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農場の場を用いた作業療法
―ロイス・ヒックマンの実践を体験して―
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録

農場という場における作業療法について，ロイス・ヒックマン氏達の実践例を日本から訪ねた 7 名の発達障害
がある青少年達の体験を通して報告した。
子ども達にとって農場での活動は，多様な発達の側面を刺激する機能的で意味ある「真の作業」を提供する場
となっていた。それに加え，ゆったりとした時間の流れと豊かな自然，動物達との触れ合いや人との和やかな交
流が，子ども達をさらに癒したように思われた。
農場という場での作業療法は，植物や土壌，動物達がその土地の季節や気候と有機的につながり合う中で実践
され，これらを維持するために行わなければならない作業は無限に存在する。それを子ども達のニーズに合わせ
て自然にアレンジするところが作業療法士にとって重要な役割であると考える。

キーワード：発達障害，農場，自然，動物，作業療法
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に興味があり，知識も豊富だが，見通しのない活動に

１．はじめに

は不安が強くなり，何度も確認が必要となる。
作業療法は，日本では医療制度の枠組みの中に位置
付けられている専門職である。そのため，教育，福祉等，
医療の枠を超えた場での作業療法実践は日本において
は非常に困難な時代が長く続いた。しかし近年，遅れ
ばせながら日本においても，障害を抱えて生きる人々
の地域生活の支援の重要性が強調されるようになって
きた。このような時代の変化を反映して，障害がある
高齢者や子ども達に対して，作業療法士が地域での支
援に携わるケースも見られるようになってきている。
米国においては，保険制度の違いもあり古くから個人
開業や教育の場等，地域で作業療法士が活躍している。
作業療法概念の中核は，対象者にとっての「意味あ
る作業」をどのように的確に理解，把握し，その実現
にむけて対象者と協働することにある。その意味では，
作業療法の特性は対象者の地域での生活の中に，より
生かされる性質のものである。
筆者は長年発達障害がある対象者の多様なニーズに
直面し，彼らや彼らを取り巻くキーパーソン達の困り
感に直接手が届く支援のあり方を模索しながら活動を
続けてきている。そのような活動の一つとして，子ど
も達と共に，生活や活動を共にする小旅行の活動があ
る。このような活動は，参加者の社会に向けての生活
体験を豊かにするだけではなく，参加者の食事，睡眠，
身辺自立等の生活能力，行動や情動の調整能力，作業
能力，コミュニケーションや社会性の能力，興味等，
日常生活の上で欠かせない様々な能力の可能性や課題
を観察，理解し，直接介入できる良い機会となってい
る。そのような活動の中に，アメリカでの農場という
場を用いた作業療法に参加する活動がある。
今回は，この農場という場での作業療法を長年実践
し，
多くのセラピスト達に影響を与えているロイス・ヒッ
クマン氏の活動の一端について，この 8 月にアメリカ
旅行活動に参加した青年達の様子を通して紹介する。

以上 3 名が N 市からの参加，次の 4 名は H 市から
の参加であり，各々同じ地域から参加した者同士は以
前より交流はあったが，それ以外は初めて出会う関係
である。
・D 君（１８歳，肢体不自由児のための特別支援学校
高等部在籍）幼少期から失調が強く，徐々に車椅子中
心の生活になっている。知的な障害はないが弱視もあ
るため，読み，書きの困難さも抱えている。小学校時
代から特別支援学級在籍でその障害の特異性から生徒
は一人という生活が続いていた。家庭でも一人で過ご
す事が多く幼少期から友達がほしいとの希望が大き
い。
・E 君（１７歳，定時制高校在籍）小学校時代は通常
級在籍であったが，不登校気味となり，中学は特別支
援学級在籍となる。読書が趣味で，ゲーム等にも詳し
い。最近は本がきっかけで「死」について考えるよう
になり，死が怖いとの訴えあり。咳等の軽いチックが
よくみられる。
・F 君（１６歳，中学校通常級在籍）小学時代は多動
傾向が強かったが，現在は落ち着いている。若干「空
気が読めない」ための友人との小さなトラブルはある
が，自己イメージは悪くない。
・G 君（２０歳，作業所にて清掃業務に従事）非常に
真面目で作業所での仕事をしっかり行う為職員の評価
は高いが，そのためにストレスも大きく，手洗いとう
がい行動が頻発している。車や建物等にも関心がある
ため，家庭での理解，協力もあり，祖父と海外旅行を
2 度経験している。

３．ロイス・ヒックマン氏の農場について
ヒックマン氏の農場は，アメリカ，コロラド州デン
バーから北西に車で 45 分程度の小さな町ライオンに
ある。彼女自身も農場の中に住み，作業療法用の小さ

２．活動参加者について

な小屋の他，ウサギや鶏，ヤギなど様々な動物を飼い，
様々な植物を植えている。屋外に大きなトランポリン

・A 君（１７歳，進学指導色の強い高校に在籍）幼少
期から多動，衝動性が強く，感覚過敏もあって行動が
荒く，失敗に非常に弱い性格である。現在高校生活の
ストレスが大きく，家庭で荒れることが多い。
・B 君（１７歳，技能系高校在籍）小学校低学年時

を置き，自宅にはハープやピアノ等の楽器もある。ま

より A 君と共になごみの杜での活動に参加しており，
互いに相手をよく理解しあっている。幼少期は多動で
あったが，現在は覚醒がとても低く，学校でもよくぼー
としている。普段は無口だが化学系の領域に興味があ
り，話題によっては能弁になる。
・C 君（１７歳，特別支援の必要な子ども達が多く在
籍する私立高校在籍）電車やネット等，機械系の領域

た隣接する農場との間に小川が流れ，大木も茂ってい
るため，木登りや木にかけられた高いブランコ，筏等
もあって，子ども達が自由にこれらの環境に関われる
ようになっている。
事前に筆者はヒックマン氏達と簡単な子ども達の情
報とスケジュールの打ち合わせを行い，当日彼女は子
ども達に合わせて選んだいくつかの作業を，農場を案
内しながら紹介してくれた。作業の選択は，すべて子
ども達の自由意思を尊重した（写真 1, 2）
。
今回特に特別な作業として用意されていたのは，3
年前の大洪水で泥の中に埋まってしまった小さな物置
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いたが，すぐにコツをつかんで切り出した。そして大
量に切り出された葦は，午後に皆で考え工夫してカカ
シの材料として利用された。彼らが切り開いた小道は，
小川の上にかかった大きな木に吊り下げられたブラン
コがある農場に続いていた。
E 君，F 君は花壇作りの作業を選択した。やはり一
輪車で 10 センチから 20 センチの直径ほどの小石を花
壇の場所に運び綺麗に並べていた（写真 4）。

写真１

ロイス先生牧場での夕食カレー作り

写真４

写真２

葦を刈る

小屋の床のレンガを掘り出す作業であった。これを掘
り出して一輪車で運び，こびりついた土を落として整
理する作業をさっそく A 君，B 君，そして E 君が選
択した。A 君，B 君はせっせとこの重作業をこなし，
E 君はどっかと腰を下ろして丁寧にレンガの土を取り
払っては綺麗に積み上げていた（写真 3）
。

印象的だったのは，鶏小屋の掃除と卵取りの作業を
誰も選択しなかったことだ。鶏のくちばしが怖い子も
多く，さらに匂いがダメな子どももいるが，今回のメ
ンバーにもあまりアピールする作業ではなかったよう
である。しかしヒックマン氏は，「誰かがこの作業を
やらないと鶏は病気になって死んでしまうし，おいし
い卵も提供してくれない。農場にはこのように苦手な
ことでも挑戦しなければならない作業もある」と話し，
一人黙々と小屋の掃除を始めた。すると他の作業を終
わらせた子ども達が藁を運ぶ作業を手伝い始め，鶏小
屋もきれいに掃除された（写真 5）。

写真５
写真３

花壇作り

鶏小屋の掃除

レンガを運ぶ

C 君，D 君は背丈よりも大きく群生してしまった庭
の葦を刈り取って，元々あった隣の農場に続く小道を

仕事を終えると，子供達は自由にブランコに乗った
りバスケットボールで遊び始め，自然に交流が始まっ
た。特に車椅子の D 君と一緒に葦を刈った C 君は，

開く作業を選択した。D 君は地面に座り姿勢を固定し

D 君を楽しませようとつきっきりであった（写真 6）
。

て大きな鋏をどのように使うかしばらく試行錯誤して

また，最初は猫も怖くて触れることができなかったが，
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写真９

バスケットボールでの遊び

写真７

クック氏の庭

写真８

穴掘り

砂場整備

写真 10

野生の鹿の親子

写真 11

砂場に水を流す

G 君が大の動物好きとあって，G 君の様子に刺激され，
初めて猫を抱くことができた。

モや鹿が訪れる環境であった。私たちが活動を終えて
くつろいでいるときに，鹿の親子が庭を訪れ皆しばし

翌日はヒックマン氏の活動に共感して自宅でセラ
ピーを行っているクック氏の庭を訪れ（写真 7）
，A 君，
F 君は泥で荒れてしまった花壇の整備と金鉱（？）掘

動きと声を落として見入った（写真 10）。
各々の作業が終わると，皆でその成果を見て回り，
きれいに刈られた草から大きな花束が出来たり，砂場

り（写真 8）
，B 君，D 君は群生しているアザミに似
た花をつけた草の刈り込み，C 君，E 君，F 君はやは

の中からたくさんの宝物が掘り出され，やわらかく耕
された砂場では，井戸で水を流して水路を作って遊ぶ

り泥に埋もれた砂場の整備を選択した（写真 9）。クッ
ク氏は以前ラマを飼っていたが，今は土つくりのため
にみみずを飼って（？）いる他は，池や庭に野生のカ

方法を皆で見学した（写真 11）。また花壇には渦巻き
状の小道が整備され，終点には祈りの場所が設けられ
た。この庭の中を移動するために F 君は進んで D 君
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を提供し，彼らの生活に喜びや満足，信頼や責任，挑
戦といった感情体験を持ち込む。このような活動は感
覚統合の視点からみても多くの資源を提供する。動物
達の世話から提供される様々な感触やぬくもり，砂や
水等の豊かな触覚的体験を始めとして，多くの重作業
から得られる固有系の体験のほか，鳥のさえずりや小
川のせせらぎ，木々の風に揺れる音，木漏れ日の眩し
さや小川の輝き等，野外での活動には様々な感覚体験
に満ち溢れている。さらに，様々な器具の扱いや動物
の世話は，様々なレベルの行為機能やケアリングの体
験を提供する。
今回この活動に参加した子ども達の様子をまとめる
と，A 君，F 君は Heavy Work（固有系）の活動を好ん
で選択し，この旅で初めて出会った二人が，最初のギ
写真 12

クシャクした関係から共に活動を共有し，楽しみと達
成感を共有する仲間の関係に変化した。A 君は常時ハ

木登り

イテンションで，明るく活発，意欲的な姿を見せてく
れ，F 君に高校生活の辛さや退学を決心したとの話を
打ち明けるようになった。また D 君の車椅子の運搬
を進んで F 君と手分けして行ってくれた。
B 君は活動が始まると覚醒が上がり，作業に集中す
る様子が顕著で，仲間と饒舌に話す様子もよく見られ
た。
C 君の表情からは不安な色がなくなり，特に D 君
に興味と親しみを見せた。
D 君は最後の感想で「この仲間には壁がない。初め
写真 13

昼食

を支えてくれた。A 君は庭の真ん中にある大きな木に
登って遊んでいた（写真 12）。

て名前で呼び合う関係になれた」と述べた。D 君の存
在は，このように多くの子ども達にとって意味のある
存在となっていた。
E 君は本で知った世界を実体験として追体験したよ
うであった。また，野生の鹿と出会ったときには一人

この活動中，昼食は買い物組と料理組に分かれ，皆
で手作りの食事をとった。E 君は一度作ってみたかっ
たとのことで，本で読んだことのあるカプレーゼを
作った。
この場所でも，活動の合間や食事の後は皆リラック

鹿の様子を伺いながら，一歩一歩どこまで鹿に近づけ
るか試してみたり，皆がいなくなっても一人残って砂
場でポンプの水を出して水路を作ってみるなど，新し

スして自由に子ども同士の遊びや，大人との会話が自
然発生していた（写真 13）。

など，Heavy Work（固有系）を中心とした活動を通し
て成熟した人間関係を築くことができた。
G 君は持ち前の真面目さで，提供された活動を満足

４．農場という場での活動の意義について

感を持って楽しみながら遂行することができた。
このように子ども達にとって，農場での活動は発達

ヒックマン氏は作業療法士としての活動初期から，
クリニックでのセラピー以外に野外活動を積極的に

の多様な側面を刺激する機能的で意味ある「真の作業」
を提供する場となっていた。特に洪水のために荒れて
しまった庭の整備は，結果そのものが子ども達にとっ

行ってきていた。彼女は「自然」と「動物」がセラピー
にとって非常に重要な要素となると述べている。農場
での生活には，季節の変化や気候に合わせた活動，昼
や夜等の時間に合わせた活動，生き物達の生と死との
出会い，自然や人と繋がった意味ある作業や遊びがふ
んだんに含まれている。このような場での活動は，対
象者に地球や地域共同体とのより強い結びつきの体験

い体験に対しての好奇心，探究心をよく見せていた。
F 君は D 君の手助けをよく行い，A 君と仲良くなる

て自然な報酬となっていた。この達成感，充実感が作
業を成し遂げた時の 1 番の醍醐味であり，子ども達を
元気づける大きな要素であった。それに加え，ゆった
りとした時間の流れと豊かな自然，動物達との触れ合
いや人との和やかな交流が，子ども達をさらに癒して
くれたように思われる。
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農場という場での作業療法は，植物や土壌，動物達
がその土地の季節や気候と有機的につながり合う中で

のつながりも有機的に展開される。ヒックマン氏はこ
の活動を収穫物の販売や地域のレストランでの使用，

実践される。これらを維持するために行わなければな
らない作業は無限に存在する。それを子ども達のニー

農場での様々な催し等を通して地域の共同体とのつな
がりに広げており，農場という場での作業療法は，対

ズに合わせて自然にアレンジするところが作業療法士
の重要な役割であると考える。また，農場では収穫物
の利用，調理，食事，さらには休息や遊び活動，人と

象者にとってさらに広い利益と効果を持つ可能性を
持っていると考える。
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Occupational therapy at a farm
― A therapeutic experience with Lois Hickman ―

Reiko TSUCHIDA
Non-Profit Foundation Nagominomori

Abstract
Occupational therapy is reported here based on the experiences of seven Japanese adolescent children with
developmental disorders who visited Lois Hickman’s farm. During their visit, these children participated in activities called
“meaningful work” that supported their emotional, physical, and social development. They learned to relax about the passage
of time, appreciate the abundance of nature, and take the opportunities to communicate with animals and other people. All of
these activities had a restorative effect on these children. For our purposes, a farm is a place where animals, plants, and soil
are organically connected to the seasons, which, in turn, provide many meaningful tasks for these children to do. Therefore,
it is important for a therapist to adjust these tasks so that they match the individual needs of these children.

Key words: developmental disorders, farm, nature, animals, occupational therapy
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