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要旨 

高齢者のためのコミュニティ･スクールを拠点として、将来の豊かな社会作りの担い手となる大学院生との協同により

「芦屋美術会」という美術研究会を組織し、芸術、特に視覚芸術の鑑賞とそれを介するコミュニケーションの実践、そし

てその基礎にある脳・心と芸術の関係についての学びの実践を行った。これを通じて「人間と芸術」に関する人文科学と

生命科学を統合的に学び、文化的で心豊かな生活のためのネットワーク作りと人材育成を実践し、その成果を社会に還元

する。これにより、地域社会の実情に応じた文化活動のシステムを構築するための市民活動モデルを提案することを目的

とした。 

会員は兵庫県芦屋市が主催する60才以上の市民を対象とした「芦屋川カレッジ」の学友会のメンバーで、特に美術に関

する強い修学意識を持つ者約20名だった。活動は芦屋市民センターにおける毎月一度の定例会（講義と、会員が設定した

テーマに関するグループワーク）と、およそ半年に一度のグループ発表、そして不定期の特別企画（講演会、美術館訪問、

バスツアー）を行った。 

会員は、きわめて熱心にグループテーマについて資料に基づいた調査・考察を行い、意見交換をしながら、高い研究成

果をあげた。これは、個人レベルでは出来ない美術研究であり、会員の満足度も非常に高い。活動の様子は芦屋川カレッ

ジ学友会のブログで詳細に報告され、学友会のサークル活動の中でも、 もレベルの高いものとして認識されている。 

 

Abstract 

We have practiced the study on the relationship between visual arts and brain as a collaboration of Osaka University staffs and 

alumni of the community school (Ashiyagawa College) which is for senior citizens of Ashiya City, Hyougo Prefecture.  The aims of 

this group (Ashiya Bijutukai) project are 1) to promote active and healthy lives of senior people with making local network to learn 

the visual arts and brain function in high level which is supported by researchers of neuroscience and arts, and 2) to propose a model 

of citizens’ activities matched with community environment. 

The project consisted with monthly meetings (lecture and group study) and special events (visiting museums or lecture meeting by 

art specialists).  The members enjoyed their study on the theme they chose and lectures, and strongly felt the significance of their 

studies.  This art group is recognized as highly intelligent and active among the alumni of Ashiyagawa College. 

 

１．はじめに 
日本は世界一の長寿国であり、高齢者が健康で文化的な

生活をすることが求められている。それを支援するために

自治体や大学などが生涯学習センターやコミュニティス

クールを作り、市民に学びの場を提供するとともに、参加

者同士の活動ネットワークづくりを行っている。 

兵庫県芦屋市は、芦屋市が市民センター（公民館）にお

いて「芦屋川カレッジ」1)を通年開講し、芦屋市の60歳以

上のシニア市民に広い分野の専門家を講師として学びの

機会を提供し、その修了者が学友会を組織し、文化・芸術・

生活・娯楽などにおいて様々のサークル活動を活発に行っ

ている。 

佐藤らは大阪大学医学系研究科で学生に対する教育お

よび視覚系の神経生理学研究に従事しながら、「ものを見

る脳の働き」について一般人を対象とした講演を数多く行

ってきた。特に 近では美術表現をする脳の働きについて

も研究している。佐藤は芦屋川カレッジの講師をしており、

特に美術に関心をもつ学友会会員に「芸術と脳」について

学ぶことを呼びかけた。これに応じて学ぶことに非常に熱

心なメンバー約20名が参加して「芦屋美術会」が発足した。 
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２．実施方法 
平成28年4月から2年間にわたり、毎月1度の定例会（金

曜午後3時間）と不定期の特別企画を実施した。この芦屋

美術会の活動は今後も継続する。 

定例会は主に、佐藤による「美術と脳」に関する講義と、

会員による特定の画家や美術ジャンルをテーマにグルー

プ研究を行い、会員は半年間の研究成果をパワーポイント

を使って発表した。また不定期の特別企画として、大学研

究者や芸術評論家による脳と美術に関するテーマの講演

会、学芸員による解説を伴う美術館・博物館見学や障がい

者アート施設の訪問ツアーなどを行った。 

また会員の期待、研究活動に関する意識・満足度を調べ

る目的で3回のアンケート調査を実施した。 

 

３．実施結果（活動内容） 
芦屋美術会の会員は発足当初18名（平均年齢70.6歳）だ

ったが、病気や諸事情により2年度終了時には13名（平均

年齢70.9歳）に減少している。 

 

3−1．平成28年度（表1） 
平成28年度の活動内容を表1に示す。 

 

表1．平成28年度活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定例会は主に、佐藤による「美術と脳」、「視覚」、諸美

術館に関する講義とワークショップ、会員による特定の画

家や美術ジャンルをテーマにグループ研究を行い、会員は

半年間の研究成果をパワーポイントを使ってプレゼンテ

ーションした。平成28年度前期は3グループで研究を行い、

1）ギュスターヴ・モロー、2）ピカソの美術の変遷、3）

美術と脳、がテーマであった。後期は、1）リーメン・シ

ュナイダー（その作品と生涯）、2）光と色彩、3）アール・

ブリュット（生のアート、アウトサイダーアート）をテー

マとした。会員は多くの図書やインターネット上の情報に

ついて自宅学習を行い、定例会でその結果を紹介・議論し

ながら成果をまとめていった。半年間の研究成果はパワー

ポイントのファイルにまとめ、スクリーンに内容を示しな

がら、極めて高いレベルの発表を行った。コンピュータを

使用した経験の無い会員も少なくなかったが、コンピュー

タとパワーポイントの使い方に関する講習も行い、会員達 再
校
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はグループメンバーの画像や文章を盛り込んだプレゼン

テーションファイルを自作することができるようになっ

た。 

また特別企画は、福のり子教授（京都造形芸術大学）に

よる対話型美術鑑賞の実践（ACOP鑑賞）2,3)についての公

開講演会、全盲の広瀬浩二郎准教授（国立民族学博物館）

企画の「無視覚流鑑賞術：バリアフリー美術館」の体験（兵

庫県立美術館）と討論、国立民族学博物館見学（広瀬浩二

郎准教授によるバリアフリー展示と解説、世界の民芸品に

関する学習）、障がい者アートのアトリエ（西宮市「すず

かけ作業所」）訪問、アールブリュットのさきがけとなっ

た画家アドルフ・ヴェルフリの作品展（兵庫県立美術館）4）

を河田亜也子学芸員の解説講演を受けて鑑賞した。 

 

3−2．平成29年度（表2） 
 平成29年度の活動内容を表2に示す。 

 

表2．平成29年度活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年度は数名の会員が休会、退会し、3名ほどの新

会員の参加があり、会員数が減った。しかし、前年度の経

験を踏まえて、活動内容は更に高度になり、また取り組み

についても会員の主体性が目立つようになった。 

定例会では佐藤が「共感覚とアート」、また「筋ジスト

ロフィー患者が遺した作品と原因遺伝子の変異」に関する

解説などを行った。佐藤は米国の画家アンドリュー・ワイ

エスの作品の特徴5）と日本画や浮世絵との関係について

数度の講義を行い、会員もワイエスに関する関心を深めて

いたが、佐藤が平成29年7月にアンドリュー・ワイエスが

制作活動を行った米国ペンシルヴァニア州とメイン州を

訪れて作品の制作現場とワイエスの家族や専門学芸員ら

と交流し、それに関する報告を行った。ワイエス作品につ

いての会員の印象については平成29年埼玉県朝霞市「丸沼

芸術の森」で開催された「ワイエス生誕100年記念フォー

ラム」において佐藤が行った講演「ワイエスが見ていたも

の、その表現」、「作品の舞台」において紹介し、好評を博

した。また定例会は2グループの構成で、前期のテーマが1）

ジョットとチマブーエ、2）画家の周辺：ダ・ヴィンチ、

セザンヌ、ゴッホとゴーギャン、マチスとルオー、モジリ

アーニ、後期は、1）岡倉天心とフェノロサ、2）琳派、を

テーマとした。いずれも非常に時間をかけた内容深いもの

であり、また資料収集やプレゼンテーション技術において

も向上が認められた。 

大学研究者など専門家による講演やワークショップは

佐藤らが依頼していたが、次第に会員が自主的に企画を提

案し、たとえば平成29年9月の滋賀県のアールブリュット

あるいはボーダーレスアートの美術館（甲賀市「やまなみ

工房」6）、近江八幡市「NO-MAミュージアム」7））見学バ

スツアーは、ツアー計画も美術館側に対する交渉も会員が 再
校
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行った。通常の美術展鑑賞ではなく、その制作現場見学や、

美術展を企画した学芸員らの解説を受けることは芦屋美

術会が組織活動として学習した技術でもある。それにより、

一般人の美術鑑賞より遥かに幅広いジャンル、そして画家

や作品の背景について深い学習が可能になったといえる。

これらの活動成果は、学友会のブログで詳細に報告され、

芦屋美術会の活動レベルの高さはよく知られるところと

なっている。 

 

3−3．アンケート調査 
会員の意識・満足度・活動の変化を知るために、美術会

発足時（平成28年4月）、初年活動終了時（平成29年3月）、

2年活動終了時（平成30年2月）に3回のアンケート調査を

実施した。発足時に実施したアンケート1は「芦屋美術会」

に対する会員の期待を調べる目的で実施した。このアンケ

ートの設問は、このプロジェクトの目的を考慮して作られ

た。また発足1年後（アンケート2）、2年後（アンケート3）

は、その期間の活動を経て、意図した効果が得られたかと

いう点と、会員の意識がどのように変化したかを調べる目

的で実施した。各アンケートの設問と回答の平均を表3、4、

5に示す。 

 

3−3−1．芦屋美術会に期待すること（アンケート1） 

アンケート1（芦屋美術会に期待すること）の結果を

表3に示す。 

 

表3からは会員の学習意欲の高さがうかがえるが、特に

「美術をより深く楽しみたい」、「専門家の講演を聞きた

い」、「美術と脳の働きへの興味」、「専門家の講演を聞きた

い」、「生涯学習には意義がある」などのスコアが高かった。

これらは芦屋美術会の中心的な目的となり、以後の活動の

原動力となった。 

 

 

表3．アンケート1（芦屋美術会に期待すること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4．アンケート2（活動1年後の意識） 
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表5．アンケート3（活動2年後の意識） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3−3−2．活動1年後の意識 

アンケート2（活動1年後の意識）の結果を表4に示す。 

 

アンケート2は、平成28年度の活動を顧みて、当初目的

が達成されたか、美術に対する意識や学習行動が変化した

かを問うものであった。どの項目についても高いスコアと

なっており、1年間の学習が充実していたことを示す結果

である。特に、「3．美術をより深く楽しむことが出来るよ

うになった」、「2．美術展や催しに出かける機会が増えた」、

「4．美術史について専門的な勉強をすることが出来た」、

「11．地域社会で生涯学習することは自分にも社会にも意

義がある」、「8．地域の同好会活動が大学と繋がることに

は意義がある」などのスコアが高かったことは、この美術

会の活動が、単なる美術鑑賞ではなく大学や美術館との連

携により、専門的克実践的な学びを実現していることを示

していると思われる。 

アンケート3（表5）は平成29年度の活動がほぼ終了する

平成30年2月に行った。アンケート2に比べ、全体的に平均

スコアが下がっているが、これは会員の入れ替わりがあり、

新会員は活動期間が短いため意識変化についての判断が、

初期から参加している会員と異なったのかもしれない。 

しかし、全体的には概ねポジティブな値であり、比較的

高いスコアを示した項目は「9．芦屋川カレッジが美術会

の母体になったことには意義がある」、「3．美術をより深

く楽しむことが出来るようになった」、「2．美術展や催し

に出かける機会が増えた」、「7．美術に関連する専門家の

講演を聴くことが出来た」、「8．地域の同好会活動が大学

と繋がることには意義がある」、「10．美術会の活動を通じ

て自分の活動が活発になった」などで、項目9の点が高く、

項目2、3、7、8、10の点がそれに続いた。 

 

４．考察 
芦屋美術会プロジェクトには非常に勉強熱心な会員が

集まり、主体的に活発な活動を展開している。その研究内

容のレベルの高さは、会員の努力によるものだが、大学と

の協同により可能になった、大学人、美術館、研究機関と

直接的な連携が可能になり、そのために美術鑑賞は深みを

増し、会員の活動についての満足感は強い。 

当然のことながら、高齢化や病気のために、休会、退会

する会員もあるが、会員たちは新たに築いたネットワーク

を通じて、美術を介する交流を深めている。これは健康寿

命を延ばしている日本社会の文化事業の成果として重要

と思われる。 

割合として少ない 男性会員にリーダーシップを発揮

する人があり、女性会員には、単なる活動記録ではなく、

定例会、特別企画で行われた内容についてさらに個人的な

文献研究などを加えて、読み応えのあるレポートをまとめ

る人がある。アンケート結果がいずれの項目にも高いスコ

アを示していることは、当初からの目標がほぼ達成されて

いることを示していると考えられる。 

2年間の活動を経て、「アンケート3、項目9」のスコアが

高かったことは、コミュニティカレッジで学ぶ人たちの中

に、受け身ではなく、主体的に専門的な学びの実践を可能

にする機会が与えられていることを更に活かして、「大学

院レベル」の美術体験に対する充実感を示しているものと

思われる。それにより、各地の高齢者コミュニティスクー

ルと大学・研究機関のネットワークの連携により、新たな

視点が生まれ、団体として可能になる活動を生み出す原動

力になっている。 

 

５．終わりに 
この芦屋美術会のプロジェクトは「大阪ガスグループ福

祉財団」による2年間の助成を得て、行われた。芦屋美術

会は、来年度以降も活動を継続していく予定であり、佐藤

ら大学人は研究者のつながりを通じて、市民による主体的

な活動をサポートする。「美術と脳」をテーマに、個人的 再
校
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な美術展鑑賞では体験できないレベルでの美術に関する

研究をし、会員の新たな人間関係を生み、文化活動を促進

した。それは高齢者の健康、さらに経済的な消費活動を推

進し、地域の活性化に繋がると考える。 
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