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親が育てば子どもが育つ
-脳科学に基づく親学の勧め一

明星大学人文学部

高橋史朗

この記録は，呉大学看護学部公開講座(日時:2007年10月1日 場所:呉市呉阪急ホテル)の録音から起こし，

高橋史朗先生のご協力を得て編集したものです。

- 生きているということ

皆さんこんにちは。

はじめに， IいきいきわくわくしていますかJ
という質問をさせていただきます。選択肢は簡単

です。 3つです。「いきいきわくわくしていますか」

「いきいきわくわくしていますJI普通ですJIい
きいきわくわくしていません」のこの 3つから選

んでください。周りを見ないで手を上げてくださ

い。「いきいきわくわくしてi"ます」という方ど

うぞ。少ないですね。「普通ぐらいです」という

方どうぞ。圧倒的多数ですね。それでは， Iいき

いきわくわくしていません」という方どうぞ。

ちょっと勇気がいりますが， 5名ほどいましたね。

私は必ずこの質問から大学の授業を始めます

が，その結果は全然信用していません。 1年間学

生を見ていますと，全然一致しないのです。いき

いきわくわくしていませんと答えた人にいきいき

わくわくしているケースが多いのです。最初に手

を上げた女子学生は死んだ魚のように一日中ボー

としていました。でもいちばん最初に手を上げた

ので，ほとんど信用していないのです。 5歳の女

の子に同じ質開をしたら，こう答えました。「私，

5年も生きていて疲れちゃった」と言ったので

す。退職した校長先生のようなことを言うので

す。どうしちゃったかと思いました。

あるいは，先日，埼玉県で聖路加病院の日野原

先生と一時間ずつ講演をしました。今日のような

たカ寸まし しろう
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一般公開の講演会です。控え室で話をしていまし

たら， 101歳まで，週3日，講演が入っていると

いうのです。この人は101歳まで，生きるつもり

かとび、っくりしました。それから， 100歳になる

とネパールで小沢征爾さんと誕生祝いのコンサー

トをやるというのです。みなさん96歳になったら

5年後まで，講演をいれますかね。健康に自信が

ないから僕は絶対にいれません。ところが， 日野

原先生とお昼をご一緒しましたら，お昼はミルク

一杯とビスケット1， 2枚です。「朝食は?Jと聞

きましたら， Iジ、ユース一杯です」。私と一緒に足

を上げましたが，私よりも高く上がりましたね。

元気一杯です。小学生に講演をしにいくのを聞き

にいきました。最後は校歌の指揮をとりまして，

最後はゴー，ゴー，ゴーと言って帰って行きまし

た。子どもたちは唖然であります。こんなに元気

な曾おじいちゃんが日本にあふれでいたら， 日本

の子どもたちはもっと元気になるでしょうね。一

般公開でしたので， どんな方が来ていらっしゃる

のかなと思って見ていましたところ， 70歳代のお

ばあちゃんが多かったですね。ああ，日野原ストー

カーがいるのだと思って，たぶんこれらの方のご

主人はもう元気はないのではないかと思いながら

聞いていました。

この講演はとても素晴らしい講演でした。日野

原先生と私は一度も打ち合わせをしなかったので

すが，不思議なことに，最後の結論は見事に一致

したのです。日野原先生は神谷美恵子という方の
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親が育てば子どもが育つ

お話を最後にされまして， r一番大事なものを失っ

た時にはじめて磨かれる感性というようなものが

ある O 一番大事なものを失った時にはじめて気づ

く世界がある」という話をされました。一番大事

なものは何かと言いますと，健康ですね，あるい

は，肉親ですね。自分が健康を損ねた時，肉親を

失った時気づく世界があるというお話をされまし

た。実は，私は大学のゼミでいつも障害者の施設

を訪ねることを二十数年間やっています。障害児

と関わることによって学生が何かに気づいてくれ

る，私は感性と言っているのですが，それを大事

にしているのです。最後の結論がそこで，見事に

一致しました。

- 親が子どもを育てるということ

8月の末に我が家で今年3月に卒業した学生の

同窓会をやりました。日頃私は旅ガラスのように

いつも飛び回っているものですから，ファミリー

のよ.うな付き合いをしようということで，できる

だけ学生を25畳の日本間に招いて，同窓会を今年

もやりました。「皆さん近況報告をしてください」

と言ったのですが，一人暗い顔をしている卒業生

がいるのです。「おい， どうしたんだ」と言ったら，

「僕，最後に挨拶します」というのです。そして，

何を言ったかというと，小学校3年生の担当の教

師になったのですが，もう，やめたのです。 4月，

5月， 6月， 7月のわずか4カ月で教員をやめま

した。私の教員生活の中で初めてのことです。そ

れから，去年は 1年目で2人やめました。これも，

初めてのことです。 3人とも理由は共通している

のです。これは 2つあります。 1つは子どもの発

達障害ですね， LDとか ADHDとかいう発達障

害の子どもにどう対応していいかわからない。今，

6%ぐらいいるとすると， 1クラスが40入学級だ

と1クラスに 2人ぐらいの割になりますね。

その子どもたちにどう対応していいか分からな

かった。そして，それに対して，親が理不尽なこ

とを言ってくる。その親に対して， どう対応して

いいか分からなかった。この子どもの変化と親の

変化にギブアップしてしまい，休職に追い込まれ

てしまったのです。

今，世の中は平和だけれども，私は教え子を戦

場に送りだしているような気になっているので

す。でも，同窓会には来てくれましたから嬉しかっ

た。本当は辞めようかなと思った時に悩みを相談

してくれればよかったのに，それもできなかっ

た。とても悲しい思いをさせて申し訳なかったな

と思ったのです。

今日は， r親学」というのが，大きなテーマで

すけれども，なぜ「親学」を始めたかというと，

理不尽な親が増えて来たからです。保育士に向

かつて，我が子の鼻水が流れているのを見て，鼻

水がでていますよと注意した親がいます。鼻水を

ふくのは，保育士の仕事だと錯覚している親がい

るのです。また，中学校の親が学校にやって来て，

「うちの子が風呂に入らないので，入るように言っ

てほしい」と言ってきた。「それは，あんたが言

いなさい」という話なのですが，親が親の責任を

見失い始めている O

ほとんどの新聞が理不尽な親のことを一面で報

道しました。これは，読売新聞の一面トップ記事

6月18日付けのものですが， 40の教育委員会が身

勝手な親の要求に苦慮していると書いています。

保育園でも幼稚園でもこれが問題になっていま

す。「子どもが鬼を怖がるから，豆まきが終わっ

てから連れていきます」とか，いちいち挙げてい

るときりがないので付が，保育園，幼稚園のケー

スではこんなのがありますね。「うちの子は箱入

り娘に育てたい，誰ともけんかさせないと念書を

提出しろ」と言って来た， r幼稚園のスナップ写

真でうちの子が真ん中に写っていないのはなぜ

だJr子どもが一つのおもちゃを取り合ってケン

カになるので，そのおもちゃをおかないでほし

い」。小学校のケースでは， r石をぶつけてガラス

を割ったのは，そこに石が落ちていたのが悪い」。

何をか言わんやですね。「義務教育だから，給食

費を払う必要はない」。現在，給食費を払わない

人の総計は23億円になります。保育料を払わない

人の分は90億円。この間，ある園に講演に行きま

したら，閏長がこう言いました。「今日，ここに

来ておられる PTAの方はお金を払っている人た

ちで、すJr払っていない一団がいるのですかJと「は
1 い，います」というのです。そして，払ってない

親の一団が払っている親の一団に「あんた，払っ

ているの」と言うそうです。

私はその話を聞いて， NHKの受信料のことを

思い出したのです。 NHKの受信料と同じ状態か，

払う人と払わない人がいるのか， と思ったので

す。義務教育だから給食費を払わなくてもいいと

思っている人がたくさんいます。あるいは，中学

校では， .保護者がクレームを言いに来た時の休業
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補償を支払えとかですね。夜中に電話で先生を呼

び出して，飲食庖での交渉に応じろとか，まあ，

最近ではモンスターベアレンツ，怪物のような親

というマスコミもでてきましたが，今まで教育は

子どもだけの教育で良かったのですが，これから

は，親に対してどう関わるかということが， とて

も大事になりました。東京都では. 3分の 1の教

師が訴訟保険に入っています。親との訴訟が，頻

発するようになったのです。

さて，今日質問表を出していただいて，講演会

の前にこんなにたくさん質問表をいただいたのは

あまりないのですが，やっぱり，問題意識の高い

質問がたくさんありました。最初はこのような質

問です。「親が成長しても，子どもとの接点がな

ければ意味がないのではないでしょうか」。最近

は親と子の会話が少ない家族が少ないのでから，

まずは家族との紳を良くするという考えがなけれ

ばいけないと思います。家族との粋が大切だとい

う意見ですね。

20年前に子どもが描いた絵と最近の子どもが描

いた絵を比較した本があるのです。『殺意を描く

子どもたち』三沢直子という方の著者ですが，そ

の中で. 20年前の子どもと今の子どもとどこが違

うかというと，家の大きさが違うのです。 20年前

の子どもが描いた絵は家が布きいのです。しかし，

最近の子どもの描いた絵は家が小さいのです。家

が実際に小さくなったということではなく，心の

居場所ですね。庭という字は心の庭という意味な

のですが，これは，家庭の団壊，一家団壌，笑い

があるかどうかを意味します。今の家庭はハウス

ではあるけれども，ホームではなくなった。建物

ではあるけれども，子どもにとって心の居場所で

はなくなっている O 家というのは本来，タトでいじ

められていやなことがあっても，家に帰ってきた

らホッと安らぐところです。

今，家はそういう場所ではなくなった。幼稚園

で掃除しなさいと言われて，無視していた子が親

の声が聞こえてきたら，急、に掃除を始めたという

のです。親にとっていい子を演じ始めたというの

です。家庭は親にとってのいい子を演じる場所に

なっている O 心の安らぎの場所ではなくなってい

るのです。

私は「親学Jの話を全国でやっているのですが，

青年会議所というのは. 30歳代の若者の組織なの

です。その30歳代の若者が，講演会が終わったあ

とで私にこう言ってきました。「先生，親が変わ

親が育てば子どもが育つ

れば子どもが変わるというのは，難しいです。親

は年をとっているから，変わりません。子どもが

変われば，親が変わります。こっちの方が早いの

ではないですかJI先生，方針を変えたらどうで

すか」と言ってきたのです。それも，一理あるの

で，私はお酒を飲みながら. Iじゃあ}親守り歌

を作ろう」と半ば冗談で提案したのです。乳幼児

は親に甘えないと生きていけない。弱者です。

その，弱者である乳幼児に子守り歌を歌いなが

ら，実は幸せを感じるように人間は作られている

のです。これを研究している人は有田秀穂という

方で，東邦大学のお医者さんですけども. rセロ

トニン欠乏症脳』という本を書いています。最近

また本を出されたと思いますが，子守り歌を歌っ

ている時にセロトニンがどんどん出てくるのです

ね。セロトニンというは幸福感の源だと言われて

います。今日皆さんに「いきいきわくわくしてい

ますか」と聞きました。なんとなく，いきいき，

わくわくしている心が躍っている状態はセロトニ

ンがどんどん出ている状態です。子守り歌を歌っ

ている時に，すやすや休んでいる乳幼児の寝顔を

見ながら，幸せを感じるように人間は創られたの

です。

ところが，愚かにも，この固はどんどんと子育

てで大事な乳幼児の時期に子育て代行をするよう

になって，今，私は政府の少子化対策重点戦略検

討会議の委員をしていますが，東京都の公立保育

閏で，外国人の保育士を雇ったのです。なぜ，外

国人を雇いましたかと尋ねましたら. I零歳児は

日本語が分からないから外国人でいいのではない

か」と言ったのです。私はび、っくりしました。そ

こには，何が抜けているかと言いますと，子ども

の成長，発達を保障するという視点が抜け落ちて

いるのです。ベテランの保育士はお金がかかるか

ら，解雇される。パートを雇う，外国人を雇う，

これは，コスト削減策なのです。合理化や効率化

が優先されている O 零歳児だからこそ， 日本語で

話かける必要があるのです。子どもの脳の発達に

はそのような関わりが必要なのです。そういう子

どもの最善の利益を保障するという観点が抜け落

ちている O このようなことを政府の会議で申し上

げました。いろいろ，激論があったのですが，親

の責任ということをあまり言ってはいけないと言

う意見も非常に強かったのです。育児は杜会が担

うのであって，親の責任ということを言うから，

ストレスが溜まって，虐待が起きているのだとい
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う意見もありました。

しかし「親学」で一番大事なことは，親が変

わるということなのです。子どもが変わるという

ことではなく，まず，親が変わること，子どもを

どうするかということではなくて，親自身がどの

ように成長するか，親が育つということです。こ

れを，主体変容というのですが，英語では

transformation，主体変容と言います。まず¥親

が変わること，教育する主体者が変わること，看

護師が変わること，患者をどうするかということ

の前に，看護師がどう変わるかということが大切

なことです。これが，主体変容という考え方なの

です。親業は子どもにどう関わるかという， How 

toの方法論が中心です。「親学Jはもちろん方法

論を含んでいるのですが，親自身がどう変わるか

ということが，大事なのです。自分自身の人間的

成長が大事だという発想なのです。

この親守り歌にもどりますと，私が親守り歌を

作ろうというのは，親守り歌は亡くなってゆくお

年寄りに子どもが親を守りますよ，という歌なの

です。親守り歌というのを言ったところ，松山市

の青年会議所の青年たちが面白いと言って，親守

り歌のコンサートをしたのです。1，000人以上集

まりました。ここ以上大きな会場でした。そして，

松山市で自由に募集したのですが，この親守り歌

に応募してきたのは，松山の街で歌っている若者

たちでした。街で、歌っている若者たちというのは，

一旦親に反抗して，親から離れた。ところが，だ

んだん親との粋を取り戻して，味わい深い作詞を

してくれました。素晴らしい作詞と作曲をしてく

れました。それを選んで，親守り歌コンサートを

したのです。今も続いていて， 4年目に入ってい

ます。今年，横浜で 1万人ぐらいの全国の大会が

ありました。私と棲井よし子さんが講演をさせて

もらったのですが，そのあと，香川県の高松の人

が親守り歌を持ってきたのですね。

この，親守り歌というのは，歌ではなく，詩な

のです。多くの小学生，中学生が親について書い

た作文を応募して，優勝賞に選ばれたのはこのよ

うなものです。県で選考委員会を作りまして，最

優秀作品は「僕の夢両親つれて雪見風呂」あとは

優秀作品で、すね。「父の日に心を込めた肩たたき」

「冬だけど家族はいつも温かいJI反抗期過ぎてか

ら知る親心JI離れても家族の鮮は永遠だ」家族

の紳という言葉が入っているのです。ほとんどの

作品に出ているのは，心の温かさとか心のぬくも

一-4

りを感じたい，実は，この心のぬくもりに家族の

紳，そこに幸せというのがある。

- 人間力を育てる

ここにミシガン大学が調査をした世界の価値観

調査というものがあるのですが， I自分が幸せだ

と思いますかJという調査なのです。ミシガン大

学が世界70カ国以上に調査をして， I現在自分が

幸せだと思うか」という質問をしてみた。「幸せ

だと思う」という人が最も多かった国はどこだと

思いますか，ちょっと考えてみてください。アジ

ア，アフリカ，北米，南米いろいろな国がありま

すが， 6つだけいいますから，この中で，どこが

一番幸せだ、と思いますか，スウェーデン，ニュー

ジーランド，ナイジエリア，アルゼンチン，メキ

シコ， 日本。「まず，スウェーデンだと思う方ど

うぞ。直観的に考えてくださいJoIニュージーラ

ンドだと思う人JoIナイジエリアJIアルゼンチン」

「メキシコJI日本J。日本淋しいですね。 5人

もいないですね。

一番幸せなのは 1，ナイジエリアなのです。前の

方の手が上がりましたね。今日の前の方の方，な

かなか鋭い。二番目はメキシコです。これは，ほ

とんど手が上がりませんでしたね。なぜメキシコ

やナイジエリアの国民が幸せだと感じているかo

News Weekがコメントでこう言っているので

す。「天災とか，政治不安などの逆境が人間関係

を深める。」ナイジエリアやメキシコなどの天災

や政治不安とかの逆境が人間関係を深めている。

幸せに最も影響を与えているのは人間関係の深さ

なのです。人間関係の中でその温かきだとか，ぬ

くもりを感じている人が幸せを感じているので

す。別の調査では，個人の収入と幸福の相関関係

は極めて低いと，金持ちだから，幸せとは限らな

いことが明らかになっています。

最近，私は埼玉の小学校で全校生徒と後に親と

横に先生がいるところで講演をしました。いじめ

問題が起きている時です。「偉い人と立派な人と

どこが違うか」と聞きましたら， 4年生がさっと

手をあげました。「偉い人の中にはお金持ちの人

がいますが，心が汚い人がいます」と言ったので

すね。「幸せな，立派な人の中には貧しい人がい

ますが，心が美しい人がいます」。私はび、っくり

して，思わず目を見ました。本当に 4年生かと O

なかなか鋭い答えをしてくれました。この幸せと



いうものと何が一番関係しているかと言えば，人

間関係です。

私は今日こちらに来る時に呉大学の教育方針と

か，大学紹介をさ守っと見させてもらいました。そ

の中で一番心に留まったのは「人間力jという言

葉が大きな教育方針の核になっている O この「人

間力Jというのは， 21世紀の教育のキーワードで

す。

荘、が， 35歳で政府の臨時教育審議会の専門委員

をした時に，京都の国際会議場で教育サミットと

いうのがありました。ここには， 44カ国の文部事

務次官クラスが結集しました。経済の仕組みが違

う，政治の仕組みも違ういろいろな国の人が世界

から集まってどのような結論になったかと申しま

すと，結論から言って，世界の子どもの共通の問

題点、はアイデンテイティークライシス，アイデン

ティティーの危機ということです。それを失えば，

自分が自分でなくなってしまうもの，それを教え

ていない。そこで，教育サミットの結論はニュー

ベーシック，新しい基礎基本。これは，どういう

ことかと言いますと，人間教育の基礎基本を教え

るということが抜けていたのではないか。今まで

は，教科の基礎基本というのは，よく言われたが，

人間教育の基礎基本，人間力を育てるという観点

が抜けていたのではないか0'，これが教育サミット

の結論だ、ったのです。

私は35歳の時，政府を代表してアメリカ，イギ

リス，オランダ， フランスを周りました。当時，

各回の政府の要人と議論をしました。臨教審の方

たちは，私が35歳の時， 50歳を越していました。

しかしアメリカ，イギリスなどの人と議論をす

ると皆私と同じ世代でした。臨教審は平均すると

60歳ぐらいです。しかし各国の若い人たちと議

論しまして，まず，印象に残っているのは，例え

ば， OECDの人たちは学力についてどう考えて

いるのかと思ったのですが，こう考えていまし

た。「人生を切り聞き，社会参加する力量」とい

うのが学力の定義なのです。「人生を切り開き，

社会参加する力量」これはまさに，人間力のこと

です。

私は今「師範塾」というのをつくっておりまし

て，福岡，大阪，東京，埼玉で教師のリーダーを

養成しています。もともと，松下幸之助さんが創っ

た「松下政経塾」というのをご存知ですか，政治

家養成の塾ですね。 30何人が国会議員になってい

ます。私はその入塾審査委員をさせていただきま
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した。松下幸之助さんが生きておられる時は幸之

助さんがご自分で面接をされました。その面接は

言葉を交わさないで，運があるか，愛嬬があるか

というのをみたのです。すごい面接です。

私は今日 2時間講演をさせていただきますか

ら，この人は愛矯がいいなというのが，多少分っ

てきます。この人は全然笑わないなというのはわ

かりますが，運については分かりません。松下幸

之助さんがなぜ運が分かったのか長い間疑問でし

た。でも， 10年以上たって，だんだん分かつてき

ました。ああ，幸之助さんは何を見たのか。ノン

パーパルコミュニケーションという言葉がありま

すが，それは言葉ではないコミュニケーション，

立ち居振る舞いとか，雰囲気とか， 目ですね。目

の力，眼力です。自信のない人はやはり目が座り

ませんし「どうぞ座ってくださいJIもういいで

すよ」というような指示はないのですから，おた

おたします。それが，すぐ現れるわけです。その

立ち居振る舞いを見ていて，運というものがある

かどうか見抜いて，声がかかると合格なのです，

声がかからないと不合格なのですね。こんな怖い

面接はありませんね。

幸之助さんが亡くなられた後，私とユネスコの

事務局長と毎日新聞の編集委員に「志」を審査し

てくれという依頼が来たのです。「志」審査，全

国の新聞に広告が出ました。「志のみ持参のこ

と」。いい広告で、すね。政経塾に「何を基準に志

を審査するのか」と聞いたところ， Iそれは先生

が考えてくれJ. と言われました。松下政経塾は

研修に行くのは，ローヤル，今，イエローハット

と言いますが， ここにまず行きます。ここで，何

をやるかと言えば， トイレ掃除をする O イエロー

ハットの鍵山さんの，あの研修が最初の研修なの

です。私も一緒に行きました。そこには， I凡事

徹底」と書いてありました。平凡なことを徹底し

てできないと大きなことはできない。幸之助さん

は塾生たちに何を言うかというと， Iおまえら，

便所掃除をしているか」。これが，幸之助さんが

一番はじめにかける言葉です。「トイレ掃除もで

きないで，天下国家，政治.地球環境，そのよう

な大きなことを言うな」という考えであります。

今， I忙しい，忙しい」と言う人が多いのですが，

それは， I雑な心でやっているから雑用という言

葉になるのだ」という言葉も聞きました。松下政

経塾の塾生を見ていると 確かに運があります。

たまたま偶然幸運に恵まれたというのではなく
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て，運を引き寄せる生き方をしている，運を引き

寄せる人間力を持っているのです。

- 人間力とは

人間力は内閣府の人間力戦略研究会の定義によ

れば， 3つあります。人間力とはなんだ。研究会

の定義によれば， I知的能力j，いわゆる， IQで

すね。 2番目は「対人関係能力j，3番目は「自

己制御能力」です。対人関係能力と自己制御能力

は非常に大事な要素になります。

今，この国には，ニートと呼ばれる，自立でき

ない若者が何十万といます。これは，対人関係能

力と自己制御能力が育っていないのです。じゃ，

どうすれば対人関係能力や自己制御能力が育つの

か，これからの教育の課題であります。私はなぜ

「師範塾」をつくったかと言えば，先生たちの研

修にはスキルの研修はいっぱいあるのです。すぐ

授業に役立つスキルを学ぶ研修はいっぱいあるの

ですて。しかしスキルを学んでも，自分は変わら

ない。人間力で一番関われるのは， I夢j，I情熱j，

「志」だと思っているのです。自分が夢を持って

いるか，志を持っているか，が大切なのです。

「夢を持て」と言っても， IあんたはどうなのJ
と言われたらおしまいです。今，日本の親たちが，

教師たちが，夢を持っていない。日，米，中の高

校生の調査がありまして，アメリカの高校生のな

りたい職業は弁護士と医者が圧倒的に多いので

す。中国の高校生の一番就きたい職業は，経営者，

管理者，社長です。日本の高校生のなりたい職業

は公務員，従業員なのです。従業員が悪いと言っ

ているわけで、はないのです。チャレンジ精神がな

い。なぜそういう状況になっているかと言えば，

これも，比較調査ですが，自分はだめな人間だ，

自己肯定感のない子が非常に多いのです。自己肯

定感，自尊感情がなければ，夢は湧いて来ません。

私が「師範塾」を創って 2年目に入ってきた塾

生に原田隆史という先生がいます。皆さんご存知

かもしれませんが，本屋さんに行けば，原田隆史

の本は山積みですから，読んでください。今カリ

スマ教師と言われています。彼は，大阪から私の

「師範塾」に入って来たのですが，大阪の教育委

員会に「一番しんどい学校に入れてくれ」と言っ

たのです。西成地区という，一番ひどい地区に入

りました。そこは，生徒の 3分の 1が遅刻して来

る学校です。そこに入って，遅刻者をゼロにしま

した。一人で。どうやって遅刻者をゼロにしたか

というと，まず，校門の前に立って，注意をしま

す。これは心施と言います。心を施すと書きます。

心を込めて，心を尽くして，心を伝える O これを

心施といいますが，これに徹したのです。それで

もまだ遅れて来る O その場合は，家まで迎えにい

きました。まだ，遅れて来る O 家に泊まって注意

をしました。これで，親が動き始めました。厳し

い体育の先生なので， Iこの先生が家に泊まった

ら大変だ，早く，学校に行きなさい」と O 荒れて

いる地域だから，まだ，遅れてくる。そういう子

は自分の家に泊めて注意をしました。こういうの

を屋施といいます。これで，遅刻者はゼロになり

ました。彼が出現したことによって， もう，自分

の学校の遅刻者をゼロにした教師が千人を超えた

のです。私は一刻も早くこのような教師を教育界

に送り出したい。そのような思いで， I師範塾」

を始めました。

今年はじめて，広島から，山広という校長先生

に来てもらいました。この人は240人定員のうち，

200人以上が退学しているという学校の校長先生

をしていました。こ4んな学校ありません。埼玉に

もありません。多分東京にもないでしょう。 240

人のうち， 200人も退学するというのは，学校で

はないで、すよ O 生徒は出前でいろいろなものを頼

むというのです。そして，食べ散らかしている O

これを先生が跨いで歩いているというのです。そ

んな学校をどんなにして建て直らせたか。いろい

ろ面白いことがありましたが，まず，はじめにやっ

たことは，心施。遅刻してくる生徒にいろいろ言

葉をかけていくのです。ここから出発したので

す。次に，ゼロ・トレランス方式というのを採用

したというのです。トレランスは寛容，ゼロ・ト

レランスは寛容さなし。校則に反した服装をして

きた生徒は一日の学校を欠席したと見なすと通告

したのです。すると，一気に秩序が回復しました。

しかしそれには，理由があったのです。この校

長は厳しいだけではなく， とても温かい，肝っ玉

かあさんだ、ったのです。私は一緒に校内を回りま

したが，授業中にも関わらず，多くの子が「先生」

と言って手を振るのです。卒業式の時，ツッパリ

で荒れていた子どもたちがどんどん校長室に来

て，抱きついて， I先生はお母さんよりお母さん

だ、った」と言って泣き崩れた。それだけ，温かい

校長先生だ、ったのです。その温かい校長が毅然と

秩序を示した訳です。そうしたら，チョウチョが
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とまりそうな頭の子がすぐに，普通の髪に改めて

来て， I先生，合格? 合格 ?Jと言って，実にあっ

けらかんとしていたというのです。

もっと驚いたのは，今度は親に対して働きかけ

たのです。往々にして，荒れている学校というの

は，親が無関心です。私もある事件で大問題になっ

た学校に講演に行ったことがあります。校長先生

が挨拶するのも，ほとんど聞いていませんでし

た。しかし挨拶しても， I起立! 礼!Jと言っ

ても聞いていません。真正面など誰も見ていませ

ん。これはだめだと思って僕は下に降りていきま

した。そして，見たら，いろんな子がいました。

チョウチョウがとまりそうな頭の子もいました

しまゆ毛のない子もいましたし，スキンヘッド

の子もいました。

私はそのような若者を見るとだんだんと教育者

魂が出てきまして，今日はこの3人に話をしよう，

心の琴線に触れる話をしようと，話しました。き

れいごとや建前論はこの子たちには通用しない。

あとで，皆さんにも紹介しますが，この子たちが

一番感じ入ったのは，障害児の川柳とか，弱さに

触れるものにとても心を動かしました。例えば，

どのようなものかと言いますと，障害児の川柳を

紹介したのですが，このような川柳です。「ろう

そくは光分け合い身を削る4このような川柳は，

現代っ子は作れません。ろうそくは光を分け合っ

て，自分の身を削っている Oこれが感性なのです。

今，現代っ子に何が欠けているかというと，頭で

は分かるけれども，魂で感じる，心で切実に実感

する感性，これを育てることが非常に難しいのです。

長崎県の佐世保市で小学校6年生の女の子が同

級生を殺害しました。あの子の作文を読むと， I命
はかけがえのない大切なものである」と書いてい

ます。頭では分かっていたのです。でも，命を奪っ

たという重大性を実感できない。遺族の悲しみに

共感できないのです。私は「師範塾」で先生たち

にどういう子どもが問題ですか，と聞いたところ，

一番多かったのは， IQは高いけれども， EQが

低い， EQとは心の知能指数ですね。情動です。

最近では， HQ，これも今日のキーワードなので

すが， IQに代わって， HQすなわち，人間力を

育てる時の人間性知性，これは， humanity 

quotientといいますが，人間性知性というものを

どう高めていくか，今の子どもたちは， IQは高

いけれども EQやHQが低い，これが問題です。

私は教師の研修に行く時は必ず，先生たちの

親が育てば子どもが育つ

EQ，HQをチェックするところから始めます。「子

どもたちの人間関係を深めろJと言ったところで，

教師自身が人間関係が深まらなければ教師自身の

自己制御能力があるかどうか。教師自身の人間力

が問われるわけです。今日は，看護の学生さんが

多いと思いますが，看護の場所に働いていて，自

分自身の人間力が間われるわけです。それを自ら

が振り返り，脚下照顧して，自分自身をどう育て

ていくか，これが大事な課題です。患者にどう関

わるかの前に自分をどう高めていくかということ

が大事なわけです。そのために，人間性知性とい

うのが大きなポイントのひとつですが，先ほど申

し上げた，佐世保の少女がなぜ，命の共感性とい

うものが育たなかったのか。これは，長崎家裁佐

世保支部が処分決定要旨の中で触れていることで

すが，この子は小さい頃，親に甘えなかった，依

存しなかった.一人で遊んで、いた，親にとっては

いい子であった。しかし手がかからないから，

愛着がなかった。愛着というものを通して，親と

の一体感の中で共感性や思いやりというのが育っ

ていくものです。対人関係能力の基盤となるもの

は，愛着という，温かさとぬくもりで，愛情と信

頼を受けたという，この一体感が，共感性や思い

やりを育てていくのです。だから，私は今，親教

育が大事だと思っているのです。それに関連する

話をしましょう O

• r親学jの発想

これは， I親学」をスタートさせた背景にもな

るのですが，学級崩壊という問題に，私が立ち会っ

たのは10年ぐらい前です。それまで，家庭教育と

か，幼児教育とかに関心がなかったのです。私が

実際やってきたのは，いじめとか，学級崩壊とか，

登校拒否とかそういう小中高校生の問題に全国を

飛び回っていました。ところが， 10年前ぐらいか

ら，学級崩壊という問題にぶつかったのです。学

級崩壊という，小学校の授業が私語や立ち歩きで，

授業が成立しないという状況が起きてきたので

す。最初にこの言葉を聞いたのは東大阪市の小学

校ですね。学級崩壊という言葉を聞いたのは10年

前ぐらいでしょう。それまで，学級崩壊という言

葉は存在しなかった。あるいは，ジベタリアンと

いう存在な 10年前には日本にはいませんでし

た。もちろんちょっとはいたかもしれませんが，

電車やコンビニの前にベタッと座わり込んでい
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る。あるいは，先生の研修に行くと必ずこのよう

な質問がでるのです。この間も高校の先生が，こ

ういう質問をしました。「うちの高校に入って来

る女子生徒の半分以上は胡座をかいて座っていま

す。体育館で下着が見えても恥ずかしいという気

持ちがありません。どのように注意したらよいで

しょうか」と私に質問をしました。

私は切れましたね。なんで，私に聞くのですか。

あなたが恥ずかしいと思うのであれば， 自分の言

葉で語ってほしい。心を込めて，心を尽くして，

心を伝えていかなければ伝わらないのです。なん

かきれいごとでお説教のようなことを言われで

も. 1変なオヤジ」ということになってしまうの

です。しかしもともと. 1高校生になってパン

ツが見えて恥ずかしいと思わないのか」と言っ

たって，手遅れですね。教育とは，子育てという

のは，文化の抑止力を育むことなのです。

今，この国の子どもたちの問題行動がなぜこん

なに増加してきたかと言えば，問題行動を促進す

る力が問題行動を抑止する力を上回り，抑止する

力が低下しているからなのです。例えば，ルース・

ベネデイクトが『菊と万jの中で西洋は罪の文化，

日本は恥の文化だと言いました。この恥の文化が

どんどん崩壊しています。「ベネッセ教育研究所」

が行った高校生の調査がありまして. 1恥の文化

喪失調査Jというのです。例えば，電車の中で化

粧するのを恥ずかしくないと答えた高校生，教室

の中でベタっと座り込んでしまうことを恥ずかし

いと思わない高校生が非常に増えているのです。

「私もそうだわ」という人もいるかもしれません

が，プライベートなところでお化粧するというの

と，皆の見ている，公衆の面前で化粧することは，

当然区別しなければならない。公衆の面前で化粧

をしているのが恥ずかしくないというのが増えて

きました。忙しいので. 1先生，そういっても」

という人がいるかもしれません。

あるいは，先日，このようなこともありました。

私は，よく PTAの全国大会で講演をすることが

あるのですが，ある PTAの会合で校長がこうい

う話をしたので、すね。「雑巾ぐらいはスーパーで

買わないで，自分で縫って渡してほしい」と。こ

う言ったら，若いお母さんがパッと手を上げて，

「先生，それは，古い，封建的な考え方です」と孟-っ

たのです。「雑巾はスーパーで買おうが，私が縫

おうが雑巾は雑巾じゃないですか」と言うのを聞

いて，他のお母さんが皆拍手をしたというので

す。私は， よくこの話をするのですが，先日は終

わってから，一人のおかあさんが来て. 1先生，
親学と言っているけど，無理，無理」というので

す。「どうして?Jと聞いたら 1100円ショップに

行ったことありますか?100円ショッフ。に行った

ら，雑巾 3枚100円で買えるのよ. 3枚100円で買

える便利さと， 自分が縫うという困難さとと守っち

を選択すると言われたら.100人いたら.100人が，

やっぱり便利さを選択するでしょう。だから，先

生は手作りの教育と言っているが，無理，無理」

と言って帰って行ったのです。

今，私が着ているこの背広もネクタイも皆，手

織り物です。家内の父親が作ったものです。教育

も看護も 1対 1のぬくもりのプロセス，これは，

効率化できない，合理化できない，その 1対 1の

ぬくもり，温かきが大事なのです。育むという言

葉はどういう意味かと言いますと. 1羽含むJ.す

なわち，親鳥が羽で子どもを包むこと，抱きしめ

ること，これが，育むということ O 心が育つとい

うことは，その愛情と信頼を丸ごと子どもは受け

止める，患者をまるごと受容する，これが，育む

ということです。そめ愛着というものがあって初

めて育つということがあるわけです。だから，親

が親心を失ってしまえば，子どもは優しさを学ぶ

チャンスを失ってしまうのです。

今，親心がどんどん崩壊しています。私は 4月
に政府の教育再生会議に呼ばれまして. 1親学」

の話をして参りました。その時は，脳科学の専門

家と一緒に脳科学と親学と一緒に，セットで議

論されたのですが，冒頭に私はこう申し上げたの

です。これは，皆さんにも是非読んでいただきた

い本があるのですが，渡辺京三という人が書いた

『逝きし世の面影Jという本です。これは，平凡

社ライブラリーから出ていまして，第10章は「子

どもの楽園」という題なのです。ここだけでも読

んでください。第10章「子どもの楽園J. ここだ

けでも読む価値があります。それは，江戸時代の

子どもの様子を外国の人がどう見たかということ

が，書いてあります。例えば，エドワード・シル

ベスター・モースが. r日本，その日，その日J

という本の中でこのように紹介していますの「世

界中で両親を敬愛し老年者を尊敬すること日本

の子どもにしくものはないJ世界中で最も日本の

子どもは親を愛して，お年寄りを尊敬していると

いうのです。

さらに「日本の子どもほど.行儀よく，親切な
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子どもはいない」とあります。今，最も聾壁を買っ

ているのは， 日本の子どもですよ。マナーができ

ていない。もっと，童書壇を買っているのは，それ

を注意しない日本の親です。「日本人の母親ほど，

辛抱強く，愛情に富み，子どもに尽くす母親はい

ない」。日本のお母さんが一番愛情深いというの

ですね。今， どうでしょうか。[日本人の価値観

世界ランキングj という本が出ているのですが，

その中で. I親が子どもの犠牲になるのは，やむ

を得ない」と，これは，皆さんにも手を上げても

らいましょうか。親が子どもの犠牲になるのはや

むをえないと思われる方，手を上げていただけま

すか。非常に少ないですね。まあ，いろいろな理

由があるのだと思われますが， 日本の平均は

38.5%なのですね。そして，世界の平均は73%な

のです。日本は73カ国中72番目なのです。今，皆

さんの 9割は手を上げなかったので， これについ

てもっとコミュニケーションを取りたいところな

のですが，犠牲になるということに対して，少し

議論が必要なのかも知れません。

日本の若いお母さんにアンケートを取ります

と. I子育てはイライラする」というのが. 4分

の3を超えているのです。「なぜ，イライラしま

すか」と聞きましたら.1自由な時間を奪われる O

子育ては自由な時間を奪われFて，自己実現の時間

を妨げられ，犠牲になることだ」と多くの親が考

えるようになりました。男女雇用機会均等法の成

立が大きな影響を与えておりますが. I家で子ど

もを育てるのは損だJI保育所に子どもを預けて

働いた方が得だ」と，損得勘定が子育てに入って

きましたね。そして，経済の物差しが幸福の物差

しを押し切ってしまった。実例を申し上げましょ

うO 熊本の保育園協会で，講演をした時にこんな

話を聞きました。熊本県では，手弁当持参の日が

月1回あったのです。これが，行政の指導でなく

なったのです。「なぜなくなったか」と聞きますと，

給食費を払っているのに.I弁当を作れ」と言うと，

「金を返せ」と言う親が増えてきたからだという

のです。なぜ，手弁当持参の日を作ったかと言え

ば， どんなお弁当を作ってくれたかなという，ぬ

くもりや温かさを感じる中に幸せがあるからで

す。ところが. I給食費を払っているのだから」

という経済の物差しが幸福の物差しを押し切って

しまった。これが，今この国で起きていることです。

安倍前総理が「美しい国日本」とか. I美しい

日本の心」とか，そのようなことをおっしゃいま

親が育てば子どもが育つ

した。家族の紳を再生しようとおっしゃった。で

も，政治と金，年金という，経済の物差しで、ひっ

くり返ってしまった。これが，現実にこの国で起

きていることなのです。

- 困難を共感する心

何が教育に問われているかに話を戻しますと，

障害児の川柳にもどりますが. I雨降って皆の心

汚しちゃうJI時計さん長針短針別れちゃう」。皆

さん，時計を見て，涙を流す人はいませんね。長

い針と短い針がやっと会えたと思ったらすぐ離れ

ますね。この子たちは親から別れて施設に入って

いる子どもたちなのです。親との別れの悲しみで

時計をみるので，やっと会えたと思ったら，すぐ

別れなければならない悲しみがあるのです。これ

が，胸をかきむしられるほどの悲しさなのです

ね。感性というものは，一体感から生まれてくる

ものです。家族との一体感，人間関係の一体感か

ら生まれてくるものです。これが幸せの物差しな

のです。その一体感が多くの子どもたちに失われ

ている O

「最も幸せの国」で一番手が上がったのはス

ウェーデンです。スウェーデンはなぜ幸せかと

思ったかというと多分，福祉制度が充実している

からだというのが理由でしょう O ここに『福祉国

家との闘いJという本があります。 100歳を越え

ているおじいちゃんに. Iおじいちゃんの人生で

一番印象に残っているのはなんですか」と聞いた

ところ. I家族が崩壊してしまったことです」と

言いました。幸福の物差しは人間関係だと言いま

した。その一番大事なことは，親と子の粋です。

そのぬくもりや温かさを感じるところに幸せがあ

るのです。

マザー・テレサが日本に来た時にこう言いまし

た。「アジア，アフリカのストリートチルドレン

よりも， 日本の子どもの方が不幸かもしれない」

「アフリカの国々が滅びるとしたら貧困が原因だ

ろうが， 日本は心が原因で滅びるでしょうJ.I日
本人はインドの事よりも日本の国内の心の貧しい

人々への配慮を優先して考えるべきです。愛はま

ず手近なところから始まりますJ.I人間にとって

最も大切なのは，人間としての尊厳をもつことで

す。パンがなくて飢えるより，心や愛の飢えの方

が重要です。豊かな日本に心の貧しい人が沢山い

るOそれに気づくことさえできない人もいるJ.I愛
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親が育てば子どもが育つ

は家庭から始まります。先ず家庭の中から不幸な

人を救いなさい。夫婦が愛し合い，母親が家庭の

中心となりなさい。平和と潤いの家庭が築けたら

隣人を愛しなさい。自分の家庭が愛に満たされな

ければ隣人を愛することはできません」と O

これは，私たちには，モノの豊かさはあるかも

しれませんが，心の豊かさ，ぬくもり，温かさ，

人間関係の温かさが欠けているという事だろうと

思うのです。しかし障害のある子にはそれがあ

る子が多いですね。この「時計さん長針短針別れ

ちゃう」という句に対して，荒れている学校の子

どもが四百宇一枚感想文を書きました。その学校

では，一番多かったのは教師不信です。指導拒否

というのが圧倒的に多い学校で，教師とも親とも

人間関係が結べない。不信感を持っている O とこ

ろが，この「長針短針別れちゃう」という繊細な

感性の作品に感想を紙一枚に書くような，やさし

い心を持った生徒がたくさんいるわけです。「流

れ星親を探して一人旅JI浮き袋みんなの泳ぎ助

けでるJI餅さんはいつも叩かれ痛そうだJIコッ
プさん水が入って寒そうだJIかかしさん夜中も

起きて眠たそう JI連絡船みんなと別れて悲しそ

うJI空見たら雲がおいでと言ってきたJI風さん

はきれいな歌を歌ってるJI北風は寂しがりやの

風なんだJI菊の花心をきれいにしてくれるJIか
たつむりやさしい心を持っているJI雨さんがし

ずかにささやく春来るよJI渡り鳥いつまで旅を

するのだろう JIスイカ割り割られるスイカいた

そうだJ. こんな子いないでしょう O スイカを割

る時に割られるスイカ痛そうだと思っている子ど

もはいないと思います。

私はこの作品にふれた時 弱さへの共感性とい

うことを考えました。今までの教育は「強くなれ」

という教育をしてきました。しかし弱さという

ものに共感する心というものはとても大事で，人

間力というものの中には，そのようなものが含ま

れると私は思います。乳幼児，あるいは，亡くなっ

ていくお年寄りにどう関わるか，ケアリングとい

いますが，弱者をケアすることによって，ケアさ

れる。これは互恵関係なのです。一方的に与える

関係ではなく，介護もそうですね。看護もそうだ

と思いますが，看護をすることによって，ケアす

ることによってケアされる，これが大事な互恵関

係，これをどのように体験するかが大切なのです。

最近の子どものキーワードは「関係ないJIそ

れがどうしたの」。昔はねJ親が悲しむよ」と言っ

10 

たら，反省した。でも，今の子どもはそうではな

いですね。そのようなことをしたら. I親が悲し

むよ」と言ったら，何と言うと思います。「関係

ない，それがどうしたの」皆さんどうします。我

が子がそう言ったら o I関係ない，それがどうし

たのJ。これが，現代っ子のキーワードなのです。

これに，大人たちが立ち往生している O どうした

らよいかというと，関係性を体験させたら良いの

です。関係を体験させれば変わります。残念なが

ら，最近の子どもたちは実際の直接体験や自然体

験が，非常に希薄になっているのです。

平成16年の 1都9県の体験活動の調査がありま

す。その結果を見ますと，体験の現実は悲しい現

実ですね。生まれたばかりの赤ちゃんを見た事が

ない. 50%を超えていますからね。私の少年時代

は家で生まれ，家で死んでいますから，私は母も

父も祖父も祖母も臨終に立ち会いました。母は意

識がなくなりまして，パイプで命を維持していた

のですが，医師が家族に向かつて. Iパイプを外

してよいですか」と聞きました。その時，私たち

はいくらコミュニケーションができなくても.Iパ
イプを外していいポす」とは，家族としてはいえ

ませんでした。病んでいるとき，死んで、行く時，

どう関わるかということは， とても深い， まさに

人間力に関わる，弱さということに関わる時で

す。強い時には立派です。でもどんなに強くても，

病んだり，老いたり，誰もが弱さを体験します。

誰もが失敗します。誰もが挫折をします。失敗や

挫折をどう受け止めて， どう関わるか。

「昨年はこの公開講座のテーマは何ですか」と

聞きましたら，ターミナルケアだということでし

た。私は，キューブラー・ロスの本を読むのが好

きで. I死ぬ瞬間」というシリーズの本を書いて

いて， タ}ミナルケアのセミナーに30歳代の若者

でしたかね，ニコニコしながらそのターミナルケ

アのセミナーを受けていた， という文章を読んだ

ことがあります。「あなたは余命幾ばくもないの

に，なぜそんなにニコニコして聞いているのか」

と聞くと，こんなことを言った「自分はエイズの

末期でカボシ肉腫ができていて，誰が見ても，も

うエイズの末期症状です。肉体状況も末期に来て，

走馬灯のように思い出した瞬間は，無条件で愛し

てくれた瞬間であった。それは.多くはお父さん，

お母さんとの触れ合いであった」というのですね。

私は 3歳の時に40度以上の熱をだしました。父

親が肩車をして，夜中に医者をたたき起こして，



連れて行ってくれました。その時のぬくもりはこ

の年になっても忘れません。父親にしっかりと肩

車されて， 自分は肉体的にどうにもならない状態

で，空を見て， rきれいな川ゃな」と言ったとよ

く父が言っていました。一番弱い時，人間という

のはぬくもりを一番深く感じる時ですね。盲腸に

なって，小学校の時入院しましたが，なかなか見

舞いに来てくれなくて，淋しくて，淋しくて，ど

うにもならない時に，母親が見舞いに来て，母親

が部屋に入った瞬間を，今でもよく覚えています。

このような無条件の愛情を受けた瞬間を，走馬

灯のように思い出したというのです。だから，死

ぬ前に親に「ありがとう」と言って死にたいと思っ

て，親に電話をしたのです。親には黙って，嘘を

ついていたものですから，エイズだということは

知らないのです，

いよいよ最後に面会することになって， もし，

親が自分のカボシ肉腫を見て，抱きしめるのをた

めらったらどうしようと不安になったのですね。

昔はまだ，偏見があったので，身体の接触で感染

するかもしれないという不安がありました。親が

感染を恐れて，ためらったら， もっとその方が

ショックだというのです。でも，会うと，親の方

から駆け寄って来て，抱きしめてくれた。「おま

えがエイズだ、ということは守かっているよ。心配

することはないよ」と言ってくれた。だから，自

分はエイズに感染することで，親の絶対的な愛に

目覚めたのだと。だから， rもう死んでもいいJr死
ぬことは怖くはない」ということです。ぬくもり，

温かさということの中に幸せがあって，それを実

感したら，死ぬということも恐怖ではなくなる O

私はアメリカに 3年留学していたのですが，ホ

ワイトハウスの近くで80歳代のおばあちゃんと看

病をしている一人娘の家がありました。とても印

象的なのですが，その80歳代のおばあちゃんは寝

たきり老人です。そして， 60歳代の娘は母親の看

病で一生が終わりかねない。おばあちゃんは「あ

なたのおかげで生きていけるのだJと，本当にい

つもニコニコ顔で感謝感謝の毎日でした。娘も犠

牲になっているという感じはまったくなくて， rお
ばあちゃんのお世話をするということが，私の生

き甲斐なのよ」という会話を聞いていたら，考え

させられました。つまり，犠牲になるという考え

方の開題点でした。確かに，寝たきり老人，自分

の親の寝たきり状態を看護するということは，考

えようによっては，犠牲になるということです。

親が育てば子どもが育つ

子育ても自分が犠牲になるということだと考える

母親が増えています。

メイヤロフの『ケアの本質jという本を読んだ

時にこのようなことが書いてありました。私は

かつて自由って何だろうということを考えた時

に，英々辞典で自由という言葉を調べた時に，

freedomとか libertyとかあるいは lllrvana，こ

れは混繋という意味なのですが.お釈迦さんが亡

くなるときに，浬繋図がありますね，心と身体が

解放される O もう一つは salvationという英語が

あって，溺れている人を潜っていって，救い出す

と書いてあったのです。自由にそんな意味があっ

たのか，私たちが戦後習って来た自由の意味とは

全く違ったものだと思いました。自由というのは，

弱者を救い出す。弱者とは誰だ。それは，乳幼児

であり，病人であり，老人です。そのような方た

ちのお世話をすることによって，実は自由になれ

るという発想が欠けていたのではないかと思った

のです。子育てにも，看護にも介護にもそのよう

な考え方が共通するのではないかと思います。

圃体験の中で気づくこと

さて，川柳にもどります。障害児の川柳がまだ

続きます。「鐘の音がそこらの雪と待ち合わせJrゴ

キブリはみんなに嫌われかわいそう」。僕の中に

はまったくありません。マンションに住んで¥いる

人間にとっては敵です。この間も女房が一匹発見

したというので，大騒ぎでした。あちこちにゴキ

ブリホイホイを置いてP ゴキブリは本当に敵であ

りますが，私は女房と銀座三越の喫茶庖でコー

ヒーを飲んで、いたのですが，歯触りがしたので，

ベッとはき出したら，ゴキブリだ、ったのです。ま

るまる一匹だ、ったのですね。これは，色がコーヒー

ととけ込んでいますしまさか，銀座の三越でコー

ヒーにゴキブリが入っていると思いませんでし

た。それを吐き出しましたら，屈の方が大変慌て

まして，一番上等のケーキとお替わりのコーヒー

を持って来て， r今日は，勘定は結構でございます」

と言っていましたが，僕はその時にこの句を思い

出すぐらい，五臓六蹄にしみ込んで、いるのです。

私にはない心ですから。これは，重い障害を持っ

ていて，親から離れて施設にいて，差別を受けて

いる O だから，自分はそのような弱さを日々感じ

ているから，ゴキブリに対して，皆に嫌われ悲し

そうと思うんですね。
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親が育てば子どもが育つ

弱いということは，マイナスではないのです。

弱さを自分が体感するから，やさしさや柔らかき

ゃしなやかさの心につながるのです。弱さへの共

感性を育てるということは，教育の大事な役割な

のです。なぜいじめがこんなに起きているか，そ

れは，共感できないからです。いじめられた側の

悲しみを実感できないからです。だから，強くな

れという教育だけではなく，弱さに関わるという

のは大事なことです。

ある中学2年生の女の子に 1週間の体験活動が

義務づけられました。兵庫県のトライやるウィー

クが始まりまして，阪神淡路大震災の後，兵庫県

で中学生が5日間の体験活動をやりました。あれ

が，全国に広がったのです。小学生は集団宿泊体

験，自然体験，農漁業体験を 1週間やることにな

りました。中学生は就労体験，職場体験を 1週間。

体験というものが，子どもを変えます。「流汗

悟道」というキーワードがあるのですが，汗を流

す体験を通じて，道を気づかせるということで

すo.道を教え込むというのではなく，道に気づか

せるということです。道は目に見えない価値で

す。これは北海道家庭学校というところの教育方

針なのですが，体験を通して気づかせる O これが

これから一番大事な課題になってくると思うので

す。

「ガングロ」という顔の真っ黒な女子中学生が，

おばあちゃんの介護をしたいと申し出たのです。

先生は顔が真っ黒だ、ったので，校則に反している

から，元の顔に戻せと言ったのです。そうしたら，

「関係ない」と言って「私の勝手」と言って，い

くら言っても改めなかった。それで、，おばあちゃ

んに会った瞬間におばあちゃんは何と言ったかと

いうと. ，怖い，いつもの人呼んで」と言ったの

です。そこで，中学生は一気に悟ったのです。関

係ないと思っていたが，自分で望んでおばあちゃ

んの世話をしたいと思ったおばあちゃんに「怖い」

と言われた。おばあちゃんにとって怖い自分では，

おばあちゃんに関わることはできないのだ，とい

うことに気づいたのです。おばあちゃんのお世話

をするためには，おばあちゃんに'怖くないと思わ

れる自分に変わらなければいけない。それで初め

て元の顔にしたのです。

関係性，つまりつながりというものを体験させ

れば，そこで，気づくのです。だから，お説教で

教えるのではなく，関わり体験することが子ども

を変えるのです。 HQを育てるポイントは，人間

性を育てるポイントは，多様な人間関係を体験す

ること O ですから，看護の学生さんも多様な関係

を体験するということが，必要です。多様な関係

には，相性の合わない人もいるでしょう O この人

さえいなければもっと人生楽しいと思う人が，そ

れが夫や妻では困りますけど，相性の合わない人

というのは必ずいますよね。その相性の合わない

人とどううまくやっていくかが， とても大事なこ

とです。まさに，人間関係能力が問われるわけで

す。

まだ，続きがあります。「鬼が住む心を神に見

透かされJ，りんごさん木から離れてさようなら」

「秋になり虫さんたちとお別れだJ，日をつめば死

んでしまうと泣いているJ，心の目一人一人が磨

いてく J，眠ってるはやく芽を出せ私の芽J，雨上

がり虹を眺むるカタツムリ J，チューリップチョ

ウチョさんとキスをするJ，靴の先いつも歩いて

疲れてるJ，鯉のぼり家族揃って楽しそう」さらに，

重度の脳性小児麻埠の少年の詩があります。

ごめんなさいね，お母さん

ごめんなさいね1.お母さん

僕が生まれて，ごめんなさい

僕を背負う，母さんの白いうなじに，僕は言

つ
僕さえ生まれなかったなら，母さんの白髪も

なかったろうね

大きくなったこの僕を，背負って歩く悲しさ

も

かたわな子だね， と振り返る，冷たい視線に

泣く事も

僕さえ生まれなかったなら

今度はお母さんが，脳性小児麻障の子どもにこ

のような詩を書いています。

私の息子よ，許してね

私の息子よ，許してね

この母さんを許しておくれ

お前が脳性麻療と知った時

ああ，ごめんなさいと泣きました

いっぱい，いっぱい泣きました

いつまで、経っても歩けない，お前を背負って

歩く時

肩に食い込む重さより，歩きたかろうねと，

母，心
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重くはないと聞いている，あなたの心が切な

くて

そして，また，子どもがお母さんに詩を書きま

した。

ありがとう，お母さん

ありがとう，お母さん

お母さんがいる限り，僕は生きていくのです

脳性麻障を生きて行く.やさしさこそが大切

で，悲しさこそが美しい

そんな人の生き方を教えてくれたお母さん

お母さん，あなたがそこにいる限り

皆さんどう感じられたでしょうか。「悲しさこ

そが美しい」。これはなかなかきれいごとで書け

る文章ではありません。この脳性小児麻療で生ま

れてきたことはあまりにも悲しい。悲劇です。で

も，その悲しさの中で美しい温かさや美しいぬく

もりをお母さんとの関わりで感じている Oそこに，

幸せがあるのではないかと思いました。そして，

お母さんは，このように書きました。

私の息子よ，ありがとう O

ありがとう，息子よ o 't 

あなたの姿を見守ってお母さんは生きてゆく

悲しいまでの頑張りと

人を労る微笑みの，その笑顔で生きている

脳性小児麻痔の我が息子

そこにあなたがいる限り

これが，親子の粋だと思うのですね。そこに.

幸せがある O まだ，小児麻湾の別の子がこのよう

な詩を書いています。

母さん，ありがとう

母さんが守ってくれた命

ありがとう，母さん

僕は今，たくさんの温かさを知りました

何もできない僕だけど，なんとなく幸せ

母さん，小児麻障にしてくれて，ありがとう

次は，障害児を持ったお母さんの詩を一つだけ

紹介します。「失わないで青空」という詩です。

障害児を持ったお母さんの詩です。

なにげなく過ぎてしまうこと

~13 
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当たり前に過ぎてしまうこと

どれも，途方もなく輝いて見えるのは，障害

の子を持った幸せ

先ほどの小児麻障の子は小児麻療にしてくれて

ありがとうと言いました。このお母さんは障害の

子を持った幸せと書かれました。

初めて私の顔を見て笑った日

初めて言葉を話した日

初めて水道の蛇口をひねった日

初めて一人で電車で出かけた日

みんな記念日

その度に，ワッーと空に向かつて叫びたくな

る

胸の中から，何かが湧き立ち大きく大きく見

えて来る

当たり前のことなのに，大きな声でみんなに

伝えたくなる

当たり前じゃないって，素晴らしいなあ

- しっかり抱いて，下に降ろして歩かせろ

皆さんどのようにお感じになったでしょうか。

官頭に日野原先生が一番大事なものを失った時に

初めて気づく世界，磨かれる感性， というものが

あるとおっしゃいましたが，私はこのような事な

のかなと思いました。私の家内の父は61歳で，癌

で亡くなりました。今，私は56歳ですから，もう，

5年後かと思うと，何とも言えません。東京のマ

ンションにやって来て， I別れに来た」と言いま

した。私はあわてて，本屋きんをかけずり回って，

癌の本を30数冊買ってきました。そして，臨教審

の会長をしておられた方は京都大学の医者で，後

の神戸市民病院の院長にもなられた岡本道雄先生

です。「岡本先生に相談すれば， 日本一の名医を

紹介してもらえるよ」と言いました。「世界ーの

薬を必ず取り寄せられるよ」といいました。しか

しその時，彼女の父は首を振ったのです。自分

はここに，痛と闘うために来たのではないのだ

とO 抗癌剤を打ち込んで癌細胞と闘う，つまり，

治療を求めてきたのではないのだ，心安らかに，

死んで行きたい。治療を求めてきたのではなく，

ケアを求めて来たのだ。心のケア，私と家内と心

の会話をしに来たのだ， と言うのです。

10日間，語り尽くしました。今までどのような
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気持ちで生きてきたか。今， どのような気持ちで

ここにいるかを語り尽くしました。来た時はまだ

元気でした。でも，みるみる腹水が溜まっていっ

て，最後は動けなくなりました。そして，意識不

明になりました。ハッと気づいた瞬間に意識不明

になっていました。あわてて，東京のマンション

から，タクシーで秩父市というところが郷里なの

ですが，そこにとばしました。そこで，父は秩父

織物を作っていました。医者を呼んで、， 45分経っ

た時に，突然ニコッと笑ったのです。家内が笑っ

たと叫んだ瞬間に，医者はご臨終ですと言いました。

私はその瞬間をよく覚えておりますが， 61歳で，

癌で亡くなるというのは，不幸な死です。世の中

には，心がけが悪いのに， もっと長生きしたり，

大もうけしたり，大活躍している人がいっぱいい

ます。私は正直，ああ，この世の中には神も仏も

存在しない。なんで，不公平なのだ， と心の中で

思いました。しかしニコッと笑った瞬間は一生

忘れません。験を閉じれば，すぐ，験にそれが浮

かんできます。私は大げさな意味ではなく，死も

栄光だ， とそう思わされました。こんなにすごい

死に方ができるのかと O 我々遺族に「悲しむなよ」

と訴えている，そんな笑顔でした。

すごい死に方を見せてもらったと思いました

が， もうお亡くなりになりましたが，作家で草柳

大蔵という方とテレビで何度も対談をやっていた

のですが，その方がこんなことを言っていたので

す。「高橋さん，それはね，死に甲斐というのです」

今まで，生き甲斐ということは，考えた事はあり

ますが，死に甲斐というのは考えたこともありま

せんでした。「死に甲斐って何ですか?Jと聞い

たら， I自分は『あなたの死に甲斐はなんですかJ
という本を書いているので，読みなさい」と本を

くれました。

それを読んでいたら，飯田蛇坊という，俳句を

詠む人のことが書いてありまして，この方は家族

に先立たれたのです，子どもも妻も亡くなり，天

涯孤独になったのです。天涯孤独になったのです

が，どのような言葉を残しているかというと， I誰
彼もあらず一天自尊の秋J.だれが亡くなった，

彼が亡くなったというのではなく，自分が今生か

されていると思うありがたい心，これだけだとい

うのです。感謝の心です。アメリカでは子どもた

ちに必ず thankyouという感謝の言葉，それか

らplease，どうぞという思いやりの心， you are 

welcome， どういたしまして， という言葉。これ
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を必ず教えるのですね。感謝の心です。これが，

子育ての出発点なのです。

ところが，我が国では 『女性セブン』という

雑誌に永六輔さんが紹介した「いただきます論争」

というのがあります。この費面で『女性セブン』

を買うのはちょっと恥ずかしかったですね。[女

性セブン』をくださいと言っただけでは聞こえな

かったので，大きな声で『女性セブンJください

と言ったので恥ずかしかったのですが。このよう

なことでした。「いただきますJIごちそうさま」

を学校で強制しないで欲しい， という手紙を

TBSラジオで読んだのですね。すると，全国か

ら投書が殺到して， 3割の方は「その通り」と言っ

たというのです。給食費を払っているのだから，

「いただきますJIごちそうさま」を強制しないで

ほしい， という親が3割いるということですね。

今，ケニアのマータイ女史が全世界に地球環境

の破壊から人類を守るためには「もったいない」

という日本人の心が大切だと訴えています。とこ

ろが，当の日本人が「いたたぎますJ，Iごちそう

さま」をけしからんと。日本の心はかたじけない，

ありがたい， もつがいないとか，おかげさま等の

心ですよね。そのような心というものは，親が生

活の中で，後ろ姿で示さないといけない。学校の

道徳で教えるものではなく 生活の中で，後ろ姿

で，これは感化するということですけれども，生

活の中でしか育たないものです。

読売新聞が8月31日の一面トップで¥「日本人

のマナーが悪化した」と答えた人が88%という世

論調査を発表しました。「日本人の公共マナーが

悪くなっている」が88%です。なぜ日本人のマナー

が悪くなったか，原因を調べたら， I家庭でのし

つけに問題があるから」と答えたひとが76.8%と

トップでしたO次は「大人がマナーを守らなくなっ

ているから」。次は「周りの大人が子どもに注意

をしなくなっているからJoIなぜ，大人が注意を

しないか?Jと聞いたら， I反論されたり，暴力

を振るわれたりするかもしれないから」が64.5%

ですO

つまり，全部大人の問題なのです。子どものマ

ナーが悪くなっているのは，全部大人の問題で

す。私はいつもブーメランと言っているのです。

飛ばせば返ってくるものです。大人が変われば，

必ず，子どもがよくなるめです。だから，自治省

で青少年の健全育成のプログラムを作る会の座長

を頼まれた時，私は申し上げました。「これまで



の健全育成の考え方を考え直してください。健全

育成という考え方に文化の抑止力としての視点が

抜けています。子育ては文化なのですJoi日本人

はしっかり抱いて，下に降ろして，歩かせろ」と

言ってきました。

例えば，白虎隊で有名な会津藩の藩校に日新館

というのがあって.10歳以下の子どもにはどのよ

うな事を教えてきたか. i什の旋」というのがあ

るのです。どういうことが書いであるか。「年上

の者の言うことに背いてはなりませんJi年上の

者にはおじきをしなければなりませんJi卑怯な

振る舞いをしてはなりませんJi弱い者をいじめ

ではなりませんJiならぬものはならぬもので

す」。これを教えてきたのです。これを今，幼年

教育，幼児教育，家庭教育で教えていないのです。

「いじめの原因は何か?Jと読売新聞がアンケー

ト調査をしたら. 1位は「家庭で，社会のルール

を教えていない J。これがトップでした。

64.5%。いじめが起きるとマスコミは. i学校が

悪いJi教師が悪いJi教育委員会が悪い」と責め

立てます。家庭のことは言わないのです。校長が

謝るという光景はたくさんあります。しかし親

がどうしたのかという，そのことは問いません。

手ムカ王ある幸庁聞にイギ1)スとフランスとアメリカ

の事を書いたら，政府の教育再生会議からすぐ電

話があって. i詳しい資料を送ってくれ」と言っ

てきました。日本人は残念なことに，外国と比較

しないと，今日本がどんなにおかしいかというこ

とが分からないのです。例えば，イギリスで10年

前に「子育て命令法」というのが作られています。

Parenting orderといいます。子育てをしない人

は1000ポンドの罰金をとる，滞納した人は禁固刑

と法律で、決めています。子どもが更生するまで最

長で 1年間，親の講習を義務づけています。子ど

もの問題は親の問題だという，発想が前提にある

のですね。あるいは，フランスでは理由なく月四

回欠席しますと. 9万円の罰金を親から取るとい

う法律を決めました。そして，親が教育義務を放

棄した場合，例えば，熊本で赤ちゃんポストが問

題になりました。最初に連れて来たのは，福岡か

らお父さんが3歳の子どもを連れて来て，かくれ

んぼをしようと踊して，帰って行ったのです。こ

の子の心にどんなに傷が残るか。親が教育義務を

放棄した場合，フランスでは 2年間の拘禁刑，

360万円の罰金というものを決めています。アメ

リカでは「子どもを置きざりにしない法律」とい

親が育てば子どもが育つ

うのがあって. 5年前にできました。シアトル市

やカリフォルニア州では不登校について，一日25

ドルの罰金か親にボランテイア活動を課している

のです。私が政府を代表して海外視察をした時に

ニューヨークの中学校に行きました。中学生が窓

ガラスを割りました。すぐにスク}ルポリスが駆

けつけて，親に連絡を取って，親から罰金をとり

ました。あまりにも印象的だ、ったのです。

日本は校外で起きた事件の監督責任を学校や教

師に求めます。アメリカは校内で起きた問題行動

の責任を親に求める O 教育の責任という意識が日

本の場合は親にはあいまいなのです。だから，保

育士にわが子の「鼻水が出ていますよJ.中学生

のわが子に「風日に入るように言ってください」

と学校に頼みにくるような親の責任を自覚しない

親がこんなにできたのです。

実は，学級崩壊の根本にある問題は，学歴教育，

幼児教育の崩壊なのです。保育士456人のアンケー

ト調査がありまして，朝日新聞が大きく取り上げ

たのですが.i幼児に学級崩壊の芽jということで，

今から 8年前の統計ですけれども，保育士がどの

ようなことを言っているかと言いますと. i子ど

もが変わったJというのです。どう変わったかと

いうと. iしらけて遊びに参加しない子が4歳児

頃からいるJi疲れた，もう止めるとすぐ言うJi少
し自分が拒否されるとショックを受け，泣きわめ

いたり，パニックになってしまう子が増えたJiこ

うか，こうかと確認しないと不安な子が増えた」

「膝に甘えてくる子が多くなったJiうるせえー，

ばか，おまえ， くそばばあといった乱暴な言葉を

使う子が多くなった」と言うのです。

ところが. i親が変わったことが，このように

子どもが変わった原因だ」と言うのです。親がど

のように変わったか，このように言っています。

一番多いのは「受容とわがままの区別がつかな

いJ。わがままを放置してはいけません。受容と

いうことは，無条件で受け止めること. i親学」

の基本の考え方は 2つなのですが，それは，子ど

もの心や脳が発達するためには，母性的な関わり

と父性的な関わりが大事だ， これが，親学の基礎

理論なのです。母性原理というのは，日本人が言っ

てきた「しっかり抱いて」という愛着ですね。母

性原理というのは包み込む，包摂，包容，保護と

いうやさしさのかかわりなのですが。

今日皆さんにお配りしている資料があります。

これは. r週刊ダイヤモンドJというのに，巻頭
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インタビューで出ているものですけれども，その

資料の左の上に. Iしっかり抱いて，下に降ろし

て歩かせろ」というのがありますか。見出しのタ

イトルです。「しっかり抱いて，下に降ろして歩

かせろ」これが，日本の子育ての知恵なのですね。

三つ子の魂百まで。これがしっかり抱いて，これ

が受容です。まず，無条件の信頼と愛情で抱きし

める。これが，受容なのです。今，これが，危う

くなっているのです。同級生を殺害した佐世保の

小学校の女の子はお母さんから無条件の愛情と信

頼で受け止められなかった。だから，共感性が育

たなかった。だから，命を奪う重大性を実感でき

なかった。対人関係能力の基盤になるのは，愛着

なのです。無条件の愛情と信頼で受容される O ま

ず，受け止める O これが母性愛なのです。

今日のご質問の中にもこのようなものがありま

したね。「どのように関わったらいいのか?JとO

これは，介護もそうだし親との関わりもそうな

のですが， まず，心を受け止める O これが，受容

なのですね。患者の心を受け止める，親の心を受

け止める O まず，心を受け止める。受容，これが

母性原理なのです。これはケアリングです。そし

て， しっかり抱いての次ぎは，下に降ろすでしょ

うOこれは，愛着からの分離ということなのです。

いつまでも抱いていたのでは自立ができないの

で，そこで，切る O 父性原理は秩序，規律，鍛錬

を重んじる切断の原理なのです。何を切るかとい

うと，子どものわがままを切る，ということなの

です。子どもの壁になるということが必要なので

す。

圃人間力は自分を信じる力

明星大学は近くに多摩動物公園があります。私

は毎年，一回だけ，学生を連れて行って，動物の

子育てについて，飼育係の人の話を聞くのです。

「これは観光ですか? 勉強ですか?Jと必ず聞

かれます。「はい，勉強です」というと，入園料

がタダになります。 1時間半の間. 1種類の動物

だけに話をしぼって聞きます。今日はオランウー

タンとか，今日はゾウとかですね。たった 1時間

1種類の動物の子育てについて，ものすごく勉強

になります。学生に 1年間の感想を書いてもらう

と，この授業が一番楽しかったといいます。

ある時，チンパンジーの話を聞きました。チン

パンジーは我が子を 6カ月抱いているというので

す。 6カ月経ったら，下に降ろすというのです。

これは分離ですね。それ以上甘えて来ても，全部

はね飛ばす。人間のお母さんよりも， 日本人のお

母さんよりも，分離がしっかりしているのです。

今，一人っ子が増えてきていて，母子分離不安が

増えてきました。母親も子どもから離れられな

い。突き飛ばすのは，冷たい気持ちで突き飛ばす

のではないのです。 1人で生きて行けない，いつ

までも抱いていたのでは独り立ちできないから，

甘えて来る子をあえて突き飛ばす訳です。優しさ

に裏打ちされた，厳しさなのです。

父性原理というのは，切るという働きだと言い

ました。私はいつも，私の父の話をするのですが，

父は高校の教師でした。中学校の 1年生の時，私

を鶏龍山に連れて行きました。「赤とんぼ」を作っ

た三木露風の家は私の家のすぐ近くです。父は鶏

龍山いうところに連れて行って，弁論大会の練習

を強制したのです。昔の政治家は「諸君!Jとや

りましたね。あれを僕に強制したのです。で「史

朗，原稿を持って行ってはだめだ」と強制しまし

た。中学校 1年生だ、ったので，とても不安でした。

初めて人前で話すoj，ですから。「もし原稿を忘

れたらどうするの」とおやじに手を合わせて懇願

しました。「僕絶対に原稿を見なし、から，一応持っ

て行かせて」。その時父親は何と言ったかという

と「大丈夫，自分を信じろ，大丈夫，大丈夫jと

何度も言いました。あまりにも父親が自信を持っ

て言うものですから，ついついその気になって，

大丈夫だと信じて. I諸君!Jとやったら，全校生

徒が爆笑したのです。あまりにも，似合わなかっ

たのです。 1年生ですから，ヒゲはまだはやして

いませんよ O 可愛い男の子とは言えませんが。卒

業アルバムにその写真が載っていて. I絶唱」と

書いてありました。あまりにも，インパクトがあっ

たのですね。ところが 「諸君!Jとやって，全校

生徒がワーっと笑って パニックになりました。

「お父ちゃん，大丈夫でない」と思ったのですが，

間に合いません，原稿がないのですから O どれく

らいの間，パニックになったのか分かりませんが，

しばらくしたら. I大丈夫Jという言葉が腹の底

から湧いてきたのです。すると忘れていた原稿を

すっかり思い出しました。あの一瞬に自分の人生

は大丈夫ということになったのです。あんなに，

ピンチになったのに大丈夫だ、ったではないか。そ

の他にもピンチはずいぶんありましたけれども，

全部， これが救ってくれました。
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つまり，人間力の一番大事なものは信念。原田

隆史さんは遅刻者をゼロにした人ですね。この教

師は陸上競技で13年優勝を続けたのです。大阪で

一番荒れている学校が13年陸上競技で全国優勝し

たのです。入って来た時は心も身体ももやしっ子

です。ところが，入学して来たその日に 3年後の

全国優勝の時のホテルを予約してしまうのです。

むちゃくちゃです。夢を持たせるのです。目標を

持たせるのです。呉大学の教育方針を見ておりま

したら，教育方針の展開というところに， r主体

的に生きる人間Jrエネルギーに満ち溢れる自己

活力」というのがあります。エネルギーというの

はどこから出てきますか。エネルギーは，信念と

か情熱とか志とか目標というものがないと，エネ

ルギーは湧いてきません。最近の子に目立つのは，

「気力がないJr目標がないJr 5年生きて疲れ

ちゃった」。目標がないと意欲が湧いてきません。

野口健という人を知っていますか。登山家で野

口健という人がいますね。私，来月一緒に対談を

するのですが，この方は高校まで，不良のレッテ

ルを貼られた落ちこぼれでした。勉強してなかっ

たので，大学に合格しない，そこで，亜細亜大学

の一芸入試に挑戦したのです。一芸入試というの

は，一つのところに卓越していたら，総合点では

負けるかもしれないが， --=}の個性で突破できる

というものです。「就職力Jr専門力Jというのを

呉大学の方針で読ませていただきましたが，この

人の場合は何が専門かというと，それは，夢なの

です。誰も持っていないものは夢だ、ったのです。

その時，彼はこう言ったのです。「私を亜細亜大

学に入れてくれたら，こうなります」と言ったの

です。 r1990年 8月にはヨーロッパ大陸モンプラ

ンに登頂します。 12月にアフリカ大陸に登頂しま

す。 92年9月にはオーストラリア大陸。 12月には

南米， 93年6月には北米，例年12月には南極， 96 

年 1月にはロシア， 97年8月にはアジアのチョモ

ランマに登頂します」と言ったら，試験官が「う

わあーすごい」と拍手をして，入れてしまったの

です。ところが，彼は全部実行したのです。そし

て，こう言いました。「いつも，背伸びをしてい

れば，いつかは背が伸びる」。説得力がありますよ。

イチロー選手が小学校時代に書いた「僕の夢」

という作文があります。ちょっと読んでみます

ね。「僕の夢は一流のプロ野球選手になることで

す。そのためには，中学，高校と全国大会に出て

活躍しなければなりません。活躍できるようにな
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るためには，練習が必要です。僕は 3歳の時から

練習を始めています。 3年生の時から今までは

365日中360日激しい練習をやっています。だから，

1週間で友達と遊べるのは 5，6時間です。そん

なに練習をやっているのだから，必ず，プロ野球

の選手になれると思います。そして，中学，高校

と活躍して，高校を卒業してからプロに入団する

つもりです。その球団は中日ドラゴンズか西武ラ

イオンズです。ドラフト入団で，契約金は 1億円

以上が目標です」。小学校時代に 1億円以上とい

う目標を立てているのです。今日，広島に来る新

幹線の中で，ニュースを見ていましたら， rイチ

ロー選手が 1安打打って， 3割5分 1庫」と出て

いましたね。今，大リーグで首位を争う大スター

ですね。小学校時代から夢を持っていたから，だ

から，これからは，夢というのが育てられるかど

うか，夢や目標があって， 目標に向かつて課題を

設定していくことが大事。

原田隆史先生は僕にこういいました。「先生，

全国 2位になるのは，簡単Jrどうして ?Jと聞

くと， rそれは，スキルを教えれば簡単です。技

術をねJ，砲丸投げ，走り幅挑び，そこにはコツ

があるのです。それを徹底的にスパルタ的に教え

込めば，技術はマスターできる。でも， r全国一

を10年間続けるには，壁があるJrどんな壁 ?J
と聞くと， r心を鍛えるという壁」だと言うので

す。最後に勝っと思うか，負けると思うか。ウィ

ンブルドンでもそうですね。最後の決勝戦は精神

力なのです。バレーボールでもそうです。ゴルフ

もそうだと思いますね。最後は自分の心がプラス

指向かマイナス指向か，これが大きな要素なので

す。

運というのは，たまたま幸運に恵まれるのでは

なくて，運を引き寄せる心の姿勢を持っているか

どうかですね。人間力というのは，そのような意

味では，エネルギーに満ち溢れているという言葉

がありましたが，信念，情熱。全国一を続けるた

めに彼が，言い続けてきたことは，彼は中学生に

いつもこう言ったのですね。「一寸先は光」と，

これは根拠がありません。「一寸先は闇」という

のが，常識ですね。でも彼は「一寸先は光」と信

じているのですね。私のオヤジは「大丈夫」とい

うのを信じているのです。どこにも根拠などない

のです。今，私のゼミの学生が教員試験を受ける

前の週に私のところに来て， r先生，大丈夫と書

いてください」とお守りのようにして受験してい
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ます。そして，その後，教員になったら， r大丈夫」

という言葉を子どもたちに授けているのですけれ

ども O

そのような，肯定的な言葉ですね。今日は看護

の学生が多いのですが，病んでいる方のお世話を

しながら，病んで、いる方の心をどう看るか，宮本

武蔵が「見の日弱く，観の日強く jという言葉を

使っていますが，これは，宮本武蔵の『五輪書.Jr水

の巻jの一節なのです。宮本武蔵は『五輪書.1r水
の巻」で心の目で見ることを第ーにして，肉体の

目で見ることを第二にしろと O

乙武君は今年の 3月まで 明星大学の通信教育

部の学生でした。今，杉並区の小学校で教えてい

ます。彼が書いた『五体不満足Jという本，多く

の方が読んでいると思いますが，その中で，乙武

君のお母さんと 1カ月間対面することをさせない

で， 1カ月経って初めて我が子と対面した。その

時，お母さんの口から出た言葉は「可愛い」とい

う言葉だ、ったと書いてあります。重い障害を持っ

た我が子を見て，もし，涙をボロボロ流して「可

哀想に」と泣いたら，子どもは惨めで、しょう O つ

まり，子どもをどう見るか。患者をどう見るかが

患者に大きな影響を与えます。あの時，乙武君の

お母さんは命の本質を見ました。現象の障害では

なく，いのちの本質を観たのです。

- 困難があるから，ありがたい

私は全国を回っているのですが，横浜に仏教慈

徳学園というのがありまして，全身入れ墨をして

いる等の非行少年が，家庭環境が悪すぎるために，

その施設に裁判所が指定して入れる施設です。そ

こで，何をやっているかというと，銘石という自

然石の傷を毎日 6時間磨いているのです。石の傷

を毎日 6時間磨きながら，弁護士になったり，お

医者さんになったり，考えられないような自己実

現を遂げているのです。日に見える石の傷を磨き

ながら，実は日に見えない心の傷を磨いているの

ですO

今日，広島で荒れている学校の話は3つ目が途

中で終わっていますけれども，実は，親がウワー

と文句を言って来る O 親に対して，山広先生は「あ

なたたちが変わらないと，子どもは変わりませ

ん。一緒に手でトイレ掃除をしましょう」と親に

呼びかけたのです。 300人以上が参加しました。

すごいでしょう? こんなに参加するということ

は，校長先生がどんなに迫力を持って親に話した

かです。どんなに学校が頑張ったって， どんなに

教師が頑張ったって，限界があるのです。あなた

が変わらないと，子どもは変わりません。だから，

親と一緒になって，手でトイレ掃除をするという

ことをしたのです。一気に変わりました。

体験活動といっても，大人が子どもに「しろ」

と命令しでもだめですね。一緒に困難を乗り越え

るという体験が杵を深めるのです。「師範塾」で

は萩往還という，吉田松陰が歩いた34キロを親子

で歩いてもらおう， と一緒に歩いています。親子

で歩きますと，最初は教師である親が偉そうな顔

をしているのです。ところが，休憩時間になると，

逆転しますね。子どもたちは休憩しないで遊んで、

いるので，終わったとき.子どもたちは「しまっ

た，休むの忘れてたJと反省しています。終わっ

た後，午後から親が疲れて来て「お父ちゃん頑張っ

て」と言っています。

困難を乗り越える体験が大事です。北海道に北

海道家庭学校というのがあります。昔は男子の教

護院だ、ったのですが，手錠をはめて腰紐を付けら

れた非行少年が連れもれて来るのです。校門の前

で，手錠を解かれて，腰紐を解かれて， 130万坪

の大自然で、立ち直って行くのです。真ん中に教会

が建っていまして，教会に入ると十字架はありま

せん。十字架の代わりに「難有」という言葉が掲

げられているのです。「どういう意味ですか?J 
と聞いたら， r困難があるから，有難い」という

感謝の気持ちが生まれるのだと。これも，今日の

キーワードですね。困難を乗り越えることによっ

て，ありがたいという，感謝の気持ちになるのだ

とO そのような意味から言えば，重度の脳性小児

麻療や重度の障害を持った子どものお母さんがそ

の困難があるから，ありがたいという気持ちが

育っていくのですね。困難を乗り越えるというこ

とが，大きな要素になる訳です。

長島一茂が一時通っていた，白根開善学校とい

うところがあります。ここには， 100キロ競歩と

いうのがあります。 100キロ歩くと，みんな泣き

ながら，ゴールインします。それは，辛くて，悲

しくて泣いているのではないのです。生まれて初

めて自分に感激して泣いているのです。途中で挫

折しそうになった。マメができて， もう限界だ，

でも，その困難を乗り越えて，僕だ、ってヒ}ロー

だと，自分に感激して泣いているのです。自分に

感激するという機会がなかなかありません。それ
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は，教育界は事なかれ主義，安全第一主義で，そ

ういう困難を乗り越えるという挑戦を避けようと

しているからです。 HQ. 人間性知性を高める方

法として. 1つは多様な人間関係が大切だと言い

ました。 2番目には，直接体験，本物に出会う体

験。

自然体験もそうですが，直接体験というのが，

人間性を育てる上で鍵になりますよ， と脳科学の

専門家が言っています。あるいは，乳幼児の世話

とか，老人介護とか，弱さに関わることですね。

弱さに関わることが，人間性を高めていく O そし

て，その他に読書ですね。特に，音読がいいと，

これは，川島隆太さんが言っていることですけれ

ども，埼玉県で白鳥幼稚園という素晴らしい脳科

学を教育に取り入れて実践をやっているところが

あります。リズム運動を体験しながら，子どもが

どんどん元気になっているのです。リズム運動と

いうのは，体操のリズムと言葉のリズムと音楽の

リズムです。それを体験する。それが，乳児にど

のように影響を与えるのかを，脳科学を導入して

研究しているのです。

国成就感，成功体験，達成感こそ，次へのエネ

ルギー

実は，昨日遅くまで，日本大学の脳科学の専門

家が. 13年閉じこもって来た不登校の子どもの脳

波を測定するというので立ち会えというので，

行ってきました。 13年間閉じこもっているとどの

ような脳の状態になっているか，あるいは，今，

愛着というものが，子どもの脳にどのような影響

を与えるかについての研究が進んでいます。今日，

皆さんにお見せすることはできませんが，例えば，

実のお母さんと話している場合ι見知らぬ人と

話している場合と全然，脳の活性化が違うので

す。情動脳というものが，非常に活発に動くので

す。情動といのは，喜怒哀楽です。情動というの

は. 5歳ぐらいまでにその原型が形成される O こ

れは，文部科学省の脳科学の研究会が提言で発表

したことです。

今日は脳科学がサブタイトルですが，なぜ.r親
学」と脳科学をセットで議論しているかと言いま

すと.r親学」というのを，問題提起をしましたら，

マスコミの一部が批判しました。どういう批判を

したかというと，家庭で，子どもにどう関わるか

というのは，個人の価値観による O それを，国や

親が育てば子どもが育つ

行政がこうあるべきだと押し付けるのは余計なお

世話で，価値観の強制だという批判をしたので

す。一番大事な根本が忘れられているのです。「親

学」の一番の根本の考え方は，子どもの心や脳の

成長，発達をどう保障するか，子どもの脳の発達

段階に応じてどう関わるかというのには，普遍的

な原理があるのです。

そこで，私たちは f親学の教科書」というもの

を作りました。一年間. PHP研究所で研究を重

ねました。私が主査をさせていただいて. r親と

教師が日本を変える.1 (いずれも PHP刊)という

本を出しました。その中で，親学提言というのを

出したのです。なぜ. r親学Jの提言を出したか

というと理不尽な親が増えている，保育園料，

給食費を払わない人が増えている O 今日のような

講演会でも，前の方に一般の希望者がお集まりに

なっていると聞いていますが，本当に聞いてほし

い親はこのようなところに来ない。いくら，

PTAで講演会をやっても，来ないですね。私は

その親たちにどう働きかけるかが，この固の将来

を左右すると思っています。説得しようとすると，

逃げて行きます。親はこうあるべきというと，自

分が責められているようで，逃げていくのです。

私はどこから始めたかというと. 6年前に「悩

める親の会jというのを始めたのです。ただ，弱

音や愚痴をただ言い合う。これだけでいいので

す。孤立している母親は弱音や愚痴をみんなで

シェアしながら，分かち合い，それが，受け止め

られたら，ずいぶんすっきりして帰って行かれる

のです。まず，そこから始めようと思いました。

まず，心を受け止める O しかしここで終わって

はいけないのです。今まで，不登校に対する指導

も間違っていました。それは. r長い目で見守れ」

「信じて待てJr登校刺激を与えるな」と，こう言っ

てきたのです。心を受け止めるというのは，カー

ル・ロジャースの非指示的カウンセリングの原点

であるのですが，これが大事なことは言うまでも

ありません。これは，母性原理に関わるものです。

次に，心を伝える O あるいは，不登校児について

言えば，成就感，成功体験，達成感を通して，ま

さに，呉大学の教育方針にある，エネルギーとい

うものは休めば出てくるものではなくて，成就感，

達成感，成功体験を通して，大丈夫という，小さ

な成功体験を通してだんだん元気になってくるの

ですO

村上和雄さんは，人間の遺伝子は 3%しか，ス
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イッチオンになっていないと言い，後の97%はス

イッチオフだと言いました。このスイッチオフを

オンにするものは何か，感動体験，喜び体験だと

言いましたけれども，皆さんに是非，読んでいた

だきたい本はレイチェル・カーソンの rSenseof 

Wonderjです。これは，新潮社から出ています。

Wonderとは，不思議さとか，神秘さですね。神

秘ざ不思議さに目を見張る感性です。レイチェ

ル・カーソンはアメリカの環境問題などで有名な

方ですが，こう言っているのです。ちょっと読ま

せていただきます。「子どもたちの世界は，いつ

もいきいきとして，いつも，新鮮で美しく，驚き

と感激にみちあふれでいます。残念なことに，わ

たしたちの多くは大人になるまえに澄みきった洞

察力や，美しいもの，畏敬すべきものへの直感力

をにぶらせ，あるときはまったく失ってしまいま

すj。

皆さん，中秋の名月をじっくり見た人はどのく

らいいますか? 少ないですよね。なぜか，前の

方じ偏っているのですが，中秋の名月を見ている

暇がない。私はこの間， 日曜日でしたかね，夜中

の12時ぐらいから見始めて，寝ょうと思ったのは

3時間分でした。私の人生の中で初めてでした

ね。秩父の定峰という山の奥で，私は「守破離亭」

というのをつくっているのですが.杉の木とヒノ

キを伐採しまして， 1，000万円くらいかけて，切っ

た木で机と椅子を作って，埼玉師範塾の種々の研

修や開塾式をやっているのです。そこは，電線も

地中に埋めました。光も全然ないで、すね。まった

く光のないところで，星がものすごくきれいでし

た。そして，月の光で陰ができるのです。墨絵を

見ているようでした。見とれてしまいましたね。

机の上にちょっとした椅子を置きまして，ず、っと

見ていまして，ハッと気がつきましら， 3時50分

でした。こんなに遅くまで見たことはない。こん

なに見入るという世界はなかなかないのです。

レイチェル・カーソンはこのようなことを言っ

ているのです。「わたしはかつて，その夜ほど美

しい星空を見たことはありませんでした。空を横

切って流れる白いもやのような天の川，きらきら

と輝きながらくっきりと見える星座の形，水平線

近くに燃えるようにまたたく惑星……。流れ星が

ひとつ，ふたつ地球の大気圏に飛びこんできて燃

えつきました。わたしはそのとき，もしこのな

がめが 1世紀に 1回か，あるいは人間の一生のう

ちにたった 1回かしか見られないものだとした

ら，この小さな岬は見物人で溢れてしまうだろう

と考えました。しかし 同じ光景は毎年何十回も

見ることができます。そして，そこに住む人々は

頭上の美しさを気にもとめません。見ょうと思え

ばほとんど毎晩見ることができるために，おそら

く，一度もみることがないのです」。

今，子どもたちの感性が危うくなってきまし

た。私が新潟で子どもの合宿をやったのです。都

会生まれの都会育ちの子どもたちに，夜中，寝っ

ころがって，星空を見せていました。そしたら，

ある子がこう言ったのですね。「空にじん麻疹が

できたみたいで、気持ちが悪い」と言ったのです。

日本人の感性が危ない。日本人はこの大自然の中

で美しい感性が育まれてきたのです。角田忠信と

いう人が『日本人の脳Jという本を書いています

が，東ヨーロッパで学会があり，ガーデンパー

ティーが聞かれた。虫の音が美しかったので， I虫
の音が聞こえますねJと言ったら， I聞こえない」

とo Iあなたはストレスが溜まっているから，幻

聴で聞こえているのだ，だから，早くホテルの部

屋に入ってお休みなさい」と言われたと，書いて

いますo 1， 

虫の声とか，月とか，そのようなものを味わう

のは感性です。日本人の脳と外国人の脳は違うと

言われておりますけれども，私は感性・脳科学教

育研究会を 3年前につくっていますが，重度の障

害児で， 4年間まったく反応がなかった子が和太

鼓を叩いた瞬間に，手が動いたのです。その瞬間

の映像をパワーポイントの映像で養護学校の先生

が見せてくれました。感動的な場面でした。ある

学級崩壊している学級の低学年の子ども全員に和

太鼓を持たせた。そして 一人の子が叩く O 次の

子が同じように叩く，これを同じように繰り返し

ながら，だんだん共感性が広がってきました。そ

して，自分をしっかりと見つめられるようになり

ました。学級崩壊が見事に解決しました。

あるいは，教育再生会議で報告したのですが，

ある中学校の校長が茶道をやっていました。全教

職員に茶道を学ばせて，総合学習を通じて 1年間

全中学生に茶道を教えました。 1年間を通して，

どんなことを感じたかという質問に，一番多かっ

た感想は「自分をしっかり見つめられるようにな

りましたJI友達に対して， とても温かい気持ち

を持てるようになりました」。つまり，茶道とい

う日本の伝統文化の実践を通じて，人間力が育っ

たので寸。自己制御能力と対人関係能力が育った
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のです。丈科省の体験学習の調査を通じて，この

ようなことが分かっています。社会体験とか，自

然体験とか，体験が豊かな子どもほど規範意識が

高い。基本的な生活習慣ができている O こういう

結果が出ていますね。

-教育とは人間の持つ自然治癒力を引き出すこと

これから，体験を通して人間力というものを育

んでいくということが，大事な課題になってくる

でしょう。その時に問題になるのは，教育者の感

性です。大自然にいれば，子どもの感性が育つ訳

ではありません。レイチェル・カーソンはこう

言っているのですね。「子どもの感性が育つため

には，感動を分かち合う，大人が少なくとも一人

側にいる必要があるJIきれいな花だね」と言って，

働きかける存在が必要です。今日の看護学部の方

たちはどのように，患者に語りかけるか，働きか

けるかが大事なのです。そのために自分自身の感

性が問われます。自分自身が生き生きわくわくし

ていることが大切です。

私は河合隼雄先生のお兄さんの河合雅雄先生と

いうサル学者の先生とお会いしたことがあるので

すが，犬山のセンターからチンパンジーが逃げ出

した。若い皆さんは知らなしVと思いますが，その

時，河合雅雄さんは，マスコミから逃げて，プレ

スセンタービルの一番上のアラスカというレスト

ランで私と食事をしていたのです。いきなり先生

が私に言ったのです。「日比谷公園の街路樹の名

前言えるけ。私は言えなかったのです。恥ずか

しかったのですが。

日本人は自然愛好民族だというが，ウソだと。

みんな，分析ばかりしている。先生たちはおしべ

がどうなっている，めしべはどうなっていると，

分析ばかりしているけど，感動していない。感動

をしないで， どうやって子どもの心を育てること

ができるか。教育する側が感動していなければ，

子どもを感動させることは不可能で、ある。私は

『ホーリズムと進化』という本を 3人で翻訳した

のですが，石川光男という方がいらっしゃいま

す。この方は私と『ホリスティック医学と教育J
という本を出しているのですが，この方はホリス

ティック医学協会の理事もされている方で，その

本の中で彼はこう言いました。「体験を通して感

性を育てることの大事さはその通りなのだけれ

ど，自分の専門は理科なので，理科や数学を通し
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親が育てば子どもが育つ

て感性を育てることも大切だ」と。

彼は. I理観」ということについて，説明した

のですね。是非. rホリスティック医学と教育J
という本を見ていただきたいと思うのですが，そ

の中で，この先生がどのようなことを言ったかは，

ここに出ています。彼は，胃の中の細胞の話をし

ました。胃の細胞を見ていると，死んだ細胞の群

れが堆積することによって胃壁を覆って酸からな

り，新しい細胞が生まれるまでの膜間つなぎをし

ている O 死と生のダイナミックな関係についてい

ろいろ説明しまして，そういう，理を観じさせる

ことが大事だと言いました。理観というのは，理

を観じさせることなのですが，胃の細胞を分析し

ながら，分析知を通して，感動に導く O 命の感動

に導く，命の感動を通して，もっと深く分析して

いく O これが感知合流で、すね。感性と知性を合流

させる，感知合流の教育が大事なのだと言いまし

た。

私はホリスティック教育に関する本も幾っか書

いていますが，ノーベル賞を受賞したプリゴシン

という方が「散逸構造論」という論文を書いて，

1978年にアメリカでホリスティック医学協会とい

うのができました。日本では1987年に同協会がで

きているのですが，その根本には，このプリゴジ

ンの散逸構造論というのがあって，医者が患者を

治してやるのではないのだ。患者が主役で医者は

脇役なのだ。人間にも自然にも自然治癒力という

ものがある。その自然治癒力を活性化するという

ことが大事なのだ， という考えです。

西洋医学は肉体の部分を分析して，肉体の部分

に薬を投与して治そうという発想。東洋医学は，

例えば，凝っているところに舗を刺して，全体の

命の活性化を促すというものですが，この全体と

部分を統合するのがホリスティック医学という問

題意識なのです。要素還元主義に陥った近代西洋

医学を超えるために「日本統合医療学会」も設立

されました。もともと自然には自然治癒力があっ

て， トカゲの尻尾は切ってもドンドン!生えてきま

すね。それは誰かが治してやるのではなくて， も

ともと自然治癒力が内在している。子どもたちに

も全ての人間に自然治癒力が内在している。自然

治癒力が回復するということが，病気から回復す

るということなのだ。だから，医者が治してやる

のではなく，患者の気づきを深めることによっ

て，その自然治癒力を引き出してくるのが大事だ，と。

教育もそのように考えてくると，生きる力とい



親が育てば子どもが育つ

うものは，誰かが与えるものではなく， もともと

あるものに， どのように気づかせてあげるか。子

どもが持っている，自然治癒力をどのように引き

出していくかが，これが大事なこれからの教育問

題ではないかと思います。そして，ホリスティッ

ク教育のキーワードである「主体変容」というの

は，伝達する，交流するに続くパラダイムで. 3 

つ目が主体変容。まず自分が変わるということで

すね。

もう，時間になりましたので，これで，終わら

せていただきます。また，みなさんとお会いでき

る機会があればと願っています。

1. 
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