでもらうときには、私の
手の上に同じ種類の花や大きさが違う花をのせて比較
しやすいようにした。ボンドを使用するときは両手を
使って、丁寧に薄く延ばしていた。終わったときには、

「これ、持って帰っていいの？ありがとう」と、笑顔で
言われた。よかったなと感じた。
　どのクライアントもコミュニケーションが上手で意
欲的であるとは限らない。根気よくクライアントに接
していくうちにクライアントの過去の思い出が影響し
ていたことに思い当たった学生は、押し花絵はこれか
らも残る、いい思い出ができるとポジティブなアドバ
イスができた。クライアントの心に寄り添った結果の
発言であったと考えられる。

　事例2　女性　94歳　運動機能では適度な援助が必
要。身体・知覚能力では正確に押し花を置くことに適
度な援助が必要。社会的相互関係では聴覚障害があり
最大限の援助が必要。コミュニケーションをとる、グ
ループに溶け込む、質問に適切に答える、分かるよう
に話ができる、身体の状態を具体的に話すことができ
るについて最大限の援助が必要と判断。
　最初、テーブルを挟んで向かい合わせに座ってい
た。お声を掛けてもまったく返答がなかった。作業の
説明ができないのでクライアントのすぐ傍まで行き言

学生もいた。
　後日の討議の際、石神先生から受けた注意事項を
しっかり守り、サポートの際、何かあっても手を出さ
ず、スタッフを呼んだ学生は、「資格がないことでその
場でできる援助に限りがあることが残念」という発言
をした。
　以上から、園芸療法を実践するデイサービスセン
ターを訪問したことで、相手に寄り添うこと、コミュ
ニケーションをとることが何をおいても大切であると
いうことを認識した点で大きな成果と考えられる。そ
して、自然が豊かで、高齢者にやさしいデザインであ
ること、スタッフが理念をしっかり把握して対応して
いたこと、手作りの食事が振舞われ、食と栽培が連
携していたことに気づいたことも成果として挙げられ
る。心身機能の維持・改善について把握することは1日
という物理的制約上難しかった。今後改善したい。

3．押し花絵における学生の対応
　2017年度新たに伺うことになった介護老人保健施設
では10月に、昨年来訪問している介護老人保健施設で
は11月に押し花絵支援を行った。介護老人保健施設と
は、自宅に戻る、あるいは別の施設に転居することを
目指した施設であり、リハビリテーション病院と終生
居住する老人ホームとの中間的な位置付けとされる。
実習で訪れた両施設とも、ほとんどの方に認知症はみ
られるが作業に関心をもたれた、あるいは作業遂行が
できると判断されたクライアントが選定されていた。
以下、学生が11月の実習についてレポートに記述した
クライアントとの応対内容である。

　事例1　女性　90歳　運動機能は最小限の援助で遂
行が可能。身体知覚能力は自立。社会的相互関係はコ
ミュニケーションをとろうとする、質問に的確に答え
るには適度の援助が必要。他人とのコミュニケーショ
ン、グループに溶け込むには最大限の援助が必要。認
知能力は、口頭および実地説明による2つ以上の指示
には最大限の援助が必要。1時間の集中力の維持、別
の作業に移るには適度な援助が必要と判断。
　最初に、「今日は押し花って知っていますか」と尋ね
ると、「聞いたことはある。けど、あまりわからない」
と、おっしゃった。あまり心を開いてくれず、押し花
にも興味を持ってくれなかった。「押し花はこんなに
も簡単に作れますよ」、「よろしければご一緒に作って
みましょう」と、アクションにつながるように呼び掛
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砕いて対処していった。結果、クライアントの言動の
変化を的確に見出し、作品の完成に導くことができた
と考えられる。クライアントは、よい時間を過ごすこ
とができたことに満足した。
　以上をまとめると、植物のもつ美しさを押し花に留
めて、クライアントの美的感覚を呼び起こし、周囲の
評価を得ながら心地よい時間を過ごす、気持ちが動い
て体も動いた、その過程が押し花における園芸療法の
効果、醍醐味であるといえよう。

4．園芸療法における芝人形と押し花絵の特性
　2017年度の施設訪問時のプランに芝人形の製作を取
り入れた。芝人形の製作を施設との交流に使用した農
業高等学校の生徒は、「お年寄りに分かりやすく教え
ることができたか不安でしたが、みんなとても上手
に、とても楽しく作ってくれたので、ひと安心しまし
た。人に分かりやすく教える楽しさ、すばらしさを知
りました（高松農業高等学校、2017）」と、感想を記し
ている。本学での製作支援においても同様にクライア
ントに大変喜ばれた。
　第2表に芝人形および押し花絵プログラムの事前準
備と留意点を示す。芝人形および押し花絵ともに試作
をして準備にかかった。試作を行うことで手順の確
認、および難しい部分、気をつけないといけない部分
が明確になった。前期に実施した芝人形の支援では、
初めての実習ということもあり、支援者とクライアン
ト、記録者の3人1組で役割を交代するロールプレイン
グを行った。その際アイマスクや重りを身につけて障
害の理解の一助とした。学生は、クライアントの気持
ちがわかることで実施の手順や声掛けの仕方の工夫が
わかると評価していた。押し花絵の際も、ロールプレ
イングおよびグループでプランについてディスカッ
ションを行った方がよいと考えていた。この点は次年
度の課題である。
　いずれの実習においても、当日学生は、「耳が聞こ
え難いことを考えて大きな声でゆっくり自己紹介を行
い、初対面の方なので不安をもったり怖がったりしな
いように優しくゆっくりと笑顔で話し、製作に最後ま
で頑張れるように共感したり励ましたりして一緒に関
わった。」
　クライアントの反応について、学生は以下のように
記述した。押し花絵製作のときの方がコミュニケー
ションの取り方も進め方もスムーズで表情もよかっ
た（学生S）。芝人形も押し花絵も完成した作品を見た

葉がけをしても会話のキャッチボールはできなかっ
た。そのとき、聴覚障害があることがわかった。そこ
で最低限の作業の内容を伝え、できるだけ大きな声で
はっきりと言葉かけをするようにした。説明の用紙を
見せて実物を見せて説明をした。反応があまりみられ
ず、理解されたのか不明であった。色画用紙の色を選
んでもらうとき、最初は5枚を並べて「どれがいいです
か」、「どの色がお好きですか」と聞いたが、選ぶこと
はできなかった。そこで2枚に絞って「どっちがいいで
すか」と聞いても、選ぶことはできなかった。仕方が
ないので、私が花に合いそうな色画用紙を選択した。
あまり自分の意見を言わないのか、考えることをあき
らめてしまったのか、考えられないのかはその時点で
はわからなかった。
　花を実際に色画用紙に乗せていくと、「いいわ」、

「こっちを下にして」、「虫が食べたみたい」と、葉っぱ
を見ながら言葉を発した。こうしたいという思いが出
てきたのだと思った。色を選択せずにいた気持ちが
動いてきているなと感じた。最初の挨拶時から左手
にポーチを持っており、左手で押し花を扱うことはな
かった。1枚目ができあがり、2枚目を製作するときに
ポーチから手を離し両手で作業をするようになった。
右手でつまんで花を置く作業から、右手でつまんで左
手に持ち替えて向きを選んで置くという作業をするよ
うになった。
　花をつまむとき、何度も空をつかむような仕草をし
たので、目も悪いことがわかった。遠近の感覚が取れ
ないと感じた。どうすればわかりやすいか、どうすれ
ば作業がやりやすくなるか考えた。花のすぐ後ろに手
を添えることにした。手を添えることで、花の後ろに
壁ができ、遠近の感覚がつかみやすくなるのではない
かと思って試すと、クライアントは、空をつかむこと
なくスムーズに作業をするようになった。
　「いいわー」、「この色がいいわ」、「ここにもっと葉っ
ぱが欲しい」、「こうしたらもっとよくなる」など、意
欲的な言葉が出るようになった。やってみよう、こう
したい、すてきだ、きれいだ、いいのができたと、気
持ちが前向きになっていく過程が園芸療法の大切なこ
とだと思った。
　学生は、デイサービスセンター晴耕雨読舎の訪問時
クライアントに十分寄り添えなかった反省もあり、ク
ライアントの動作や表情をよく見てクライアントの理
解を深めようと実践していた。今回、聴覚障害、視覚
障害に早く気が付き、やる気のない態度に対して心を
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がった。押し花絵プログラムでは、できあがりの達成
感や喜び、楽しさは大きいという特性を持つことがわ
かった。製作時期についても、各季節の花々をその時
期に押しておけば年中製作可能であり、押し花を利用
したさまざまなクラフトを製作することもできる。
　芝人形と押し花の大きな違いは、生きている植物を
用いているか否かということである。芝人形では、土
を触ることが困難なクライアントに室内で水耕栽培を
体験させ、生きた植物を観察していただくプログラム
であり、園芸療法本来の意義をもつ。今回は、顔や胴
体に貼り付ける部品（フェルト）を大きくして指先の
不自由な方にも製作可能な方法を講じた。
　押し花絵と比較すると、できあがりは押し花同様大
変喜ばれた。ただ作業工程が多く、選択できるよう
に各パーツを2種類用意したが、選択の幅は大きくな
かった。自身の作品をいつまでも眺めていたという感
動を伴った所作は、押し花の方が多かったといえよう。
　芝人形の実習は7月であり、学生にとって初めての
実習となり、学生の方にも緊張があったことは否めな
い。押し花絵では、同じ施設に10月に訪問し、さらに
11月に異なる施設とはいえ、同じプログラムで実施し
た。11月には、学生も慣れてきて、一対一で初対面の
方に支援を行うことに強い緊張はなかった。
　以上を考え合わせると、押し花絵が学生から大変評
価された背景には、学生側の要因も関係していたこと
は考えられる。

ときには好反応を示した。好反応が持続したのは押し
花絵の方であった。製作中の意欲についても押し花絵
の方が高く感じられた（学生N）。やる気や楽しまれて
いる様子は、どちらも変わらないと感じた。芝人形は
まったく初めてという方が多くてどのようにできてい
くのか想像しにくい部分があったのではないか（学生
T）。押し花絵の制作中に楽しい楽しいと言われるの
でどこが楽しいのかと尋ねて、“自分で選ぶ作業が楽
しい”のだとわかった。3枚製作した後に「冥途の土産
にする！」と言いながら仕上がったものをずっとずっ
と眺めていた（学生Ko）。「どうすればいい？」と自信
無げに相談されたクライアントは、3枚目からは花を
置いて横に置き、次の押し花へと進み、前の押し花で
置いた花を交換したり、取ったり置いたりと、押し花
絵に夢中になった。ついには「お花が欲しい、緑の葉
が欲しい。」と言われ、私が他の方から頂きに回り、と
うとう6枚も製作された（学生Ka）。
　以上より、押し花絵では、芝人形と比べると、意欲、
喜びを表出させながら製作にあたっていたことがわか
る。クライアント自身も押し花絵は日常生活で何度か
見た経験があったと考えられ、製作イメージがつきや
すかったのではないかと推察される。また手順の説明
を最初に丁寧に行えば、後の指示が少ないプログラ
ムである。作業工程が単純だけに創意工夫に意識が向
きやすい。台紙や押し花にバラエティーをもたせ、選
択の余地を大きくするとさらに大きな製作意欲につな

第2表　芝人形と押し花絵プログラムの事前準備と留意点
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た。前回までの実習での経験があってこそと思う」「作
業を進めることに使っていた力を園芸療法が生み出す
力を引き出そうとする意識に使えるようになった。」
また、「園芸療法とは人と関わることから始まる、園芸
療法を展開していく人に関わる力がなければ園芸療法
の力は発揮されない」と、述べている。
　昨年より訪問している介護老人保健施設のスタッフ
から、「昨年に比べてクライアントの笑顔も素晴らし
く、作品も押し花を重ねていたり、配色にこだわりが
みられたりして、よい作品になっていますね。今年の
学生はこなれていますね。対応がとてもよい」と、評
価をいただいた。シラバスの変更についておおむね目
的は達成され、教育効果は得られたと考えられる。今
後は、芝人形、押し花絵ばかりでなく他のプログラム
についても検討し、特性を検証していく予定である。
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　押し花絵プログラムでは、製作の都度、製作時の意
欲、関心の程度を評価することができると考えられる
一方、芝人形のプログラムでは、指示の再現ができる
かなど、クライアントの状態を評価することが容易な
プログラムであると考えられる。たとえば、夏から秋
であればシバの生長時期に当たり、3か月間の園芸療法
プログラムの効果の検証に用いることも可能であろう。
　以上の芝人形と押し花絵について、園芸療法におけ
る特性を第3表にまとめた。

Ⅳ　おわりに

　2017年度は、2016年度から始めた園芸療法実習Ⅰお
よびⅡのシラバス変更の検証の年と位置付けた。園芸
療法を実践している施設を訪問し、学生はセラピスト
とクライアントの関係を現地で観察して、園芸療法が
人との関わり、自然との関わりと強い関連があること
を確認した。また、学生がセラピストの立場となって
一対一で対応し、実践力が鍛われた。実習こそ3回で
はあったが、最終回ともなると、学生は、「相手の反応
によって自身のモチベーションが変わることはなかっ

第3表　芝人形と押し花絵の特性と園芸療法時の利用法
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