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対象者プロフィール 

A さん                    2011.9.29  

 ○性別：女性 

 ○年齢：82 歳（昭和 4 年生まれ。） 

 ○家族構成：夫（91 歳、在宅介護） 

       孫（中 2） 

 

 ○ご自分の性格は？ 

  ・新しいものに興味があり、すぐにとびつく。 

  ・感受性豊か。（雲や海を見ていろいろなことを感じる） 

  ・なにがあっても落ち込まず、切り替えることができる。 

  ・旦那さんを介護中だが、自分も楽しんで人生を送りたい、みじめにはなりたくない。 

   →旅行に行くなど、自分が好きなことをする。 

  ・自分が歳をとっていると感じない。（生活が充実しているからではないか？） 

 

○どんなこと（時）が楽しいか？ 

 ・音楽を聴いたり、歌を歌うとき。 

 ・空、雲、海（特に沖縄）を眺めて、想像すること。 

 

○どんなこと（時）が癒されるか？ 

 歌を歌っているとき 

 

○好きな色・色合いは？ 

 明るい色合い（ブルーやグリーンでも明るめのもの） 

 ピンクも明るい色なら好きだが、自分には似合わないと感じている 

 

○どんなモノ・状態にかわいいと感じるか？ 

 孫の笑顔（反抗期の孫のふとした笑顔） 

 

○デザインに興味があるか？ 

 編み物のデザイン（配色）に特に興味がある。 

 

○デザイン情報はどこから入手するか？ 

 ・周りの人が着ているもの（着こなし） 

 ・若い人が着ているもの（TV からも情報を得る。AKB の衣装でも興味をもつ） 

 



 ○備考 

・中学 2 年生の時に戦争。 

・17～20 年間鎌倉にいた。 

・モガ→アプレ・ガールの世代 

（モガ：モガとはモダンガールの略で、大正末期から昭和初期にかけて流行した言葉

である。当時、モガと呼ばれた若い女性の特徴は断髪、洋装、引き眉毛、頬紅、ル

ージュなどのメイキャップといった格好で、どちらかというと不良的な悪い意味で

使われることが多かった。 

 アプレ：戦後派を意味する語、アプレゲールの省略形。第二次世界大戦後に日本で

流行した言葉。戦前の価値観・権威が完全に崩壊した時期であり既存の道徳観を缺

いた無軌道な若者による犯罪が頻発したという暗黒面も含め、「アプレ」と呼ばれ

た） 

 

カワイイ臨界 

 ●タラコキューピー 

  ○「かわいい」と感じる段階は？：03 

  ○他の段階ではどのような感覚が生じるか？  

目が目立って気になる 

   

 ●りんご 

  ○「かわいい」と感じる段階は？：02（10 円ハゲみたいでかわいい） 

  ○その他の段階ではどのような感覚が生じるか？ 

・04 と 05 は 02 と比べるとダメ 

・05 くらいからリアルでダメ 

・05~08 あたりは悲しい 

 

＊アップルコンピューターのマークはかわいい 

 

 ●ローソク 

  ○「かわいい」と感じる段階は？：03 

  ○その他の段階ではどのような感覚が生じるか？ 

   ・10 は暗く、悲しい 

   ・長いローソクでは、停電時のローソクを思い出す 

 

ほほえみ誘導・カワイイ臨界 

 ●水玉 



  ○どの段階でほほえみを感じるか？：04（雲でイメージ） 

  ○どの段階で「かわいい」と感じるか？：11 

  ○どの段階が一番気持ちが良いか？：04（08） 

  ○その他の段階ではどのように感じるか？ 

   01：トゲトゲしい 

   07：勝手気まま 

   08：さわっ、そよそよ 

   11：さーさー 

   ・数が少ないほうが安心する 

 

配色 

04-1 

 06 

 05-1 

 

フォルム 

 ○癒されるものは？：01 

 ○その他のものは？ 

  02：すてき 

  03：貝殻が本物ならかわいい 

  05：モダン 

  06：かわいい 

  08：ごつい 

  09：面白い 

 

テクスチャー 

 ○癒されるものは？：06 

 ○安心できるものは？：04（08？） 

 ○元気がでるものは？：06 

 ○好きな質感は？：04 

 ○サンプルについてコトバで表現すると？  

  01：やわらかい 

  02：つめたい 

  03：おいしそう 

  04：おちつく 

  05：理路整然、つめたい 



  06：かわいい 

  07：なじみがある 

  08：あったかい 

 

A~G パネル 

 ○元気になれるもの（パネル）は？：G-09（大正時代を思い出す）  

 ○癒されるものは？：D-02（派手なのが良い） 

 ○自分らしさがでるものは？：E、F のパネル 

 ○かわいいと思えるパネルとものは？：B-08（子供がかわいい） 

 ○お友達にも分けてあげたいものは？：E-01、F-03（E や F は親しい友人にあげたい）  

 ○若い人たちにも分けてあげたいものは？：B-08（孫にあげたい） 

                     B-05  

 ○お友達がもっていると自分も好ましいと思うものは？：C-02（元気がいい）  

 ○ほかのものは？  

  ・E-05、G-08 は自分でもちたい 

  ・バックがはやっているので欲しい 

  ・スポーティーなものは自分に似合わないと思っている 

 

K シリーズ 

 １b：うちにある 

 １e：やさしさ 

 ２b：渋い 

 ２c：友達にあげたい 

 ２d：すてき 

 ２e：すてき 

 ４b：やさしい、おだやか 

 ４d：元気になれる、すてき 

 ４e：元気になれる、好き 

 

 

 

 

 

 

 

 



対象者プロフィール 

B さん                    2011.9.29 

 ○性別：女性  

 ○年齢：６９歳（昭和 16 年生まれ） 

 ○家族構成：１人暮らし（猫を飼っている）2011 年 5 月末 夫と死別 

 ○趣味：カラオケ、音楽 

 

 ○ご自分の性格は？ 

  ・外では強がっているが、本当は真逆の性格で、さみしがり屋 

  ・明るく動くことが好き 

  ・閉じこもらないようにしている 

 

○どんなこと（時）が楽しいか？ 

 歌や合唱をしているとき 

 

○どんなこと（時）が癒されるか？ 

 ・犬に癒される（無邪気だから。猫は無表情なので犬のほうが好き） 

 ・植木 

 

○好きな色・色合いは？ 

 黄色、ピンクなどの明るい色。 

  

○どんなモノ・状態にかわいいと感じるか？ 

 旦那さんの介護をしているとき、大変な時期を越えて弱ってきた頃、声をかけて反応

があったり、話をしたりするとものすごくかわいく思えてくる。   

 

○デザインに興味があるか？ 

 ある。特に家具（椅子やソファ）にこだわる。 

 

○デザイン情報はどこから入手するか 

 ・テレビ 

 ・他の人の家を訪ねて 

 ＊ファッションに関しては唯我独尊。他人に影響されず、自分の好みのものを私流で

着る。かわいいものが好き。 

 

 



○備考 

  ・朝は必ずラジオ体操をする。（１年以上続けている） 

  ・20 代で病気になり 10 年近く床に臥せる。 

  ・40 代で病気（脊柱管狭窄症）を患う 

  ・50 歳から 10 年間母の介護 

  ・今年の 5 月までご主人の介護 

  ・気力で頑張ってきた。 

  ・定年後（65 歳～）に自分の中の棚卸を始める。 

  ・部屋は明るく、やわらかい色が良い。（暗いと気持ちまで暗くなるから） 

  ・都庁、埼玉アリーナは好きではない。形の印象が良くない。 

  ・ご主人との結びつけて考えることが多い。 

  

カワイイ臨界 

 ●タラコキューピー 

  ○「かわいい」と感じる段階は？：02 

  ○他の段階ではどのような感覚が生じるか？  

   02：スカっと 

   05：こわい 

   ・03 が限界 

   ・目が不気味（全体がボヤっと見えるので、目が目立つ） 

   ・増えるのが気持ち悪い 

 

 ●りんご 

  ○「かわいい」と感じる段階は？：02 

  ○その他の段階ではどのような感覚が生じるか？ 

   ・04～05 は違和感を感じる。 

   ・05 くらいからはリアルで嫌。不気味さを感じる。 

   ・03 以上は食い意地が張っているように思う。 

 

●ローソク 

  ○「かわいい」と感じる段階は？：05 

   

ほほえみ誘導・カワイイ臨界 

 ●水玉 

  ○どの段階でほほえみを感じるか？： 03 

  ○どの段階で「かわいい」と感じるか？：08 



  ○どの段階が一番気持ちが良いか？：03（安心感がある） 

  ○その他の段階ではどのように感じるか？ 

   01：キツい 

   08：さーさー、さらさら 

ご主人のお墓を思い出す 

 

配色 

 C-2 04-1・4 

 C-3 08・09 

 C-4 08・09 

 C-5 06-2 

    03-2 

01:歌舞伎を連想させる 

 

フォルム 

○癒されるものは？：01（フワフワ感） 

 ○元気になれるものは？：05 

 ○好きなものは？：07 

 ○サンプルについてコトバで表現すると？ 

  01：かわいい、愛らしい 

  02：あまり好きではない。自分のまわりには置きたくない。 

  04：あたたかみがなく、表情がないので好きでない。  

  05：嫌いではないが、自分のまわりには置きたくない。他の場にある分には良い。 

  07：良い 

08：かわいくはない 

09：線が細いやさしさ 

 

テクスチャー 

 ○癒されるものは？：06 

 ○かわいいものは？：06 

 ○元気がでるものは？：03 

 ○他のものは？  

  01：おちつき 

  02：ゼリー、気持ち悪い 

  04：おちつく 

  05：モダン。素敵だが、好きではない。 



  06：かわいい 

  07：歴史を感じる 

  08：あったかい 

 

A~G パネル 

 ○元気になれるもの（パネル）は？：C1 

                  C-01 

C-03 

 ○癒されるものは？：A 

           A-01  

 ○自分らしさがでるものは？：G 

               G-07  

 ○かわいいと思えるパネルとものは？： A 

                   A-01 

                   A-07 

                   B-08 

                   F-06 

 ○お友達にも分けてあげたいものは？：同世代→E 

                       E-01 

                       E-04  

                   若い人→C1-03 

                       C2-03 

 ○若い人たちにも分けてあげたいものは？：D-01 

F-03 

 ○お友達がもっていると自分も好ましいと思うものは？：E-01 

 

K シリーズ 

○素敵だと思うものは？： K-2c  

             K-1c（洗面台にあったらすてき） 

             K-2b（シャープ） 

○オシャレだと思うものは？：K-2b 

             （K-2e がもっとパステルカラーみたいな明るい色だったら

オシャレ） 

 ○カワイイと思うものは？：K-2c 

              K-3a.ｃ 

 ○好きなものは？：K-2c（本を読むのが楽しくなる） 



 ○他のものは？： 

 １a：無機質 

１c：好き 

 ２a：はわからない 

 ２c：すてき！欲しい！ 

 ２d：すてき 

 ３a：かわいい 

 ３b：ただの段ボールだが、夢がある 

 ３c：かわいい、すごいアイデア、良い 

 ３d：もう少し強調して、リアルにすれば良いと思う。 

 ４b：色彩は好き 

 ４f：わからない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



対象者プロフィール 

C さん                   2011.10.04  

 ○性別：女性 

 ○年齢：70 歳（昭和 16 年生まれ） 

 ○家族構成：夫 

子供（男 30 代） 

 ○趣味：卓球（2 年ほど前から月 4～5 回。公民館のシニア体操から卓球に興味をもった） 

     読書 

手芸（休み中） 

 

 ○ご自分の性格は？ 

  ・明るい性格 

・おっちょこちょい 

  ・人との会話が楽しい 

   

○どんなこと（時）が楽しいか？ 

 はじめると何でも楽しく感じる 

 

○どんなこと（時）が癒されるか？ 

 ・楽しいときと同じ。 

 ・学生（私達）と話しているときも癒される 

 

○好きな色・色合いは？ 

ピンク 

淡く明るい色合いが好き。 

 

○どんなモノ・状態にかわいいと感じるか？ 

 キティーちゃん（最近のギラギラピカピカしているものはあまり好きではない） 

 

○デザインに興味があるか？ 

 自分からはあまりデザインをしようとは思わない。 

与えられたものをする。 

 

○デザイン情報はどこから入手するか？ 

 ・テレビ 

 ・デパートのおもちゃ売り場など 



 ○具合が悪いところがあるか？ 

 特にない。右ひざ、腰がすこし痛むことがある 

 

○備考 

・地味なものはあまり好きではない 

・キラキラキャピキャピしたものもあまり好きではない 

  ・おしゃれ→誰が見ても良い 

  ・すてき→その人にぴったりあっているもの。 

  ・かわいい→自分が見てかわいいもの。パッと見 

 

カワイイ臨界 

 ●タラコキューピー 

  ○「かわいい」と感じる段階は？：02 

  ○他の段階ではどのような感覚が生じるか？  

   04 は好きではない 

 

 ●りんご 

  ○「かわいい」と感じる段階は？：01,02  

  ○その他の段階ではどのような感覚が生じるか？ 

・05 が完成と崩壊の境目  

・05 までは完成形のリンゴをイメージできる 

・09 は虫みたいで気持ち悪い 

＊アップルコンピューターのマークはかわいい。アメリカの感覚 

 

 ●ローソク 

  ○「かわいい」と感じる段階は？：05（04） 

  ○その他の段階ではどのような感覚が生じるか？ 

   ・10 はさみしい 

 

ほほえみ誘導・カワイイ臨界 

 ●水玉 

  ○どの段階でほほえみを感じるか？：07 

  ○どの段階で「かわいい」と感じるか？：01.02（安心感がある） 

  ○どの段階が一番気持ちが良いか？：03 

  ○その他の段階ではどのように感じるか？ 

   ゆらゆらという音、感覚 



   揺れているようなかんじ 

 

配色 

●カラー1 

 ○元気になれるものは？：03（にぎやかな感じ） 

 ○癒されるものは？：02（さみしいけど、癒される） 

 ○かわいいものは？：ここではない 

 ○好きなものは？：01（パッと見た印象。バランスが好き） 

 ○その他のものは？ 

 01：落ち着く 

 02：さみしい 

  03：遊びたい 

  04：うきうきする 

  05：1 人でゆっくり本を読みたい 

 06：さみしい、黒い 

02 と 06 は似た印象を受ける 

 ●カラー2 

 ○元気になれるものは？： 08（緑しか好きではない） 

 ○癒されるものは？： 08（強いて言うなら） 

 ○かわいいものは？： なし 

 ○好きなものは？：なし 

 ○その他のものは？ 

   07：さみしい 

   08：さみしい 

   09：さみしい 

   10：さみしい 

   ・全体的に好きではない 

   ・08 の緑以外は好きではない 

 

フォルム 

 ○元気になれるものは？：04（反応してくれるから。会話をしたい。欲しい） 

○癒されるものは？：04（欲しいから。これで癒されたい） 

○かわいいものは？：01（見た目がかわいい） 

○好きなものは？：04（欲しい！！） 

 ○サンプルについてコトバで表現すると？ 

  01：カワイイ 



  02：不思議 

  03：わからない  

  04：欲しい 

  05：不思議 

  06：ひっくり返りそう 

  07：何も感じない 

  08：近くで遊んでみたい。カニがでてきそう。 

  09：座りたい 

 

テクスチャー 

 ○元気になれるものは？：06（かわいいから。キティちゃんのほうがかわいい！） 

 ○癒されるものは？：06（くまさんに癒される。かわいいものに癒される） 

 ○かわいいものは？：06（キャラクターものが好き） 

 ○好きなものは？：06（やっぱりかわいいものが好き） 

 ○他のものは？  

  01：涼しそう  

  02：冷たい 

  03：おいしそう！食べたい！ 

  04：おいしいコーヒーが飲みたい 

  05：ワッペンをつけてゴミ箱にしたい 

  06：カワイイ！ 

  07：好きじゃない（あたたかいものより、さっぱりしたものが良い） 

  08：落ち着いているが、さっぱりしたものが良い 

 

A~G パネル 

 ○元気になれるもの（パネル）は？：F-06,D-02（明るい色が好き） 

 ○癒されるものは？：G-07（お茶を飲むときが癒される） 

 ○自分らしさがでるものは？：F-06 

 ○かわいいと思えるパネルとものは？： F-06 

A,B のパネルもかわいい 

 ○お友達にも分けてあげたいものは？：F-06（自分が好きなものをあげる） 

 ○若い人たちにも分けてあげたいものは？：男性→G-03 

                     女性→あまり接しないのでわからない 

 ○お友達がもっていると自分も好ましいと思うものは？：わからない 

（F-06 は自分はあげたいが、人がもっていても欲しくはならない） 

 ○ほかのものは？  



  ・C-07 は癒されない。本物のほうが癒される。 

  ・バックは実用的で欲しいと思うが、癒されはしない。 

 

K シリーズ 

 ○素敵だと思うものは？：K-2c 

             K-2e（色合いがすき） 

 ○洗練されたカワイイと思うものは？：K-3c 

  1a：すてき（場所にもよる） 

  1e：すてき！ほしい。色合いがすき 

  1f：K-1a のほうがすてき 

  2a：いまいち 

  2b：しゃれてる 

  2d：いまいち（ワンポイントならかわいいかも） 

  2e：すてき！ほしい 

  3c：かわいい 

  4b：服にしたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



対象者プロフィール 

D さん                    2011.10.04  

 ○性別：女性 

 ○年齢：65 歳（昭和 21 年生まれ） 

 ○家族構成：子供（男） 

 ○趣味：旅行 （国内、外） 

 

 ○ご自分の性格は？ 

  ・せっかち 

  ・おおざっぱ 

   

○どんなこと（時）が楽しいか？ 

 ・旅行計画（最初から全部自分で考える）ができたとき 

 ・友達と 2 人か 1 人でいるとき 

 ・美術館（モデイリアーン）に行くとき 

 ・若者と話すこと 

 

○どんなこと（時）が癒されるか？ 

 楽しいときと同じ。 

  

○好きな色・色合いは？ 

卵色（黄） 

最近は淡い色が好き 

 

○どんなモノ・状態にかわいいと感じるか？ 

 むじゃきなもの（お孫さんなど） 

 

○デザインに興味があるか？ 

 ある 

 

○デザイン情報はどこから入手するか？ 

 ・デパートの洋服などを見て 

 

○備考 

・機能的でデザインのよいものが好き 

・モダンなものも好き 



・見沼ハウスには最近来始めた。 

 

カワイイ臨界 

 ●タラコキューピー 

  ○「かわいい」と感じる段階は？：01 

  ○他の段階ではどのような感覚が生じるか？  

   05 は気持ちが悪い。圧倒される 

 

 ●りんご 

  ○「かわいい」と感じる段階は？：01,02  

  ○その他の段階ではどのような感覚が生じるか？ 

・09 は切ない 

・リンゴなので、気持ち悪いという印象は受けない 

＊アップルコンピューターのマークはかわいい。アメリカの感覚 

 

 ●ローソク 

  ○「かわいい」と感じる段階は？：03～05 

  ○その他の段階ではどのような感覚が生じるか？ 

   ・10 はさみしい 

   ・白いローソクが最後まで頑張った！という感じ 

 

ほほえみ誘導・カワイイ臨界 

 ●水玉 

  ○どの段階でほほえみを感じるか？：03 

  ○どの段階で「かわいい」と感じるか？：01～02  

  ○どの段階が一番気持ちが良いか？：05 

  ○その他の段階ではどのように感じるか？ 

   さわさわという音、感覚 

 

配色 

●カラー1 

 ○元気になれるものは？：06（印象に残った） 

 ○癒されるものは？：02,05（紫系が好き。02 の 4 が好き） 

 ○かわいいものは？：06（全体的に 2 のバランスが好き） 

 ○好きなものは？：02（4 の緑が好き。06 の淡いピンクも好き） 

 ○その他のものは？ 



 01：寒いところの色  

 02：暖かいところの色 

  03：インドっぽい 

  04：南米 

  05：ヨーロッパ 

 06：素敵 スイスや花畑のかんじ 

 バランス的に好きなものは 4。安定感がある。 

 ●カラー2 

 ○元気になれるものは？： 08（特に 3。明るさが元気になれる） 

 ○癒されるものは？： 09 

 ○かわいいものは？： 08 

 ○好きなものは？：10（こんな色の服も来てみたい） 

 ○その他のものは？ 

   07：素敵 

   08：かわいい 

   09：やさしい色合い 

   10：落ち着いた色合い 

   全体的に 4 のバランスが好き。01-4 が特に好き。 

 

フォルム 

 ○元気になれるものは？：04（会話をしたい。会話をすれば元気になる） 

             02（いやされそう。素敵） 

○癒されるものは？：01（音が出るから） 

○かわいいものは？：01（目、顔つきがなんともいえずかわいい） 

○好きなものは？：02（欲しいと思う） 

 ○その他のものは？ 

  01：カワイイ 

  02：素敵 

  03：なんだろう？ 

  04：会話したい（犬が好き） 

  05：すごい！家に置きたい 

  06：安定しているようで安定していない 

  07：触ってみたい 

  08：岩山みたい。大きければ登ってみたい  

  09：欲しい。意外とすわり心地が良さそう。 

軽くて座りやすい椅子がほしい（今は外国の椅子なので大きい） 



テクスチャー 

 ○元気になれるものは？：03（美味しいものを食べると元気になる！） 

              （和菓子が好き。20 代のころはケーキがすきだった） 

 ○癒されるものは？：04（好きだから。飾って満足） 

 ○かわいいものは？：06（自分で買ったりはしないが、この中では一番かわいい） 

 ○好きなものは？：01（壁につるしたり、椅子にかけたりのれんにしたり、清涼感を味

わいたい。冬なら暖かいかんじが良いので 07） 

 ○他のものは？  

  01：涼しそう  

  02：ひんやり感 

  03：食べたい  

  04：素敵（焼き物が好き）  

  05：スッキリ  

  06：カワイイ 

  07：木は良い。好き  

  08：頑丈そう。年月がたっている  

 

A~G パネル 

 ○元気になれるもの（パネル）は？：E-05 

                  C-06 （なじみのあるものが元気になる） 

 ○癒されるものは？：F-05（動物が好きだから。本物がいい） 

 ○自分らしさがでるものは？：E のパネル 

 ○かわいいと思えるパネルとものは？： A のパネル（カワイイといえばこのへん） 

 ○お友達にも分けてあげたいものは？：F-06（あえていうなら。便利で素敵なものをあ

げたい。民芸品は好みが分かれるのであげない） 

 ○若い人たちにも分けてあげたいものは？：G-04（息子にあげたい。若い人はしっかり

したものを欲しがる）  

 ○お友達がもっていると自分も好ましいと思うものは？：E-01、E-05（ちょっと変わっ

たすてきなもの） 

 ○ほかのものは？  

  ・デザインと機能を兼ね備えたものが好き 

 

K シリーズ 

 ○素敵だと思うものは？： 4e,4c,4f （4 が好き。黄色が好き） 

 ○洗練されたカワイイと思うものは？：3c（3 がかわいい） 

  1a：すてき、すごい、面白い 



1c：すてき 

1f：すてき、面白い 

  2：受け入れられるし、自分で着たいとも思うが勇気がいるとも思う。 

 ・すべて洗礼されていて、完全に完成していると思う 

 ・アート的なものが好き 


