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　椙山人間学研究センターの年誌『椙山人間

学研究第13号』をお届けいたします。平成
17年度に本センターが設立されて13年目に
あたる平成29年度の活動成果の集大成にな
ります。

　椙山人間学研究センターでは、設立以来、

「人間になろう」という本学園教育理念に基

づいて、人間というものを「研究プロジェク

ト活動」によって人文、自然、社会科学など

の各分野から多面的に見つめ、その研究成果

を「人間講座」「フォーラム」といった公開

講座や、本誌『椙山人間学研究』の発行といっ

た形でアウトプットして参りました。また、

これらのセンター事業と並んで保育園、幼稚

園、小学校、中学校、高等学校および大学・

大学院の各校が枠を越えて一体となり、それ

ぞれに協力し合って教育成果の共有と還元、

検証を繰り返しながら、学園教育はもとより

学術振興や社会貢献に寄与することに真摯に

取り組んで参りました。

　「研究プロジェクト活動」では、「総合人間

論」「女性論」「環境と人間」「子どもの発達

をつなぐ」及び今年度の公募プロジェクトで

採択された本学附属小学校教諭福岡なをみ氏

の研究「小学校におけるプログラミング教育

による論理的思考力の育成」の5プロジェク
トが、それぞれのテーマで活動し、人間に関

する研究を行っています。

　今年度の人間講座では、教育学・造形表現、

芸術学、家政学（生活経営学、家政学原論）、

女性労働問題、文化人類学など、様々な分野

の先生方をお招きしました。

　第1回人間講座「人間にとって表現とは何
か―子どもの描画と芸術にみる表現すること

の本質―」は、本学教育学部教授の磯部錦司

氏を講師にお招きし開催しました。磯部氏の

講演は以下のとおりでした。①子どもという

のは大人を考えさせる存在であり、子どもの

絵をどう捉えるかは「人間社会をどう捉える

のか」ということに通じるものがあるのでは

ないか。②「感じる」ことと意識、思考、想

像を経て「表す」ことには絶え間ない連鎖が

生じていること、人間は2歳になると表現に
意味が生じることを、実際の子どもの絵や、

チンパンジーの子どもが描いた絵との比較か

ら考えられる。③表現は、必ずしも先に「伝

えたいこと」があるわけではなく、それぞれ

の抱く環境との相互作用等と結びついて発生

し、その表現方法は個々に違い、子どもの成

長に必要不可欠である。④子どもの絵は、大

人の絵を未熟にしたものではなく、「独自の

異文化」と考えられ、芸術とは「人間とは何

か」という永遠の問いのプロセスと言えるの

ではないか。

　磯部氏のお話は、今日の教育が育成するこ

『今求められる人間の生き方とは』

椙山人間学研究センター長
甲斐　進一
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とを期待されている表現力のうち非言語的表

現力をどのように捉え、どのように育成すべ

きかを考える上で、学ぶべきことが多い内容

でした。

　第2回人間講座「家政学事始め―暮らしを
科学し生活主体をエンパワーする―」は、本

学現代マネジメント学部教授の東珠実氏を講

師にお招きし開催しました。東氏は、椙山女

学園と「家政学」との深い関わりについて触

れるとともに、「家政学」とはどのような学

問なのか、19世紀末のアメリカでエレン・
リチャーズが確立した「家政学」の歴史から

説明されました。リチャーズは、急速な産業

化により人々の生活が便利になる一方、生命

や健康を脅かす様々な問題が顕在化している

状況に対し、‘女性の無知’こそがその原因

であると考え、女性に情報と教育を与え、日

常生活を科学することを掲げて「家政学」と

いう学問を打ち立てました。また、「家政学」

は人間とそれを取り巻く環境との相互作用の

科学という側面も持っており、近年では、性

別、年齢に関わらず、個人、家族、コミュニ

ティが自ら生活課題を予防し、解決する力を

与える（生活主体をエンパワーする）「家族・

消費者科学」、「実践的総合科学」であると考

えられるようになったとのことです。

　第3回人間講座「家政学の視点で『働く』
と『暮らす』を考える」は、本学人間関係学

部教授の小倉祥子氏をお招きし開催しまし

た。小倉氏は、日本が目指すワーク・ライフ・

バランス（WLB）を海外の事例と共に紹介
されました。日本では、働くすべての人が、

「仕事」と育児や介護、趣味、地域活動といっ

た「仕事以外の生活」と調和を図り、両立で

きる働き方・生き方ができるよう、企業内の

制度、政府が一丸となり、理想のWLBを目
指していると以下のとおり説明されました。

①日本が目指すWLB社会においては、まず、
今働いている人が、個々に「働きすぎではな

いか。」「家庭生活の時間をきちんと取れてい

るか。」「自己研鑽できているか。」と自分に

問いかけると共に、働く時間を見直すことが

大切である。②最終的な目標として、若者の

経済的自立、結婚・子育てに希望が持てる社

会、長時間労働による健康不安が解消される

ことに加え、個々が多様な働き方を選択で

き、公正な処遇が得られる社会を目指してい

くべきである。

　小倉氏は、社会のさまざまな問題解決に

は、生活、社会、地球を、経済原理ではなく

生活原理に基づいて考え、生活者側から見据

える家政学の視点の重要性を主張されまし

た。

　第4回人間講座「微生物と人間：文化人類
学から考える」は、本学人間関係学部教授で

椙山人間学研究センター主任研究員の杉藤重

信氏を講師にお招きし開催しました。杉藤氏

は、フィールドワークを中心としたミクロネ

シアの物質文化研究をもとに、地球上の生物

で最も個体数の多い微生物と、人間との共生

関係を「文化人類学」の視点から考える試み

を紹介されました。

　人類は数千年に渡り、季節に応じた多種多

様な地元の食材を食してきましたが、農業の

開始やスーパーマーケットの普及により食材

バリエーションを減らす結果となり、そのこ

とが様々な成人病につながった可能性が指摘

されています。また、微生物が作り出す抗生

物質の発見により、感染症による死亡率を下

げ、世界人口の急増をもたらしましたが、人
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口増加により農業への依存度を高め、抗生物

質の利用増加による腸内細菌の減少や耐性菌

の出現といった負の側面も現れました。

　杉藤氏は、これら人為的な環境の変化が加

速している現代を考える時、ミクロネシアの

エラート島民の生態が、サンゴ礁という地理

的条件から環境に大きく依存している例とし

て現代にも通じる貴重なサンプルになりうる

ものと紹介されました。エラート島の人々

は、非常に限られた食材資源で暮らしていま

すが、アルコール酵母によるヤシ酒造り、酢

酸菌によるヤシ酢造り、燻製と発酵による保

存食作りと、微生物を利用し多様な食生活を

営んでいます。また、医療環境の乏しさから

抗生物質の使用は限定的と考えられ、島民の

腸内細菌と我々のものとの差を調べること

は、生活様式の多様性を示す上でも重要であ

ると述べられました。微生物と人間とはこれ

からも共生を続けていく関係であることか

ら、杉藤氏は微生物学や生理学などと連携し

た「微生物人類学」や、従来の生態人類学を

微生物に拡張した「微生物文化人類学」など

新たな研究分野が、環境教育や多様性教育に

も貢献していくことを示唆され、今後は日本

の発酵食品を対象に研究を発展させていくこ

とを結びとされました。

　今年度のフォーラムは、「家政学の視点で

暮らしの問題を解く」をテーマとして開催し

ました。岐阜大学教育学部教授の大藪千穂

氏、愛知淑徳大学交流文化学部教授の石田好

江氏を講師に、本学現代マネジメント学部教

授の東珠実氏、本学人間関係学部教授の小倉

祥子氏をコメンテーターにお迎えしました。

　第1部では、大藪千穂氏が、「家政学の視

点で『持続可能性』を解く―アーミッシュの

ライフスタイルから―」と題して、キリスト

教の小会派であるアーミッシュの生き方を家

政学の視点から読み解き、私たちが持続可能

な生活を送るための課題についてお話されま

した。モノや情報が溢れる今、世界一の先進

国といわれるアメリカの文明社会を知りなが

ら、敢えて信仰に基づく簡素で自給自足に近

い生活を送るアーミッシュ。彼らの生活か

ら、①物や情報、ライフスタイルを自己決定

する力、②家族や、小さなコミュニティとの

密な関係性の構築力、③生活価値の確立によ

り主体的に生活を維持する力、という三つの

力が、持続可能な社会を作るためのヒントと

なることが示唆されました。

　次に、石田好江氏は、「家政学の視点で『コ

ミュニティ』を解く―子ども食堂から認知症

カフェまで―」とのテーマで、「子ども食堂」

や「認知症カフェ」など、地域住民による弱

者の居場所作りをきっかけとして、それらの

取組が徐々に生活に関わる課題を解決する地

域住民による「生活ガバナンス」へと発展し

て広がりつつある現状を、以下のように解説

されました。家族形態や終身雇用制度が変化

し、国が社会的支援を行う福祉国家時代の仕

組みが崩れてきた現代では、社会的排除を受

けて生きにくさを感じる人が増えています。

そのため、その人らしい生活を実現するに

は、自己決定を尊重しながらまわりの第三者

が寄り添い支援する、家政学的アプローチに

よるガバナンスで居場所作りを進めることが

求められます。それによって、住民の自治力

を高め、地域を強くしてより広い地域問題を

解決する取組へと繋がっていくからです。

　石田氏は、何よりも、地域に住民のだれも
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が気軽に集うことができる居場所づくりから

始めることの重要性を主張されました。

　第2部では、東珠実氏及び小倉祥子氏が講
演に対するコメントを発表され、第3部のパ
ネルディスカッションでは、講演者とコメン

テーター、会場の参加者との活発な質疑応答

が行われ、盛況のうちにフォーラムは終了し

ました。

　現代社会は、原理主義、ポピュリズム、排

外的ナショナリズムの動向が目立ち、これら

は、自らの見解への異論に対して、忍耐強い

コミュニケーションで対応するよりも、異論を

排斥する傾向を持っています。このような世

界において、「人間らしく生きる」、「人間にな

る」とは、どのような生き方を意味すると考

えられるべきでしょうか。今年度のフォーラム

において、大藪氏は、アメリカ合衆国の中で

独自のライフスタイルを長年にわたって持続

しているアーミッシュ社会に学びながら、個

人間、集団間における緊密なコミュニケーショ

ンを可能にするコミュニティの構成員であり、

自己を律し、見通しを持って全体のことを考

える絶対的平和主義者である人間、すなわち、

他者への共感を持って行動しうる人間、が求

められると論じられました。この見解は、「生

産の究極的問題は、人づくりの問題である。

この目的のために、商品の生産は、媒介的で

あり、補助的なものである。現在の制度が糾

弾されているのは、この基準によってである。」

（John Dewey, “The Economic Basis of the 
New Society” 1939）という哲学者デューイの
言葉とも通じるものと思われます。デューイ

の意味することは、われわれの日々の経済活

動は、どのようなものであれ、人々の成長、

発展に寄与すべきであること、すなわち利他

的活動でなければならないということです。

椙山人間学研究センターは、今後とも、人間

に関する知の創造、交流の場としての役割を

果たすべく、様々な分野から新しい時代を切

り拓きうる人間研究に努めます。

　引き続き、ご指導、ご鞭撻の程何卒よろし

くお願い申し上げます。
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フォーラム報告

  第37回椙山フォーラム  
  家政学の視点で暮らしの問題を解く  
  日　　時：平成29年12月2日（土）13：30 ～ 16：30  
  場　　所：椙山女学園大学　星が丘キャンパス　文化情報学部　メディア棟001室  
  プログラム：  
 　　　　 開会挨拶　森棟　公夫氏（学校法人椙山女学園理事長）  
 　　　　 趣旨説明・演者紹介　杉藤　重信氏（椙山人間学研究センター主任研究員）  
 　　　　 第1部　講演  
 　　　　　　　　 演題①「家政学の視点で『持続可能性』を解く  
 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ～アーミッシュのライフスタイルから～」  
 　　　　　　　　　　 大藪　千穂氏（岐阜大学教育学部教授）  
 　　　　　　　　 演題②「家政学の視点で『コミュニティ』を解く  
 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ～子ども食堂から認知症カフェまで～」  
 　　　　　　　　　　 石田　好江氏（愛知淑徳大学交流文化学部教授）  
 　　　　 第2部　コメント  
 　　　　　　　　 東　　珠実氏（椙山女学園大学現代マネジメント学部教授）  

 　　　　　　　　 小倉　祥子氏（椙山女学園大学人間関係学部教授）  
 　　　　 第3部　パネルディスカッション  
 　　　　　　　　 大藪　千穂氏（岐阜大学教育学部教授）  
 　　　　　　　　 石田　好江氏（愛知淑徳大学交流文化学部教授）  
 　　　　　　　　 東　　珠実氏（椙山女学園大学現代マネジメント学部教授）  
 　　　　　　　　 小倉　祥子氏（椙山女学園大学人間関係学部教授）  

 　　　　 閉会挨拶　甲斐　進一氏（椙山人間学研究センター長）  
 　　　　 ※総合司会　杉藤　重信氏（椙山人間学研究センター主任研究員）  
　　　　※第3部司会　東　　珠実氏（椙山女学園大学現代マネジメント学部教授）

      総合司会（杉藤重信主任研究員） ：本日は、
第37回椙山フォーラム「家政学の視点で暮
らしの問題を解く」にご出席いただきまし

て、どうもありがとうございます。最後まで

ぜひお楽しみください。 
 　まず、フォーラムの開始に当たり、本学園

の学長・理事長の森棟公夫より一言ご挨拶を

申し上げます。 
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【開会挨拶】  

  森棟公夫理事長 ：皆さん、こんにちは。私、

椙山女学園大学の学長ならびに理事長を務め

ております森棟と申します。 
 　本日は、第37回の椙山フォーラムでござ
いますが、椙山女学園は100周年の折に人間
学研究センターを設置いたしました。今年で

13年目になるわけですが、毎年、人間学研
究センターを中心といたしまして、年に3回、
4回の講演会を開いている次第でございま
す。また、そのうちの1回は、このような椙
山フォーラムという形で大きな会にしており

ます。 
 　今日のお話は、タイトルにみられますよう
に「家政学の視点で」ということで、今年は、

本日もパネルディスカッションにご参加の東

先生と小倉先生が既に人間講座においてお話

をされております。本日は、その観点におき

まして3回目ということですが、「アーミッ
シュのライフスタイルから」ということと「家

政学の視点で『コミュニティ』を解く」とい

うことで、大藪先生と石田先生からお話を伺

うということでございます。 
 　私はアメリカで7～ 8年過ごしておりまし
たので、アーミッシュのことはよく見聞きし

ておりました。聞く方が中心、見るといって

もテレビで見る方が中心でございます。アー

ミッシュの方は皆さん素朴な生活をしてい

らっしゃるとお伺いしていますが、見られる

のはお嫌いでございます。当然ですよね。動

物園のライオンやサルではありませんから、

見られるのは非常にお嫌いですが、そういう

点でテレビを通して、教育テレビとかでいろ

いろと拝見したということでございます。 
 　私、実は非常に関心を持っておりますの
で、本日、大藪先生からそういうご研究の成

果をお伺いできることを非常に楽しみとして

おります。なかなか日本では聞けない話の内

容かと思いますので、皆さんも最後までお楽

しみいただければ幸いでございます。 
 　本日は、ご来場、誠にありがとうございま
す。（拍手） 
  杉藤重信主任研究員 ：ご挨拶が遅れました
が、私は、本学人間学研究センターの主任研

究員の杉藤と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。本日のフォーラムでは、総合

司会を担当しております。 

  【趣旨説明】  

  杉藤主任研究員 ：それでは、まず初めにフォー
ラムの趣旨、および経緯、本日の演者、コメ

ンテーターについて若干ご紹介させていただ
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きます。 
 　本日のフォーラムのタイトルは「家政学の
視点で暮らしの問題を解く」ですが、「家政

学」という名称についてご存じの方も、ご存

じでない方もいらっしゃるかと思います。後

に触れますが、「家政学」は本学園の成り立

ちと深い関わり合いがあります。関連して、

少子化や地球環境問題などが深刻化している

現在、私たちの家庭生活にさまざまな課題が

突き付けられている状況、こうしたことを再

考するために、「古くて新しい『家政学』」と

いうポイントで、今回のフォーラムを企画い

たしました。 
 　フォーラムの進め方ですが、まずお二人の
お招きした講師の先生方に基調講演をお願い

して、それに対して本学の2名の教員がコメ
ントを行います。その後、4人の皆さんで、
パネル形式による「古くて新しい『家政学』

を通して現代社会を再考する」というテーマ

のディスカッションを通じて認識を深めてい

ただきたいと思っております。 
 　さて、ご承知のことと思いますが、椙山女
学園は明治38年（1905年）の創設以来、本
年度で112年目を迎えました。本学園は、そ
の年に名古屋裁縫女学校を開校して以来、「人

間になろう」の教育理念の下、さまざまな局

面における女性の学びの場を提供してきてお

ります。 
 　「人間になろう」とは、創設者の椙山正弌
が残した理念の1つですが、人間は常に完成
を目指して学び続けることが大切であって、

その意味で完成された人間になることを目指

して学び続けようという意味で、「人間にな

ろう」という言葉を残したのです。 
 　女性に対して実践的な内容の学びの場を開

いたことは、当初の名称であります「名古屋

裁縫女学校」からも見て取ることができま

す。正弌自身は、女性教育を志しましたが、

その方法として裁縫教育を柱にすることを構

想いたしました。 
 　正弌が学んだのは、現在東京家政大学の前
身の東京裁縫女学校で、女子のみの学校にも

かかわらず、東京家政の創設者であります渡

邉辰五郎氏に願い出て裁縫教育の方法を学ん

だものです。とりわけ「雛形」と名付けられ

る、3分の1にスケールダウンしたものを使
いまして、製作時間を短縮しながら、和装、

洋装の仕立てを学ぶという手法を学び、本学

に伝えたのです。 
 　当時の学生によって製作された雛形は、本
学の椙山歴史文化館にてご覧いただくことが

できますが、本日はあいにく閉館しておりま

すので、後日にでもあらためてご覧いただけ

ればと思います。 
 　本学園は、大学を昭和24年（1949年）に
開設いたしました。昭和22年（1947年）の
学校教育法制定、および23年・24年の学制
改革により、既存の大学の新制大学移行およ

び新制大学の設置の許可を受けた、最初期の

新制私立大学のひとつが本学です。23年に
は移行した11校、そして24年には89校が認
可され、合わせて100校が私立大学として新
制大学に移行したのです。その100校の中に
本学も入っております。 
 　本学は、学園の伝統にのっとり、家政学部
のみの単科大学として開学し、当初は食物学

科と被服学科の2学科からなっていました。
その後、7学部を持つ女子教育のための総合
大学として発展し、現在に至っています。 
 　本学が創立当初に掲げた「家政学」という
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名称は、現在は学部の名称としては残ってお

りません。しかし、その後継の生活科学部を

はじめ、国際コミュニケーション学部（元文

学部）、人間関係学部、文化情報学部（元短

期大学部）、現代マネジメント学部、教育学

部、看護学部の7学部、いずれも女性の生き
方をめぐって、その現状と方法を学ぶ学部と

して現在に至っております。 
 　先に申し上げましたように、本フォーラム
は、生活者としての私たちが直面する諸問題

に重要な視座をもたらす「家政学」を再考す

るということで企画しております。現代社会

のさまざまな諸問題に対して「家政学」から

のアプローチが可能ではないかということで

す。これからお二人の基調講演と2人のコメ
ント、およびその後のパネルでご理解いただ

けるのではないかと思っております。 
 　さて、第1部に入ります前に、お二人の基
調講演者のご紹介を簡単にさせていただきま

す。 
 　最初の演者は、岐阜大学教育学部教授の大
藪千穂さんです。大藪さんには、「家政学の

視点で『持続可能性』を解く～アーミッシュ

のライフスタイルから～」というタイトルで

ご講演をお願いしております。大藪さんは、

「家政学」の中でも生活経済学や生活経営学

を専攻され、家計分析や、今日の講演でもお

話しいただくアーミッシュのライフスタイル

論に関連させて、環境と情報についてご研究

をなさっておられます。 
 　もうお一方基調講演をいただくのは、愛知
淑徳大学交流文化学部教授の石田好江さんで

す。石田さんには、「家政学の視点で『コミュ

ニティ』を解く～子ども食堂から認知症カ

フェまで～」というタイトルでご講演をいた

だきます。石田さんは、家政学、生活経営学、

および社会政策学を専攻され、生活者が参画

して暮らしをつくり替える生活ガバナンスと

公共性の再定義、また、ダイバーシティに関

する普及啓発活動に携わっておられます。 

  【第1部　演題①】

「家政学の視点で『持続可能性』を解く

～アーミッシュのライフスタイルから～」  

  大藪　千穂氏（岐阜大学教育学部教授）  

  杉藤主任研究員 ：それでは、第1部を始めた
いと思います。お一人目の大藪さん、どうぞ

よろしくお願いいたします。（拍手） 

  大藪千穂氏 ：皆さん、こんにちは。ご紹介い
ただきました、岐阜大学の大藪と申します。

よろしくお願いいたします。 
 　本日は、椙山女学園大学にお招きいただき
まして、本当にありがとうございます。また、

今日は岐阜大学の学生さんに、授業の一環と

して非常にたくさん来ていただいておりま

す。ありがとうございます。こんなに美しい

私立女子大学に来るということは、岐阜大学

とはまた違いますし、よく見て帰って、「い

いな」と思いながら、また岐阜大学に戻って

きていただきたいと思います。男子学生さん

も、「椙山女学園大学に入るということは難
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しいので、ぜひこの機会に来てください」と

いって、お忙しいところ来ていただきまし

た。ありがとうございます。 
 　始まる前に少しビデオを流しましたので、
何となくアーミッシュのことは分かっていた

だいたかなという気がしますが、今日は、アー

ミッシュのことを説明するというよりは、そ

こから「家政学の視点で『持続可能性』を解

く」というところにたどり着かないといけな

いと思っております。よろしくお願いします。 
 　まず「家政学の視点」ですが、私も家政学
系出身で、大学院も、生活科学部で「家政学」

をバックグラウンドとしておりますが、より

良い生活を実現するために、生活問題を予防

し解決しようとする個人・家族・コミュニティ

に力を与えることが、「家政学」の目的とさ

れております。これはたぶん東先生が最初の

ころにお話しされていたと思うのですが、こ

れを通じて家庭や地域の生活の質の向上、人

間の開発、ひいては人類の幸福の増進に寄与

するといわれています。 
 　対象は、家庭を中心とした人間生活におけ
る人と環境との相互作用、人と人、人とモノ

との相互作用です。そして、アーミッシュの

人たちも非常に持続可能な生活をしているの

ですが、今日は、その人たちの生活から、私

たちが持続可能であるためにはどうすればい

いのかといったことを考えていきたいと思っ

ております。 
 　今日の最初のタイトルのところに、岐阜大
学の大藪千穂と、杉原利治という名前を括弧

して書きました。長年、杉原先生と一緒にアー

ミッシュの研究をしてきております。『アー

ミッシュの昨日・今日・明日』という本は、

大学では教科書に使っているのですが、これ

も杉原先生との共訳になっております。今は

退官して岐阜大学にはいらっしゃいません

が、杉原先生との共同研究ということで名前

を書かせていただきました。 
 　（スライド1）まず持続可能な社会を実現
するためには、3つの方法があるのではない
かと思っております。法律などで、環境を良

くするための方法を決めていくというのが1
つ。それから、工学部の学生さんとかがよく

関心のある、少ないエネルギーで走る車や電

気自動車などが最近はやっていますが、科学

技術の進歩によって持続可能性を実現してい

く。3つ目としては、ライフスタイルの見直
しです。これは非常にソフト的な考え方だと

思います。自分の生活を見直すことで持続可

能性を実現していく。これは非常に家政的な

感覚ではないかと思います。3つ全てがあっ
て進んでいくのだと思いますが、それぞれが

担当できるところをやればいいかなと思って

おります。 

スライド1

 　このときのキーワードが、環境（モノ・エ
ネルギー）とか、情報、ライフスタイルです。

先ほど杉藤先生から少しご紹介いただきまし

たが、アーミッシュは非常に宗教的な人々で
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す。ですから、アーミッシュの研究自体は宗

教的な視点からされていることが多いです

が、私は環境、情報、ライフスタイルの視点

からアーミッシュを見ています。 
 　では、なぜアーミッシュを研究するのかと
いうことですが、今日、アーミッシュをご存

じの方はどのぐらいいらっしゃいますか。た

くさんいらっしゃいますね。学生さんは全員

手を挙げてもらわないと困りますが。知らな

い人はどのぐらいいらっしゃいますか。ご存

じない方もいらっしゃいますね。 
 　アーミッシュというと、「アーミー」と関
係があると思っている人も結構いますが、

アーミッシュは、アメリカのペンシルベニア

州を主に、アメリカの生活を知りながら自分

たちで電気を使わなかったり、自動車を運転

しなかったりという生活をしている人たちで

す。今でも馬車に乗り、文明社会の真っただ

中で、世界の中でも一番の先進国といわれて

いるアメリカで、それを見ながら自分たちは

独自の生活をしている部分が面白い点だと思

います。 
 　全然文明を知らないで、どこか閉ざされた
島でそういう生活をしている人は、この世界

中にはかなりたくさんいます。しかしアー

ミッシュは、アメリカ人と近い場所に住んで

います。隣がアメリカ人とかいうことは多々

あります。お隣はアメリカ人で、横がアーミッ

シュみたいな感じですね。 
 　ですから、アメリカの生活を知りながら、
自分たちでブレーキを掛けている点が面白い

と思うのと、今からお話ししますように、ラ

イフスタイルが画一的です。ライフスタイル

が画一的ということは、情報と関係します。

私たちは情報を得ていろいろなライフスタイ

ルを決めますので、情報とライフスタイルと

の関係が分かりやすいということで、アー

ミッシュを研究対象としています。 
 　（スライド2）では、アーミッシュとはど
ういう人でしょうか。アーミッシュはキリス

ト教のプロテスタントの小会派と呼ばれてい

る人たちです。この人たちの一番の特徴は、

再洗礼派であることです。 

スライド2

 　再洗礼派というのはどういうことかという
と、カトリックは、最初に幼児洗礼を受けま

す。生まれてすぐに洗礼を受けます。アーミッ

シュの人たちは、幼児洗礼は自分の意思で洗

礼を受けているわけではないので、17歳～
22歳ぐらいのときに、自分の意志で自分は
アーミッシュになるのだと考えてもう一回洗

礼を受ける人たちです。再度洗礼を受ける人

たちということで、再洗礼派と呼ばれていま

す。 
 　Anabaptist（アナバプテスト）と呼ばれて
いますが、そこが一般のプロテスタントとは

一番大きな違いで、キリスト教の中のプロテ

スタントの中の小さな会派です。ただし、

17歳から22歳の間にほぼ85％の人が再洗礼
を受けます。つまり、アーミッシュになると
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いうことです。再洗礼を受けるまでは、アー

ミッシュの子どもであり、アーミッシュでは

ないといわれています。 
 　この人たちはいつごろから現れたかという
と、1517年は宗教改革で、マルティン・ルター
による免罪符の批判等がありました。昔習っ

たようなところですが、これは日本では室町

時代ぐらいです。 
 　宗教改革は、カトリックが華美になってき
ているので、聖書に忠実であろうとするとい

うことでプロテスタントが出てくるわけで

す。1525年にはメノナイト派というのが現
れます。このメノナイト派が世界でも一番大

きな再洗礼派と呼ばれている人たちで、メ

ノ・サイモンという人によってつくられたも

のです。日本でも東京の方南町のところにメ

ノナイト教会があります。 
 　それから、同じ再洗礼派ですが、ハッター
ライト派が分かれます。ハッターライトは、

フッタライトとも言いますが、ロシア系で、

日本では那須高原に居住しています。私も全

然知らなかったのですが、アメリカで「知っ

てる？」と言われて知らなかったので、行っ

てみると、山の奥で共同生活をしていらっ

しゃいました。 
 　ただ、このアーミッシュやメノナイトと
ハッターライトの違いは、ハッターライトは

共有財産制なのです。みんなでお金を出し

合って暮らしている。アーミッシュやメノナ

イトは私有財産制です。メノナイトもハッ

ターライトもアーミッシュもみな、再洗礼派

に属しています。 
 　そして、1693年、日本では江戸時代ぐら
いになると思います。1701年ぐらいがたぶ
ん忠臣蔵とかだったと思いますが、その頃

に、ヤコブ・アンマンという人によって、ア

ンマン派ということでドイツ語では、アマ

ニッシェ、英語でエーミッシュとかアーミッ

シュといわれる、より聖書に忠実であろうと

いう人たちが分かれます。 
 　もともとスイスで生まれたヨーロッパの人
たちですが、先も言った通り、再洗礼派とい

うのは、カトリックで受けた幼児洗礼を否定

するわけです。17歳ぐらいにもう一回受け
るということは、小さいときに受けたのは本

当ではないと思い、もう一回受けるわけです

から、カトリックからすると面白くないとい

うことで、この人たちはものすごく迫害を受

けることになります。 
 　火あぶりの刑とか、溺死させられたりと迫
害を受け、ヨーロッパから1708年にアメリ
カに移ってきます。つまり、1776年がアメ
リカの独立ですから、アメリカの独立よりも

前にアーミッシュの人たちはアメリカに渡っ

てきたということになります。 
 　現在、ヨーロッパでは、アーミッシュは1
人もいません。全員、自由の国アメリカに移っ

てきて、今はアメリカとカナダのオンタリオ

州にしかいません。日本にはいません。ハッ

ターライトとメノナイトはいますが、アー

ミッシュはいません。それは、飛行機に乗っ

てはいけないという規律があるからです。 
 　（スライド3）では、どのぐらいの人がい
るかというと、全世界で223万人の再洗礼派
がいますが、彼らは布教をしません。この人

たちは布教をしないというところが、特徴的

だと思いますが、メノナイトが一番多く、アー

ミッシュは23万人程です。 
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スライド3

 　全世界でのキリスト教徒は22億人といわ
れていまして、全宗教の中で大体31％を占
めています。プロテスタントは、キリスト教

の内37％を占めています。カトリックのほ
うが多いですね。それで大体8億人ぐらいい
るわけですから、223万人というと0.27％、
ものすごく小さな会派となります。 
 　居住地は、ヨーロッパから移り、まずはペ
ンシルベニア州に着き、徐々に東海岸から西

海岸に向かって移っていきます。今はオハイ

オやインディアナ、それとペンシルベニアに

多くいますが、アーミッシュというのは、州

によって少しずつスタイルが違います。私

は、ペンシルベニア州のランカスター郡（ラ

ンカスター・カウンティ）のアーミッシュ、

オールド・オーダー・アーミッシュ（オーダー

というのは規律ということです）の研究をし

ています。 
 　少しだけ、アーミッシュとはどんな人たち
かをお話しします。まず、一番大事なのが信

仰です。そして、非常に簡素です。 
 　それから、面白いのがオルドヌングという
口伝えのルール集です。法律とか憲法とか書

いたものではなく、口伝えで、こういうこと

をしてはいけないと決めています。パソコン

は使ってはいけない、持ってはいけない、自

動車は乗ってもいいけれども運転してはいけ

ないとか、いろいろそういう口伝えのものが

あります。口伝えなので、少しずつ変わって

いくというのが、面白いところです。 
 　それから、教区（チャーチ・ディストリク
ト）が1つのコミュニティで、大体1つのコ
ミュニティで200人います。今日の会場は
250人ぐらい入ると聞いたので、大体このぐ
らいです。このぐらいが1つの教区で、そう
なると、大体みんな顔を見たら何となく知っ

ている。なぜかというと、家族は平均6～ 8
人の子どもがいるので、1つの家族が10人、
ということは20家族ぐらいです。ですから、
何となく皆のことが分かります。誰々さんの

ところの2番目の人と3番目の人みたいな感
じで覚えていく。そういった小さなコミュニ

ティが一番大事で、彼らにとって家族とコ

ミュニティが一番重要となります。 
 　オルドヌングで決まっている他のこととし
て、洋服のコードが決まっています。男性は、

必ず帽子をかぶります。夏は麦わら帽子だっ

たりします。男性は、洗礼を受けると、ひげ

を剃らない。結婚と洗礼の時期は近いので、

ひげを剃っている男性を見たら、結婚してい

ないということです。私もアーミッシュのと

ころに行って、「格好いいな。ああ、ひげが

生えている」という感じですね。ひげが生え

ていたら、結婚していることが分かるという

ことです。 
 　ただし、口髭は生やしません。軍隊を連想
させるからです。トリミングはしますけれど

も、一生剃らない。女性は一生髪の毛を切り

ません。ですから、髪の毛がすごく長くて、



Journal of Sugiyama Human Research 2017014

フォーラム報告

ひっぱってクルクル巻いていますので、後頭

部が薄くなってしまったりすることがありま

す。 
 　洋服は全部手作りです。ミシンですが。男
の子はサスペンダーをしていて、ベルトは華

美になるからしない。シンプルであることが

すごく重要です。 
 　言葉は、ペンシルベニア・ダッチを使って
います。ダッチといっても、別にオランダ語

でも何でもなく、ドイツ語系です。ペンシル

ベニアではスイスジャーマンのような言葉

で、ドイツ語なまりのペン・ダッチと呼ばれ

ているものをしゃべっていますが、英語が必

要ですので、小学校から英語を学びます。 
 　結婚はアーミッシュ同士しかしてはいけま
せんので、再洗礼を受けた者同士が結婚しま

す。女性は大体19歳から20歳ぐらいで結婚
します。プロポーズは男性からと決まってい

て、私が「女性からプロポーズしたら駄目な

の？」と尋ねると、アメリカ人の友人が、「今

のアメリカでも女性が男性に仕向けているだ

けであって、女性からすることはあまりない

よ」と話していました。 
 　私は独身ですが、アーミッシュの人たちは、
会ったら、普通では聞かないようなことを聞

きます。まず会いますね。“Hi”, “Hi. What’s 
your name?”, “My name is ～ ”と言ったら、
まず “How many children do you have?”と聞
いてきます。お前は何人子どもがいるんだと。

子どもがすごく重要なんですね。なぜか。布

教しないから、子どもをたくさん生んで、そ

の子どもたちをアーミッシュとして育ててい

き、アーミッシュとして再洗礼を受けさせ

る。それで人数を増やしていくのです。今で

は、23万人にも増えています。 

 　だから、私が子どもがいないと言ったら、
「ええっ」みたいな、「何てこった」みたいな

顔をされます。「じゃあ、お前は結婚してい

ないのか」と言われて、「結婚してない」と言っ

たら、プロポーズは男性からする訳ですか

ら、「ああ、かわいそうに。お前は言われなかっ

たんだな」みたいな感じになる訳です。「い

や、日本はちょっと違うんです」と必死で言っ

ても、“OK, OK, don’t worry”みたいな感じ
で言われるわけです。 
 　交通機関の選択的利用については、自動車
に乗ってもいいけれど、運転してはいけな

い。少し変わっていますが、バギーといわれ

ている馬車はいい。キックボードもいい。バ

スとか車もいい。けれども、自転車や飛行機

は駄目。自転車はどこまでも行ってしまうか

ら駄目という訳です。 
 　馬はいい。馬なら行ける距離が限定されて
ますよね。私もバギーに乗りましたが、長距

離だとお尻がすごく痛くなってしまい長距離

は行けません。馬はすごく重要です。そして、

手作業が大事ということがあり、馬力であれ

ば、限度があるので、人間がやらなければい

けないことを残している。全部自動化されな

くて、だから子どもも必要となるのです。少

し前の日本みたいな感じです。 
 　私もバギーを運転しましたが、免許はなく
ていいですが、怖くて「私はバギーが運転で

きない」と言ったら、アーミッシュの子ども

に「ええーっ」みたいな感じで、「バギーも

運転できないの？」というような顔をされま

した。「いやいや、普通できないだろう」と

思いましたけれども。 
 　自転車のように見えるものでも、こぐとこ
ろがなく、よく見るとキックボードの大きい
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ものになります。子どもたちも、小さいとき

からこれらを使ってお手伝いをしています。 
 　電気は制限的にしか使えず、電気が駄目と
いうよりも、電気が運んでくる情報が駄目と

いわれています。代わりにガスを使います。

ベッドルームの横に大きなガスボンベがあ

り、バッテリーがあります。ヨーグルトを作っ

ているミキサーも、空気圧を使っています。

壁に空気圧のコックがあり、ガソリンエンジ

ンで空気が圧縮されていて、空気がシャーッ

と出て、それでいろいろなものが動きます。

空気圧、油圧、水力、風力などを動力源とし

てはよく使っています。 
 　ガスはいいので、アイロンを温めたりしま
す。またアメリカとの関係は、税金はきちん

と払っているけれど、社会保障は拒否してい

ます。社会保障を受けると、メンバーによる

相互扶助が崩れてしまうからということで

す。 
 　（スライド4）それでは、なぜアーミッシュ
はそんな昔ながらの暮らしをしているのに、

アメリカで23万人もいるのか。どんどん増
えています。20年で2倍のペースです。日本
では考えられないぐらいです。 

 　私と杉原先生でクレイビルさんという、
今、世界で一番のアーミッシュ研究者です

が、彼の本の翻訳をしたのですが、クレイビ

ルさんが言っているのはこの3つです。1つ
は「生命の再生産」です。これは、たくさん

子どもを生むということと、たくさんの子ど

もをアーミッシュにさせるという2つですね。 
 　それから、「文化的抵抗」。自分たちのアイ
デンティティが崩れないように、なるべく外

の世界と距離を持つということです。だから

といって、アーミッシュの人たちがすごく古

い暮らしをしているかといったら、別にそう

ではありません。服の素材はコットンに見え

ますね。「大草原の小さな家」みたいに自然

に優しいものを着ているのかなと思います

が、あれは全部ナイロンです。ナイロンのほ

うがよく乾きますし、シワにもなりにくい。

いちいちアイロンをかけなくてもいい。だか

ら、見た目はアーミッシュだけれども、裏で

は変えているという「文化的妥協」。この3
つが重要ではないかと、クレイビルさんは

言っています。 
 　では、この3つでみたら、私たちはこれで
何か持続可能性がアーミッシュから見えるの

かといったところで、少し考えていきたいと

思います。 
 　私たちの世界は都市化していて、20世紀
は都市化と消費社会の進展といえると思いま

すが、モノをたくさん作り、使って、生産と

消費がすごく増えていき、モノがいっぱいに

なって、今は情報が錯綜して、フェイクニュー

スもあり、どれが正しいかも分からないよう

な状態です。 
 　それで何が起こったかといえば、私たちは
幸せになるためにものをたくさん使っていたスライド4
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のですが、資源問題、環境問題が出てきてい

るし、社会が何となく不安になり、人間関係

も危ない感じになっているし、「私って誰？」

といった、アイデンティティが見えにくく

なってきています。 
 　では、そういった都市化している私たちの
現代社会は、今後、どうなっていくのか。辺

境といわれるところがどんどんなくなり、田

園もなくなっていっています。そういった中

で、アーミッシュの人たちは、見た目はずっ

と同じような生活をしているようにみえま

す。 
 　以前、杉原先生が、秘境マニアの人たちが
世界中のいろいろな所に行き、最後に行き着

くのがアーミッシュだと言ってました。結

局、みんなが集まり最後に話をする話題は

アーミッシュの話だと。なぜか。それはアー

ミッシュは過去のものではなく、彼らは昔な

がらの生活をしているけれども、実際、今で

も生きている人たちで、生活している人たち

だという魅力を感じるそうです。 
 　では、その都市化がどういうものだったの
かというのを見ていきたいと思います。 
 　アメリカの電気エネルギーの伸び率は、住
宅用がすごく伸びていますが、全てのものが

伸びています。どの時点から伸びているか

は、大体30年代～ 40年代までは横ばいで、
それ以降に伸びています。 
 　（スライド5）これはエネルギー消費の変
遷です。日本のエネルギーとアメリカのエネ

ルギーを合わせたものですが、これも見てい

ただきますと、1930年代、40年代ぐらいま
ではなだらかですが、それ以降グッと上がり

ます。つまり、20世紀の都市化や現代社会
というのは、1930年代から40年代にできた

のではないかと考えることができます。そう

いうことを踏まえ、アーミッシュとの比較を

見てみましょう。 

スライド5

 　（スライド6）これはアーミッシュの家庭
機器の所有率です。1935年～ 36年、ニュー
ディール政策のときの調査です。このときし

かデータがないのですが、アーミッシュとア

メリカ人でそれほど違わなかったり、あるい

はアーミッシュの方が持っていたりするので

す。現代はデータがありませんが、30年代
以降に非常に差が出てきていると推測できま

す。 
 　私たちは、アメリカ型のライフスタイルを

スライド6
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取ってきたわけですが、アーミッシュは、室

町時代ぐらいに生まれ、アメリカで暮らして

きて、田園生活をずっと保持しながら、独自

のライフスタイルを維持している。そのアー

ミッシュと、そういった都市化を過ごした現

代化社会の今後について、どちらも持続可能

でありたいけれども、そのためにはどうすれ

ばいいのかということを考えてみたいと思い

ます。 
 　アーミッシュは都市化に抵抗してきまし
た。この人たちが面白い点は、モノと情報を

コントロールし、スローで静謐な生活をして

いることだったのですが、こういった人たち

が今後も持続可能であるのだろうか、あるい

は、そこから私たちは何を学べるのだろうか

ということを、次に見ていきたいと思います。 
 　アーミッシュ社会はなぜ持続可能か。それ
から、私たちの今後についてです。 
 　では、持続可能な社会とは何かといったと
き、今日のテーマも持続可能な社会ですが、

例えば貧困がない社会とか、みんなが幸せで

いる社会、環境がいい社会、いろいろな説明

があります。けれども、ではそれはどういう

ものかがクリアに分かるものというのは、結

構少ないと思います。何となくみんなが幸せ

みたいなことでしょうか。 
 　それを考えたとき、杉原先生と3つの条件
があるのではないかと提案しています。持続

可能な社会には、代謝と、関係性と、自律性

の3つがあります。では、どんなことかを見
ていきたいと思います。 
 　代謝というのは、私もシステム、社会もシ
ステムですが、外からモノを入れて、それが

動いて出ていくというものです。モノやエネ

ルギーを入れて、使い、それが出ていく。そ

れがうまい仕組みですね。体でいえば、食べ

て、体で血や肉になり出ていく。すごくうま

くいっています。それが食べ過ぎると具合が

悪くなるし、食べなかったら食べなかったで

具合が悪くなりますね。 
 　だから、この代謝のシステムがうまくいく
ということがすごく重要で、アーミッシュと

して考えたら、農業をしながら、少ないもの

で暮らしていき、環境にあまり悪くないもの

を出していく生活。まずこれが一番重要です。 
 　（スライド7）アーミッシュとアメリカの
代謝をグラフで見てみますと、これはアメリ

カの動力とアーミッシュの人口を見ています

が、両者は関係ないはずなのに、同じような

傾向をたどっています。特に40年代から、
アーミッシュの人口も増え、アメリカの動力

エネルギーも増えています。 

スライド7

 　つまり、アーミッシュはアメリカと関係の
ないはずが、同じような軌道をたどっていま

す。アーミッシュもやはり20世紀の申し子
であることがこれで分かりますが、では、アー

ミッシュの代謝はどうなっているのでしょう

か。まず食生活から見てみましょう。 
 　農業をしているのが前提ですが、農業をし
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ていない家庭の裏庭では、自分たちで食べる

ものは全部作っています。これを食べて、い

らないものを捨てて、代謝をしています。 
 　今は少なくなりましたが、1年に、2つの
家庭で1頭の牛を解体してソーセージにし
て、塩蔵したり、油蔵したりしています。そ

してほとんどの家庭は地下室に貯蔵庫を持っ

ていまして、全部自分たちで、ピクルスなど

を作っています。私も桃の瓶詰めを作りまし

た。 
 　パイなども、たくさん作り、ほとんど売り
ます。アーミッシュブランドとして、非常に

よく売れます。よくご存じのチョコレート

チップクッキーも作って売ります。自分たち

が作ったものを売り、現金収入を得ていく。

これも1つの代謝ですね。 
 　ソフトプレッツェルを作り、それを売る。
チキンバーベキューも、チキンがすごく好き

なのですが、アーミッシュの人たちがお祭り

で焼いて売っています。 
 　代謝のもう1つは教育です。教育もアー
ミッシュにとっては代謝として重要な意味を

持っていますが、アーミッシュ独自の学校を

つくっています。1教室制です。3R（Reading、
Writing、Arithmetics）、読み・書き・そろ
ばんを非常に大事にしています。 
 　アーミッシュの人口と学校数の推移も40
年代ぐらいから非常に多くなります。 
 　では、学校での一日ですが、学校は1教室
制です。1教室制だから、小さい子は前に座っ
て、上級生が後方に座ります。トイレに行っ

たら、個室に便座が2つ並んでいたので、一
緒にするんだ、個室ではないんだと面白かっ

たです。「隣と一緒にできる、楽しいでしょ

う」と言われたのですが、楽しい？と思いな

がら、一応トイレの写真は撮りました。 
 　学校は朝行って3時半ぐらいに終わるので
すが、まず皆で聖書を読んで、後は1教室制
なので、1年生が算数をしているときには、
4年生は国語をやるといった感じです。先生
も1人ですから、昔の小学校のようですね。 
 　アーミッシュの学校は、アーミッシュの価
値観を教えるのに非常に重要な意味を持って

いますし、実用的な意味も持っています。そ

れで多くの子どもたちが再洗礼を受ける。恋

愛もする。代謝を担う人的パワーを担うため

に、学校教育というのは非常に大きな意味を

持っています。 
 　以上が代謝です。なので、持続可能な社会
を実現するには代謝がうまくいくということ

は重要なのですが、アーミッシュはこれが非

常にうまくいっているわけです。 
 　2つ目の関係性についてですが、持続可能
な社会を築くための条件の2つ目は、関係性
がうまくいっているかどうかということだと

思います。アーミッシュの中では、日常生活

では家族中心で生活していて、コミュニティ

で相互扶助をしている。電話よりも直接的コ

ミュニケーションを重要視しているという関

係性で、非常に関係性も密である。家族との

関係も密だし、コミュニティの関係も密です。 
 　子どもたちは、日常は農業を手伝っていま
す。納屋造りの時には、多くの大人の男性が

屋根に乗って造ります。白川郷の屋根の葺き

替えのようですが。納屋が火事でなくなった

り、あるいは新しい家族がやってきて納屋を

造りたいというときには、いくつかのコミュ

ニティの人たちが集まって、納屋を1日で造
るんですね。わーっと来て、男衆が造ってい

きます。女の人たちは何をしているかという
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と、ご飯を作って、あとはキルティングなど

をしています。これをみんなでやる、相互扶

助です。 
 　また、アメリカの社会とも協力をしていま
す。キルトをオークションで売ったりしま

す。マッドセールといって、madではなくて、
泥のmudのほうですが、春、3月ぐらいにセー
ルがあります。その時期に行くと、アメリカ

人とアーミッシュがたくさんいるのです。

びっくりするぐらい、どこからこんなに出て

きたのというぐらいアーミッシュの人がたく

さんいます。アーミッシュの人たちがたくさ

んやってきて協力し、困った人たちのために

キルトを売って募金もします。 
 　先に言ったように電話も関係性をみるとき
に非常に重要ですが、家の中にあると、うわ

さ話をしたり、生活が電話によって中断する

ので、外の小屋に電話が置いてあります。 
 　食生活も、関係性にとっては非常に重要な
意味を持っています。アメリカや日本では、

いろいろと機械化され、今日のランチも冷凍

庫にあるものを電子レンジでチンして食べて

きた人もいると思います。アーミッシュは昔

ながらの時間をかけたご飯づくりをしていま

す。 
 　もう1つ、 Family Life という1968年から始
まった月刊誌があるのですが、これはほとん

どのアーミッシュが読んでいます。日本でど

うやら数名が  Family Life を買っているらしく
て、私とあと誰かが買っているようです。 
 　そこにはいろいろな記事が掲載されている
のですが、レシピもあるんですね。Home 
maker’s Pageというコーナーがあり、そこ
にはたくさんのレシピが投稿されています。

これも1つのコミュニケーションツールに

なっています。つまり食べ物を通して関係性

を強めている訳です。パイの特集時には、パ

イについて、読者が投稿してきます。 
 　特別なときの食事のメニューは決まってい
ます。食事は、結婚式のときはこういうもの、

礼拝のときはこれと決まっています。教会自

体の建物はなくて、2週間に1回、みんなの
ところを回るのですが、200人ぐらいが入れ
る大きな家なのです。なぜメニューが決まっ

ているかというと、やはり華美にならないと

いうことだと思います。自分のところにみん

なが来たときに、もっとおいしいものを出し

たいとみんな思ったりしますが、そうでなく

て、もう決まっているので、同じものを全員

が持ち寄ります。 
 　一緒に食事をするというのはすごく重要だ
と思うのですが、実は食に関して規制はあり

ません。いけないものは、アルコールぐらい

しかありませんが、つまり、伝統料理をみん

なで食するということが非常にアイデンティ

ティの保持にも役立っているということで

す。 
 　しかも、先ほど言ったようにアーミッ
シュ・ブランドとして、アーミッシュのもの

は結構売れるのです。パイなどさまざまなも

のが売れるので、経済的にも非常に大きな意

味を持っています。 
 　それから学校は、先ほど言ったように、アー
ミッシュによるアーミッシュのための学校を

つくることによって、かなりこれも関係性が

強くなるし、もう1つ、教師の研修会があり
ます。これは別に文科省とかがやっているわ

けでも、教育委員会がやっているわけでもな

く、自分たちで自発的にやっている教師の研

修会があります。 
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 　アーミッシュが大勢集まるということは、
礼拝以外では少ないですが、この教師の研修

会は、120人ほどが年5回ほど集まって情報
交換をします。どのように教えていくか。アー

ミッシュには私たちのように教育学部などあ

りません。アーミッシュの人は、8年間しか
学校に行きませんので、8年間の学校教育を
卒業した、独身の女性が教師になるのです

が、だから、何をどのように教えるというこ

とは学びません。けれども、こういうふうに

して自主的な勉強会で関係性を深めていくと

いうことです。 
 　最後に、3つ目の持続可能な社会のために
必要なものとして、自律性があると思いま

す。これが一番重要になってきます。 
 　自律性には、難しい言葉で言うと自己調節
機能と自己組織性があるのですが、日常的に

内部で起こった小さなことに対して調節して

いく機能。私たちにもありますよね。それと、

経済変動とか、戦争とか、外から大きな変動

が来たときにどうやって調節していくか。そ

ういう2つの自律性があると思うのですが、
これをアーミッシュは非常にうまく備えてい

ると思います。 
 　まず、日常は相互扶助と協同で成り立って
います。そして、できる限り不安要素をなく

している。普段はセーフティネットとしてみ

んなで助け合い、困ったときにもしっかり助

け合うというシステムです。 
 　もう1つ、自律性を高めているものが、先
ほど言っていた口伝えのルール集、オルドヌ

ングといわれているものです。オルドヌング

は、日常生活でしてはいけないことを決め

て、これをしないということを守れる人だけ

がアーミッシュとして再洗礼を受けます。 

 　つまり、これを守りますよといって再洗礼
を受けるのだけれども、それに違反したら

シャニングというのがあって、オルドヌング

から逸脱した人に対して悔い改めさせること

が目的ですが、これをしてまた戻ってきても

らいたい。それでも駄目な人を破門していく

という形です。ですから、このオルドヌング

とシャニングというのがアーミッシュのシス

テムをうまく動かせているものではないかと

思います。 
 　アーミッシュは面白い人たちだと思うの
は、そういう持続可能である条件なんてもち

ろん知らないけれど、長い目で見て、自分た

ちの社会がどうすればうまくいくかというこ

とが分かる人たちなのかなという気がしま

す。 
 　もう1つ、彼らの面白い点は、モノの使い
方を自分たちで決めていることです。電話

も、最初使いだしたけれど、みんなが噂話と

かをして良くない使い方をしていたので、電

話は外でしか駄目とか、車は乗ってもいいけ

れども、自分で運転してどこまでも行かれる

とコミュニティが弱くなってしまうから、自

分で免許を取るのは駄目とか、そのようにモ

ノの使い方を自分たちでコントロールしてい

る点が、この人たちの面白いところだと思い

ます。 
 　現代社会というのは、新しいモノが出てき
たら、携帯電話もダーッと使ってしまって、

困った、困ったみたいになり、ペースメーカー

を入れている人がいるかもしれないからここ

では駄目だとか、後で規制が出てきますよ

ね。アーミッシュの場合は、長い目で見て自

分たちのアイデンティティが崩されるか崩さ

れないかというところでモノの使い方の線引
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きをしています。 
 　もう1つ面白いのが、人の猶予期間です。
アーミッシュの人が85％再洗礼を受けると
いうけれども、こういう生活をしているの

に、みんな本当にそんなに疑問を持たずに受

けるのかと思いますよね。今日は1年生の学
生さんが多いですが、1年生の学生さんだっ
たら、もっと遊んでいたいじゃないかと思い

ますよね。若者はもうちょっと反抗的なこと

もしたい。お酒も飲んでみたいし、どんちゃ

ん騒ぎもしてみたい。そういうときにラム

シュプリンガというのがあって、何でもして

いい、自由にしなさい、その後に考えなさい

という期間が設定されています。 
 　少し洋服の前をはだけさせてみたり、皆さ
んから見たら「はあ？」と思うかもしれませ

んが、馬にジャラジャラと鈴を付けてみた

り、女の子が、夏に水着の男の子と一緒にボー

トに乗って遊んでみたり。そういうことをし

てから自分がアーミッシュになるかどうかを

決めますが、最終的に結婚する相手はアー

ミッシュです。 
 　近いところにいるから、好きになる人は
アーミッシュですよね。アーミッシュの人を

好きになったら、お互い同士で結婚するの

だったらアーミッシュになろうとか、シャニ

ングを受けたら、親であっても、アーミッシュ

ではないということで一緒の食卓でご飯が食

べられない。お金を手渡しできないとか、い

ろいろな規則があるので、やはりアーミッ

シュでいる方が生活しやすいのです。 
 　ですから、ラムシュプリンガはあるけれど
も、見えないレールが敷かれているともいわ

れています。つまり、アーミッシュにならざ

るを得ない。教育も8年間しか受けていない

ので。 
 　ということで、一番大事な「代謝」をうま
く動かしている「関係性」と非常に特徴的な

「自律性」を備えているので、アーミッシュ

はうまくいって持続可能なのだけれども、最

後に、一番この人たちがうまくいっているの

は、小規模であるということです。これはた

ぶん、今後の私たちにも重要になってくると

思うのですが、コミュニティが大体200人ぐ
らいです。 
 　そして重要なのは、コミュニティの中やコ
ミュニティ間が平等であるということです。

リーダーはいますが、それぞれが並列してい

て、階級制度を取っていないことです。 
 　では、アーミッシュの生き方と私たちの生
活についてお話ししたいと思いますが、アー

ミッシュは、今見てきたように宗教が基盤に

しっかりとあり、それが生活の中で実践され

ています。生活原則としては、先ほどお話し

たオルドヌングとシャニングがあり、一番重

要なのは、ゲラーセンハイトという、謙虚さ、

簡素さ、そういう価値観を持っています。生

活価値を持っているのです。ここが、私たち

が今、薄れているところではないかと思いま

す。 
 　現在の社会の価値というのは豊富であるこ
となので、モノも増えて情報もものすごく増

えましたが、消費できる数というのはすごく

少ない。流通量はすごく増えたけれども、消

費はそれほどできない。 
 　アーミッシュは情報を結構シャットアウト
していますよね。電気が駄目だから、コン

ピュータも駄目だし、テレビも駄目です。情

報が少なければ、あまり豊かではないのでは

ないかと思うかもしれませんが、非常に質を



Journal of Sugiyama Human Research 2017022

フォーラム報告

重要視しているということです。 
 　（スライド8）アーミッシュと現代社会を
比較してみると、情報量が少ない、厳選され

ている、関係性はすごく強い人たちです。そ

して、コミュニケーションは非常に密であ

り、モノは少ない。価値観が簡素、美、謙虚

である。そういうところが、アーミッシュの

価値観かと思います。 

スライド8

 　では、現代の私たちに求められているもの
は何でしょうか。持続可能であるためにはど

うすればいいのでしょうか。 
 　やはり、自律機能、自己決定、自己管理能
力が回復することではないかと思います。こ

れからどんどんAI化が進んでくると、車の
運転をしている時に考えなくても勝手に車が

止まってくれたり、もちろん事故にならない

ことは重要かもしれないけれど、自分たちが

関与することが減ってきますよね。いい面も

あるけれども、これでいいのかなという面も

あるのではないかと思います。全部機械が

やってくれて、あまり考えないで済む。便利

といえば便利ですが、怖い面もありますよね。 
 　あと、やはり関係性です。人と人とのつな
がりが薄くなり、寂しさを感じて、SNSに

走って、それでも悪い人がいることもあり殺

されてしまったり、本当の密の関係性ではな

い関係性しかありません。しかし面と向かっ

ての人間としての関係性の構築が重要です。

それから、生活価値を確立していかなければ

いけないのではないかと思います。 
 　自己決定するときには、私たちはモノに使
われるのではなくて使う側であるということ

が重要ですし、情報も、見かけ上は自由だけ

れど、本当にそうなのでしょうか。フェイク

ニュースがいっぱい入ってきますが、自分た

ちでちゃんと管理できているでしょうか。ラ

イフスタイルを自分で決めていくことが本当

にできているのかというところも、見直すべ

き点かなと思います。 
 　それから、やはり関係性ですね。今お話し
たような密な関係性。それは、小さな生活空

間でなり得ることと思うのです。200人ぐら
いがせいぜいで、これが700人とかになった
ときに、密な関係が保てるのかどうか。コミュ

ニティを小さくしていくということは重要だ

と思います。そして、生活価値の確立という

ところで、どういう生活価値を持っていくの

か。現代人は今まで豊富だけれども、徳・品

格、美は果たしてあるでしょうか。このあた

りはよく考えなければいけません。生活価値

を変えてみる必要があるのではないかと思い

ます。 
 　ライフスタイルを決めるときに情報が入っ
ていき、自分たちの内的世界、心の中を決め

ていき、意思決定をし、私はこういう生活を

しようということを決めていくと、それがエ

ネルギーとかモノの流れの大きさなどを決め

ていき、それによって環境問題とかが生じて

くるので、どういう情報を提供していくかと
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いうことが、これからは重要になっていくか

と思います。 
 　そしてその情報というのが、この生活価値
を決めているし、非主体的に生きていると生

活力が衰退していきます。そこが現在の私た

ちではないかと思います。 
 　生活力がなくなってくると何が起こるかと
いえば、社会が弱くなり、アイデンティティ

が薄くなっていきます。ですから、生活の自

主管理をすることで生活力を付け、小規模組

織をつくっていくと社会が自律可能であるの

ではないかと思います。 
 　ただし、アーミッシュも弱い点はありま
す。今日は割愛しますが、 Family Life 誌には
お悩み相談室とかもあって、娘がくだらない

男性と結婚したがっているけれどどうしたら

いいだろうとかの質問があります。アーミッ

シュも人間なんですね。そしてニッケルマイ

ンの事件があり、子どもが殺されても「赦し

ます」と親が言ったということでかなり話題

になりましたが、すごく人々が美化されてい

るけれどもそうではない。アーミッシュだっ

て人間です。けれども、その人間としての当

たり前の感覚を持っていれば、アーミッシュ

も私たちも、今後とも続いて持続可能である

のではないかと思っています。 
 　では私たちは、今後、どうやって生きてい
けばよいのでしょうか。それはやはり、シス

テムを小さくしていって、持続可能な社会を

導いていくことだと思います。そうやって考

えると、自律性、関係性、ライフスタイルと

見て、徳とか美を考えて自分のあり方を考え

はじめた現代社会と、アーミッシュ社会もど

んどん変わってきていますので、両者は結構

近いところに本当は来ているのではないで

しょうか。すごく離れた存在のアーミッシュ

ではなくて、私たちもアーミッシュも、実は

21世紀においては同じ方向に向いているの
ではないかということを感じております。 
 　最後になりましたが、幸せとは、進歩とは
何かと考えることが、結局は私たちの持続可

能性を実現していくのではないかと思い、話

を終了させていただきたいと思います。 
 　少し急ぎ足になってしまい申し訳ございま
せんでした。ご清聴どうもありがとうござい

ました。（拍手） 
  杉藤主任研究員 ：大藪さん、どうもありがと
うございました。 
 　引き続きではありますが、お二人目の石田
さんからの基調講演をいただきたいと思いま

す。石田さん、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  【第1部　演題②】

「家政学の視点で『コミュニティ』を解く

～子ども食堂から認知症カフェまで～」  

  石田　好江氏（愛知淑徳大学交流文化学部教授）  

  

石田好江氏 ：ただいまご紹介いただきまし

た、石田でございます。本日は、どうぞよろ

しくお願いいたします。星が丘の、東山通を

挟んで向こう側にあります愛知淑徳大学の星
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が丘キャンパスから参りました。 
 　今日はこのようなタイトルでお話をいたし
ますが、言いたいことは、今、「家政学」視

点の地域づくりが熱いということです。大藪

先生の、それこそ熱くて興味深いお話の後で

とてもやりにくいですが、お付き合いくださ

いますようよろしくお願いいたします。 
 　（スライド1）まず、これが「家政学」の
視点で見た暮らしの営みを図にしたもので

す。起点は上の部分になります。私たちは普

通、だらだらとあまりものを考えずに生活し

ているように見えますが、それぞれが、何を

大事にしたい、こうありたいというものを

持って生活していることは確かです。例え

ば、月収が同じ30万円の、同じ家族構成の
家庭があったとして、何を購入するか、どの

くらい貯金をするか、どういうふうに生活時

間を使っているかというのは全く違うだろう

と思います。私たちには何かしらの大事にし

ている価値観があって、それの影響を受けて

生活を営んでいるのだと思います。そこが「家

政学」視点のまず1点目の特徴で、私たちが
どうありたいか、何を大事にするかというと

ころに生活の起点があるということです。 
 　次はスライドの下の部分です。ここは、私
たちの個々の価値観に基づいてさまざまなモ

ノやサービス、人間関係などをマネジメント

して自分たちの暮らしをつくっていることを

示しています。これが「家政学」で言うとこ

ろの人と生活資源の相互作用です。どういう

仕事をしているかによって生活時間は決まり

ますし、何を買うかも変わってきますし、ど

ういう保険に入るかまで、全部の要素が関わ

り合っています。暮らしは関係性の中でつく

られているのです。これが暮らしというもの

の包括性、トータル性だろうと思います。こ

れが「家政学」視点の特徴の第2点目です。 
 　もう1つ、私たちの生活というのはすごく
いいかげんなところがあって、自分なりにこ

ういう生活をしたいと思ってやっているはず

なのに、状況に左右されてしまいます。家族

の誰かが病気になってしまったというような

ものだけでなく、ちょっとした情報に振り回

されてまったく違った生活ぶりをしてしまう

ようなこともあります。そういう意味では状

況依存的であるということも言えます。 
 　そういう「家政学」、つまり、生活主体の
価値観を尊重することと、暮らしというのは

包括的であるという視点を持っている「家政

学」に、何と社会のほうが最近、近づいてき

たのではないかということです。2つばかり
例を挙げて話をしたいと思います。 
 　その1つが経済学の変化です。なぜ経済学
かと言われると困りますが、私にとって関心

のある分野というだけでなく、社会の変化を

象徴しているといえるからです。経済学とい

うのはものすごく理系なんですね。数字を扱

うこともあって、社会科学の中では最も精緻

化されていて、物理や数学に近いと言われて

います。アマルティア・センという経済学者

がいますが、彼はその経済学に倫理的な考えスライド1
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方を導入すべきと言ったものですから、当

初、異端視され相手にされませんでした。そ

の彼が、1998年にはノーベル経済学賞を受
賞したのですから、私は大変驚きました。受

賞する20年ぐらい前からアマルティア・セ
ンはアメリカ経済学会の会長等をやるまでに

なっていて、認められてきてはいたのです

が、あの経済学がここまで変わるのかと、驚

きを持ちました。 
 　主流の経済学は、合理的経済人モデルを前
提にしています。合理的経済人モデルという

のは、人間というのは自分の利益とか福祉を

（経済学では「効用」というのですが）、最大

にするように行動するものというモデルで

す。そのように行動すれば、資源は非常に効

率よく分配され、社会もうまくいくというの

が経済学の大前提だったわけです。それをア

マルティア・センは否定して、人間というの

はそうではない。他者への共感とか、利他的

動機、つまり自分よりも他の人を優先しても

のを選択したり、考えたり、行動したりする

面もあるのだと主張したのです。また、人間

というのはプライドとかある種の信念みたい

なものがあって、自分の利益になるようなこ

とでなくてもそちらを選ぶこともある。人間

というのは複雑で、多面的な面を持っている

のだと、包括的な人間像を経済学の前提にし

なければいけないと主張しました。ここに「家

政学」の包括的視点と共通するものがありま

す。 
 　そのアマルティア・センが考えたのがケイ
パビリティ・アプローチで、このケイパビリ

ティ・アプローチが大変「家政学」のアプロー

チに似ていると思ったわけです。ケイパビリ

ティというのは、日本語訳では「潜在能力」

といいます。潜在能力というと、私たち個人

の中に存在する隠れた能力というイメージで

すが、ケイパビリティの潜在能力というの

は、その人が持っている自由とか、人が選択

できる範囲を言います。その範囲を広げるこ

とがケイパビリティ・アプローチであると言

われています。 
 　アマルティア・センが有名になったのは、
国連の発展途上国に対する開発経済での貢献

です。発展途上国の多くの人々は、十分な教

育も受けられない、仕事も自分で選べない中

で貧しい生活をしています。そこには選べる

自由がないのです。アマルティア・センは、

貧しさの背景にあるのは自由がないこと、選

択できる範囲が非常に狭められていることだ

と指摘しました。今までの開発経済の考え方

は、お金を与えれば、金銭的支援を行えば豊

かになれるという短絡的な発想でした。しか

し、金銭的な支援だけでは一時的な凌ぎにし

かならず、自立した生活が営めるところまで

はいけません。また、お金というのは利権を

生むものですから、本当に届けなければいけ

ない人のところに届かないということもあり

ます。アマルティア・センは、金銭的な支援

より、まずは人が選択できる範囲や自由を広

げてあげることが必要なことであり、これは

発展途上国だけでなく、先進国の貧困問題に

も適用できると主張しました。 
 　ケイパビリティ・アプローチのもう1つの
ポイントは、個人の自己決定を尊重するとい

う点です。政府が良かれと思って支援したか

らといって、うまくいくわけではありませ

ん。先ほど他者への共感や他利的動機と言い

ましたように、人間というのは多面性がある

ものですから、やはりその人自身がどうあり
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たいか、何を大事にしているかということを

尊重しなくてはいけない。その人が、本当は

その人のためになるのにそれを選ばなかった

としても、それはそれで尊重すべきというわ

けです。そういう自己決定を尊重しつつ、寄

り添って、自己決定を支援していくのがケイ

パビリティ・アプローチです。私たち人間と

いうのは、自分が何をやりたいのかとか、自

分は一体どういう人間なのかとか、意外に自

分のことは分からない。自分自身で考えろと

言ったところでなかなか出てこないのを第三

者が寄り添いながら自己決定を支援する。そ

れがケイパビリティ・アプローチです。「家

政学」の目標はエンパワーメントだと言われ

ていますので、それと相通じるものがあるの

ではないかと、ここでも思うわけです。 
 　もう1つの社会の変化は、福祉や医療の分
野のところに現れています。「医療モデルか

ら生活モデルへ」の変化です。まさにその生

活モデルが「家政学」的アプローチであり、

ケイパビリティ・アプローチでもあるという

ことをここでは指摘したいと思います。 
 　医療モデルというのは、目標は治療で、主
体は医師などの専門職であるとされていま

す。私たちは、専門職である医者に「ああし

ろ」と言われたら反論できない。私がかかっ

ているお医者さんも、私が質問するとすごく

嫌な顔をします。「何で言うことを聞けない

んだ」みたいな顔をするのですが、それが従

来の医療モデルです。それが少しずつ変化し

てきて、インフォームド・コンセントやセカ

ンド・オピニオンという考え方も容認される

ようになってきました。それがさらに進ん

で、今や生活モデルの考え方が主流になって

きました。 

 　生活モデルにおいては、目標はその人らし
い生活の実現で、主体は患者・生活者の側で

す。そこでは量より質が重視されます。例え

ば、高齢者にとって何でもやってもらえるこ

とが幸せかというと、そういうわけではな

い。自分はそんなサービスを受けたくないと

思っている人に無理やりいろいろなサービス

を与えたところで幸せではないわけで、あく

までもその人らしい、その人が望んでいる生

活を実現することが医療・福祉の目標になり

ます。主体は生活者自身ということです。 
 　生活モデルが「家政学」アプローチと共通
しているのは、生活主体が環境・生活資源と

の相互作用の中で生きているという考え方に

あります。ケイパビリティ・アプローチもそ

の点が同じですが、生活モデルでも、その人

自身がどういう相互作用の中で生きているの

かを尊重しながら、その人の自己決定に寄り

添う支援の必要性が主張されています。 
 　（スライド2）生活モデルに転換した代表
的なものが、地域包括ケアシステムです。こ

れは名古屋市の地域包括ケアシステムの図で

す。ここでポイントになるのは、図の中心に

おじいちゃん、おばあちゃんの姿が描かれて

いるように、ここが中心・起点になるという

ことです。この人を中心にして、周りにいろ

いろなモノやサービス、人間関係があって、

それをどう組み合わせてその人に支援してい

くかということを、その人の希望を聞きなが

ら、その人のこうありたいという思いをくみ

取りながら、実現していくのが地域包括ケア

システムです。この仕組みのもう1つのポイ
ントは何かというと、今までは、病院と高齢

者施設と在宅は別々の括りだったのですが、

この垣根をなくして、どこに行ってもその人
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らしい生活を保障していくという考え方に

なったということです。地域包括ケアシステ

ムによって、生活モデルが私たちのすぐそば

まで入ってきていることがこれでも分かるか

と思います。 
 　（スライド3）なぜそのようなパラダイム
（考え方）の転換が必要になったかというこ

とですが、背景には、グローバル化や情報化

という自由度の高い社会が進み、古い仕組み

が持たなくなってきてしまったということが

あります。例えば、終身雇用のような日本的

な雇用制度とか、従来のような家族のあり方

といったものが崩れてきてしまったものです

から、これまで終身雇用や家族に守られて顕

在化しなかった問題が表に現れるようになっ

てきました。高齢者問題はもとより、偏見や

差別を受けているとか、仕事が長続きしない

とか、引きこもりというような問題群がそれ

です。これは、従来の「福祉国家」時代にあっ

たような、所得水準だけを問題にする「貧困

といったら所得が低い人」という考え方だけ

では見えない、「生きにくさ」が問題化され

てきたことを意味しています。このような新

たな問題群に対応するために登場したのが生

活モデルです。 

スライド3

 　また、考え方の変化は、古い仕組みの限界
からだけでなく、グローバル化や情報化と

いった自由度の高さを要請する状況からも生

み出されました。それがリベラリズム（新自

スライド2
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由主義）の考え方です。リベラリズム（新自

由主義）は何が正しいかは自分で決めるとい

う自己決定と大変親和的です。人の自己決定

に寄り添って支援するという考え方が必要に

なってきた理由はここにあります。 
 　さらに、このパラダイムの転換は、公共性
の考え方も変えてきました。これまでの社会

的支援は、共通なもの・共約的なものに限定

されていました。つまり、個人的な問題、個

人に特有な問題には対応してくれませんでし

た。大勢の人・大多数の人の問題になって初

めてそこに税金が使われるということです。

いまや、そうはいかなくなってきて、地域包

括ケアシステムがそうであるように、現在の

社会的支援は、個別的で状況依存的なものに

対しても行うようになってきています。 
 　ただ、そのような支援は、人によってこう
したいと思うことが違うわけですから、とて

も税金だけでは賄いきれません。しかも、行

政はそういう個別的な支援や状況依存的な支

援は苦手です。では、それを誰がやるか。そ

ういう個別的・状況依存的な支援は住民が得

意ではないかということで、そこに住民が登

場してきました。確かに財政負担の軽減が目

的であることは否定できませんが、もう1つ
の側面としては、住民が主体的に地域に関わ

ることで、他人任せではない強い地域にする

というきっかけがここにはあるのではないか

と、私は見ております。 
 　（スライド4）もう一回歴史的なことを振
り返ってみますと、昔は（大藪先生のお話の

アーミッシュと同じように）顔が見える小さ

な共同体関係の中で、よその家の働き手が病

気になって農作業ができない、お米が取れな

くなったといったら、村の人たちがみんなで

手助けに行く、相互扶助が普通にやられてい

ました。共同で使う道路の整備も自分たちで

やっていた、そういう時代があったわけです。 

スライド4

 

　それが、戦後、高度成長期の中でどんどん

核家族化が進み、共同体も解体していくと、

困った人を助けるのは税金、つまり、社会保

障、福祉でとなっていきました。道路整備も、

ごみ処理も、行政の仕事になりました。そし

て、現在は（これはあくまでも理念の段階で

すが）、自治体と住民の協働の時代になりま

した。もちろん、協働がうまくいっているか

といったら、なかなか難しいですが、「新し

い公共」という名前で自治体と住民の協働で

やりましょうという理念はでき始めました。

これができ始めたことは事実なので、私たち

はこれをどう考えていくかというところに立

たされているのだろうと思います。ただ、公

共サービスの住民への形式的な委譲、つま

り、ただ働きの（アンペイド）の住民の手を

お借りしようというような自治体側の魂胆に

は注意が必要です。そこは私たちも考えてお

く必要があるかもしれません。 
 　1点、補足です。私の話が明るい未来が開
かれているかのように聞こえたかもしれませ

んが、決してそうではありません。間違いな

く地域の中の人間関係性は薄れてきていま
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す。町内会・自治会にしても加入者が減少し、

潰れたり小さくなったりしていますし、役員

のなり手がいないという状態です。ですか

ら、明るい未来があると言っているわけでは

ありませんが、住民の力が期待されていると

いうこと、その方向にしか未来がないことは

事実なのです。 
 　地域住民の関係性は薄れているけれど、そ
の一方で、新しい、注目すべき動きも出てき

ているというところで、次の話になります。

「広がりつつある生活モデル・家政学的アプ

ローチ」と副題を付けました。その代表が居

場所づくりです。コミュニティ・カフェ、地

域サロン、認知症カフェ、ケアラー・カフェ。

ケアラー・カフェというのは、ケアをしてい

る人、例えば障害者を抱えている家族、認知

症の高齢者のケアをしている人などが、レス

パイトといって、ちょっと休憩したり、おしゃ

べりしてお互いに励まし合ったりする場をい

います。そして、今日取り上げる子ども食堂。

また、学習支援やコミュニティ・ユニオンみ

たいなものも、ある意味、居場所づくりと言

えるのではないかと思います。 
 　では、なぜ居場所づくりかということです
が、先ほど説明させていただいたように、現

代は単なる貧困ではなく「生きにくさ」が問

題になっています。そういう「生きにくさ」

を感じている人に必要なのは、拒否せず、受

け入れてもらえること、承認してもらえる場

所です。それが居場所です。また、居場所づ

くりがこれだけ広がった理由のひとつには、

お茶を出す、食事を用意する、話を聞くとい

う、比較的、誰にでもできるような取り組み

やすさもあったように思います。 
 　居場所づくりの中で、今回は子ども食堂に

ついてお話をいたします。近年、子どもの貧

困が問題になっていることはご存知だと思い

ます。相対的貧困率で言うと、子どもの6人
に1人が貧困だといわれています。2013年
に、その問題がクローズアップされるように

なって、政府は「子どもの貧困対策推進法」

を成立させました。その後の2014年ごろか
ら、ネーミングの良さも手伝って子ども食堂

は全国に広がりました。2015年から「子ど
も食堂サミット」も開かれるようになり、情

報交換も活発に行われています。愛知県でも

「あいち子ども食堂ネットワーク」がつくら

れ、現在、42団体が加盟しています。実際
は60団体ぐらいあるそうです。目的は、「お
腹いっぱい食べる」ことと「楽しく・一緒に

食べる」ことです。これを一緒にして、子ど

も食堂は「お腹も心もいっぱいになる」とこ

ろといわれております。 
 　子ども食堂の運営概要としては、月に2回
程度が主流です（もちろん、ほぼ毎日のよう

にやっているところもあります）。参加費は、

子どもは無料が多く、大人は300円程度です。
コストを抑えるために、場所代はかからない

ようにしなくてはならないので、公的な集会

室、個人の家やお店を使っているところが多

数です。運営費用の大半は食材費です。コス

トを抑えるためには食材をどこからか安く調

達しなくてはなりませんので、生協、農家、

企業の余った食材の提供を受けているところ

が多いです。また、大半の団体が行政や

NGOなどからの助成金も受けています。あ
とは個人のカンパです。 
 　スタッフはもちろん全部ボランティアです
が、私の感触ですと、生協の理事とか生協の

活動をやっていた人たちが何となく多いとい
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うイメージです。たぶん、それは、元々食に

関心のある人たちだったからだろうと思いま

す。食事を作る以外のボランティアもいて、

男性たちが場所の設営などにも参加していま

す。子ども食堂共通の課題は運営赤字問題と

ボランティアの確保です。 
 　ここでは、名古屋市北区にある「わいわい
子ども食堂」を紹介します。ここは運営委員

会などの組織がきちんとしていて、マネジメ

ントもしっかりしている代表的な子ども食堂

です。月に1回、2年前から本格開始し、こ
の1年は毎回100名を超える子どもたちが参
加しています。場所は北医療生活協同組合北

病院の施設を使わせていただいています。ボ

ランティアは変動があるものの20～ 30人で
す。参加者は子どもだけでなく、乳児から3
～ 4歳児ぐらいの子どもを抱えたお母さんた
ちも多数参加しています。子ども食堂の本来

の目的である「本当に貧しくてご飯がちゃん

と食べられない子どもたち」が参加できてい

るかというと、100人いても1世帯程度のよ
うで、どこの子ども食堂でもそのようです。 
 　私が見学していた日に、途中から中学生の
男の子たち5～ 6人がやってきました。小学
生の頃、ここに通っていて、楽しい思い出が

あったのでしょう。ボランティアの女性たち

とおしゃべりをしながらご飯を食べて、すご

く嬉しそうにいい顔で帰っていきました。高

校生も来ることがあると言っていましたの

で、かなり小さい子から高校生まで受け入れ

ているということのようです。 
 　子ども食堂の取組から見えたことを整理し
てみます。今、お話しましたように、貧困の

子どものために効果を上げているかという

と、それは難しいようです。なかなかそこに

届かない、届いても来てくれないというのが

実情です。地道な活動をしていくしかないと

関係者は話しています。 
 　2点目は、万能な居場所は絶対にないとい
うことです。ある子どもにとってはいいけれ

ども、別な子どもにとっては居心地が悪いと

いうことは当然あるわけで、本当に来てほし

い子どもたちを受け入れるためにも、できる

だけ敷居は低くして、誰もが来られる場所に

しておかなければいけないということです。

したがって、子ども食堂はイベントやお祭り

でOKだとも言われています。 
 　一番やってはいけないのは、「教育的な」（教
育臭がある）ことだと言われています。例え

ば、「食べさせてもらうだけでなく、子ども

たちも自分が食べるご飯を大人と一緒に作れ

ばいいのに」と言う人もいますが、それはそ

ういうご飯づくりイベントとしてやればいい

わけで、ここではあくまでも「無料でお腹いっ

ぱい食べられる、誰もが来られる」場所であ

ることを最優先します。ちょっと教育的なこ

とを言ったりすると、子どもたちはたちまち

来なくなってしまいます。来てほしい子ども

たちが来なくなってしまうのです。 
 　4点目は、メニューにこだわり過ぎないこ
とです。食に関心のある人ほど、つい野菜中

心の料理を食べさせたいと思ってしまうので

すが、子どもたちはそれだと来なくなりま

す。来なくなってしまったら何の意味もない

ので、子どもたちが好きなものを作る、こだ

わり過ぎないということが大事になります。

私が見学に行った時も大好きな鶏のから揚げ

を夢中で食べていました。 
 　5点目は、お母さんたちにとっても必要な
場所だということです。話してみると、お母
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さんたちも疲れて、孤立していることが分か

ります。仕事と子育てに追われる毎日を送っ

ているお母さんたちは口をそろえて、子ども

食堂に来て、子どもとのんびり、みんなとわ

いわい楽しくご飯を食べると、本当にほっと

する、元気が出ると言っていました。 
 　6点目は、子ども食堂共通の課題である運
営赤字とボランティアの確保の問題です。こ

の問題はこの種の運動に必ず付きまとうもの

ではありますが、それだけに、組織のマネジ

メントの力量も問われているといえます。 
 　次は認知症カフェです。新オレンジプラン
（認知症施策推進総合戦略）が提言された

2015年ぐらいから広まりました。現在2,300
か所ぐらいあるといわれています。名古屋市

では、地域包括ケアセンターが施策として

やっていて、各区で週1回程度開催されてい
ます。 
 　運営概要ですが、プログラムがある程度決
められているものと全く自由なものがあり、

名古屋市の場合は前者です。参加者は、認知

症本人と家族、医師、ソーシャルワーカー、

認知症サポーターで、そこに地域の人が加わ

る場合と、加わらない場合とがあります。名

古屋市は前者です。参加費は200円程度が多
いようです。 
 　認知症カフェの意義は、何といっても初期
の認知症にとって効果があるということで

す。認知症のなり始めは、皆さん非常に不安

を感じるようです。偏見があるものですか

ら、誰にも分ってもらえず孤独になってい

く、孤立してしまうと言われています。そう

いう時期に認知症カフェで当事者同士が出会

い、悩みや思いを共有することで安心できる

ようです。 

 　また、認知症の人の潜在的な力を引き出す
ことも可能になります。認知症の人は決して

「終わった人」ではありません。認知症カフェ

は、特に初期の人たちに、まだ、いろいろな

ことができるということを認識させるきっか

けをつくっています。 
 　ここの点がとても大事なのですが、家族と
は違う第三者が入ることで、家族の閉じた関

係性に違う流れを与えることができるという

ことです。認知症の人をケアしている人と認

知症本人とだけだと行き詰まってしまいがち

ですが、カフェに来ることによって違う視点

で関係を見ることができるようになります。

私が行った時に、若年性の認知症の人たちが

集まっていたことがありましたが、本人も家

族も同じ境遇の人たちと出会えたことでとて

も安心した様子でした。 
 　また、デイケアに行っているからいいじゃ
ないかという人もいるのですが、デイケアは

医療モデルです。デイケアでは決められたプ

ログラムが用意されていますが、認知症カ

フェにはそういうプログラムはなく、何を

やっていてもいいことになっています。生活

モデルで運営されているからです。プログラ

ムはあっても参加しなくても結構という、そ

の自由度がデイケアとは全然違います。 
 　それ以外に高齢者サロンのようなものがあ
ります。これもある種、高齢者にとっての居

場所なのですが、認知症の人にとっては、こ

ういうところはなかなか行けない場所でもあ

ります。 
 　最後に、居場所づくりから見えてきたこと
を整理してみます。地域が得意とするのは見

守りと予防です。話を訊き、そこから早期の

発見につなげることが見守りと予防の役割で
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す。第2点目は、来られない人がいることは
事実ですから、できるだけ敷居を低くしてお

くことが重要です。第3点目は、地域課題の
発見の場という点です。地域の居場所づくり

をやっていると、「あそこの人が来ていない

よね。」と来られない人を発見する場にもな

りますし、地域のいろいろな話題が出てくる

ので地域の課題発見にもつながります。第4
点目は、ここがとても大事なのですが、支援

する人にとってもそこは自分にとっての居場

所になる、生きがいにもなるということで

す。支援する人・される人の関係をフラット

にしていく場でもあります。ケアラー・カフェ

やコミュニティ・ユニオンなどでは、相談に

やって来た人が、次には相談を受ける側にな

り、たくましくなっていくという姿も見られ

ます。 
 　私は今、生活ガバナンスの研究をやってい
ます。生活ガバナンスというのは、生活に関

わる課題を地域住民が主体的に解決するため

に必要なガバナンスをいいます。今日お話し

てきたような、生活者の視点、「家政学」的

視点をもつことが生活ガバナンスの特徴だと

考えています。 
 　では、なぜ「居場所づくりから生活ガバナ
ンスへ」なのかについてですが、地域を強く

するためには、ソーシャルキャピタルが不可

欠です。ソーシャルキャピタルというのは、

社会関係資本と日本語訳されていますが、

ネットワークとか、お互いさまとか、信頼関

係などを言います。まさに、社会にとっての

資本だと思います。いきなり制度を作ったか

らといってうまく動くわけではありません。

人間関係や信頼関係がつくられていないと動

きません。居場所づくりというのは、そのソー

シャルキャピタルづくりのきっかけになるだ

ろうと思います。 
 　もう1つ、「居場所づくりから生活ガバナ
ンスへ」つなぐ大事な点は、ガバナンス力だ

と考えています。子ども食堂を思い付きで始

めて、人や金がなくなったので「やめた」で

は、子どもたちの大人への信頼が崩れてしま

います。ですから、何としても持続させなけ

ればいけない。そのためにはマネジメント

力、ガバナンス力が必要なのだということ

で、それを培う場にもなると考えています。 
 　子ども食堂や認知症カフェなどの居場所づ
くりをやっていく中で、既に、その外側に地

域問題解決への多様な取組も始まっていま

す。名古屋ではまだですが、よその地域では、

地域包括ケアシステムのミニ地域ケア会議

（圏域は小学校区ぐらい）が生活ガバナンス

の役割を果たしている様子が見られます。ま

た、ラウンドテーブルといって、地域の人た

ちが自由に集まって、いろいろな意見を出し

合う、そういう場に自治体の職員も、仕事で

はなく一住民として参加している、そんなも

のも現れてきております。 
 　ということで、いま広がっている居場所づ
くりに、私としては期待したいと思っている

ところでございます。ご清聴、ありがとうご

ざいました。（拍手） 
  杉藤主任研究員 ：石田さん、どうもありがと
うございました。それでは、第2部、第3部
に入る前に、準備の都合もありますので、

10分間ほどお時間をいただきたいと思いま
す。休憩時間とさせていただきます。 

 （休　憩） 
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  【第2部　コメント】  

  東　　珠実氏

（椙山女学園大学現代マネジメント学部教授）  

  小倉　祥子氏

（椙山女学園大学人間関係学部教授）  

  杉藤主任研究員 ：準備が整いましたので、第
2部を始めたいと思います。 
 　第2部は、第1部のお二人からの基調講演
を受けて、大藪さんに対しては本学現代マネ

ジメント学部の東さんからコメントを行いま

す。引き続き、石田さんに対しては、本学人

間関係学部の小倉さんがコメントを行いま

す。 
 　コメントに対するお答えは第3部のパネル
ディスカッションの中でしていただくことに

しまして、早速ですが、第2部のコメントセ
クションを始めたいと思います。最初に東さ

ん、よろしくお願いいたします。 

  東珠実氏 ：ただいまご紹介いただきました、
本学現代マネジメント学部の東と申します。

今日は、先ほど大藪さんからお話しいただき

ました、「家政学の視点で『持続可能性』を

解く～アーミッシュのライフスタイルから

～」のお話につきましてのコメントというこ

とで、少しだけ私が感じたところやご質問な

どをさせていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。まず最初に、「家政学」

の視点ということについて、お話をさせてい

ただきたいと思っております。 
   　（スライド1）私は、9月27日に開催され
た椙山の第2回の人間講座で、「家政学事始
め」ということで、「家政学」的なものの見

方とか、「家政学」の歴史といったことをお

話しさせていただきました。そのときに、「暮

らしを科学し生活主体をエンパワーする」と

いうサブタイトルを付けさせていただきまし

た。 

スライド1

 　「家政学」というのは、もともと19世紀末
にアメリカで、「家政学の母」と呼ばれてい

るエレン・リチャーズという人が始めた学問

分野ですが、要するに日常生活を科学的に追

究していく、日常生活を科学する。それから、

当時の女性に教育の機会を与えていく。さら

に「環境の科学」として、私たちを取り巻く

環境に対して人間がどういうふうに関わって

いくのかというところを捉えた科学を構築し

ていく。こういったことを意図して、リチャー

ズが「家政学」というものを始めたわけです。 
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 　そのあたりの話を最初にさせていただいた
のですが、私が捉えている「家政学」の視点

というのは、主にここにあるような3点です。 
 　1つ目は、生活を総合的・実践的に捉える
ということです。石田さんも、暮らしの包括

性とかトータル性ということを言われていた

と思いますが、暮らし全部を一体的に、そし

て身近な実践につなげて捉えるというところ

が1点目です。 
 　2つ目が、これもお話の中で少し出てきま
したが、生活を捉えるときに、衣、食、住と

分けるのではなくて、「ヒトとヒト」の相互

関係、「ヒトとモノ」の相互関係という分け

方をする。その中で、ヒトとモノの関係の中

に食べ物のことが入ってきたりするというよ

うな捉え方ですね。「ヒトとヒト」「ヒトとモ

ノ」の相互作用という切り口で、生活を全体

として捉えるという視点。 
 　3つ目に、生活の主体に力を付ける。「家
政学」とはどういう学問ですかと言われたと

きに、「衣食住のことを学ぶ学問です。」とい

うのも間違ってはいないと思いますが、むし

ろ私たちの捉え方としては、「個人や家族や

コミュニティをエンパワーする」学問だとい

うこと。個人にいろいろな知識や態度やスキ

ルを与えて、生活問題に立ち向かえるパワー

を付けていく。あるいは、家族に、コミュニ

ティに力を付ける。それによって、最終的に

は人類の福祉を目指すのだというような視

点。この3つが「家政学」的な視点だと捉え
ています。 
 　関連するキーワードとしては、「家政学」
の中でしばしば大事な意味を持つ言葉とし

て、環境、価値・倫理・ライフスタイル、生

活の質（クオリティ・オブ・ライフ）。そして、

今日も大藪さんのお話の中でも出てきました

が、持続可能な社会。このようなものがキー

ワードとして挙げられます。 
 　これらが「家政学」的な視点だということ
を前提としながら、まず大藪さんのお話を振

り返りたいと思います。 
 　（スライド2）大藪さんの今日のお話では、
アーミッシュの具体的な生活ぶりが非常に印

象的でしたが、主に3つのお話をされました。 
 　1点目は、アーミッシュの生活自体ですね。
特徴として、信仰に基づいた、非常に簡素な

生活を送っていること。それから、相互扶助

ということで、教区と家族による農業中心の

相互扶助的なコミュニティが展開されている

ということ。さらに、そういったものに基づ

いた独自の持続可能なライフスタイルをもっ

ている。環境に配慮し、簡素という部分を重

視した生活を送っているというのがまず1つ
です。 

スライド2

 　それから、そのアーミッシュがなぜ増えて
いるのか。都市化していった20世紀の経済
社会の発展を経てなお、アーミッシュの独自

の社会はどのように持続可能性を維持してい

るのかというようなお話をされたと思いま



フォーラム報告

Journal of Sugiyama Human Research 2017 035

す。そのことを踏まえた上で、2点目に持続
可能な社会の3つの条件として、代謝してい
る、関係性がある、そして自律しているとい

うこと。自律については、内部の小さなトラ

ブルを調整する自己調節機能と、外からの大

きな変化とか衝撃に対して調整する自己組織

性という2つの側面から捉える。 
 　3点目に、そういったアーミッシュの生活
から見えてくる持続可能性を考えたときに、

現代の私たちに求められるものは何かという

ことをまとめていただきました。 
 　まず自律機能の回復。自己決定、自己管理
をするのだと。これは、後半の石田さんのお

話ともつながる視点であったと思います。そ

して、関係性を再構築していく。生活の価値

を確立していくというようなお話ですね。 
 　さらに、アーミッシュと現代社会は近づい
ているのだと話されました。また、幸せとは

何か、進歩とは何かということを自分たちが

きちんと問うて、自分たちがあるべき姿を求

めながら生きていくところに、持続可能な生

活とか持続可能な社会があるのではないかと

いうようにまとめられたかと思います。 
 　非常に示唆に富むお話しで、また写真もた
くさんありましたので、アーミッシュの暮ら

しぶりをとても興味深く拝見したところで

す。 
 　（スライド3）その中で、私が特に「家政学」
的な視点で注目した点が2つございます。1
点目が生活を総合的に捉えるという視点で、

こちらは、冒頭私がご紹介しましたエレン・

リチャーズが考えている生活の捉え方です。 

スライド3

 　（スライド4）人間と人間を取り巻く環境
についてです。まず、物的な環境、これがヒ

トとモノとの関係ですね。そして、社会的（人

的）な環境、ヒトとヒトとの関係。それぞれ

をまた、身近な物的な環境とより大きな自然

環境、身近な人間関係とより大きい社会環境

に分けて、生活を人と環境との相互作用とい

う視点で捉えるのですが、図にするとこのよ

うになります。 

スライド4

 　アーミッシュの生活は、この仕組みが非常
に分かりやすいと思いました。そして、関係

性が濃密なんですね。例えば、食べるものが

自然の中から得られるというあたりも分かり
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やすいですし、家族と地域社会とが近く相互

関係が分かりやすかったです。 
 　例えば、ある人の家をコミュニティの全員
で造っていく、そのときに自然にあるものを

利用するというように、一つ一つの生活行為

が、ヒトとモノとの相互作用、その中の近接

環境とより大きい環境、ヒトとヒトの相互作

用、その中の近接環境とより大きい環境、と

いう枠組みの中にわかりやすく位置づけられ

ます。関係性というものが社会の中で明確な

意味を持っているというのが、このアーミッ

シュの生活だと感じました。そういう意味

で、生活を総合的に捉える、相互作用の科学

という「家政学」の視点からみて興味深いラ

イフスタイルだと思いました。 
 　（スライド5）もう1点は、持続可能性につ
いてです。今回のテーマも「家政学の視点で

『持続可能性』を解く」ということでしたが、

こちらに挙げてあるのは、SDGsといって、
国連が2030年のアジェンダとして掲げた持
続可能な開発目標の3つの側面です。 

スライド5

 　赤い線で示したように、経済成長、社会的
包摂、環境保護という3つの要素を調和させ
ながら発展していくのが持続可能な開発だ

と。この点においても、まさにアーミッシュ

の生き方というのは、経済の循環、そして人

の生き方、人のあり方、環境、これらを非常

に調和的に維持発展させている。こういう点

で、まさにこの持続可能な開発を考える上で

も興味深い事例であると感じた次第です。 
 　他にもいろいろと申し上げたいこともござ
いますが…。特に環境と情報の関係とか、大

藪さんには以前に非常に興味深いお話をいく

つか伺っているのですが、時間の関係もあり

ますので、今回は今のような点に注目しつ

つ、3つほどご質問をさせていただきたいと
思っております。 
 　1点目は、このアーミッシュの暮らしぶり
の中で、ライフスタイルとか価値観というも

のがとても重要になるわけですが、やはり

アーミッシュは独自の宗教観、信仰があるの

で、社会的に共通の価値をベースにしていろ

いろな問題に対応していけるのではないかと

いうことです。例えば、日本で、このアーミッ

シュの信仰に代わるようなものがあるのだろ

うかと。また、お話のなかで徳とか品格のあ

る暮らし方がこれから私たちには必要だと言

われていたように思うのですが、このあたり

の具体的なイメージの持ち方も教えていただ

ければと思います。 
 　2点目です。持続可能な社会についてです
が、「代謝」という言葉が出てきました。持

続可能な社会、代謝と関係性と自律。その中

で、代謝といいますと、入ってきたモノとか、

エネルギーとかがシステムの中で機能してア

ウトプットがある、ということですが、どう

いう状態をもって社会がうまく代謝している

と捉えたらいいのかということです。それが

2点目のご質問です。 
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 　3点目は、個人と家族とコミュニティの関
係性です。アーミッシュは常に家族を通じて

コミュニティとつながっているという感じが

したんですね。あまり個人というのは見えな

かったのですが、むしろ今、日本では、個人

が、たとえ家族がない状態であってもコミュ

ニティのサポートを受けるとか、コミュニ

ティとつながっていくというケースがかなり

あるように思います。そこで、単身者が直接

コミュニティとつながっていくという状況が

アーミッシュの中でどういうかたちであるの

か。それともないのか。コミュニティの話は

特に石田さんのお話とも関わってきますの

で、ぜひお伺いしたいと思いました。 
 　以上をもちまして、私からのコメントとさ
せていただきます。 
  杉藤主任研究員 ：東さん、どうもありがとう
ございました。引き続きではありますが、2
人目のコメンテーター、小倉さんにお願いし

たいと思います。主には石田さんに対するコ

メントということで、よろしくお願いいたし

ます。 

  小倉祥子氏 ：ただいまご紹介いただきました
人間関係学部の小倉と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 
 　私は、石田先生から「家政学の視点で『コ

ミュニティ』を解く～子ども食堂から認知症

カフェまで～」というご講演をいただきまし

たので、こちらの内容を簡単にまとめまし

て、その後、私からのコメントをしたいと思っ

ています。 
 　私は前回10月27日に、東先生に続いて第
3回人間講座で「家政学」シリーズの第2弾
を担当いたしました。そこでは、今回の石田

先生のテーマとも重なる部分があります、「家

政学の視点で『働く』と『暮らす』を考える」

というテーマでお話をしました。今の日本が

目指しているワーク・ライフ・バランス社会

とはどんな社会なのかということです。つぎ

に、日本家政学会の創設時期からの学会誌を

紹介し、そこからワーク・ライフ・バランス

研究を抜粋してご紹介しました。学会の創設

期から生活時間調査は行われていますので、

家政学にとって大きな研究テーマの1つだと
言えます。最後に、ワーク・ライフ・バラン

ス社会を実現している事例としまして、フィ

ンランド調査の事例をご紹介しました。 
 　今日は、その最初の2点を簡単にお話しし
た後、本日ご講演いただきました石田先生の

お話をまとめていきます。 
 　2007年12月18日、ちょうど10年前に、
日本は、政府と経営者団体と労働組合の三者

が合意して、ワーク・ライフ・バランス社会

を目指そうとワーク・ライフ・バランス憲章

が策定されました。 
 　そこから10年経ちました。皆さんの暮ら
しはどうでしょうか。振り返ってみますと、

ここ数年は、長時間労働の問題とか、残念な

がら若い新入社員の女性が過労による自死に

追い込まれたニュースなど、働き方、働かさ

れ方の問題が大きくクローズアップされてき
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た、そんな数年だったと思います。 
 　学生と話をしましても、これまでは、長時
間労働とか過労死問題は働き盛りの男性の

テーマである、自分たちにはあまり関係がな

いという意識があったようです。ですが最近

では、女性も男性も、それから若年層に至る

まで、長時間労働の弊害をきちんと知って、

真正面からこの問題に向き合っていかなけれ

ばならないという機運も高まってきているか

と思います。 
 　このワーク・ライフ・バランス社会につい
ては、働き手が主体です。働いている人たち

に、仕事の領域だけでなく、仕事以外の領域

も含めて、限られた24時間を主体的に行動
し、職場以外でもその能力を発揮してもらい

たいということで、取り組みが進んでいます。 
 　仕事以外の領域というと家庭生活のみを連
想することが多いと思うのですが、ここでの

新しい視点としては、自分の家庭での生活時

間だけでなく、それ以外の3つ目の領域があ
るということです。ここが、本日、石田先生

からお話があった、地域、コミュニティなど

の領域と関連します。仕事でもなく、家庭生

活でもなく、自分が地域とかコミュニティと

どう関わるのか、そういう時間を持てるのか

ということなのです。 
 　ワーク・ライフ・バランス社会を目指す日
本というのは、自分の限られた24時間とい
う時間をどのように労働時間に使い、どのよ

うに家庭生活で使い、さらには自分が住んで

いる地域やコミュニティにどのように還元す

るのか。そういうことを労働者がまず自分が

主体的に考えて生活していく。そういうもの

を目指した社会ということになってくるかと

思います。 

 　どのように自分の時間を使って生きていき
たいのか、1日は24時間であっという間に過
ぎていきますが、1週間、1年、10年と考え
ていきますと、その積み重ねはまさに私たち

のライフコースです。したがって、今日とい

う一日をどのように時間配分して活動してい

くのか、これを主体的に決めていくというこ

とは、「家政学」的な視点だと言えるかと思

います。 
 　（スライド1）続きまして、日本家政学会
では、生活時間調査、生活時間管理の研究で

どのような蓄積があるのかということを簡単

にご紹介しました。 

スライド1

 　まず、スライドの資料は、2008年に生活
時間調査の研究者のお一人である伊藤セツ先

生が国際学会で発表されたものを抜粋したも

のです。従って2008年までのデータになり
ます。伊藤先生はその中で、日本家政学会の

生活時間調査を4つの段階に分けています。 
 　1つ目としては、学会ができた当初の1950
年代で、主婦や勤労婦人、これは主に農村の

婦人の生活時間を調査しております。この当

時を考えますと、働いている女性たちという

のは、最も多いのはいわゆる農家の嫁や娘で
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す。彼女たちが畑仕事をし、そして家の中で

の家事をし、家族を持ち、子どもを育てると

いうライフコースのなかで、その生活時間調

査をしています。いかに農村部の女性の生活

を改善するのかが中心的課題です。 
 　次に高度経済成長期に入りますと、今度は
雇用されて働く夫、それから妻自身も雇用者

層が増えていくことによって、生活時間調査

の中身が変わっていきます。 
 　第3段階になりますと、今度はほぼ雇われ
て働く夫婦等が多くなるわけですが、家の中

での仕事を、初めてワークという言葉を使っ

て、アンペイドワークという名前が付き、夫

婦の間のワークの不均衡や、職業での違い、

もしくは地域での違い等、世帯を中心として

研究が蓄積されました。個人の生活で睡眠時

間が減ったとか増えたとかいうことではな

く、24時間を夫婦や家族でどのように分け
て使っているのか。そのような調査などを

行っていた時期かと思います。 
 　最後、第4段階です。伊藤先生が新しい生
活時間調査の視点ということで取り上げてい

るのが、本日の石田先生のテーマとも重なる

ボランティア活動にかける生活時間調査で

す。1990年代の後半から、若い研究者を中
心に、「家政学」では生活経営学などで、地

域での活動についての研究が進められていた

のでした。 
 　では、今日の石田先生のお話を簡単にまと
めていきます。 
 　まず1点目に、「家政学」の視点で考えま
すと、生活者自身が何に価値を置き、どんな

生活をしたいのか。どんなものを購入し、自

分の24時間をどう使いたいのか。こういう
ことを考え、気付き、行動する。そういった

「家政学」的な視点があり、そうしたアプロー

チの方法に、経済や医療などが近づいている

ということをお話しいただきました。 
 　2点目としては、近代化が進む一方で、私
たちは日々の生活の中で少し生きづらさを感

じてはいないのかということをお話しいただ

きました。その生きづらさを埋めるものとし

て、自然発生的にコミュニティに「居場所」

が誕生し、その良い事例として、石田先生か

らは子ども食堂や認知症カフェのケースをお

話しいただきました。 
 　どちらも大変興味がある活動です。そう
いった新しい「居場所」ができることによっ

て、その場に参加する人たちも、企画側や運

営のお手伝いのボランティアの方々も、両方

の方々にとって自分の「居場所」ができてい

る、そういったお話を伺えたかと思います。 
 　生きにくさを感じる現状はあります。自分
や地域に本当に必要なものは何なのか。それ

が公共でカバーされている最低限のサービス

ではなく、また市場で売られていて、自由に

購入できるようなサービスにもない場合、自

然発生的に、自分たちで自分たちに必要なつ

ながりをつくっていける主体的な行動こそが

非常に重要なのです。その居場所が多層で

あったり、拡散したり、維持されていくこと

によって、私たちが暮らすコミュニティとい

うものは問題を発見し、場合によっては課題

を解決できる可能性があるのではないかとい

うことをお話しいただいたかと思います。 
 　さて、今ここにたくさんの方にご参加いた
だいています。皆さんの中で、この1年間、
自分もコミュニティに貢献したとか、参加し

たという方はどれくらいいらっしゃるでしょ

うか。ありがとうございます。結構、複数の
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方に手を挙げていただきました。 
 　実際、私も今回のお話を伺って非常に興味
があったのでいくつかのデータを見ました。

　（スライド2）これは、政府が行った調査で、
平成27年の1年間にどれくらいボランティ
ア活動に参加しましたかという調査です。結

果は17.4％と2割弱でした。 

スライド2

 　（スライド3）次は、どんなものに参加し
ているのかとか、（スライド4）どういう理
由で参加したのか、という資料です。独身と

既婚で多少参加している理由が違います。既

婚の場合には、自分の家族の関係で参加しま

したという人が非常に多いと思います。独身

の場合には、会社関係というのが多くなって

おります。 

スライド4

 　（スライド5）一方、なぜ参加できなかっ
たのか、しなかったのかということを見ます

と、これは特に独身、既婚は関係なく、時間

がないとか情報がないというようなことを挙

げている方が非常に多くいました。このあた

りは、先ほどの東先生への質問とも重なると

思うのですが、独身で、また単身で暮らして

いる場合、どのようにコミュニティと関わっ

ていけるのかというところも、課題を提示で

きるのではないかと思っています。 

スライド5

 　では、これまでのお話をお聞きしまして、スライド3
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石田先生に3つ質問をします。 
 　まず1点目です。事例として認知症カフェ
や子ども食堂についてお話しいただきまし

た。非常に興味が湧きました点は、そうした

居場所づくりをしている担い手側についてで

す。先ほど、石田先生からのお話で、担い手

側の皆様はどのような特徴や属性なのかお話

いただきました。石田先生が観察されたケー

スでは元生協の関係者、社会的な事業、地域

活動に既に経験がある人が多いのではない

か、ということでした。なるほどと思いまし

た。 
 　そこで次の興味としては、先生が参加され
た活動の中で、教えていただければと思うの

ですが、子ども食堂の活動で、継続に必要な

スタッフの数、規模についてです。非常に大

きな北区のケースは100人分提供していると
いうことでした。そうなりますと、どれぐら

いの担い手が運営に関わって、実際に活動を

回しているのでしょうか。 
 　また、大藪先生からは、コミュニティの持
続には、メンバーのサイズ感が重要だという

ことがありましたので、お気づきの点などが

あれば、その点も事例をお話しいただけたら

と思っております。 
 　また、担い手側の組織で、運営を巡ってど
のようなトラブルがあるのでしょうか。何か

石田先生が聞いたケースや、失敗してしまっ

たケースがあれば教えていただけたらと思い

ます。 
 　2点目は、先ほどの調査はたまたまボラン
ティアのケースですが、8割近い人たちが1
年間に一度も参加したことがないということ

が出ております。しかし、何かしてみたいと

いう思いのある人もいるかと思います。そう

いった潜在的な人材をうまく生かすことがで

きるようなケースを見掛けたとか、何かそう

いうものがあれば、教えていただきたいと

思っております。 
 　最後に、社会の姿、コミュニティの姿につ
いてですが、政府が目指している「地域共生

社会」の資料などを見てみますと、さまざま

な地域のことを「我が事」「丸ごと」意識し

て地域づくりをしましょう、そのためには多

様な担い手の育成や参画が重要ですというよ

うなことが書かれています。 
 　それを見ますと、石田先生から「住民をた
だで利用する」という話もありましたが、何

か住民が政府の手先になって主体的に動けな

いのではないかという気もするのです。先生

が目指されている、うまくいっているコミュ

ニティの姿と、この政府が目指すコミュニ

ティの姿の違いについて、教えていただけた

らと思っております。以上です。 
  杉藤主任研究員 ：小倉さん、どうもありがと
うございました。 

  ■第3部　パネルディスカッション  

  大藪　千穂氏（岐阜大学教育学部教授）  

  石田　好江氏

（愛知淑徳大学交流文化学部教授）  

  東　　珠実氏

（椙山女学園大学現代マネジメント学部教授）  

  小倉　祥子氏

（椙山女学園大学人間関係学部教授）  

  杉藤主任研究員 ：第3部のパネルディスカッ
ションでは、司会進行を東さんにお願いいた

しますので、この辺でバトンタッチしたいと
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思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
  東氏 ：それでは、第3部ということで、パネ
ルディスカッションを進めさせていただきま

す。テーマとしましては、今回のフォーラム

のテーマでもございます「家政学の視点で暮

らしの問題を解く」ということで、話を深め

ていきたいと思っております。 
 　ただいま、まずは基調講演ということで、
大藪さんから「家政学」の視点で持続可能な

社会の問題にアプローチしていただきまし

た。アーミッシュのライフスタイル、生活を

手掛かりに、持続可能性について「家政学」

を意識しておとりまとめいただきました。 
 　その後、石田さんからは、「家政学」の視
点で、今度はコミュニティの問題を解いてい

こうということでお話しいただきました。具

体的なお話としては、子ども食堂、認知症カ

フェのお話をいただいたところでございま

す。 
 　また、これらを踏まえまして私どもがコメ
ントをさせていただきましたが、質問なども

させていただいておりますので、それらにお

答えいただくところから始めさせていただき

たいと思います。 
 　では、お二人の基調講演の先生方にご回答
いただきたいと思います。 
 　まず、私から大藪さんにさせていただきま
したご質問は、次の 3点です。大藪さんのお
話は、「家政学」的な視点でという意味でさ

まざまな示唆に富むものでしたが、特に核に

なっている部分として、アーミッシュのライ

フスタイル、あるいは価値の形成に関して、

以下のご質問をさせていただきました。 （ス
ライド1）

スライド1

 　まず、宗教とか信仰というものとの関係性
ですね。私たちもそれを応用した生き方がで

きるのかというあたりも含めて、教えていた

だきたい。 
 　2点目が、持続可能な社会、先ほど言いま
した「代謝がいい社会」というのはどういう

状態のことを考えたらいいのか。 
 　3点目が、個人、家族、コミュニティの関
係性ということで、アーミッシュは独特の家

族とコミュニティの強い関係があるように思

いました。そこで、例えば単身者が直接コミュ

ニティと接点を持って生活の課題を解決して

いくようなことはあるのか。何かコメントい

ただければと思います。 
 　では、大藪さん、お願いいたします。 
  大藪氏 ：東さん、どうもありがとうございま
した。この3点の一番最初のご質問は、実は
岐阜大学の学生さんに最後にレポートに書い

てもらおうかなと思っていて、今私が言って

しまうとちょっと困ったなぁとは思ったので

すが。また、学生から出ていた質問なんです

ね。だから、すごく核になるような質問だな

と思っています。これは最後にさせていただ

きたいと思います。 
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 　まず簡単なところで、2番目の質問の持続
可能な社会の代謝についてですが、一番最初

に見たように、何かを入力して、そこで動い

て、出ていく、出力していくというのが代謝

です。基本的に言うと、システムの中にエネ

ルギーやモノを入れて、それを使って何か産

業を起こしたり農業をしたりして、それを

使って食べて、消費をして、排出していく。

いらないものを出していく。これが代謝です。 
 　今まで代謝がそれほど問題にならなかった
のは、環境に悪いものが出力されたとして

も、廃棄物よりも環境が大きいので、何とな

くそこの中で対処できていたからです。けれ

ども、環境に悪いものだとか、モノやエネル

ギーの量がすごく増えたので、代謝して排出

される量が増えてしまい、自然の力ではそれ

をもう還元できないんですね。だから、環境

問題が出てきたのです。 
 　良い代謝のときに出てくるのをポジティブ
アウトプットと呼んでいるのですが、ポジ

ティブな良い代謝とネガティブな良くない代

謝があって、ネガティブアウトプットのこと

は今まであまり見てこなかったと思うのです

が、その量が多くなり過ぎたことによって、

うまくいかなくなってきている。 
 　というのがいわゆる代謝なので、個人や家
族が何ができるかといったら、やはりモノを

買うときとか自分がモノを家庭に入れるとき

とかに、どういうものを買って、どういう商

品を入れていくのか、どういうものを購入し

ていくのかをまず考えるということです。入

力のところですね。 
 　そして、次はその使い方です。例えば、い
くら安い洋服を買っても、それをどんどん捨

てていったら、やはりアウトプットとして悪

くなっていきます。洋服などは特に、すごく

上等なものを買っても毎回毎回クリーニング

だったら大変なことになりますから、それを

長く使っていくことが大事ですし、例えば、

自然に返るような素材のものを買うというこ

とも大事ですね。生分解性で分解できるよう

な素材のものを長く使っていくという使い

方、そして最後に捨て方。どういう捨て方を

していくのか。リサイクルに回せるのか、リ

ユースに回せるのかを考えるというのが、個

人とか家族でできる代謝かなと思っていま

す。 
 　それから、3つ目の質問の個人と家族とコ
ミュニティの関係ですが、アーミッシュとい

うのは、個がないんですね。個はなるべく抑

えるというか、個よりも全体です。では、全

体を個より大事にしているのになぜ全体主義

に陥らないのかというと、それは絶対的な平

和主義だからですね。全員が平等という考え

方です。 
 　だから、個という考え方はありません。個
が目立つというのもあまりよろしくないとさ

れていて、アーミッシュ全体が繁栄するため

に自分たちは何ができるかというような考え

方を持っています。 
 　なので、家族が一番核なのですが、家族は、
ほぼイコールの形でコミュニティなのです。

だから、東さんが言ってくださった単身者と

いう考え方もないんですね。結婚していない

人はいます。男性の方が生まれる率がちょっ

と少なくて、女性のほうが多いです。つまり

男性からプロポーズされないと結婚できない

ので、女性が余ってしまうこともあったりし

ます。 
 　そういうときには違うコミュニティに頑
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張って行って相手を探すということもあった

り、残った女性は大体学校の先生をしている

ということなのですが。まあそれはよいとし

て、そういったときにでも、残った独身の方

は家族と一緒に住んでいます。だから、1人
で個別に住んでいるということはないです。

親と住んだり、きょうだいが8人も10人も
いますから、きょうだいと一緒に住んでいる

ので、「個」対「コミュニティ」という考え

方は基本なくて、単身者は家族の中の一員

で、そのコミュニティにどうやってつながる

かといったら、コミュニティにつながるとか

つながらないではなくて、もう最初からつな

がっているのです。 
 　現代社会のように、すごく便利だから全部
お金で解決して自分一人で何とかできるとい

う社会ではないので、そこでコミュニティと

かみんなの人手が必要なように、馬が必要な

農業とか、彼らはブレーキを掛けていますよ

ね。人が必要な作業をすごく残しているの

で、コミュニティなしでは農業もできない

し、納屋づくりもできない。生活をするため

には必ずコミュニティが必要なように設定さ

れている。 
 　なので、コミュニティにどうやって関与す
るかではなくて、毎日の生活はもちろん家族

が主体なのですが、2週間に1回の教会の礼
拝のときでも、コミュニティと共に何かをや

るときに、つながる、つながらないの意識は

なくて、1つであるという考え方です。家族
イコールコミュニティ、それで1つであると
いう考え方になっています。 
 　最後の質問ですが、ライフスタイル・価値
の形成についてです。これはたぶん、アーミッ

シュに関心を持って現代社会を考えたとき

に、最終的にたどり着く内容だと思います。 
 　なかなか難しいのですが、私は環境問題に
関心を持って、アーミッシュ研究を始めたの

で、環境かなと思っていたんですね。つまり、

全員が同じ意識を持って目標を持っていける

ようなものは、宗教以外だと、例えば持続可

能であるということだと思ったんですね。 
 　それはつまり、私たちの社会が持続可能で
ないと自分たちは暮らしていけないので、そ

うすると環境はどうあるべきなのか、人との

関係はどうあるべきなのかということを考え

ることになると思うんですね。 
 　だから、環境のことが目標にあればうまく
いくかなと思っていたのですが、パリ協定を

離脱する国とかが出てくると、世界全体の持

続可能性のことを言っているのにどんどん離

脱していって、その目標とは関係ない生活を

する人も出てくると、やはり環境だけではな

いのだなと思うようになりました。 
 　となると、先ほど東さんが、SDGsの持続
可能な社会のために必要な環境と人的パワー

と経済ということをコメントしてくださって

いましたが、やはりこれは、人が幸せになる

ための持続可能な条件を考えるということが

1つの目標になるのではないかと今は思って
います。 
 　今日、持続可能な社会を存続させていくた
めに代謝と関係性と自律性が大事だと言った

のですが、ここを見える化していくようなこ

とができれば、それを目標に、皆さん、私た

ちも含めて向かっていくことが、自分たちの

幸せにつながっていく。そういう感覚を持つ

ということがアーミッシュの宗教と同じ基盤

になるのではないかと私は思っていますが、

学生さんからはぜひ違う意見をいただきたい
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なと思います。 
 　それから、「徳と品格」についてです。こ
れはなかなか難しいと思うのですが、これは

石田さんが言っていたのともつながるのです

が、先ほど経済学者のセンが、今まで経済と

いうのは、自分が幸せになるとか、自分が儲

かるとか、そういう利益を考えることが究極

目的であって、それでうまくいっていたと。

けれども、そうではなくて、他者に思いをは

せるとか、他利的行動、他者への共感と言っ

ていらっしゃいましたが、それができること

だと思うのです。 
 　自分が経済的にかなり豊かでないとできな
いじゃないかと思われるかもしれませんが、

そんなことはなくて、昔から日本では、貧し

くても他者と共に支え合って暮らしていくと

いう感覚は持っていたのだと思います。その

後、個人主義的な考え方が大事だというのが

出てきて、徐々にそれは良くないとなってき

ましたけれども、今また、他者と共感できる

ような感覚が持てることが徳であり、品格で

あり、自分に引き寄せて物事を考えられると

いうことかなと思うんですね。 
 　例えば、震災のことや、講義で水俣病の話
をしても、「あれはあれで大変だったな」と

他人事のような話になりがちだけれども、そ

うではなくて、そういったことが自分のこと

として引き寄せて考えられるかどうかという

ところが、品格のある人間になれるかどうか

につながってくるかなと思っております。 
 　それがアーミッシュでは謙虚さとして重要
視されています。謙虚さという言葉も、もう

ほぼ死語になっていますよね。学生さんに、

「謙虚でありなさいと育てられた人はいます

か」と言ったら、今、もうほとんど手は挙が

りません。15年ぐらい前に、まだ1人、おば
あさんにそう言われて育ちましたという学生

がいました。その子に「じゃあ、謙虚ってど

ういうことだとあなたは思っているの？」と

言ったら、「今、自分がここにいるというこ

とがどういう意味かを考えなさいということ

だと思っています」と答えていました。素晴

らしいですよね。 
 　多くの人は、「三歩下がって」とか「自分
の意見を言わない」とか言うのですが、そう

ではなくて、自分が今ここにいられるという

ことは、例えば今、私がこうやってしゃべっ

ているということは、東先生とか、石田先生

とか、椙山女学園大学の人、学生さん、今日

来てくださった人、みんながいて、みんなと

一緒にやっているから可能なんだというとこ

ろに思いをはせることができるというのが、

謙虚さだと思います。 
 　その謙虚さが、今、マイナスのようなイメー
ジになっているけれども、そういったものを

持ったり、あとは、最終的なところに関わっ

てくると思うのですが、自分を律することが

できることです。先ほどの自律性がそうなの

ですが、いかに自己コントロールができるか

ということだと思うんですね。 
 　私はどんどん太ってきているから、自分を
全然律することができてなくて、毎日苦労し

ているところなのですが、自分の幸せを考え

ると、どうやって食べたりどうやって生活し

ていったらいいかとか、家族のことを考える

とちょっと我慢しますよね。 
 　「我慢」という言葉も、もうほぼなくなっ
ていますよね。我慢ができなくて、すぐキレ

たりしますよね。我慢というのはすごく重要

な、律するということとつながることなの
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で、そういったことができるのが徳だとか品

格がある人なのではないかなと思います。そ

うなりたいなと思いながら、穏やかな精神が

持てるということがそういうふうにつながっ

ていく。アーミッシュはそういうのが非常に

強い人たちなのかなと思って、そこが学べる

ところかなと思っております。どうもありが

とうございました。 
  東氏 ：ありがとうございました。繰り返しま
せんが、「つながらないと生きていけない」

という感覚とか、「自分を律する」というこ

と。他者と一緒に生きようというところでも

自分を律するということが出てきますし、そ

ういう意味では、コミュニティの問題という

のが非常に重要なのかなと思いながら伺いま

した。 
 　次に、小倉さんのほうから石田さんに質問
がありましたので、これにお答えいただきた

いと思います。まず質問を簡単に繰り返して

いただけますでしょうか。 
  小倉氏 ：よろしくお願いします。（スライド2）
今回、3点質問しましたが、先生がいろいろ
実際の事例を見られている中で気付かれてい

る点とか、お考えになっている点をお答えい

ただければと思います。担い手について、ど

うすれば次の担い手がということと、先生が

考えていらっしゃるコミュニティの姿という

ことで、よろしくお願いいたします。 
  石田氏 ：最初のご質問の子ども食堂の適正規
模や運営上のトラブルについてですが、補足

も含めて話をさせていただきます。子ども食

堂はさまざまですので、これが子ども食堂だ

と言えるようなものはありません。先ほどは

たまたま、規模が大きく、マネジメントのしっ

かりした子ども食堂を紹介させていただきま

したが、ごく小規模のところでもうまくやっ

ているところはたくさんあります。その意味

では適正規模というのはないのではないかと

思います。子ども食堂は、なくなってしまっ

たら子どもの大人への信頼を崩してしまいま

すので、まずは、持続させることが重要です。

したがって、持続可能な自分たちの力量を見

極めて規模なども決めているようです。その

ために、最近では始める前に綿密な情報交換

をやっています。勉強会とか、学習会とか、

研修会などです。ネットワークがつくられた

ことに大きな意義があったと思います。 
 　最大の課題は財政問題です。赤字でつぶれ
ている子ども食堂がたくさんありますので、

そういうことを起こさないために、どうやっ

たら赤字にならないようにやっていけるかと

いう研究を関係者の皆さんがやっています。

最初の頃は、思い付きでやり始めたが潰れて

しまったというところがたくさんあったので

すが、最近はその点への配慮がなされていま

す。それでも赤字でやっていけなくなる子ど

も食堂がたくさんあります。 
 　どのようなトラブルがあるかということで
すが、子ども食堂はそれほどではないのですスライド2



フォーラム報告

Journal of Sugiyama Human Research 2017 047

が、認知症カフェの場合は偏見や不安で心が

弱くなっている人が来る場所ですから、ス

タッフの心ない一言で認知症の本人や家族が

傷ついて来られなくなったという事例も耳に

します。そういうことが起こらないように、

認知症カフェの場合は、スタッフにきちんと

研修を受けさせて、絶対に相手を否定しては

いけない、相手の立場に立って話を訊くとい

う訓練をしているようです。 
 　2点目のご質問の新たな担い手についてで
すが、正確な回答はできないかもしれませ

ん。私は生活ガバナンスの研究はしています

が、居場所づくりの専門家でも、研究者でも

ないので自信がありません。感想程度になり

ますがお許しください。小倉さんの関心であ

るワーク・ライフ・バランスの観点で言いま

すと、いまの日本で、現役の人間がボランティ

アで参加するというのはとても難しいことが

居場所づくりでも見えてきます。関わってく

ださっている方たちは、ほとんどがリタイア

している方たちばかりです。年齢が私と同じ

か、ちょっと上ぐらいの人たちがほとんど

で、新たな担い手として、働いている人たち

のボランティアに期待するのは、日本におい

てはかなり遠い話かなという気がしました。 
 　担い手に関わって、今後の期待ですが、1
つは、子ども食堂に来ていた子どもたちが大

きくなったときに、大人たちがあんなことを

してくれたなということが記憶に残ってい

て、地域づくりのマインドを引き継いで新た

な担い手になってくれたらいいなと期待しま

す。 
 　それからもう1つ、居場所づくりを通じて
高齢者観が変わることを期待しています。認

知症カフェで学んだことのひとつは、高齢者

というのは、何でもかんでもやってもらうだ

けの人間にはなりたくない、できれば他人の

役に立ちたいと思っているということでし

た。先ほどの大藪さんの話と共通しますが、

やはり人間というのは、どんなに貧しかろう

が、認知症になろうが、最後まで誰かの役に

立ちたいんだというところがあると思いま

す。これからの地域づくりには、社会の高齢

者観がそのように変わることが必要だと考え

ます。 
 　また、この間、地域包括だとか、子ども食
堂、認知症カフェとかいろいろなところで、

私のちょっと上の団塊世代の人たちとたくさ

ん出会っているのですが、彼らは本当にパ

ワーがあります。「なければ自分たちでつく

ればいいじゃない」と考えている人たちで

す。下の世代は担い手としてこの世代に学ぶ

べきことが多いと感じています。 
 　最後の小倉さんからのご質問、コミュニ
ティの姿についてです。「住民が政府の手先

になって主体的に動けないのではないか」と

いうご意見をいただきましたが、おっしゃる

とおりです。これだけの財政危機ですので、

税金でどこまでできるかということを考える

と、政府に住民にやってもらわなくてはとい

う意図があることは間違いありません。た

だ、ガバナンスというのは、日本語で「共治」

という字を当てることでもわかるように、住

民も一緒に治めるという意義は評価したいと

思います。その場合、行政も私たち住民も、

やるべきことはきちんとそれぞれが責任を

持ってやる、その代わり口出しもするという

ことが貫かれていることが重要です。政府の

意図はどうであれ、私たち住民は一応引き受

けるべきであると私は考えています。 
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 　事前に会場の方から質問をいただいており
ました。「子ども食堂に肥満予防を前提にし

た粗食の勧めはあるのか」というご質問でし

た。最初のところでもお話しさせていただき

ましたが、子ども食堂の目的は、とにかく来

てもらうことが第一だということなので、教

育的な観点を極力入れないようにしていま

す。「この子はちょっと食生活を変えたらい

いのに」と、作っているボランティアたちは

思っていても、子ども食堂ではそういうこと

は言わないことになっています。肥満予防の

問題はまた別な形で考えればいいとしていま

す。 
  東氏 ：ありがとうございました。いろいろな
多様性を認め合ったり、持続性を重視した

り、共治、ガバナンス、一緒につくり上げる

というようなキーワードが出てきたかと思い

ます。 
 　今、少しやりとりがありましたが、このタ
イミングで、関連で何かご質問があれば挙手

をお願いしたいと思います。いかがでしょう

か。では、どうぞお願いします。 
  フロア参加者 ：大藪先生、石田先生、ありが
とうございました。 
 　まず大藪先生に2つ伺いたいことがありま
す。1つは、持続可能な生活について、一般
の者とか学生さんとかが「えっ」と驚くよう

な先生が行っている生活がありましたら、伺

いたいと思います。 
 　もう1つは、アーミッシュのコミュニティ
に実際に行って触れていらっしゃる写真が

あったのですが、今、日本で「おもてなし」

とか言われていることがすごく多くて、そう

いったおもてなし、ホスピタリティを感じる

ような出来事があったかなと思いました。大

藪先生にはその2点です。 
 　あとは石田先生に関わる内容なのですが、
私は県外から来て、しかも専業主婦で、子ど

もなしで、今回はこういったテーマで、すご

く興味深く参加させていただいているんです

ね。これは主催されている椙山女学園の先生

方にお願いすることかなと思うのですが、子

ども食堂と認知症カフェに参加できる窓口の

リストなどがありましたら。出席している方

は、たぶんそういった意欲を持っていたり興

味を持っていたりする方が多いと思うので、

何か現実に動けるような、つながるようなも

のがあるといいなと思いました。 
  東氏 ：ありがとうございました。具体例を知
りたいとか実際の窓口をお知りになりたいと

いうのは、まさに「家政学」的というか。自

分たちに何ができるかとか、どうしたらいい

のかというようなことにつながっていくと思

いますので、非常に興味深いです。まず大藪

さんのほうから、驚くような、持続可能な生

活というのは、いかがですか。 
  大藪氏 ：どうでしょうか。代謝のところで廃
棄が少ないというのが一番分かりやすいと思

うのですが、学生が驚くかどうかはよく分か

りませんが、まず、賞味期限は基本あまり信

じずに、自分の鼻と舌を信じています。その

おかげで何回もおなかを壊したこともありま

す。決して勧めませんが、この前、11年前
の粉ゼラチンでゼリーを作って食べても大丈

夫でした。（笑） 
 　学生と毎日お昼を一緒に作っているのです
が、「先生、これ、賞味期限が切れていない

ですよ ! 」と、切れていないときにはものす
ごく驚かれるという状態です。「ほんまやな、

それはもうちょっと残しておかないといかん
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な。」みたいな感じです。 
 　それとか、水の使い方は結構気を付けてい
ます。これを言うと結構引かれるのですが、

私は、学生アパートみたいなところに住んで

いるので追いだきができないお風呂なんで

す。そこに、腰より下ぐらいしかお湯を入れ

なくて、ガマガエルのようになって中に入っ

て、それで自分の下着とかも全部洗い物をし

て、のぼせたみたいなこともあったり。 
 　それから、やかんはお湯を沸かすことにし
か使えないので、もったいないと思って、や

かんを買わないで、ずっと鍋で代用してみた

り、とありとあらゆることにトライしていま

す。 
 　それから、アーミッシュのホスピタリティ
についてですが、アーミッシュの人たちは、

この人はすごいホスピタリティだななどとい

うことはいちいち感じません。全てがホスピ

タリティなんですね。一緒にお昼を食べると

きでも、馬車に乗るときでも、全ての人が「大

丈夫？」と気遣ってくれます。 
 　私は結構年なのに、14歳の子が、まるで
私のお姉さんのようにすごく気遣ってくれた

り。13歳、14歳の子が精神的にもう大人で、
相手を敬うことができるというか、相手のこ

とを気遣うことができて、それはすごいなと

思います。生活の全てがホスピタリティにあ

ふれていると感じました。 
  東氏 ：ありがとうございます。それでは、石
田さん、お願いします。 
  石田氏 ：レジュメにも確か載せておいたと思
うのですが、「あいち子ども食堂ネットワー

ク」というのがあって、これはウェブ上にサ

イトを持っていますので、そこに行くと42
団体の連絡先や内容が載っています。関心を

持ったところに電話をすれば、見学を受け入

れてくださいます。まずは、行って見ること

が大事だと思います。 
  東氏 ：ありがとうございました。それでは、
質疑応答をしているうちにだいぶ時間がたっ

てきて、残りが限られてきましたので、もう

少し今回の2人の先生方のお話に関連するこ
とに焦点を絞ってご意見をいただきたいと思

います。 
 　アーミッシュ、それから子ども食堂や認知
症カフェ、両方に関わって、コミュニティの

あり方というのがすごくこれからの暮らしの

あり方に重要な点だと思うのですが、これか

らコミュニティの目指す姿とか、あるいは先

ほども出てきました公共との関係とかという

あたりをどういうふうに考えられているかと

いうことで、石田さん、小倉さん、大藪さん

の順番でお聞きしたいと思います。これから

のコミュニティの目指す姿ですね。 
  石田氏 ：ガバナンス（共治）、住民と自治体
が一緒になって地域を治めるというところで

すが、私としては、将来的には地域内分権み

たいな姿を理想としているのですが、なかな

かまだうまくいっている例がありません。 
 　名古屋で実験的に地域委員会を作りました
が、失敗してしまいました。理念はいいのだ

けれども、なかなか実際は難しい状況です。

住民が自分たちで地域のことを決めてやって

いくというのには、やはり段階が必要という

ことを痛感しました。ある程度、住民が力を

付けていかないと駄目だなということでたど

り着いたのが、今回のこと、つまり居場所づ

くりを通じたソーシャルキャピタルの形成な

のです。 
  小倉氏 ：私は、コミュニティの質というより
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は、まずは分量や割合が、これからとても重

要になってくると考えています。私たちの生

活は、政府がやってくれること、市場で買え

るもの、コミュニティで賄うものがあるとす

れば、市場で買えるものへの依存が異様に大

きくなっています。でも、本当に必要なもの

が市場にはないとなると、コミュニティへの

依存の割合が増え、将来は今よりも多層で多

様になっていく。そういった姿をイメージし

ております。 
  大藪氏 ：アーミッシュのことから考えて何か
得られることとすると、規模ですよね。小規

模、200人ぐらい、このぐらいで何か1つの
ことがまとまってつくれないかということが

1つと、それから、平等であるということです。 
 　日本では自治会などのコミュニティでも会
社で働いてた人がいると、その人がリーダー

になることがあります。まとめ役みたいな人

はいてもいいのですが、どうしても階級制み

たいになる。中が全くの平等であるというこ

とがすごく重要で、もう1つは、コミュニティ
同士がネットワークを持っているような形が

いいかなと思っております。 
 　今、日本の場合、分断されて、子どもは子
ども食堂にいて、認知症の人は認知症のとこ

ろにいて、ケアラーの人はケアラーの人で集

まってみたいな感じだけれども、アーミッ

シュは、その1つの中に全員がいるみたいな
形なので、そこのところが、分断される良さ

もあるけれども、やはりコミュニティとして

は、全員が一緒にいて1つのコミュニティと
考えていかなくてはいけないのではないかと

思っております。 
  東氏 ：ありがとうございました。共治、ガバ
ナンスの考え方、規模の問題、中の平等性、

そしてネットワーク同士のつながりというこ

とで、今、お話しいただきましたが、「家政学」

的な視点で言うと、つながりの中に価値を共

有できるということがすごく大事なのかなと

思います。 
 　「これを目指す。」という絶対的な価値観の
下にみんなで動いていけるものがあるといい

のではないかということを考えながら伺いま

した。また、つながりというあたりも、最初

に私がお示ししましたが、生活全体がつな

がっているというのが非常に「家政学」的な

発想なので、そのあたりもこれからのコミュ

ニティの目指す姿というところに反映される

といいなと、個人的に思ったところです。 
 　最後に、「家政学」の課題である生活主体
としての「個人」や「家族」のエンパワー。

コミュニティのエンパワーもあるのですが、

私たち一人ひとりがどんな力をどういうふう

につけていったらいいのかということをまと

めの一言に代えていただければと思います。

では、小倉さんからお願いします。 
  小倉氏 ：最後に、生活主体として「個人」「家
族」にどんな力をということですが、私が

日々、大学の教員をして感じていることは、

個人がエンパワーされ、その個人が抱える問

題を解決するために、場合によっては自分が

主体的に家族と離れるとか、距離を置くと

か、そういうことができる力をつけて欲しい

と思っています。その方が、その後の人生が

開けるというケースもないわけではないと思

うのです。なので、個人があって、家族があっ

て、コミュニティとつながるという順番では

なくて、個人から直接コミュニティに飛べ

る、つながれるような力を付けていくことが

必要です。 
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 　先ほど大藪先生からアーミッシュの再洗礼
の話がありました。自分がどう生きていくの

か、どういう人生を送っていくのかというこ

とを、宗教ではありませんが、人生のある時

点で、真剣に考えてなければいけない。そう

いった力が必要になってくるのではないかと

考えていました。 
  石田氏 ：全く小倉さんに同感です。私たち、
女性の立場から見ると、家族が重すぎるとい

うところがあります。家族を開く力、個と外

がつながれるような関係性をつくっていくこ

とが重要だと思っております。 
  大藪氏 ：私は、最初の質問のところで出てき
たところに近いのですが、自分のこととして

物事を、他者のことを考えることができる力

と、自分を律する力、そして我慢とか謙虚さ

ということと、先ほど言っていたことに加え

て、見通す力が結構私は重要だと思っていま

す。 
 　今、新たなものがどんどん出てきて、それ
をどんどん使っているのが現状ですよね。

IoTとかいって、そういったものが出てきて
います。アーミッシュの場合は、自分たちの

生活、ライフスタイルをずっと守ろうとして

いる。伝統的なライフスタイルのよりどころ

が崩されるかどうかということを見通してか

ら、そのモノを使ったり、人との関係を考え

たりしているわけですね。 
 　だから、私たちが一番重要にしている、自
分たちが幸せに暮らすとか、より良い生活を

していくという最終的な目標が崩されるの

か、崩されないのか、どういう影響力がこの

モノとかエネルギーとか人をシステムに入れ

たときに起こってくるのかということを見通

す力というのが、やはり私たち現代人には必

要なのではないかと思っております。以上で

す。 
  東氏 ：ありがとうございました。まだまだお
話がこれから深まりそうなところなのです

が、予定されたお時間になってしまいました。 
 　「家政学」というのは、生活主体に力を付
けて、それで自分の周辺の問題を解決して、

最終的に人類の幸福を追求するという、壮大

な目標につながっていく分野です。今日のお

話では、特にコミュニティとかつながりが大

事で、その一方で、自分自身をコントロール

して主体的に生活を切り拓いていく力も必要

なのだということで、たくさんご意見をいた

だいたところです。 
 　今日のお話はここまでとなりますが、国際
家政学会の「家政学」の目的は、個人・家族・

コミュニティのエンパワーと福祉の実現とい

うことですので、また、こういった視点で身

の回りのいろいろな問題について考えていた

だけるきっかけになればと思います。 
 　本日は限られた時間でしたが、皆さまにも
ご参加いただきまして、本当にありがたく

思っております。以上をもちまして、パネル

ディスカッションを終了いたします。ありが

とうございました。（拍手） 
  杉藤主任研究員 ：大藪さん、石田さん、東さ
ん、小倉さん、また、会場や、あらかじめコ

メントなどをお寄せいただきました皆さま

方、どうもありがとうございました。 
 　椙山フォーラムの閉幕に当たって、人間学
研究センター長の甲斐進一よりご挨拶申し上

げます。 
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  【閉会挨拶】  

  甲斐進一センター長 ：センター長の甲斐でご
ざいます。本日は椙山フォーラムに多数ご参

加いただきまして、誠にありがとうございま

した。ゲストの先生方、素晴らしい講演なら

びにコメントをありがとうございました。 
 　今日、話題になりましたアーミッシュの持
続可能性について、代謝と関係性と自律とい

う3つのキーワードによって理解を深められ
ました。 
 　このアーミッシュのライフスタイルから、
私たちはいろいろ学ぶことができるのではな

いかと思います。少なくとも、今、私が考え

ますのは、以下のことです。①地産地消の考

え方。②オーガニックなものをできるだけ求

めるということ。③コミュニティの協調が強

固なものであること。④教育において、学校

と地域社会と家庭が非常に連携・協力してい

ること。これらは、地球環境、健康、福祉、

教育等に関連することであり、学ぶ価値があ

るのではないかと思っております。 
 　なお、アーミッシュは8年間の義務教育期
間というお話がありましたが、ペンシルベニ

アは、確か9年間の義務教育です。ですから、
それよりも短い期間で容認されているわけで

すね。こういうところに、多様性を認めるア

メリカ社会の、あるいは民主主義の、懐の深

さを感じるわけでございます。 
 　最後にコミュニティ活動について一言。日
本ではコミュニティ活動の活性化が必要だと

いうことで、コミュニティに居場所を設ける

ことから始めるという考え方がございました

が、これは非常に重要な視点ではないかと思

います。 
 　本日は、最後までご清聴ありがとうござい
ました。これをもってフォーラムを終了させ

ていただきます。（拍手） 
  杉藤主任研究員 ：本日の椙山フォーラムは、
以上でお開きとさせていただきます。本日の

ご参加、どうもありがとうございました。 
 　本学園の椙山フォーラムおよび人間学研究
センターの人間講座を、今後ともよろしくお

願い申し上げます。本日はどうもありがとう

ございました。   
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Q1．今回のフォーラムは何でお知りになりましたか?

1.興味・関心のあるテーマだったから 79 名
2.講師に魅力・関心があったから 29 名
3.会場が便利な場所にあったから 15 名
4.その他 20 名
5.無記入 1 名

Q2．今回のフォーラムへの参加動機は何ですか?（複数回答可）

第37回　椙山フォーラム　アンケート集計結果
＊事前申込：203名 /  受講者：156名（参加率76.8％）
＊受講者数：156名　アンケート回答者数：114名（回答率73％）

1．案内状・ＤＭ 38 名 32%
2．教授の勧誘・授業の一環 36 名 30%
3．友人・知人からの誘い 17 名 14%
4．中日新聞の折込チラシ 13 名 11%
5．その他 6 名 5%
6．リビング名古屋の広告 4 名 3%
7．学園ＨＰ 2 名 2%
8．S＊map 2 名 2%
9．生涯学習センター・図書館の掲示 1 名 1%
  　無回答 0 名 0%

合　計 119 名 100%
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Q3．今回のフォーラムは参考になりましたか?

1.大変参考になった 45 名 42%
2.参考になった 60 名 57%
3.参考にならなかった 1 名 1%
4.全く参考にならなかった 0 名 0%

合　計 106 名 100%
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フォーラムに対する主なご意見・ご要望

No. 職業 年齢層 性別 Q4―1．本日のフォーラムに対するご意見

1 学生 10 男性 有識者のディスカッションをするとさらに話が深まり、聞く側にしても理解し
やすくよかった。

2 教員 70 男性 現代の最も重要な問題を正面から取り上げたことに敬意を表します。話し合い
の中で日本国憲法の精神がいかに大きな役割を果たしているか知らされた。

3 主婦 ― 女性
興味深いライフスタイル。これから未来に向かって私たちは変わっていかない
と社会は機能しなくなると思います。
変化に対応しないとこれからの日本はうまくやっていけないかも。

4 主夫 50 男性 石田先生の講演で「子ども食堂」の実態をもっと聞きたかった。

5 会社員 60 男性 家政学とは何かを学びたくて来ました。アーミッシュについては初めて知りま
した。今回フォーラムに来てよかった。大切なものを学んだ。

6 パート 50 女性 アーミッシュの話がとても興味深く、もっと時間をかけて聞きたかったです。
また次回の講義をリクエストしたいです。

7 パート 70 女性 特に地域的に高齢者が多い場所なのでこれからどうするかが問題です。私を含
めてこれから考える問題です。

8 主婦 60 女性

高齢化のモデルのような夫婦2人ですが、町内会は一人暮らしの高齢者とワン
ルームの学生の2極分化であり、まさに今日の話はこれからの自分の暮らしを
どう立てるのかに役立つことと思いますが、2人の講師ではなく1人ずつの講
演にしていただけたらと思いました。

9 ― ― ―

家政学の話は初めて聴講しましたが、大変重要な分野と思いました。人類の歴
史の99.9%は持続可能社会を維持してきたので、人間の感情システムはそのよ
うな生活に適応しているはずで、その感情が適切にはたらく環境条件の解明が
重要だと思いました。

10 無職 70 男性
アーミッシュのライフスタイルを初めて知りました。現代社会をみるものさし
となることに驚き。居住地の環境変化が大きくなっていることを再認識、勉強
になりました。

11 教員 50 女性 2つのテーマが相互に絡み合って、深みのあるフォーラムであったと思います。

12 会社員 40 女性

石田先生の講演内容に興味を持ち、職場研修の一環で参加しました。認知症カ
フェを実際に行っている中でうまく稼動していないことから何かきっかけがあ
ればと思いました。方法は色々あることが学べたので職場に持ち帰り、事務員
間の連携を図り、実施していけたらと思います。

13 無職 60 女性 家政学のイメージが変わりました。生活全般、人生に大きく関わることがわか
りました。

14 無職 60 男性 実際に子ども食堂などを経営している人たちの声や、動画を紹介していただけ
るとありがたい。

15 無職 70 男性 アマルティア・セン先生の経済学の話をもう少し聞きたいと思う。

No. 職業 年齢層 性別 Q4―2．今後のフォーラム開催に関するご要望（テーマ・講師）
1 会社員 ― 男性 家政学視点での企業連携事例、取り組み、研究成果紹介。

2 ― 40 女性
超高齢社会を生き抜いていくヒントをいただいたように感じます。今後、地域
が活性化するアプローチ方法等地域力を向上するテーマでフォーラム開催をい
ただけることを期待しています。

3 主婦 40 女性 死生学とリビングウィル、意思決定支援、エンド・オブ・ライフ・ケア、在宅
自然な看取り
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4 無職 80 女性 後期高齢者は限られた時間をどのように生きたらよいか。カフェ、サロン以外
に、メンタル面で。

5 ― ― ― 不登校に関するテーマの話やLGBTsに関する話が聞きたいです。

6 学生 20 女性
三井先生 -生きることについて、人として幸せとはなにか
三浦先生 -考えることについて、考える動物　人間とはどのような動物か、現
代社会的人間とは -人間関係学部

7 主婦 30 女性
子どものための、その年齢に合った子を持つ親へのアドバイスが聞ける機会が
あればよいと思います。これから親が認知症になったときのアドバイス。自分
自身の病気や死の受け止めていき方。

No. 職業 年齢層 性別 Q4―3．本学園の社会活動に対してご要望があれば

1 主婦 ― 女性

日本は経済お金を主体にしてやっている国（世界も）です。ですが、経済発展
をすることは環境を壊していきますし、国はかなりの借金をしています。この
ままいけば、国債の暴落もあります。椙山は何年も人間研究してきました。そ
の人間ひとりひとりこそがお金に変わって価値をおくものに未来を変えていけ
たらと思います。椙山女学園万歳。これからの未来はお金よりも人間に価値を
おく社会にしたい。これからの未来の新しい生き方にしたいです。

2 会社員 ― 男性 街のしくみにつながる活動を期待しています。

3 ― 40 女性
核家族化である社会の中、コミュニケーションの充実を図り、個人情報に配慮
した認知症や精神疾患の方への社会活動を拡大するには大学レベルで実施する
ことが望ましいと考えるがいかがでしょうか。

4 無職 70 男性

「椙山フォーラム」を受講する機会をいただきありがとうございました。これ
まで大学・企業の世界に従事している中で、各種の知識習得向上ができました
が、現役を卒業した今日、乖離した自分を今一度見直すために学園の力の企画
が大きく寄与することと思われます。

5 ― 70 女性 一般市民の生活にある様々な課題に関わる研究をこうしたフォーラムという形
で提供していただけるのはありがたいことです。

6 無職 60 男性 シニアと学生が一緒に活動できるボランティア活動、ワークショップ等を企画
してほしい。

7 教員 40 女性

アーミッシュという人々のことを初めて知りました。家政学部の卒業生です。
ご案内をいただき予定が合えば参加するようにしています。この年になっても
知らないことも多いので、とにかく様々な角度からテーマをいただき、フォー
ラムを行っていただきたいです。

8 会社員 50 女性 大学をもっと地域に開いてほしい。キャンパス、図書館利用。大学は居場所の
ひとつとして開放してほしい。
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杉藤重信主任研究員：定刻になりましたの

で、今年度第1回の人間講座を始めさせてい
ただきます。本日は、椙山女学園大学教育学

部の教授である磯部錦司氏によります「人間

にとって表現とは何か―子どもの描画と芸術

にみる表現することの本質―」というタイト

ルでお話をいただきます。講演に入ります前

に理事長よりご挨拶申し上げます。

森棟公夫理事長：理事長の森棟でございます。

本日はご来場誠にありがとうございます。た

くさんの方に来ていただきまして、少し驚い

ておりますが、これくらいですと、もう少し

別の会場を考えないといけないかなという状

況でございます。皆様ご存知のように、椙山

女学園では人間学研究センターを学園創立

100周年の折に設置いたしました。今年が
112年目になりますので、人間学研究セン
ターは設置されてから13年目ということで
ございます、そして人間学研究センターでは、

毎年4回程の人間講座と、さらに規模の大き
いフォーラムも行っております。今年最初の

ご講演が磯部先生となりまして、子どもの描

画と芸術にみる表現することの本質というこ

とで、保育園、幼稚園の先生方にもたくさん

来ていただいておりまして、誠にありがとう

ございます。それでは、磯部先生のお話をお

伺いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。

杉藤主任研究員：人間学研究センターの主任

研究員であります、杉藤と申します。本日は、

司会をさせていただきますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。最初に磯部先生につ

いて若干ご紹介申しあげたいと思います。教

育学部が設置されまして今年が満10年であ
ります。その設置のときに、磯部さんも着任

しておられましたので、着任以来10年、私
もよく存じ上げているところであります。実

はその前から共通の友人がありまして、直接

お目にかかることになったのは本学にいらし

てからではありましたが、それ以前からつな

がりがあったということで驚いております。

その後、私と磯部さんはオーストラリアの海

What is expression for a human?: The essence of expressing children in drawing and art.

人間にとって表現とは何か　―子どもの描画と
芸術にみる表現することの本質―

椙山女学園大学教育学部教授
磯部　錦司

Kinji Isobe
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現することの行為を考えてみたい。表現には

領域がありますが、私が、専門にやっている

造形について話してみたいと思います。それ

から〈私たち〉（図1右）ですが、私は20代
当初、岐阜県で教員をしており、根っからの

教員気質がありまして、その中で自分の表現

を考えていました。ここで考えたいのは、対

象となるものを子どもと同じ視点でみていく

と、なにか見えるものがあるということで

す。そこにこれまでの経験で気づいてきまし

た。今、それを研究方法の中で「参与観察」

と位置づけながら、実施しています。もうひ

とつは、子どもというものを第三者の立場か

ら観察者としてみていきたい。子どもは表現

を考えていくときに、かなり本質的なことを

教えてくれます。本日はそちらの部分を中心

にお話させていただきたいと思います。まず

は、表現者としての私の活動を紹介させてい

ただきたいと思います。最近の発表として

は、フランスのニースにあるアジア美術館の

企画です（図2）。現地へ行ってみたら私が
想像した以上にすごかったというか、このよ

うに看板が立っていたのですが（図3）、こ
こに看板が立ったのはモネ以来らしいという

話でした。はっきりいって私は無名ですが、

要するに名前ではなく作品で選んでいただけ

たことは非常に嬉しいです。

　ニースの学芸員は次のように評価してくれ

ています。「現代絵画芸術家であり、日本の

外研修の引率でシドニーでお会いしたのがも

うひとつのご縁です。磯部さんは教育学部の

引率で、私は、人間関係学部の引率で行った

わけです。その折、このようなテーマについ

て何度かディスカッションした覚えがありま

す。と言いますのは、私はオーストラリアの

先住民の研究をしており、その研究の一部と

して、オーストラリアアボリジニの芸術につ

いても触れたことがありましたので、その辺

りも磯部さんに食いついてディスカッション

したことを思い出します。その後、シドニー

の小学校で、子どもたちに絵を描いてもら

い、それをインスピレーションするというプ

ロジェクトにも関わらせていただきました。

こちらも、後ほどご本人がご紹介されると思

いますが、磯部さんは制作者としても現役で

ご活躍であります。それでは、私が長々話す

るよりも、磯部さんの講演の方を始めたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。

磯部錦司先生：どうもこんにちは。よろしく

お願いします。今日は3つのスタンスからお話
させていただきたいと思います。私は制作も

していまして、普段講演の場で、このお話を

することはあまりありませんが、表現者側か

ら本日はお話させていただきたいと思います。

　まず、〈私〉（図1）という問題の中で、表

図1 図3図2
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伝統和紙の生産性の高い美濃地方の出身者で

あり、ゆえに作家としての自己表現をこの和

紙に託したのは全く自然なことであろう。和

紙の上に墨、金箔、木、柿汁を用い、さらに

アクリル絵具を取り入れることにより現代美

術の輝きがそれら作品に与えられている。力

強い線と色彩、書の筆使い、物質の混合、創

意豊かなこの作家の仕事は他に類をみないほ

ど個性に満ちた構成であり、絵画の革新的作

品となっているのです。」（図4）これは、や
はりフランスにとって私はとても異質感を

持った人間であって、そこに出てくるものが

まず背景にあり、ここは日本文化に助けられ

ているというのは、ひとつあります。もうひ

とつは、ここにある自分がテーマとする、関

係的な状況的な生命観といっていますが、そ

の生命観が今のヨーロッパの切実感のある状

況において注目されたということです。そこ

を学芸員が評価してくれたというように意識

しております。

図4

　少し、時代は戻りまして、実はこれらは私

の30歳のデビュー作品（図4）です。私は教
員をやりながら「描き続ける」ということを

心がけていました。この頃は、中津川市の山

の中で、教員に没頭しておりました。描き続

けていた中で、作品が世に出ていきました

が、実はこういった作品になる前は、描き続

けてはいましたが、苦しかったです。もっと

ポジティブに考えるにはどうしたらいいだろ

うと思い、出会ったのが、家の蔵にしまって

あった明治時代の新聞紙や和紙であり、この

墨は、自分で松の木を焼いて、作ったもので

す。私は、幼いときに父を亡くしまして、田

舎に戻り教員をしている27歳くらいのとき
に、母が亡くなるわけです。その後、結婚し

て自分に子供ができていく中で、時代を突き

破るような、岩を砕くような波、要するに生

命力のようなものを表していくことが主題に

なっていきました。

　色々な方が論評してくれていまして、これ

から少し読ませていただきます。小倉忠夫氏

や前田常作氏、横尾忠則氏、小川正隆氏とあ

りまして、一番気に入っているのは、酒井忠

康氏の言葉です。「過去は現在に向かって変

貌するという考え方や見方がある。このこと

は特にこの作品について紙面をめぐらすとき

に最も顕著な形で現れる。今日の私たちに核

がどのように映っているのかというところに

その変貌の秘密が隠されているからである。

現代の作家は未来を強く意識すると同時に過

去にも生きた時間を与えられるが、本当の意

味での創作的な活力は獲得されない。」要す

るに、私がなぜ絵を描くのかというと、ひと

つは、そこに自分が存在する、描き続けるこ

とを止めてしまったとき、私でいられないの
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ではないか。要するに「芸術」というのは、

なぜ生きているのだろう、人間はなんなのだ

ろうという共通のテーマに行き着いたときに

感じるものがありました。

図5

　描き続けていたときに、東京から話があ

り、短大に行きました。そこには造形芸術学

科と保育学科がありまして、それで30代半
ばで東京へ出て行きました。実は、私の作品

は、国内よりも海外で評価いただいているよ

うです。それは先ほどお話したように、日本

的なバックボーンを利用しているというか、

そこがアイデンティティになっていることだ

と思います。2005年でしたかデンマークで
展覧会を開催したときには、（図5）、日本と
欧州を行ったり来たりしましたが、EU 
Japan Yearというのがあり、そこで取り上
げられました。ここも名もない私をどうして

取り上げるのだろうというところは、やはり

主題の生命観にありました。そのとき評論家

の真鍋俊照氏は、次のように述べておりま

す。「現代美術のジャンルに属する極めて日

本文化の現象を意識した主張が常にある、そ

の作品の多くはドキュメントであると思う

が、表現の根源の問題を背負っているところ

に注目する必要がある。その多くは、ヨーロッ

パに見出しえない東洋の魂が宿っている点、

しかも作品をよく見ると、円の中に空間美と

して、彼が表現体としてぶつけようとする

タッチの中に我々が忘れかけていたあの未知

なるモノへの具現が潜んでいる。特に有限の

中に眠っていた無限の記号に意味を与え続け

たデンマークでの一連の活動は、評価されな

ければならない。」

　要するに、現代社会が背負っている課題と

自分が向き合えたということです。ところ

が、本学園に来る少し前に、私は全く絵を描

けなくなった時期がありました。2001年く
らいから徐々に「絵を描いていてなんの意味

があるのだろう」という疑問が沸き起こって

きました。一番のきっかけがなんだったのか

というと、2001年9月11日のNYのテロで、
ビルの破壊映像を見たときに、「作家が絵を

描くことにどんな意味があるのだろうか」と

いうことを正直思いました。これはなんなの

だろうと非常に疑問に思ったことがあり、そ

れと同時期に疲労も重なり、描けなくなった

ときに、子どもの世界に入りこみ、教えられ

るものがありました。

　描けなくなったときに、子どもを見ている

と本当に喜んで描いているのですね。その点

が忘れていた部分であり、そこから本来の自

分にとっての絵を描く気持ちを取り戻してき

たときに、本学園に呼ばれ、なんとか続けて

いるというところです。やはり私は教育から

上がってきた研究者であり、子どもの見方に

立って考えられないかというスタンスでやっ

てきました。制作という点では、子どもたち

は人に何かを伝えようとか見せようとかでは

描いていない。だから、私がやっている表現

と彼らと違う点は何かというと、私にとって

はやはりコミュニケーションを求めていくと

いうものが作品になっている。

　だから、今回のニースの作品も、異質感を

持った、作品をひとつの世界の中で共有でき
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ているところに意味が生まれている。そこに

表現者としての喜びが生まれてきていること

を再認識しました。私の絵を飾っていただい

ている家に行くのが私は大好きで、ニースに、

ひとつ引き取っていただいている所があり

行ってみました。つまり、自分がいなくても

絵は独立して、その生活者の中の空間になり、

絵はコミュニケーションを作りあげている。

そこに、表現者としての深い喜びがあるのです。

　では、子どもの話に行きたいと思います。

私が絵を描けなくなったときに、一番みてい

られたのが砂場でした。砂場の中で子供たち

を見ていたときに、そこで私が関わることは

しませんでしたが、その行為、例えば毎日毎

日、同じことを繰り返す子がいたり、でも何

かが違ったり。そこに見えてくるものが、本

当に映画をみているようになり、10年くら
い通いながら、この本（「子どもが絵を描く

とき」一藝社、2006）を出しました。これは、
相当魂を込めて描きました。今日は、この本

を中心にお話したいのです。この本は、色々

なところで紹介しているので、今日来ていた

だいている方の中には、何回もとは言わない

けれど、もし1回は聞いたことがある方がい
らっしゃったら申し訳ないです。これは、「で

す」「ます」調で書いていて、出版社がとに

かくわかりやすく書いてくれということでし

たので、そこを意識して書きました。一番伝

えたかったことは何かと言うと、「子どもを

どう捉えるか、その絵をどう捉えるかという

ことは、人間をどう捉えるか、社会をどう捉

えるか、他人をどう捉えるかすべてに通底し

ているものがある。」ということでした。紀

伊国屋にこちらの書籍が並んだとき、平積み

は1日か2日で、すぐ棚積みになってしまい、

「どうして、棚積みになるの！？」ってたず

ねると、「いや、売れないんですよ、この手

の本は」と言われ、すごくがっかりしたこと

がありました。すると、本から講演いただく

ようになり、Amazonに書き込みが増えてき
て、3年くらいしたときに五つ星になりまし
た。書き込みを見ながら、それこそ絵のコミュ

ニケーションと同じように、本の中の言語

が、現場の人やお母さんたちとコミュニケー

ションしながら、その書き込みがある。その

ときに、逆に私は教えられたことがありまし

た。こちらの書籍は、2,000冊しか作ってお
らず、すぐ廃版になりました。すると、

Amazonで急に値が上がり、五つ星が付き、
出版社が慌てて再版して、今に至るという、

そんな、私の大事な本です。その後にも何冊

か出していますが、そちらとこの2冊につい
て、今日お話させていただきたいと思います。

　「保育の中のアート」の話ですが、こちら

が一番最近の本です。これは、「子ども達の

生活はアートである」という、大胆な発想で。

それはイタリアのレッジョ・エミリアという

ところの幼児学校がやっている実践で、それ

が世界を風靡しているのですが、それを日本

の中で展開した場合に、どう捉えたらいいの

か。子どもたちが表現することはなんなのか

ということを書いたものです。

図6
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　さあ、ここから今日のテーマに入っていき

たいと思います。（図6）
　まず、「感じる」ことと「あらわす」こと

で考えていきたいのですが、「あらわす」に

はまず二つある。あらわれてきてしまう「現

す」と、いわゆる表現の「表す」です。それ

が複雑に絡み合っている。「感じる」を①と

しますと、外から中に入り込む、取り込むと

いう矢印を①とすると、その手段は五感とい

われるものになります。今度、内の方から外

に出すところには、「あらわす」（②）という

ことになると思いますが、それは4つの手段
（言語、身体、音、モノ）しかありません。

これは、領域によって微妙なところがあると

思います。私は造形ですので、モノ化という

ところに視点をおいて話させていただきます

が、大きくは、言語化と、非言語化にわけら

れるということです。この言語化というのは、

記号化する、シンボルにするということです。

言葉としてはわかりやすいですが、例えば、

数学の浪川先生から教わったことですが、数

学もアートであるとおっしゃっています。そ

れは、数という記号において、数的な世界を

構築している、つまり、数的な記号において

意味を生成し言語化しているということで

す。音楽の楽譜はひとつの記号化で、あれは

言語化されているかもしれない、しかし、音

で表すので音による表現であると捉えます。

　ミュージカルや演劇などは、総合的なもの

です。この4つの行為（言葉化、身体化、音
化、モノ化）において、私たちは生きている

ということが言えます。その「感じる」とい

うところと「あらわす」、これはJ. デューイ
が述べると、「環境との意味生成の相互作用」

というようになる。では、身体はどう捉えた

らいいのか。こちらは後で具体的に見ていき

たいと思いますが、身体はそもそも、表現的

身体存在であるという現象学の考えがありま

す。その①、②のところにあらわれるときに、

③が含まれるかどうかということがまず大き

な要因になると思いますが、私たちはその③

が含まれる過程において表現といっていま

す。岩田誠氏は、絵を描くことは、「感じる」

ことと「あらわす」こと、例えば、絵を見る

もそうですが、最も優れた視覚的思考のプロ

セスであると述べています。これは、脳科学

で研究したことなので、量的な研究で出して

います。私のスタンスは、臨床研究ですので、

事例や子どもの現象から考えていくと、それ

はすべてが正しいわけではないけれど、その

現象については分析できるということです。

　ここでもうひとつ、意識、思考、想像のほ

かに大きな要因は、表すものを決めていく感

情です。デューイは「感じることによって、

感情が質を統一し、さらに、内と外の相互作

用において、思考と想像の作用により意味が

統合されている」といっています。

　今日、考える芸術、表現も芸術とはなにか

ということにも関係してきますが、ここで表

現、いわゆる私の領域でいうと、芸術とは「芸

術すること」として考えています。つまり、

作品だけが芸術ではなくて、作品に至るプロ

セスを教育学では、芸術と考えています。0
歳からみていきたいと思います。

図7 図8
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　まず、0歳の絵は表現でないといわれてい
ますが、そうではない、教科書は間違ってい

ると思うのです。それは、表現と表出が複雑

に絡み合っていて、この子の事例（図7）で
いきますと、雨が廊下に降りました。指でク

リクリやっていました。これはよく見る光景

ですね。たとえば、テーブルに醤油がこぼれ

ました。大人はすぐに拭こうとしますが、大

体の子供は、それを触りにいきます。舐めま

す。つまり、醤油を触覚で感じる。そして口

で舐めている。すると、こんな顔をします。

これは①→③→②ではなくて、先ほどでいう

と①→②です。感じて、現れてしまう。そし

て、それを表情で出していて、さらに、その

行為を続ける。すると、形ができる。その形

が面白いからまた描く。確かにここは表現と

いうものではないかもしれないですが、その

横にひとりの子が来て、パタパタと足跡をつ

けて歩いていった。そしたら、先ほどの子が、

その足跡をじっとみていて、つまり、足跡を

視覚で感じました。そして、自分もバタバタ

バタと歩いていきました。そこで少し注目し

てほしいのが、見て、その子はもう一度、自

分の足跡を確かめたのです。視覚で自分の足

跡を確認して、また一歩こう出していく。つ

まり、後ろの足跡とその見てから出てきた足

跡は意味が違う。そこに、意識や意思があっ

たということが言える。このように、子供は

表現と表出を絡ませながら生きている。そこ

がなにから起こるかというと、まず物との出

会いから起こってくる。たとえば雪であれ

ば、雪に関わり、必ず「触る」というところ

からいつの間にか園庭に雪だるまができる。

水なら水との関わり。風なら風との関わり。

外にはモノと出来事しかないわけで、それを

感じることにおいて、行為が生まれてくる。

心理学の領域ですので、あまり言えません

が、感覚遮断実験というのがあり、人間がそ

の感覚を先ほどの矢印の①が遮断されてし

まったらどうなるかという実験がされ、人間

はやはり通常ではいられなくなる。そうする

と、それを①、②の関係で考えてみると、人

間は感じることを欲して生きている、要する

に人間は感じることなくして生きてはいけな

いということになります。そうだとするなら

ば、そこを閉ざされた場合には、「感じる」

ことと「あらわす」ことは連鎖しているので

「あらわす」ことも同様であると考えられま

す。絶え間なく感じることをすることにおい

て、「あらわす」ことが営まれている。（図8）
そのことから少し考えてみたいのですが、こ

れは誰の絵かというと、犬山市在住の、チン

パンジーのパルくんの絵で、霊長類研究所が

持っています。これを現象学で、考えてみる

と、0歳から1歳までは、ほとんど、チンパ
ンジーさんと人間の絵は変わらないといわれ

ている。しかし、2歳を超えると、大きく変
化していくのです。チンパンジーさんは、2
歳を過ぎても3歳を過ぎても、大体このまま。
チンパンジーのパル君は、たとえばコップと

いえば、コップという記号もわかるそうで

す。コップというイメージをする、つまりシ

ンボル機能が備わっていて、他者も認識でき

て、自己も認識できるそうです。DNAもほ
とんど一緒だそうですね。だけど、2歳になっ
たときに変化がある。2歳の子どもたちを表
現という面でみてみると、丸が描かれてくる

のです。丸がつながってくる。丸がつながっ

てくるころを意味づけ期といいますが、つま

り、意味を作り出すことです。意味が生まれ
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るということは、そこにイメージが今度は伝

え合うわけですから、シンボル記号を使って

イメージを伝えていくのです。ここになにが

起こっているかというと、意味が発生して、

そしてイメージを伝え合うという文化が生ま

れるということです。ここが大きな違いでは

ないでしょうか。

図9

　このタイトルわかりますでしょうか。（図9）
これは、「おかかが買い物をしている」。お母

さんがどこかでバーゲンでしょうか。しかし、

これは最初からお母さんが買い物をしている

というわけではなく、先ほどの①→③→②で

いうと、①→②→①→②が、絵具と画用紙の

中で起こっている。これは、「白い画用紙を

見ました。絵の具がありました。いろいろ点々

を打っていました。そしたら、色々な鮮やか

な点々を打つうちに、グリグリやり出した」

のです。そして「おかかが買い物をしている」。

つまり、初めにイメージがあるわけではなく、

物との出会いの中からイメージが出来、そし

て、伝えたいイメージになる。私達は、「ど

うして子どもは絵を描くのだろう？」と考え

たときに、「伝えたいことがあるから、描くん

だ」といいますが、それより子どもは「描き

たいから描く」のです。この子の絵を見てみ

ると、初めから伝えたいものがあるわけでは

なく、物との出会いの中で感じることを起こ

しながら、伝えるものが形になってきたとき

に、それを伝えたくなるということではない

でしょうか。幼稚園の先生などはわかってい

る方も多いですが、一般の方も多いので、2
歳とはどんな感じか説明します。最初、グリ

グリ描きますが、例えば「まる」と描くと、

これが「ママなの」って描きます。つまり、

この丸の中に、「ママ」という概念ができて

くる。事例「てんとう虫さんそら飛んでる」

でいいますと、10月頃、この子がお母さんと
歩いていたら、多くのてんとう虫が空を飛ん

でいたそうです。次の日、白い紙を見たとき

に、その子は描きたいから、「わーい」と描

くのですね。伝えたいことがあるからではな

く、やはり描きたいから描く。それは白い紙

とペンがあれば、こう描きだす。描いていっ

たときにちょうど青だった。青で描いていた

ときに、「きゅっ」と止まったのですね。する

と、ここにグリグリと描いて、「てんとう虫」

と、そして点々をうちながら「空飛んでいる」

といったのです。絵を見ただけならば、これ

は表現ではなく、表出だとして教科書に書い

てあるわけです。スクリブルと言われる表出

である。ところが、このプロセスをみていっ

たときには、完全にイメージが形になってい

る。しかし、最初からそのイメージを描こう

として描いているわけではない。つまり、子

どもの表現というのは、プロセスにあり、そ

のプロセスをみていくことになにか意味が生

まれている。さて、もう少しみていきたいと

思います。次に、表現的身体存在について、

もう少しみていきたいと思います。哲学者の

リー・ウハンの現象学の話になりますが、そ

れを臨床で考えてみるとこうです。泥遊びの
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イメージを指と泥において。さらに、リーは

なんて言っているかというと、「すべての人

間は詩的瞬間を生きる表現者である」と。こ

れを子どもに置き換えてみてみると、子ども

は大人と違い、瞬間瞬間に、表現し続けるの

です。たとえば大人は思考するとき腕を組ん

で「うーん」と考えますが、子どもたちは具

体的な関わりや具体的な行為において思考し

ているなということをみることができる。そ

れは腕を組むのではなく、関わったり行為に

表すことにおいて、思考のプロセスを連続さ

せているという様子がある。それは環境の設

定において、かなり変わってくる。たとえば、

泥遊びをして、そこに自然物があれば、その

男の子はそこにさして、こんなきれいなもの

を作りました。これはほっておくと飾ろうと

はしないので、少し借りて、保育室に飾って

いただきました。この表現は喜びをもって、

自発的に出てきているものです。もう少し、

内容をみていくと、伝えたいことが出てくる

ときに、私たちはその多様性にやはり気づか

されることがあります。その方法がその子に

よって違うということです。当然なのですが。

たとえば生きているその人の、必然性によっ

て違うと思いますが、子どもは小学校に入る

前に、図工や絵は好きか嫌いか聞くとほとん

ど「好き」だといいます。大体嫌いになって

くるのは3年生過ぎてからが多い。これも実
は「風」の絵です（図11）。どこに風がある
かわかります？　時間がないので言ってしま

いますが、これはここに、はさみで切ってあ

ります。2月のお花畑の冷たい風。「先生、は
さみ貸して」と言ったとき、ここを切りまし

た。しばらくじーっと待って、ここをジョキ

ジョキジョキジョキ切り出したそうです。そ

記録を撮っていました。そして思いつきでし

たが、ここに紙を環境として、出したら、子

どもは描くのではないかと思いました。担任

の先生に紙を出していただけませんかとお願

いすると、色んな表現が生まれてきました。

図10 図11

　この子はじーっと、身体に泥を塗っていま

したが、指に泥をつけスッと描いたのです。

なんて言ったかというと、「風さんなの」と

言ったのです（図10）。4歳児でした。私は、
これには少し鳥肌が立ちました。なぜかとい

うと、リーの作品に、「風」という作品があ

るのです。これ、何百万円もします。まった

く哲学は一緒なんですよ。一瞬で描いて、リー

は、何百万。これ、私が「風さんなの」と聞

かなかったら、葬られるかもしれない。作家

と幼児を安易に一緒にして述べることはでき

ませんが、リーの哲学を読ませてもらうと、

彼はこう語っているのです。「人間はそもそ

も、表現的な身体なのだ」。「内と外の両場を

行ったり来たりする身体」。彼の哲学でこの

絵を語った場合、もしくは彼女が、言葉を持っ

ていたとすると、「私は泥んこ遊びをしてい

ました。そしたら、先生が紙をくれて、

「ふーっ」て風が吹いてきたの。そして、スッ

て私は、風と一体化するように、自分は今、

ここにいるような感じで描いたの。」という

ように語ったでしょう。そこに何が起こった

かというと、要するに風との一体感の知覚を

身体をとおして形象化したわけです。自分の
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して、「風さん」って言った。これは、さっ

きの園庭に吹いた一体感の風ではない。2月
何日の、お花畑の肌を切る冷たい風なのです。

この風は（図12）ここに「くるっ」と描いて
あります。これ、季節わかりますか？　これ

は凧揚げをしているから、冬だと思います。

ところが、担任の先生が、卒園の前に、こん

なことあったよね、あんなことあったよねと

いう歌を歌い、園庭の思い出を描きました。

そのときに書いた凧揚げの絵。この子たちは

興味のあることを描くから、まず凧揚げです。

少し見てほしいのですが、これ、春のちょう

ちょうも出てきます。そして、園庭にりんご

の木はありませんが、りんごがいっぱいなっ

ていまして。なぜか、昆虫が出てきます。つ

まり、これは春夏秋冬で園庭に起こった、出

来事です。春夏秋冬すべての総体としての、

「風」になるわけです。ですから、この風の

線はシンプルにならざるを得ない。これも（図

13）園庭に吹いた風を、この子は葉っぱで表
現している。これは、「風」ではありませんが、

「音」を描いています。なんの音だと思いま

す？「ブランコの音」だと言いました。「ブ

ランコの音は聞こえなかったけど、絵にしま

した。」と言いました。この聞こえないことを、

描いていくという、要するにイメージの世界

を形象化している。この子は（図14）先ほど
の、音の世界でいうと、音化をしていますが、

その森に吹く風の音を絵で描きました。それ

を楽譜にして自分で音にしてしまっている。

これも「しなさい」と言ったわけではなく、

彼らのイメージはどんどん繋がっていく。こ

うして、環境を整えていくと、表現がかなり

繋がっていきながら、この子は（図15）自分
で音を作り、虹に届く音。なにが言いたいか

といいますと、その子にはその子の表現があ

り、彼らはモノとの関わりの中でイメージを

見つけ伝えたいことを見つけ、伝えていく、

その繰り返しの中にある。子どもはもうひと

つ、とても違う要素があります。それは「絵

は育ちに必要な要件」であるということです。

たとえば①→③→②のプロセスの中にある想

像力、①→③→②の中にある思考のプロセス、

①→③→②の中にある感じ方の豊かさ、つま

り、思考力、想像力、感じ方、自己判断力、

主体性は、どこに生まれてくるかというと、

そのプロセスに生まれてくる。私たちはその

プロセスを作り出していく環境をまず作り、

援助していくことになるということが教育の

中では考えられます。では、少し、表現に戻

しまして、よく、幼児でみるのは、自分の身

体に自分で絵具を塗るという行為です（図

16）。絵具にあまり関わったことがない子は、
ほとんどが、紙と筆があっても、まず自分の

手に塗ります。共通感覚論の中村雄二郎は、

「子どもは視覚よりも触覚が優先する」と言っ

ています。絵具に触ったあとで、必ずといっ

ていいほど、自分の手に塗り、身体に塗る。

そして、友達に塗ることもあるかもしれませ

ん。人間の最古の絵画は洞窟画だと言われて

いますが、人間の最古の絵は、ボディペイン

ティングではないかという人が多いです。こ

れも実証するのはなかなか難しいですが、身

体論の市川浩氏が、「たとえば自分の身体に

絵の具をつけて触るという行為は、その二重

感覚に起こる」、つまり触る自分と触られる

自分がそこに発生するわけです。そこに現象

として色がついている。その現象というのは、

自分を認識する過程である。やはり、主体で

ある私と、客観である私がそこに同一してい
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る。

図12 図13

図14 図16図15

　そして、私はなにかという問題が、色を塗

るという行為で起こると言っている。確か

に、その内容で考えてみると、哲学の方では、

村瀬学氏は、私たちが服を着るように、色を

塗るということは、誰しも必然的に出てく

る、未開民族の人や私たちの祖先をみてもそ

う出てくるのはなにかということを生命の関

係との中で述べています。そもそも生という

のは、村瀬さんの「いのち論」でいくと、「身

体を超えて交わっている」という前提に立っ

たとき、自分の「生を包むように、服を着る

ように自分を包んでいく」ことだという捉え

方をしている。身体に塗るのか、紙に塗るの

か、これは媒体が違うだけであり、先ほどの

事例も同じであると考えてもいいのではない

でしょうか。

図17 図18 図19

　それで、少し考えていきたいのは、絵を描

くということにおいて、生まれてくる意味に

ついてお話させていただきたいと思います。

表現とはなにかを考えていったとき、もうひ

とつの要因が、生活と結びついているという

ことです。この絵は（図17）、やぎさんを飼っ
ていましたが、あるとき、やぎさんが死にそ

うになったのです。みんなが心配している

と、実はその母やぎは、お腹に赤ちゃんがい

て、その後、赤ちゃんが生まれている。そし

て、子供たちは一斉に喜びました。子やぎさ

んが生まれたということです。この子たちは

やぎが死んだことも経験していて、この喜び

をどこで見ることができるかというと、まず

は「うんこ」に見ることができます。うんこ

が丸ければ、健康である。逆にぐちゃぐちゃ

していれば、健康ではないということです。

彼らは知っているわけです。彼らは小屋の排

便を掃除をしながらそのやぎさんと付き合っ

ていくうちに、子やぎが生まれてきたときの

喜びを身体で表現し、絵にしていきました。

よく、洞窟画の中に描かれているものが、生

活の中の願いや祈りで生活を描いたというこ

とがありますが、それが発生的に出ていると

すれば、子供たちの生活画も共通することが

あるかもしれません。これは「田植え」（図

18）の絵ですが、太陽が突き刺さるように
苗に当たっています。自分で植えたというこ

とが、この地面の下の表現から想像できます

が、これは（図19）収穫の絵です。この鎌
人間のような姿が、自分ですが、ここに見え

るものは喜びです。これはやはり、生活の中

にある喜びを表現している、表現において伝

えている。
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図21図20

　表現すること自体が、喜びになっている。

表現する、つまり表現は伝達する手段であ

り、その表現自体が目的にもなる。これは（図

20）、少し変わった絵ですが、犬が死んでし
まったときを表しています。タイトルが、「ポ

チありがとう」。その様子は、お墓を自分た

ちで作ったところにも表れています。ここで

注目したいのは、タイトルです。犬が死んで

しまった悲しみがありました。その深い悲し

みの中、彼らは抱っこしたときに、しっぽが

とがっている、ふわふわした犬なのに、しっ

ぽがとがっていました。茶色い犬なのに、黒

で描かれている。大方の犬が黒で描かれてい

る。死んでしまったけれど、表情はニコニコ

顔です。だから、彼らのリアリティというの

は、その視覚的な現実のリアリティではな

く、想像と複雑に絡んでいるということが言

えます。では、リアリティの問題に入ってい

きたいと思います。こちらは、ある本の表紙

ですが、（図21）、何歳の方の絵だと思いま
すか。実はこの方、絵を描かれたのは、

23、24歳のときでした。知性も感性もとて
も素晴らしい方です。しかし、ハンディキャッ

プがひとつだけありました。それは20歳ま
で目が見えなかったが、開眼手術というもの

があり、弱視だけれど、手術をすることで、

20歳にして視覚をわずかに取り戻しました。
そこから2～ 3年経ち、「絵が描きたい」と

言われ、描いた作品です。何枚も書かれてい

ます。海の絵、夕日の絵などありますが、本

当に素晴らしく、この絵がクリスマスツリー

と言われ、実は、表紙になりました。しかし、

どこか違いますよね、20歳の人の絵と何か
が違う。つまり、このMさんは、クリスマ
スツリーを触りながら、視覚で感じながら、

わずかに見える目で、クリスマスツリーを描

いたのです。このことから言えることは、私

たちが考えているように三次元の世界にある

ものを二次元の平面に、再現することはすぐ

にできるものではないということです。つま

り、絵にするときのリアリティが違うという

ことです。こちらの絵を幼児で考えて（図

22）少し紹介したいと思います。

図22 図23

　子どもが、自転車を描きたいと言ったとき、

お母さんが自転車を持ってきて、「はい、ど

うぞ」と渡すと、その子は玄関で描きだした

そうです。すると、ここまで描いてやめたそ

うです。居間へ行ってしまい、お母さんは、

あら、残念と言って、がっくりしたそうです。

すると、その子は居間で絵を裏返し、一気に

続きを描き「自転車」（図23）と言ったそう
です。ここにある、この絵とこの絵の違いで

す。私たちは、自転車というと、まず自転車

の映像が浮かばないでしょうか。ところが、

彼が描いた自転車は、自転車に乗ったことの

すべてでした。これを解説しますと、「遠く

まで行ったの。家にはお母さんがいます。こ
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れはお母さんの優しさを表すために、このよ

うに表現しました。幸せの黄色い花が咲き、

でも顔の表情はこんな感じで怖く、塗り方も

かなり乱れています。」つまり、ここには、

情緒不安定の恐ろしい顔と、楽しさや幸せ感

の両方があります。つまり、「自転車に乗っ

たことや自転車で感じたこと、自転車に対す

る彼の感じたすべてのこと、経験したこと」

が彼の中で、ひとつの「自転車」というイメー

ジになる。この私たち大人が持っている自転

車のイメージが視覚中心になるのは、小学3、
4年生ごろだと言われていますが、日本はも
う少し早いとも言われています。私が言いた

いことは、子どもが持っているイメージ、リ

アリティと大人が持つ、視覚を中心にしてす

べてを感じとろうとする客観的、写実的なイ

メージのリアリティは違うということです。

大人の絵を未熟にしたものが子どもだと思っ

ている人が社会の中には結構多いが、実はそ

うではありません。子どもの絵は、子どもの

絵で、「異文化」と見なければ、私たちは、

子どもの絵を下視して見てしまうということ

です。もうひとつ見ていただきたいものがあ

ります（図24、25）。小学2年生の子の作品で、
こちらは同じ時期の絵であり、こちらの作品

は、学校で鏡をみた自分を描きました。小学2、
3年生になってくると自分が絵から消えてい
きます。それは、なぜかというと、見えたこ

とが現実になってくるから、実際に見えたこ

とを現実として描こうとしてくるからです。

2年生はまだそこまで行っていない子が多い
です。でも、大人が求める写実的な絵は描こ

うと思えばこのように出来てしまうのです。

　教えれば、指導すればここまで描けます

が、この絵（図25）は同じ子が同じ時期に
描いた絵です。授業のあと、公園でグライダー

で遊んで帰ってきました。「お母さん、絵が

描きたい。」といって、描いた絵が、こうい

う絵でした。要するに図式的な絵です。ここ

からなにが言えるかは、大人でもそうだと思

いますが、本来は絵は図式的で、この子の発

達段階が、そこまでいっていないということ

もありますが、どちらがいい、悪いではなく、

本来は図式的な方法なのです。これはハー

バード・リードの言葉ですが、「そもそも、

人間はすべて図式的なのだ。」と言っていま

す。その証拠に江戸時代、また、ヨーロッパ

でも近代前をみていくと、図式的でした。一

般の大人の絵もそうなります。では、なにが

変わってきたかですが、その現代社会の志向

が視覚中心、客観的で、写実的な志向を生み

出しているということがリードの諸説です。

確かに私たちは客観的、視覚的にその情報を

得て表現と結びつけていかないと近代生活が

できない。ただ、子どもは違うということで

す。

　子どもの描画で、その表現というものを考

えてみたときに、今までみてきた事例からい

くと、まず、その出来事、現象を起こす行為

との出会いが、図32のように、絵を描くとい
うことで形象化し、絵を描くことによって意

味が生まれる。これが子どもの表現の中にあ

る、①→③→②の中にある法則です。（図26）
図24 図25
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図26

図27

　次に大人の世界へ入っていきたいと思いま

す。こちらは現在進行形の研究ですが、芸術

を6層で考えています。（図27）最初の層（A
層）は、先ほど、子どもでみたような、「環

境との一体化」です。幼稚園や保育園では、

存分にやられているはずです。子どもの学び

や育ちで考えるとここが重要になってきま

す。直接的経験、一次的経験から、身体を通

した直接的な関わりにおいて、先ほど言うよ

うに、行為が生まれてくる。「あらわす」行

為が生まれてくる。その行為の中で、彼らは

それを形象化していく段階が生まれてくる。

（B層）子どもたちで考えると、これはどこ

か展覧会に出そうと描いているわけではな

い。砂場の中で遊ぶ子は、いつも作品を壊し

ています。「え、もったいない」と思うのに、

壊してしまう。なぜかというと、壊さないと

明日の創造が生まれないからです。そうする

と、彼らの目的は、作品ではなく個人内にあ

る完結なのです。そのプロセスにある完結で

あるということがまず言えます。今までみて

きた内容でいうと、自分の存在の確認や喜び

や実感が、育ちの用件と結びつく、そして、

コミュニケーションの問題に入っていくとき

に、たとえば、子どもが、絵ができたときに

伝えたいことがあるから、「ねえ、ねえ、見

て見て」と、私のような知らない人が行って

も、子どもは来ます。そのときは、やはり、

心を開いて見てあげたいものです。それはな

ぜかというと、やはりその子に伝えたいこと

があるからです。（図28）

図28

図30図29

　重要なことは、そこに伝えたいことがあ

り、伝えたい人がいるかどうかということ

が、次の段階です。私が、先ほど、制作者の
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立場からいった、そこにはコミュニケーショ

ンが道具として、目的として成立したとき

に、〈私〉の意味が生まれるという話をした

と思いますが、子供たちにもそれはありま

す。そこに大人の関わり方が重要になってき

ます。コミュニケーションの話を、違う視点

でみてみたいと思います。この絵は（図

29）、韓国と北朝鮮の国境に掛けられていた
子どもの絵です。以前、短大に勤めていたと

きに、シドニー研修と同じように韓国の幼稚

園に学生を連れて、実習をしてきました。韓

国語は英語より、さらに言葉が通じないか

ら、学生はうろたえます。子供には迷惑をか

けていますが、実はそこは狙っていた部分で

す。つまり、彼女たちと子どもが何を学ぶか

というと、言語の必要性を学ぶわけです。もっ

と話せたら。しかし、もうひとつ重要なこと

を学びます。言語以外にもっとコミュニケー

ションできるものがあるということを学びま

す。これが非言語です。実は、学生の中に朝

鮮学校から来た子がいて、この国境は、その

子と行きました。彼女には少し事情があり、

日本人が行ける国境へは行けず別行動をとら

されました。その学生に、「この絵なんて書

いてあるの？」と聞きました。すると、「早

く一緒にお誕生日会がしたい」と書いてあり

ますと教えてくれました。「ふーん」と言い

ながら、その学生と見ていると、突然その学

生が泣き出しました。どうして泣くのだろう

と思いましたが、一先ずその場は聞きません

でした。帰ってから聞くと、その理由を文章

にしてくれました。要するにその絵を通し

て、彼女は自分のアイデンティティの問題に

ついて考えました。私は、「何人」なのか、

私のアイデンティティはなんなのか。私の祖

国はいま、休戦中ではあるが戦争状態にある

事実があります。彼女は韓国に来て、結構辛

い経験をしています。ここでは言えません

が、その子どもの絵を通して、アイデンティ

ティに関わること、祖国の問題と自分の問題

が重なってきた。皆さんに想像していただき

たいと思います。では、子どもの「早く一緒

にお誕生日会しようよ」という言葉だけだっ

たとしたら、その学生はどう感じたのだろう

か？　はたして一緒なのだろうかということ

を思うのです。これは、なんとも言えません。

しかし私はなぜ絵を描くのかと言われたと

き、色々な答えがありますが、言葉では言え

ないことを、絵は表してくれることは、確か

にある。これが、非言語のところにあるひと

つの特性です。

　次のB、C層を少し考えてみます。

図31

　これ、実は花で遊んでいました。（図31）
5歳児です。教えてあげたわけではありませ
ん。毎日、花で遊んでいました。これは大人

の世界でもありますが、庭にあるお花を生け

たりしますよね。あの行為は何なのかという

ことです。私たちはさりげない日常の中で

も、いろいろな形で表現しているということ

です。たとえば、庭にある花はそのときにあ
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る事物ですが、その花をコップに生けテーブ

ルに置いた時点で、その空間が、ひとつの作

品というか、意味を持つものに変容し、意味

を生成している。つまり、表現の意味が、空

間の中で考えていくと変わってくるというこ

とが言えます。

　こちらは学生と一緒に富山県の山奥に行っ

て、生活をした際、河原でペンを用意しまし

たが、色々な絵が出てきました。たとえば曼

荼羅が出てきまして、それを橋の上からみる

と、こういう感じです。（図30）下で描いて
いるときは、これは自分たちの作品かもしれ

ませんが、上で見たときに、彼女らは、それ

を「風景とつながっているみたい」と言いま

した。つまり、その作品ではなく、空間と自

分の表現がつながり、意味を変容させてい

る。私たちの生きているその空間自体が、実

は作品になっている。この学生は、川に石を

置きました。何を表現したいのか、あとから

聞いてみましたら、「自分が表現するのでは

なく、自然が表現してくれるような、作品を

作りたかった。」すごいなって思いました。

石ですが、そこに波が生まれ、表現が生まれ

ていく。つまり、ここにおいては、〈私〉と

環境がつながり、統合した状況の中に風景自

体が作品となっている。これは幼児でも結構

あり、こちらは星が丘の団地でやらせていた

だいたものです（図32）。こうして、環境と
関わることによって、共同体ができていくこ

とも可能になる。つまり、コミュニケーショ

ンの意味が少し変容してくるのです。コミュ

ニケーションへの問いが、現代美術の中で起

こっています。これは、2001年くらいに美
濃市でやらせていただいたものですが、美濃

市の行政の方に協力いただきました。国の重

要文化財の目の前で、子どもたちが思いっき

り描いたものです。岐阜県美術館の廣江氏は

この活動について、「子どもたちとのその瞬

間の記録といえる色の痕跡は結果として、作

品という成果を見出しているのだが、重要な

ことは、制作する環境として、共に関わるこ

とで起こる想定外の出来事が、素朴な気づき

に始まる体験となり、個人のそれまでの意識

を揺り動かしていくプロジェクトである。そ

れは、まさに創造することの喜びや機会であ

り、明解に自己の存在を知る場ともなってい

る。これ以上作家を育てる場所があるだろう

か。制作の最中、ふとした発見から生まれて

くる自由こそ、真の自由であり、磯部が求め

てやまない『それから』があると思われる。」

　「それからがある」という表現、上手く言わ

れるなと思ったのですが。ここは美濃市の地

域が、芸術を通して、共同体を作っているの

ですが、和紙という素材、そこに無限定な共

同体が生まれ、そこに文化を作っていく。そ

の一例がこの写真です。これは（図33）少し
合成してありますが、夜の街並みです。街と

いう中に環境という、芸術が作られる。ここ

に起こる、描くことの中において、色と形が

コミュニケーションを起こしているわけです。

その捉え方を拡大していくと、描く行為の中

にコミュニケーションがあるということです。

作品がコミュニケーションをするのではなく、

図32　 ワークショッ
プ（星ヶ丘）

図33　 ワークショッ
プ（美濃）
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そのプロセスの中に、色と形が、感覚を共有

しながら、コミュニケーションしていく。

　時間がないので、次のお話にいきます。

　D層「生活の芸術化」。共に生きたい、共に
社会を作りたいという行為が、たとえば、子

どもたちの森で遊ぶ様子として、隠れ家を作っ

ているところからみえてきます。表現するこ

とで、自分たちの文化を作りたい、社会を作

りたいという原初的な体験が、子供の中には

あるということです。大袈裟なことを言えば、

「共に生きたい、よりよい社会を作りたい」と

いうのは、私たちは本能として持っているの

かもしれない。そこをどう拡げていくかとい

うことになってくるのではないでしょうか。

　そこに飾り物をし、そして、生活を創って

いく。そして、共同体が生まれる。これは（図

34）最後に土山が自分たちの土山として出
てきた。おもしろかったのが、ここに絵が色々

ありますが、これが洞窟画のように自分たち

の生活や生活の願いが描いてあります。この

子たちは、これが洞窟画なんて知りません。

しかし、そういう原初的な表現の根源が幼児

の中にはある。これはお神輿ですが、共同体

は、文化を作っていきますが、おもしろいの

は、自分たちが飼っている動物や自分たち自

身が、神になり、かつがれているという、園

庭に起こった祭りの遊びです。（図35）
　そして、次の段階E層は、大人（小学校高
学年）の段階になってきますが、社会的なイ

メージを形象化していくところが生まれてい

る。これは、「地球が涙を流している」（図

36）。こちらは（図37）、私が現場にいたとき、
岐阜県の中学生と一緒にやらせていただい

た、「12万個の輪」という作品です。広島学
習から帰ってきた子たちが、なにかを表現し

たいということで、話し合い、原爆により一

瞬でなくなられた命の数を表現したらどうな

るか。その数にはいきませんでしたが、これ

は岐阜県美術館に飾らせていただきました。

それが発信されることにより、社会に意味が

作られています。

図38　ワークショップ「Dialogue of Life」図34 図35

図36　「地球が涙を流すとき」（小6）

図37　「12万のいのち」（中3）
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　F層「社会的創造活動の芸術化」。これは、
私が今やっている二つの活動で、これは段階

を言っているのではなく、個人の完結から、

社会へと拡張する表現の捉え方です。私が、

絵を描くということよりも、今、面白いと感

じていることは、最初の研究のスタンスでい

う、一番右側にあったものです。共に実践し

ていくという、同じ視点を持ったところを探

究していく。芸術は、ユネスコ憲章が成立し

て以来、宗教や民族、国境の壁を越えて、心

に砦を作っていく役割を果たすものとして期

待されていました。最初にみていただいた、

フランスの主題もその意味を持ったもので

す。そこに、芸術が、地縁の共同体ではなく

どう創造されるか、地縁ではないところに、

文化を創る共同体を生み出している。この絵

が世界を回り、終わりなく続いていくという

ものです。こちらは（図38）フランスの美
術館の様子です。そのあとこちらの作品はド

イツへ行き、私のところに帰ってきました。

ここに参加し、その作品が飾られることによ

り、その社会における、グローバルな意味が

生成されています。これは私の作品ではない

し、私の作品であるかもしれません。これは

何千人の作品であり、他人のものでもあり他

人のものでもないという意味を持っていま

す。少し、この部分のお話をしたいのですが、

時間がなくなって参りました。

　メディアは非常に大きな役割を持っていま

す。私がデンマークで受け入れていただいた

のは、メディアのコントロールというか、メ

ディアが何をもって発言するかが大きかった

と思います。が、私は3回目くらいに行った
とき、キンダーガーデンを見せてくれと言い

ました。すると、取材をされまして、そのと

きの新聞のタイトルが、「ジャパニーズアー

ティスト、なぜ、キンダーガーデンに行きた

いのか」といった記事が載りました。これを

新聞記事にするのかと思いました。説明につ

いては今、お話したように「人間の表現は子

どもの世界にすべて精通している」という話

をしました。こちらの作品は、ドイツで行った、

「終わりのない絵」です。（図39）ヨーロッパ
のメディアが子どもや福祉、表現の自由とい

うものを、なぜあれだけ大事にするのか、と

いうと、やはり表現の自由というものは、人

権や、福祉、教育、すべてに精通していると

いうことがひとつあります。また、民主主義

においてもそうですが、アートへの眼差し、

つまり表現の考え方は、メディアが価値を

持って示しているといった、日本との違いを

少し感じました。

図39

図41図40　ぎふ子ども芸術村
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　こちらは（図40、41）岐阜でやっている
芸術村というもので、子どもと一緒に食の研

究家と教育の研究家、さらにはアーティス

ト、環境の研究家、某市民団体が主催しなが

ら、生活を作っていく。衣食住を共にしなが

ら、そこに文化を創っていく。ミュージシャ

ンも加わります。バスで飛騨の山中へ出かけ

ていき、そこに共同体を作り、自分たちが生

活、衣食住を共にし、その活動そのものを芸

術と呼んでいる、表現という考え方。これは、

「創造的社会活動という芸術」というヨゼフ・

ヴイスの社会彫刻の考えですが、そういう思

考もあります。

図42図43　 収容所に置か
れた作品

　最後になりますが、講演会はいつもこの絵

（図42）で締めとさせていただいていますが、
こちらは、ナチスの捕虜収容所で描かれた子

どもの絵です。子ども82人がガス室へ連れ
ていかれる前に描いた絵です。その実際の収

容所に今の子どもたちが「生命」を主題に描

いたワークショップの作品（図43）をおき、
ネットにあげ鑑賞してもらいました。それも

ひとつの社会を通した活動ですが、一番見て

ほしいのは、このガス室へ行く前の子どもた

ちが、赤十字の指導において、その収容所の

中で描いた絵です（図42）。彼らはその中で
喜んで描いています。今、紹介したこちらの

作品は、資料館に飾ってありますが、来場さ

れたすべての人がどんな展示物よりもどんな

写真よりもどんな資料よりも、その子どもた

ちの絵の前にいくと、自然と足が止まりま

す。理由は、伝えるものがあるからです。そ

こにあるものはかけがえのなさ、存在の慈し

み、ではないでしょうか。

　「表現とは何か」という問いは、私にとっ

て、芸術とは何か、人間とは何かを問うこと

と通底しています。最初にお話したように、

「芸術とはなにかを考えるということは、人

間とはなにか、生きるとはなにかを考えるこ

と。それは永遠の問い。芸術はそのプロセス

である。それは人それぞれのところにある。」

私が見つけたところは以上です。どうもあり

がとうございました。
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  杉藤重信主任研究員 ：本年度第2回の人間講
座を開会したいと思います。本日の講演に先

立ちまして、森棟理事長よりご挨拶をいただ

きます。 

  森棟公夫理事長 ：理事長の森棟公夫と申しま
す。椙山女学園は教育理念、「人間になろう」

を基に人間学研究センターを、学園創立100
周年記念にあたる今から12年前に設置致し
ました。それ以来、人間学研究センターの下

で講演会を開催しています。毎年3、4回の
人間講座を開いておりまして、今回は第2回
目といたしまして、現代マネジメント学部の

東珠実教授にお話をお伺いします。東先生、

宜しくお願い致します。 

  杉藤主任研究員 ：それでは講演を始めさせて
いただく前に、本日の人間講座の主旨を、ほ

んの少し話させていただきます。 
 　ご存知かと思いますが、椙山女学園は今年
で112年という長い歴史を持っています。そ
の当初から広い意味での「家政学」といえる、

名古屋裁縫女学校からの長い歴史を持ってい

ます。それ以外にも「家政学」の名前をつけ

た学部を持つ単科大学で始まった大学とし

て、来年には、ちょうど70年という節目の
年を迎えます。現在では「家政学」の名前は

残っていませんが、椙山女学園の伝統を振り

返るには、「家政学」というのが重要なキー

ワードではないかと考えました。 
 　そこで、今年度の人間講座及び椙山フォー
ラムでは、この「家政学」に焦点を当てたプ

ログラムを用意しています。本日の第2回の
人間講座に引き続き、10月には第3回の人間
講座も「家政学」の関連の講座を用意してい

ます。さらに、12月には「家政学」をキーワー
ドにした椙山フォーラムも予定しています。 
 　本日、椙山の歴史ともかかわる「家政学」
の視点から、「家政学事始め―暮らしを科学

し生活主体をエンパワーする―」というタイ

家政学事始め
―暮らしを科学し生活主体をエンパワーする―
 Introduction to Home Economics 
―Gaining Scientific Knowledge on Family Life, and Strengthening Individual, Family, 
and Community―

椙山女学園大学現代マネジメント学部教授
東　珠実

Tamami Azuma

家政学シリーズ1
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ありましたが、「家政学」とは女性のみのも

のか、男性は関われないのだろうかというと

そんなことはありません。設立当初の「家政

学」は、この後お話しますが、やはり女性に

生活の知恵を与え、それを社会的に活用する

機会を与えるというところで始まっています

ので、そういう意味では出発点ではかなり女

性のための学問という意味合いが強かったと

いうことが言えると思います。しかしなが

ら、今は性別、年齢を超えて、全ての人に家

政学的な素養が必要だと考えられています。 
 　昔の家政学はわりと技術的なものに焦点が
当たっていた場合が多いので、家庭科では、

調理実習や、被服実習をするといったことが

中心でした。私が中学生の時には被服実習で

パジャマなどを作っていましたが、今、中学

校では、簡単な袋を縫うだけであったり、あ

るいは実習自体をほとんど取り上げていない

学校もあります。一方、調理は依然として生

徒たちの関心の高い分野であり、男子生徒も

興味を持っています。 
 　例えば、今、コンビニに行けばお惣菜でも
何でも、パッケージで売っています。そうい

う時代に調理の技術が要るのか、ましてや洋

服など自分で作ることのないような時代、し

かも安くなっている時代に、そういった技術

が要るのか、「家政学」が必要なのかという

疑問と、「家政学」は対峙してきました。特

に家庭科には闘ってきた歴史があると思いま

す。 
 　しかし、そのコンビニで今一番売れている
のが、一人分の美味しく調理されているお惣

菜であったとしても、そのお惣菜を選ぶには

知識が必要です。どういう栄養バランスを考

えたらいいのか、パッケージの裏に表示があ

トルで、本学現代マネジメント学部の東珠実

教授にご講演いただきます。どうぞ宜しくお

願いいたします。 

  東珠実先生 ：私は先程ご紹介いただきました
ように、本日のテーマである、「家政学事始

め」ということで、「家政学」とはどんな学

問で、今どんな課題と関わっているのかをお

話しさせていただくというお役目をいただき

ました。 
 　「家政学」と聞かれると、最初に思い浮か
べるのはどんな印象でしょうか？　衣食住で

しょうか。おそらく衣食住のイメージはとて

も強いと思います。食べるもののこと、着る

もののこと、住まいのことを扱う。衣食住に

「家政学」というイメージがあるのは、より

身近な家庭科教育、家庭科の中で衣食住の分

野が比較的中心になってきたという経緯があ

るからなのかと思います。しかしながら「家

政学」というのは、もう少し幅広く、文化や、

持続可能な社会といったところにも関わって

いるという話をさせていただきます。 
 　もともと私も、家庭科から「家政学」に接
点を持ちました。私の時代の家庭科は、まず

女子のみ。高等学校の家庭科は女子のみの必

修でした。その後、我が国は女子差別撤廃条

約を批准しました。また、女性の権利に関わ

る世界的な動きの中で、日本にも男女雇用機

会均等法ができました。そういう中で、家庭

科も男女共修にしていくという動きが生まれ

ました。ですから、「家政学」の問題という

のは女性にパワーを与えるとか、社会的な地

位を与えるという部分にも、強く関わってい

ます。 
 　とは言っても、事前にいただいた質問にも



Journal of Sugiyama Human Research 2017078

第2回　人間講座報告

る添加物は大丈夫かといったことです。やは

り選ぶということ、それに関わる知識が必要

だということが一つにはあります。さらに、

食品を買う時、そういう栄養学の知識だけで

はなく、その商品がどんな風に作られて、今、

世界で起こっているどんな問題と関わってい

るかも考えながら物を選びましょうというの

が、「家政学」的なコンセプトといえます。 
 　例えばフェアトレードという言葉を最近聞
かれると思いますが、先進国で安く物を売る

ために、原材料を作っている開発途上国の人

たちが買いたたかれ、非常に過酷な労働を強

いられたり、児童労働につながったりといっ

た、そういう背景があります。そのような商

品は、やはり安くても私たちは買うべきでは

ないのではないかという視点が、今はとても

大事になっています。勿論、環境にやさしい

パッケージであるとか、そういうことも含め

てです。 
 　以前のいわゆる調理の技術とか栄養の知識
だけではないところで、広く「家政学的なも

のの考え方」というものが、今、見直されて

います。そこで、今日は「家政学事始め　暮

らしを科学し生活主体をエンパワーする」と

いう、お話をさせていただきます。 
 　今日は、およそ5つの内容をお話させてい
ただこうと思います。はじめに本学、本学園

は出発点において「家政学」と非常に深く関

わっていますので、その辺りのお話を少しご

紹介させていただきます。 
 　次にそもそも「家政学」はどのように誕生
したのか。どんなニーズがあったのか。「家

政学」は、アメリカで生まれた学問分野です。

そしてその後、日本に「家政学」が入ってき

て、どのように発展してきたか。さらに近年

の動向ということで、20世紀の終わりぐら
いから最近までの動きを見ていきます。 
 　そして、今、学会として「家政学」を社会
に一生懸命PRしているということです。昔
からある家事技術だけの学問ではなく、もっ

ともっと幅広い現代的な課題や、将来の私た

ちの生き方に関わってくる、そういう分野だ

ということを広くアピールして、皆さんに「家

政学」を知ってほしいということでいくつか

の活動をしています。その紹介を最後にさせ

ていただきます。 
 （Ⅰ　椙山女学園と家政学（家政学部）） 
 　それではまず椙山女学園と「家政学」（家
政学部）ということでお話をさせていただき

ます。こちらの写真が、学園のホームページ

に載っています。この方たちは何をされてい

るか、お分かりですよね。裁縫をされていて、

まさに先程のご紹介にありましたが、名古屋

裁縫女学校として開校した頃の写真です。 
 　この学園を創設された椙山正弌先生は、こ
のような家事の技術を、良妻賢母主義に基づ

くスキルとして身につけさせるという視点

と、それを職業として活かしていくという職

業教育的な視点、この2つの視点を持って、
家政学部につながる女性のための学校を開い

たと私たちは聞いています。 
 　当時、良妻賢母主義と職業教育主義という
のは相反するもので、良妻賢母は仕事はしな

いと考えられていました。しかし、椙山先生

は双方をうまく組み合わせることによって、

新しい時代の要請に応える女性や、女性の

ニーズに応える社会を作っていこうとされた

というようなことが、私たちが以前学園につ

いて学ばせていただいた資料に書いてありま

した。 



Journal of Sugiyama Human Research 2017 079

第2回　人間講座報告

 　（スライド1）本学園が名古屋裁縫女学校
として開校したのが明治38年、1905年です。
その後、ここにあるような高等女学校、女子

専門学校等々、幼稚園や中学校、高等学校が

次々と開校されていきます。そして「人間に

なろう」という理念の下でさらに学校を増や

して充実させていく中で、「家政学」という

学問分野に関わるところとして、1949年、
昭和24年に椙山女学園大学家政学部が設置
されました。単科大学です。 

スライド1

 　このとき、戦後4年しか経っていません。
その時点で、新制大学としての女子大学での

教育をスタートさせたことからも、まさに女

性に、より高い教育機会を与えていこうとい

う創設者の強い思いをみることができます。

「家政学」誕生の根本理念に結び付くような

歴史的背景がそこに見られます。 
 　（スライド2）こちらは実際に大学ができ
た後の学部の設置状況ですが、家政学部は、

1949年、昭和24年にできまして、その時に
は食物学科と被服学科の2学科でした。1991
年に、生活社会科学科という学科をつくり、

生活科学部と名称を変更しています。本学の

名称変更は全国の家政学部の中でおそらく一

番早いタイミングだったと思います。 

スライド2

 　女子大学を作り、家政学部を作ったのは日
本女子大学が一年早いですが、名称変更はお

そらく本学が一番早いのではないかと思いま

す。お茶の水女子大学や奈良女子大学など、

国立大学の家政学部も、この後に学部名称を

変えていきます。時代の要請を受け、「家政」

という名前より「生活」という名前を選んで

いこうという動きの中で家政学部は生活科学

部に改組されました。 
 　この生活科学部の中の生活社会科学科は、
家庭の経済や経営という部分を扱っており、

これがのちに、現在私の所属している、現代

マネジメント学部という学部として独立しま

す。 
 　現代マネジメント学部に独立する時には、
家庭内の経済状況や経営、マネジメントの仕

方をもう少し外の社会に向け、マクロの経済

環境にも目を向けながら、そのコントロール

の仕方を学ぶことを目指しました。この間、

他にも色々な学部ができ、現在では本学は日

本の女子大学の中で最も学部数が多く、総合

大学として7学部を擁しているという状況に
至っております。 
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 （Ⅱ　家政学の誕生とアメリカ家政学） 
 　この写真の方は「家政学」の母と呼ばれて
いる人です。エレン・スワロー・リチャーズ

という名前ですが、「リチャーズ婦人」、「エ

レン・リチャーズ」、「エレン・スワロー」な

どさまざまな名前で呼ばれています 
 　リチャーズは「家政学」を学問として確立
させましたが、従来より「家政学」を学問に

する必要があるのか、いわゆる勘や、今まで

の慣習、習慣、経験の積み重ねの中で、ノウ

ハウができるのではないかという考え方があ

りました。衣食住は学ばなくても皆やらない

と生きていけないわけですから、人は自然に

そういうものを継承していくという考え方で

す。そこにメスを入れて、いやいや、これは

きちんと科学にしなければいけない、学問に

しないといけない、ということを言ったの

が、このリチャーズです。 
 　リチャーズはマサチューセッツ工科大学に
女性で最初に入学し、卒業し、最初にこの大

学の教員になった人です。サイエンスの専門

分野にも高い知識やスキルを持っていた方で

す。そのリチャーズが、「家政学」をしっか

り学問として始めなければいけない、という

ことを言い始めたわけです。 
 　リチャーズが生きた時代というのは、
1800年代後半から、1900年代の頭までです
が、ちょうどその前の時期に産業革命の成果

が色々な産業に具体的に現れ、急速に進展し

ていきます。製品とか市場が新しいもので満

ち溢れてくる。生活が便利になる一方、まさ

に日本の公害も同じですが、産業が発展する

中で、生命や健康を脅かすような様々な問題

が出てきたという時期です。例えば、ひどく

不衛生な状態があり、伝染病が流行ったり、

あるいは虚偽の表示で、アルコールが入って

いないワインが売られたりということもあり

ました。一方、当時のアメリカでは、アルコー

ル飲料から摂るアルコールの量よりも、新薬

から摂るアルコール量の方が多いのではない

かということも指摘されていました。これら

は後々、様々な健康被害や依存症など、社会

的な問題につながっていきます。 
 　そのような諸々の問題、これらは全部、消
費者の無知が引き起こしており、消費者に知

識がないことが、このような結果を招くとい

うことをリチャーズは、声高に言っていま

す。「女性の無知こそ、地域社会を構成して

いる家庭と家族の不衛生な生活状態、汚れた

空気、汚濁した水、貧しい栄養と健康状態な

どの元凶であり、無知を正すことによってこ

うした事態も直すことができる」ということ

を、リチャーズは当時の自分の使命としてう

たっています。 
 　とにかく女性にもっと知識を身につけても
らう。男性が高等教育によって職業的なスキ

ルに必要な専門的な知識を得るのだったら、

同じようにその産業革命の成果や、新しい科

学技術を家庭内でも活用できるように、必要

な知識やスキルを女性にきちんと教育しなけ

ればいけない。当時は女性が家の中のことを

していたという状況がアメリカでもありまし

た。そこで「家政学」は家庭生活の主体であ

る女性をエンパワーする教育として必要とさ

れました。今日のサブテーマにも付けました

が、生きていくために必要な力をつけること

を、「（生活主体の）エンパワー」と言います。

そしてそのための教育がまさに「家政学」で

す。その背景には、様々な消費者を脅かすよ

うな問題がありました。 
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 　今回いただいた質問で、消費生活アドバイ
ザーの資格をお持ちの方から、消費生活アド

バイザーの資格にとって「家政学」は必須の

内容であることをご指摘いただきました。要

は消費生活、つまり市場の中にあるものを選

択するという場面において、知識がないから

トラブルに遭う。であれば、消費者にもっと

力をつけなければいけない。消費者、消費生

活というのが、このエンパワーの対象、切り

口になっています。 
 　「家政学」の出発点は消費者教育の出発点
と同じです。むしろ私は、消費者教育を専門

にしていますが、両者には同じ背景がありま

す。消費者教育は、コンシューマーリズム（消

費者主義、消費者運動）とともに発展し、歴

史的に盛んになる時期が何度かありますが、

まさにスタートはここなのです。「消費者教

育」の始まり＝「家政学」の始まりというよ

うな意味づけができます。 
 　とにかく市場が危険なもので溢れる中で、
消費者に知識を与え、力を与え、日常生活に

おいて、ただ勘とか習慣とかではなく、科学

としての根拠に基づいて行動できる、そうい

う人を育てていくということで誕生したの

が、この「家政学」ということになります。 
 　リチャーズが言っている「家政学」には、
大きく分けると3つの特徴があると思いま
す。一つ目が日常生活の科学。リチャーズは

マサチューセッツ工科大学の研究室とは別

に、自分で消費者家庭試験研究所（Center 
for Right Living）というセンターを作り、
市場に出回っているものの安全性などを科学

的にチェックしました。自分自身を含む女性

の研究者たちによってそういうことをしてい

ます。とにかく安全性を確認し、こういう利

用の仕方をしないといけないということを明

確にするために科学的なアプローチをしてい

ます。 
 　Center for Right LivingのRight Livingと
いうフレーズをリチャーズは盛んに使いま

す。Rightは正しいという意味です。「正し
い生活」というのは、何となく違和感があり

ます。リチャーズが言う「正しい生活」とい

うのは、科学的な根拠に基づき、適切な意思

決定や選択行動がなされ、それによって成立

していく生活のことで、これを正しい生活、

Right Livingと呼びました。彼女はこれにと
てもこだわります。科学的特性が、それが人

の生活にどういう意味をもつのか、あるいは

逆に悪い影響を含めて、どのような影響を及

ぼすのかをきちんと検証しながら、それを生

活を対象とする広い科学の方向を作り上げる

手段としていきます。 
 　彼女は色々なものを調査しますが、その時
にこういうことを言っています。「男性の科

学を家庭環境の中で役立つものに変革するの

だ」と。要するに産業界では様々な臨床や現

場の分析をしますが、それは本来産業のため

にあるのではない。まさに私たちの家庭環境

のためにあり、男性が今まで積み上げてきた

科学や教育を家庭で活用しなければいけない

ということを言っています。 
 　次に、女性と教育というのが二つ目のこだ
わりです。リチャーズは、教育は男性の知識

を増大させてきただけだと言っています。ま

た、急速に変化する環境の中でいかに生活す

べきかを子どもたちにきちんと指導できる知

識を女性に教えなければいけない。次の世代

のことも考えて、子供たちに正しい生活の知

識を教えられる女性を育てる。そのような教
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育をしなければならない、ということです。

そうしなければ、科学による多くの犠牲者が

生まれることになる。科学が発展していく、

産業も非常に発展していく、そういう中でそ

の恩恵を受けているはずの家庭生活が、実は

誤った知識によって家族の健康を害するよう

なことになってしまう。そうならないため

に、まさに女性に高等教育を、ということを

リチャーズは言いました。 
 　三つ目が環境の科学という考え方です。ぜ
ひこの概念を知っていただきたいと思いま

す。「家政学」が、衣食住の科学だという捉

え方があるとすれば、誤りではないです。た

だ、食品のことを学び、分析することが「家

政学」ではなく、その食品を人間が食べたら

どうなるかを考えることが「家政学」。工学

的に衣料について研究するのではなく、それ

を人が着るとなるとどうなるかを考えるのが

「家政学」です。人というのは常に成長する

ものであり、国籍や住んでいる場所によって

も求めるものが違いますし、その時のコン

ディションによっても違います。人と環境と

の関係を考えることによって、ものに対する

学問や研究分野が広がりを持ちます。 
 　だから、食べるものも、着るものも、住居
も環境の一つ。さらに言えば、森林も、海も、

あるいは地方自治体も環境の一つというよう

に、人間を中心とした時に様々な環境があ

り、その環境との関係、相互作用を研究して

いくのが「家政学」だと言っています。 
 　優境学（ユーセニクス Euthenics）、これ
は独特な言葉です。優境学は、優れた環境を

追究する学問で、「家政学」は優境学だと、

リチャーズは明確に示しています。 
 　この優境学、環境の科学の考え方というの

は、人と環境の関係性を研究対象にしていま

す。environment、環境には物的な環境と社
会的な環境があります。物的な環境はさらに

2つに分けられます。身近な物的な環境には、
食べるものや、着るもの、住むところ、それ

を手に入れるためのお金も含めています。と

ころがそれだけではなく、私たちを取り巻く

より大きな物的環境があり、ここに先程言っ

た日光や水、空気、土壌などの自然環境が含

まれます。もう一方では環境というのは物だ

けではなく、社会的な環境もあります。社会

的な環境というのは、人が作る環境です。人

が作る「人と人との関係」に基づく環境とし

て、まず身近にあるのは夫婦関係や親子関

係、兄弟関係という血のつながりや婚姻関係

によってつながる人との関係です。自分に

とってのパートナーであり、子どもであり、

親であり。それだけではなくより大きな社会

的な環境、人に関する環境があります。地方

や地域の人たちとの関係、それを管理してい

る組織、日本という国、世界との関係。こう

いうものも含めすべて、人と人との関係（社

会的環境）を表しているのだとリチャーズは

捉えました。 （スライド3）

スライド3
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 　つまり、環境は物的なものと社会的なもの
に分かれ、それぞれが近いところにある環境

と遠いところにある環境に分かれ、それらの

相互作用を研究していく、それによって女性

をエンパワーするのが「家政学」だというこ

とです。 
 　この真ん中に第三の環境として情報という
のを書きましたが、この時点でリチャーズは

あまり情報のことを明確には言ってはおりま

せん。しかし、後から第三の環境として情報

があり、情報というのは、物的な環境にも関

わり、社会的な環境にも関わるし、人間は情

報を活用することによって、より良い生き方

ができるということもいうようになりまし

た。この情報と環境の話を本日はしません

が、12月に予定しているフォーラムの中で、
岐阜大学の大藪先生がアーミッシュという、

文明社会とは縁を切り、自然の中で暮らして

いく人たちの話をされますが、その話の中に

環境の問題とこの情報の問題が出てくると思

います。情報と分断された社会で生きること

であったり、あるいは彼らにとっての情報と

は何かという話が出てくると思いますので、

頭の片隅に留めておいてください。 
 　これらのことをわかりやすく図にしたの
が、これです。（スライド4）人間がいて、
近接環境があり、大きい環境があります。こ

ちら側は物的な環境で、向こうは社会的な環

境、人が作り出す環境です。こちらはヒトと

モノとの関係、向こう側はヒトとヒトとの関

係というイメージで、これが相互作用の科学

です。 

スライド4

 　「家政学」はお金の科学でも、住まいの科
学でもなく、お金と人間がどう関わるべき

か、住まいと人間がどう関わるべきかといっ

た科学として位置づけられます。これが相互

作用の科学、優境学と呼ばれるものです。 
 　（スライド5）これはリチャーズの先程の
近接環境と、より大きい環境、larger en-
vironmentを表しています。そして物的、社
会的な環境の中に近年話題になっているよう

なことが、位置づけられています。挙げられ

ている問題には、健康食品、食品ロス、ユニ

バーサルデザイン、介護、地球温暖化、ジェ

ンダーなど、さまざまなものがあります。 
 　今の私たちが抱えている全ての問題をこう
いう大きなシステムの中で一つにまとめて考

えることができるというのが、優境学の考え

方であり、リチャーズが言っていた「家政学」

の捉え方です。人と環境の関係ということ

で、ヒューマン・エコロジーとも呼んでいま

す。エコロジーとは生態学のことで生物と環

境の関係を探求する学問のことです。ヒュー

マン・エコロジー、ユーセニクス、相互関係

の科学という考え方が、「家政学」のリチャー

ズが築き上げた体系です。 
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 　こういったリチャーズの理論が現在の日本
でも通用する「家政学」の一番ベーシックな

捉え方になっています。リチャーズはこのよ

うな理論体系の下で、いよいよ科学として、

学問としての「家政学」を始めるということ

で、「アメリカ家政学会」を立ち上げること

にチャレンジします。 
 　（スライド6）彼女は、アメリカ家政学会
が成立するまで10年間かけて、当時の家政
学者たちと議論を交わしました。これがレイ

ク・プラシッド会議と呼ばれているもので

す。名称が決まり、「家政学」の定義が決まり、

最後に学会ができますが、「家政学」の定義

を見ていただくと、「家政学」は一方では人

間に近接した物的な環境、他方では社会的な

存在としての人間の特性、人と人との関係、

人と物との関係、それらの相互作用について

研究し、その法則や条件、原理や理想を追究

する、とあります。「家政学」は理想を追い

ます。これはあまり他の科学にはないかもし

れません。理想というものを科学の一部とし

て位置づけるということです。 

スライド6

 　また、アメリカ家政学会の定義には、リ
チャーズの考え方が採用されましたが、実は

名称はヒューマン・エコロジーでも、ユーセ

ニクスでもなく、ホーム・エコノミクスとい

う、今でも国際家政学会が使っている名称と

なりました。エコノミクスです。「経済学」

という言葉が中に入ってくるわけです。 
 　これが採択されるに至るまでには様々な議
論がありました。要するにリチャーズの考え

方はわかるが、名称としては、それまで馴染

みがない。過去に学問ではなくても家事技術

スライド5
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があり、家庭を中心とした慣習的な知識はあ

るので、そういうことを踏まえる。ユーセニ

クスとかヒューマン・エコロジーというのは

あまりにも唐突だということで、もっとわか

りやすい、家庭を経済的に、科学的、能率的、

効果的に経営する科学の名称としてホーム・

エコノミクスということになりました。 
 　しかしながら、高等教育、大学での「家政
学」を意味する時には、ホーム・エコノミク

スを使うのもいいですが、ヒューマン・エコ

ロジーという名称もいいのではないかと議論

されたことが記録に残っています。そして

10年間の議論を経て、アメリカ家政学会が
誕生しました。こうしてアメリカを中心に「家

政学」がスタートしましたが、では日本はど

うだったかというお話を次にしたいと思いま

す。 
 （Ⅲ　日本の家政学） 
 　日本の「家政学」は、先程の、本学園の歴
史と重なるところも大きいですが、1948年
に教育基本法によって新制大学が設置され、

その中で初めて女子大学の設置が認められま

す。まず日本女子大学が家政学部を擁して設

置されました。次の年、先程、本学家政学部

の設置が昭和24年、1949年であると話しま
したが、同じ時期にお茶の水女子大学と奈良

女子大学にも家政学部ができています。日本

家政学会ができたのもこの年です。アメリカ

から入ってくるまで、もともと学問でない「家

政」については、日本にも独自の歴史があり

ましたが、学問としてはこの時期に始まりま

した。そして教育改革の中で、早い時期に戦

後の女子教育のスタートとして「家政学」と

いうプロフェッション、専門ができたという

ことになります。 

 　この背景には、女性に高等教育の機会を与
え、家庭生活を安全で豊かなものにするとい

う、先程、申し上げました良妻賢母的なもの

がまだまだ残っています。もう一方では、女

性に家庭生活に関する知識やスキルを活かし

て、職業人として活躍する機会を与える。冒

頭、本学園を設立する時にも、創設者の椙山

正弌先生などはこういったことを目指してい

たという話をしました。ここで女性に対し高

等教育が開かれたということで、それは一つ

の形になりました。 
 　日本の「家政学」はこのように始まり、そ
の後発展していきますが、今、日本の「家政

学」がどう定義されているかというと、

1984年に作られた学会公認の定義は今でも
変わりません。「『家政学』は家庭生活を中心

とした人間生活における人と環境との相互作

用について、人的・物的両面から、自然・社

会・人文の諸科学を基盤として研究し、生活

の向上とともに人類の福祉に貢献する実践

的、総合的な科学」であり、ほとんどリチャー

ズの相互作用の科学という定義そのままの感

じです。

  　それ以外に、日本で強調されたところで、
自然科学や社会科学、人文科学のいずれも「家

政学」に関係がある。農学、経済学、社会学、

心理学なども家庭の営みの中に入ってくるの

で、非常に学際性が強い。そして実践性が強

い。また、リチャーズの時代においての最終

的な目的は、女性に力をつけ、安全で豊かな

家庭生活をおくることと考えられていました

が、ここでは「生活の向上」、「人類の福祉」

という言葉が「家政学」の目的として使われ

ています。 
 　先ほどのリチャーズの図に付け加えると、
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この当時の「家政学」における学際性につい

ては、中心に「家政学」とは何かを学ぶ家政

学原論、家庭をどう管理するかというマネジ

メントに関する家庭経営学があり、今側に食

物学、被服学、住居学、そしてお金に関する

家庭経済学があって、反対側に家族関係学が

あります。（スライド7）これらが、「家政学」
の一番スタンダードな学科目になります。食

物学の中には栄養学や調理学があり、さらに

その中がまた細かく分かれています。 

スライド7

 　日本で「家政学」は、大体このようにとら
えられています。私が今話しているのは家政

学原論の内容で、「家政学」の歴史や、家政

とは何かという話です。本学に私が約25年
前に着任した時にはすでに家政学原論の授業

はなく、今でも学問分野としては残っていま

すが、大学の授業に家政学原論を残している

ところは本当に限られてきています。 
 　図の周りに少し関係がありそうな大きな学
問を書きましたが、フィロソフィー、哲学や

美学があります。過去の「家政学」の様々な

文献をみると「美学」というものが出てきま

す。また、食物学（食生活）などの背景には

農学、工学、経済学、経営学、法学、政治学、

社会学等々もあります。そういった色々な学

問の成果が人類を幸せにするという一つの目

標に向かって集結するところに「家政学」が

位置づけられるという考え方が日本でもされ

てきました。 
 　その後、名称変更の動きが起こります。先
程、本学のことだけについて、家政学部が生

活科学部に名称変更したと話しました。こう

いった中で、本学が1991年に生活科学部に
名称を変える。お茶の水女子大学が次の年で

す。そして奈良女子大学は生活環境学部に変

更します。これは先程のヒューマン・エコロ

ジーやユーセニクスを意識しています。金城

学院大学も生活環境学部という名前を選択し

ています。他にも人間何とか学部、また、人

間を使うか、生活を使うか、環境を使うか。

この辺りの組み合わせで、色々な大学が家政

学部の名称変更をしています。 
 　どうして名称変更をしたのかというと、そ
れは時代のニーズです。やはり「家政」とい

う響きがものすごく古い時代を感じさせる。

そして、女子大にあるため、余計に女性が家

のことに縛られる、家事裁縫を教えていると

いう印象がありました。もっとわかりやすく

言えば、「家政」という名称を残すと受験生

が集まらなくなったからです。そんなことも

あり、全国のほとんどの家政学部が名前を変

えています。この辺りで言いますと、名古屋

女子大学には今でも家政学部が残されていま

すが、当時の名称が残っているところは僅か

です。 
 　そういう外的、社会的な要因などもあり、
学部の名前は変えたけれども、だからといっ

て生活科学会という学会はないのです。生活

科学部の、よりどころになっているのはやは
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り「家政学」です。名称は、家政から生活へ

時代の流れと共に変化しましたが、その思い

というのは当初の「家政学」を引き継いでい

るという状況でした。 
 　（スライド8）近年、日本の家政学会では、
このような名称変更の動きなども受け、「家

政学」の学問分野、フィールドを考え直すこ

とを試みています。ここには、原論や食物、

被服などの科目は残されていません。学問の

関係する領域を表すことにより、家政学会が

イメージする、「家政学」はこういうもので

あるというかたちを示しました。 

スライド8

 　少し見づらいかもしれませんが、上に家
庭・福祉の軸があり、下に技術・産業の軸が

あります。横に情報・環境があり、向こうに

文化・芸術という軸があります。「家政学」

というのは家庭のこと、福祉、幸せのこと、

そして情報や環境のことや文化、芸術にも関

わり、技術、産業にも関わるのだということ

です。そのカテゴリーとしては、例えば、栄

養、クリーニング、アパレル、住居、リフォー

ム、環境、情報、ヒーブなどがあります。「ヒー

ブ（HEIB）」というのは、Home Economist 
in Business。これもアメリカで始まったも

のです。もともとリチャーズは、「家政学」

の知識を産業界で活かしましょうと言ってい

ました。家庭内で専門的な知識を育むこと

で、今度は、産業界にその成果とか、ホーム・

エコノミストが考える産業のあり方を提案で

きるので、ホーム・エコノミスト・イン・ビ

ジネス、ヒーブという人たちを、アメリカで

は養成をしていました。 
 　日本のヒーブは少しニュアンスが違います
が、由来はそこからきています。消費者、資

源、テクノロジー、文化、ファッション、デ

ザイン、インテリア、ガーデニング、家族資

源、ジェンダー、アンペイドワーク。「アン

ペイドワーク」は、お金が支払われない労働、

たとえば、家事労働、ボランティアのことで

す。そういったものへの関心。マネジメント、

ライフスタイル。こういったキーワードで「家

政学」の持つイメージが表されました。 
 　図の真ん中に示されていますのが、
Quality of LifeでQOLです。今はいろんな
分野で使われますが、「生活の質」というこ

とです。上には、Social Welfare、社会福祉
があり、その下にVolunteerと書いてありま
すが、奉仕の心や、奉仕の気持ち、奉仕の態

度を表しています。実は、これは「家政学」

のとても重要なワードになっています。奉仕

する、人のために自分ができることをする。

これはアメリカでも、ヨーロッパでもとても

大事にされていて、そういうものも見えるよ

うに表されています。 
 　下には、ヒューマン・エコロジー、ライフ・
サイエンス。これらは、先程から出てきてい

る「家政学」の名称とも関わるものですが、

古い伝統的な「家政学」のイメージを払拭す

ることもあり、アピール性のある形で、この
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ように示されています。 
 （Ⅳ　近年の家政学の動向） 
 　ここまで、日本の「家政学」の成立から、
21世紀の節目にかけての、アメリカと日本
の話をしました。この後、近年の「家政学」

の動向、特に20世紀末から21世紀にかけて
起こった「家政学」の3つのトピックスをご
紹介します。 
 　1点目が、アメリカの家政学会が名前を変
えたということです。ホーム・エコノミクス

を捨てたというトピックです。2点目として
は、日本の家政学会も家政学原論部会でガイ

ドラインを作り、「家政学」を再定義するこ

とをしています。学会というよりも、学会の

中の一部の専門部会が、少し見直しをしなが

ら、「家政学」を整理するというガイドライ

ン作りをしています。 
 　3点目は、今までの話では割愛させていた
だきましたが、IFHE、国際家政学会の動向。
これも国連と連動した大きな動きになります

ので、この辺りを含めて3つのトピックスと
してお話をさせていただきます。 
 　まずは近年の「家政学」のトピックスの1
点目です。20世紀末、アメリカ家政学会が
「ホーム・エコノミクス」という名称を捨て

た会議が、スコッツデイル会議です。スコッ

ツデイルは場所の名前です。ここで選ばれた

名称はFamily and Consumer Sciences（家
族・消費者科学）。家族とConsumer、消費
者の科学。原点に帰って、消費者というワー

ドがクローズアップされています。やはり「家

政学」の出発点として社会の中で果たさなけ

ればいけない役割は、市場の中で衣食住や、

その他生きるために必要なものを手に入れな

ければいけないこと。そこから始まるため、

消費者が大きく取り上げられています。ただ

し、アメリカではファミリーを捨ててはいま

せん。ファミリーは残す。家庭という枠では

なく、その主体ということで、ホームではな

くファミリーを残す。 
 　私は、今日の話のサブテーマを「生活主体
をエンパワーする」としましたが、アメリカ

では家政学は主体を作る、主体に力をつける

という部分を大事にしています。つまり、家

庭生活を良くするというよりも、そのために

その中にいるメンバーにきちんとパワーアッ

プしてもらうということ。生活主体は家族で

あるという捉え方もでき、個々の消費者とい

う捉え方もできます。家族と消費者をパワー

アップするものが「家政学」ということです

ので、ホーム・エコノミクス、つまり家庭生

活を経済的にする、合理的にするというより

も、 ス ト レ ー ト にFamily and Consumer 
Sciences（家族・消費者科学）という名前に
変えています。 
 　専門のアイデンティティとして、個人の権
能を高める、家族を強化する、地域に権限を

与えることで、個人、家族そしてコミュニティ

のエンパワーをはかるということを言ってい

ます。ここでは消費者というのが勿論個人で

あり、家族でありますが、一方で地域とコミュ

ニティという視点がとても強調されるように

なります。この後、「家政学」ではコミュニティ

という言葉がたくさん出てきます。 
 　そもそもの先程の図を思い出していただき
ますと、社会的な環境の上の方に、中心寄り

に家族があり、その外側に地域社会があり、

自治体もあり、国もあり、世界がありました。

家族を取り巻くより大きな環境の中では一番

近いところにコミュニティがあるため、家族
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が弱くなり、個人が弱くなると、コミュニティ

が果たす役割がもっと増えてくると考えられ

ています。つまり個人の力が足りない時、家

族が助けましょうという考え方があります

が、家族も脆弱になってきています。アメリ

カは非常に離婚率が高く、家族って何だとい

うところに揺らぎが出ているため、個人を、

家族が助けることもありますが、コミュニ

ティでそれをカバーする、あるいは、もっと

大きな国の制度でカバーしていくなど、主体

の力をエンパワーする時に、さらに周辺環境

としての外側の部分を活用できるように力を

付けることが大事だと思います。個人の問題

を家族が解決するのではなく、地域のコミュ

ニティを利用して解決する。日本はまさにい

ま、その段階ではないでしょうか。単身の高

齢者が増えていく中で、近くに家族がいなけ

れば、地域のコミュニティで助け合うとい

う、そういう連携のあり方も、この時にアメ

リカでは明確にしています。 
 　そしてもう一つ面白いと思い、取り上げま
した。科学としての家政学の特徴です。「家

政学」は分析科学であるというのはリチャー

ズの業績をみればよくわかりますが、解釈科

学だという見方。これは、同じ結果が出て、

他の学問分野では同じようにしか理解できな

くても、「家政学」はその人の置かれている

立場によって解釈が違います、それがいいと

思う人もいる一方、別の立場から考えると、

それは問題があったりしますということ。

よって、解釈という部分がとても大事になり

ます。 
 　それから、批判科学であるという特徴もあ
ります。これはリチャーズが最初に言ったよ

うに、要するに世の中に出回るものを、便利

だ、便利だとそのまま何でも受け入れるので

はなく、自分で批判的な、クリティカルな思

考を持ち、本当にそれでいいのかを考えてい

く、そういう科学だということです。 
 　予防科学という特徴も「家政学」にとって
は大事です。予防性、つまりよくないことが

起こる前に、そうならないようにするための

色々な知識を与える。例えばお腹が痛くなら

ないように、あるいは痩せすぎないように栄

養の知識を学ぶということです。勿論、結果

として起きたことに対応するという事後の対

応もありますが、基本は予防であると考えら

れています。 
 　そして家族や個人の身体的・心理的・経済
的・美的福利が挙げられます。「美」という

ものは意匠性、デザイン性など「家政学」の

いろんなフィールドで出てきます。食べるも

のがあり、綺麗だと美味しく感じます。着る

ものも住まいも美的な福利を目指す。こう

いったことがアメリカのスコッツディル会議

で改めて明確にされました。日本では、家政

学原論部会が「家政学　未来への挑戦」とい

うタイトルをつけて、この会議の記録を翻訳

しています。 
 　2点目は日本でのトピックで、もう少し後
の話題ですが、家政学的研究ガイドラインを

新たに作ったということ。（スライド9）こ
れは、「家政学」の今までの定義だけではな

く、アメリカの影響をかなり受けています。

「家政学」は、個人や家族、コミュニティが

自ら生活課題を予防し、解決できるようにす

るということが書いてあります。そして生活

の質を向上させる能力の開発を支援する。主

体を育て、能力を作ることが明確になってい

ます。また、家庭を中心とした、人間生活に
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おける人と環境との相互作用を研究する。実

践的科学であり、総合的な科学であるという

ことで、学際性を明確にしています。 

スライド9

 　さらに、新しい視点として、生活者の福祉
の視点を謳っています。持続可能な社会にお

ける質の高い生活を具現化する、ということ

です。持続可能性というのは、今、色々なと

ころでキーワードとして外せないものです。

経済の発展と、人々の人権や、社会の全ての

人がきちんと生きられること、そして環境が

保全されること。そのあたりの調和を図り、

未来を見つめていく持続可能な社会。そうい

うものを「家政学」は目指していくことも明

確にしています。ガイドラインには色々な項

目がありますが、今日は時間がありませんの

で、省略をさせていただきます。 
 　「家政学」の3点目のトピックとして、国
際家政学会、IFHEの話をしたいと思います。
（スライド10）国際家政学会というのは、実
はアメリカ家政学会とほぼ同じ時期にできて

いますが、どちらかというと学会の活動とい

うより、ほかの国の学会ではこんなことをし

ているという情報交換をするような場であ

り、当初、名前は学会でしたが現在とは少し

違う形でした。 

スライド10

 　2008年に国際家政学会は、「21世紀の家政
学」を目指し、Position Statementというも
のを発表します。「家政学」の研究領域は4
つあり、学問、日常生活のこと、教育、さら

に政策です。やはり社会を変えていくために

は政策に提案をし、そこに力を発揮していか

なければいけない。 
 　そして3つの要件として、「家政学」は日
常生活のニーズに焦点を当てる、多様な分野

の知識、プロセスや技術を統合する、批判的、

変革的、開放的な行動を起こす力をもつな

ど、ポイントとなる考え方を国際家政学会も

まとめました。 
 　さらに、国際家政学会の最近の動きとして
はSDGsがあります（スライド11）。SDGs
とは持続可能な開発目標（2030年までのア
ジェンダ）ですが、国際家政学会は国連が採

択したこの持続可能な開発目標に対して意見

を言う場を設けたり、これを推進する役目を

果たしています。
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スライド11

 

 　家政学会は、国連NGOの組織として長く
国連に関わる活動をしてきましたが、その中

でも、このSDGsの17の目標の内、貧困、
健康・福祉、ジェンダー、水や衛生、そして

消費や生産の部分に対し、意見書の草案を

作ったところです。ここは詳しくお話する時

間はありませんが、ざっとこんな内容です。 
 　1番目の目標（スライド12）、「貧困をなく
す」ために、家族や家族員に焦点を当て、物

的なものだけではなく、非物的な資源、非物

的な支援を考えければいけない。地域の関わ

りも大事、人権も健康も大事、そして教育も

大変重要であると、意見を述べています。 

スライド12

 　2つ目の「全ての人に健康と福祉を」とい
う目標（スライド13）。こちらに関しては、
まさに得意分野である栄養学や衛生学の知識

体系、あるいはもう一方でワークライフバラ

ンスについても、ここで提言しています。そ

して家庭科教育、教育は大事であるとしてい

ます。 

スライド13

 　次は「ジェンダー」。（スライド14）これ
も「家政学」の昔からのテーマです。家事や

家庭責任の平等、ジェンダー教育、女性の能

力の強化。こういうことを進めていくべきで

あるとしています。 

スライド14

 　さらに、「安全な水とトイレを世界中に」
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という衛生の問題です。（スライド15）水資
源、衛生、災害のことなどについても、詳し

く意見を述べています。農業、産業に関わる

ことなど、多角的な視点から、世界や国家、

地域のそれぞれで何ができるかを掲げていま

す。 

スライド15

 　12番目の目標には、「持続可能な消費と生
産」というものが示されています。（スライ

ド16）私は今、こちらの分野を研究してい
ますが、これに関して消費者市民社会、消費

者志向経営というキーワードがあります。

今、消費者が持続可能な社会に向けてできる

ことの一つとして、環境にやさしいものを選

んで買う、あるいは人権に配慮したものを買

うといったことがあり、エシカル消費、倫理

的消費と言われています。エシカル消費を通

して、消費者は社会を変えることができま

す。例えば、私がいつも持っているこのポー

チはフェアトレードのポーチですが、こうい

う途上国の労働者を支援し、そこに働く機会

を与え、きちんと購入することにより、私た

ちは消費を通して生産のパターンを変えてい

くことができます。企業でも今、消費者志向

経営といって、消費者が求めているものに応

えていこうという動きがあります。消費者市

民社会というのは、消費者が自分のことだけ

ではなく、環境や社会のことを考えて、物を

買い、行動をして作っていく社会です。消費

者志向経営というのは、消費者の物の買い方

やライフスタイルを応援する企業の経営の仕

方を言っています。これらは国内でもとても

大事な目標になっています。 

スライド16

 　以上、3つのトピックスを挙げました。ア
メリカ家政学会が名前を変えた、そして家

族・消費者科学へ。「生活主体」をますます

大きく打ち出し、「コミュニティ」という概

念を付け加えたこと。日本でもそれを受け、

「家政学」を少しずつ変えていこうという動

きがあること。さらに、国際家政学会は今や

国連の大きな目標に向かい、直接的に動き出

していること。これからの「家政学」という

のは色々な可能性があると言いますか、私た

ちの生活の見方を変えていきます。家事技術

が大事ではないとは言わないですが、家事の

技術や原理がわかった上で、物を選ぶことが

できる。さらに、その目の前の物との関係だ

けではなく、生じうる様々な環境との関係を

考えることにより、生活主体がもっともっと
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大きな社会の発展に影響を与えることができ

るようになる。「家政学」は、そういう科学

であると考えられています。 
 （Ⅴ　いま、家政学のとき） 
 　最後に、「いま、家政学のとき」というこ
とで、家政学会が様々なPRの取り組みをし
ていますので、そのご紹介をして、まとめに

変えさせていただきたいと思います。 

 　家政学会では、東日本大震災が起こった
時、いち早くこの震災のプロジェクトを作

り、様々な調査・研究をしています。その中

で最初に『家政学からの提言　震災にそなえ

て』を、ガイドブックとして出しました。（ス

ライド17）数々の震災が起こっている、そ
の対応策として、このガイドブックを出版し

ました。 

スライド17

 　その内容は、まず食の備え、住の備え、被
服の備え、衣食住です。その後にコミュニケー

ションや情報など。対象者についても子ども

に対してはこう、高齢者に対してはこう、と

いう内容になっています。この辺りからも家

政学会が、人と人との関係も含めて考えてい

ることがわかると思います。 

 　要するに、災害用のリュックを1個買った
らそれでいいのかといえば、もし家に赤ちゃ

んやお年寄りがいたら、やはりそれだけでな

く、赤ちゃんやお年寄りの食事に関する知識

も必要であるということです。それから慢性

疾患のある場合はどうしたらいいか。そう

いった対象者など、主体の特徴を見て、幅広

くアプローチしています。 
 　住居についても、家具の転倒というのはよ
く起こりますが、その防止のほかにマンショ

ンの管理組合で、災害に備えてどうしたらい

いかも説明しています。要するに自分の家の

建物が倒れなければいいというだけではあり

ません。今は、集合住宅が多く、その住民た

ちで備蓄したものがあれば、備蓄品で個人の

備えをカバーできます。そういうところにも

目を向けています。防災担当者を決め、避難

はこうですと把握しておくなど、まさに家政

的、科学的なものの見方をしています。地域

のリーダーとして災害に備えてすべきこと

や、先ほどの高齢者のことなど、皆で助け合

うという視点がたくさんあります。 
 　もう1冊の『炊き出し衛生マニュアル』で
すが、こちらは、タイトル自体が家政学的で

す。先程、ボランティア、奉仕の話をしまし

た。炊き出しというのは、自ら進んで炊き出

しに行きます。では、どうしたらいいのか。

実は炊き出しの時に食中毒がよく起こってい

るという話、食中毒の予防方法、こういった

衛生マニュアルを作っています。これも家政

学的な知識の産物です。わかりやすく説明す

ると食中毒はこのようにして起こります、後

片付けが大事です、帰ってからやるほうがい

いことはこうです、被災地で起きた食中毒で

こんなことがあるから気をつけましょうな
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ど、必要な知識やスキルを専門的な視点に基

づき分かりやすく説明しています。 
 　今の2つが震災をテーマにしたガイドブッ
クです。他にも家政学者の有志によって、『家

政学のじかん』、『楽しもう家政学』など、同

じ研究会でシリーズ本を出しています。（ス

ライド18）これは今まで「家政学」って何？
と尋ねた時、衣食住の技術でしょと言ってい

る人たちに対し、これからの社会に広く必要

なものであることをわかりやすく示し、男性

にとっても「家政学」が大事である、楽しい

ものだということを伝えています。『楽しも

う　家政学』では、命をはぐくむ（人とつな

がる、暮らしをつくる）など、色々なキーワー

ドを使い、イラストを用いたり、象徴的なマー

ク（「命人暮」）を作るなど、家政学のアピー

ルに努めています。 

スライド18

 　日本家政学会としての3つ目のPR活動で
すが、今、家政学会では「家庭生活アドバイ

ザー」という学会認定の資格をつくろうとし

ています。（スライド19）家政学部に入って、
管理栄養士などの資格は取れますが、それら

は家政学の資格ではありません。家政学的な

内容を履修しても「家政学」には、アピール

するものがないのです。そこで家庭生活アド

バイザーという認定資格を学会で作ろうと、

今年の8月にパイロット事業を初めて行い、
私も参加しました。まだ一部の科目を履修し

ただけで認定はされていませんが、単位をこ

のぐらい取りましたという履修証明をもらい

ました。 

スライド19

 　ここでは家庭に関する必修科目と、衣食住
その他に関する様々な選択科目があり、家政

系の学部を出た人たちは、一部を免除される

という仕組みがあります。大事なのはワーク

ショップです。なぜかというと、家庭生活ア

ドバイザーですから、家庭を取り巻く社会的

な問題に対して「家政学」の知識を使って、

助言をするのですが、多面的な解決策を探す

ことが重要です。例えば、「子どもが肥満に

ならないためにどうしたらいいか」という問

題解決のためのワークショップに、「家政学」

の専門知識を持った人が2時間程かけて取り
組みます。早く気付くことだけでなく、食べ

物を良く噛むことが大事ということから、「噛

み噛みクッキング」という講座をやろうと

か。家庭生活アドバイザーが様々な講座を組

み、それを広める提案をしたり。「高齢者を
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事故から未然に防ぐ」というテーマであれ

ば、被害者の立場と加害者の立場から問題を

考えます。また、「色々な備蓄品をどのよう

に備えるか」などのテーマで、様々な方法を

考えたり、他にもテーマはたくさんありま

す。「家政学」の知識を、様々な角度からもっ

と活用できるのではないかと、皆でテーブル

を囲みながら検討し提案します。こうして家

庭生活で、あるいは社会的に問題になってい

ることを、「家政学」の知識を結集して、解

決していきます。例えばこの前のパイロット

事業では、家族や夫婦の関係が悪くなった

時、心理学的アプローチや人間関係学的なア

プローチだけでなく、住居や食物の面からも

問題の解決にアプローチできるという話が出

ました。まだ試験的なものですが、学会とし

てこのような活動もしています。 
 　エレン・スワローは、こんなことを言って
います。「人間は文明が高度になればなるほ

ど、良識は衰退し、判断力が鈍っていく。日

常生活に応用される科学が減少していく。こ

れからはエコロジーを、私たちの生活の中の

科学として確立しよう。健康で幸せな生活が

その上に打ち立てられるべき原理。これを教

える、そういう『家政学』を作ろう」と。 

 　最後に、家政学会のホームページの写真を
紹介します。トップページの生活歳時記。秋

分の日をテーマに、旬のものとしての花鳥風

月。また、お彼岸があります、キンモクセイ

が咲きます、舞茸が採れます、花梨が美味し

いです、松茸が美味しいです、魚はカレイが

美味しいです。こんなことが書いてあります。

　まず彼岸花でこの季節を味わってもらい、

次に奈良にある生駒聖天、お彼岸の万燈会の

イベントです。この後のページにはカレイの

煮付け、カレイの唐揚げなどが。「家政学」

のあらゆる知識を持ち寄りながら、文化を伝

える。里芋のあっさり和風仕立て、愛知県一

宮「蒸屋とど」。また、家政学は産業にも目

を向けていますが、今は、夏ミカンの季節、

愛媛県産のミカンの飲む酢。 
 　そしてキンモクセイの絨毯です。私たちの
生活を取り巻く様々な環境について、幅広く

豊かに事象をとらえることができるように。

「家政学」はそういう素敵な学問です。そし

て私たちに力を与えてくれる学問です。ぜ

ひ、そのような視点で、皆さんも「家政学」

を見直していただければと思います。 
 　今後の予定ですが、10月には「家政学の
視点で『働く』と『暮らす』を考える」。そ

して、12月の椙山フォーラムでは「家政学
の視点で暮らしの問題を解く」ということ

で、認知症カフェの話やアーミッシュの話も

出てきます。ご関心のある方はぜひいらして

いただければと思います。それでは以上をも

ちまして、私の話とさせていただきます。ど

うもご清聴いただきまして、ありがとうござ

いました。 
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  杉藤重信主任研究員 ：本日は、本年度第3回
の人間講座にご参加いただきまして、ありが

とうございます。本日は、人間関係学部の小

倉祥子教授の講演でございますが、まずは学

園長からご挨拶をお願いいたします。 

  椙山正弘学園長 ：皆さん、こんにちは。本日
は大変お忙しいところ、こうした夜分のお時

間に、人間講座に大勢お集まりいただきまし

て、誠にありがとうございます。 
 　椙山女学園は、今から百十数年前、明治
38年に名古屋裁縫女学校として始まりまし
たのをその起源といたしております。それか

ら後、女学校等に続きまして、昭和5年に女
子専門学校を設立するわけですが、これも家

政系で、被服系、食物系、育児その他、家政

全般にわたる専門学校としてスタートしてお

ります。それが基礎になりまして、昭和24年、
新制女子大学の第1号として、これまた家政
の単科大学としてスタートいたしました。 
 　こうして、本学園はその後さらにいくつか
の学部を創ったりして総合的な学園になって

おりますが、もともとの出発点が「家政学」

です。「家政学」の内容も、時代とともに少

しずつ、重点の置き所その他が変わってきて

おりますが、その原点に一度立ち返って、人

間講座のシリーズ、それから、後にあります

フォーラムを行うということになっておりま

す。皆さん、どうぞご清聴いただけるとあり

がたいと思います。 

  杉藤主任研究員 ：会を始めるに当たり、少し
ご紹介を申し上げます。今回は人間講座の本

年度第3回ですが、「家政学」シリーズとし
ては第2弾ということになっております。前
回は東教授から、「古くて新しい家政学」と

して、最近の「家政学」のトピックや全体の

見取り図などをご紹介いただきまして、本日

はその第2弾ということです。本日の小倉先
生は、前回の講義にもありましたように、家

政学部の名前を数少なく残していて、かつ、

おそらく最も古い家政学部であります日本女

子大の、まさに家政学部の卒業生でいらっ

しゃいます。今日は、小倉先生の研究テーマ

でもあります「ワーク・ライフ・バランス」、

「働く」と「暮らす」を考えるということで、

家政学シリーズ2

 家政学の視点で「働く」と「暮らす」を考える 
Living and Working  from the Viewpoint of Home Economics 

 椙山女学園大学人間関係学部教授 
 小倉　祥子 

Shoko Ogura
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働時間を20時間超えているわけです。単純
に4倍すると月80時間の残業時間となりま
す。もしこれが慢性的に2～ 6ヶ月と続いた
場合に、体調を崩してしまったときには、長

時間労働による過労との因果関係があると認

められる、そういったラインなのです。 
 　学生からの授業後の提出コメントには、過
労死予備軍がいることに、「思ったより多く

てびっくりした」というコメントや、「そう

いう人が1％でも日本にいるということは、
自分がこれから働くのが心配だ」などという

コメントも返ってきました。 
 　数年前まで、こういった長時間労働の話題
を出すと、女子大生は身近なものとして考え

ることが少なかったような気がします。長時

間労働とか、働き過ぎ、過労による鬱という

ような話は、男性の課題というイメージが

あったようです。しかし、最近は電通の女性

社員の自死のニュースなどもありましたの

で、女子大生は、これは労働者全体の問題で、

男女には関係無いのだというような意識が少

し広まっていっているようにも思います。 
 　さて、ここにいる皆さんで、1980年代後
半に、がむしゃらに働くことを応援するCM
があったことを覚えていらっしゃいますで

しょうか。私はちょうど高校3年生だったの
ですが、今でも鮮烈にそのCMのことを覚え
ています。 
 　1988年に当時の三共製薬さんから新発売
された栄養ドリンクのCMで、「24時間戦え
ますか」というキャッチコピーでした。サラ

リーマンが一斉に栄養ドリンクを飲んでいる

というCMです。当時はこれを見てもそれほ
ど違和感はなかったと思います。時期として

は、バブル景気に陰りが出た頃から崩壊まで

「家政学」のほうにアプローチをするという

ことです。どうぞよろしくお願いいたします。

   小倉祥子先生 ：皆さま、こんにちは。椙山女
学園大学人間関係学部で教員をしておりま

す、小倉と申します。 
 　今、杉藤先生からお話があったように、私
は日本女子大学の家政学部出身です。です

が、学部生の時は、歴史のある伝統校に自分

が在籍していると意識せずに学んでおりまし

た。むしろOGになってから、母校について
知ることが多く、もう少しそういうことが分

かっていたら、学部生のときに先生方にいろ

いろなお話を聞けただろうに残念なことだっ

たと思っています。 
 　今回は「家政学」シリーズ第2弾、私の研
究テーマの一つでもあります「ワーク・ライ

フ・バランス」に焦点を合わせまして、「家

政学の視点で『働く』と『暮らす』を考える」

というテーマでお話をしたいと思います。 
 　私は今、人間関係学部で女性の職業生活に
ついての講座を持っています。1年生の必修
の授業で、「女性の就業継続を妨げる要因は

何だろう」という一連のシリーズの授業をし

ています。ちょうど昨日の授業で、『平成24
年就業構造基本調査』から、正規の職員・従

業員で、男性は16.8％、女性は7.6％という
データを示し、「一体どういう労働者のグルー

プだと思いますか？」と質問をしました。学

生からは、「管理職の比率かな」など声があ

がりました。「では、もう1個ヒントを」と
いうことで、「これは、あるラインを超えて

いる労働者の割合です」と言いました。答え

は、「週の労働時間が60時間を超えている雇
用者の割合」なんです。週40時間の法定労
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の92年まで流れていました。 
 　今現在でも発売されている栄養ドリンクな
のですが、そこから四半世紀たって最近、私

がびっくりしたことがあります。姉妹品の

CMのキャッチコピーが「3、4時間戦えます
か」に変わっていました。同じラインの製品

ですが、25年たつとこのように変わるのか
と、興味深く見ておりました。 
 　時代とともに働くスタイルや価値観が変
わってきていると思います。今日の講座で

は、日本が目指している「ワーク・ライフ・

バランス」社会とは何なのかということ、ま

た、「ワーク・ライフ・バランス」社会とよ

く似た言葉で、「ファミリー・フレンドリー

企業」という言葉をどこかで聞いたことはな

いでしょうか。流れとしては「ファミリー・

フレンドリー」から「ワーク・ライフ・バラ

ンス」へと移ったのです。この2つの政策に
ついて何が異なっているのかについてお話し

たいと思います。 
 　次に、今回のテーマでもあります「家政学」
と「ワーク・ライフ・バランス」にはどんな

関係があるのかということを話しまして、最

後に視点を変えて、他の国の「ワーク・ライフ・

バランス」をのぞいてみましょう。

　（スライド1）まず、今からちょうど10年前
の2007年、政労使の三者が合意して、日本
は「ワーク・ライフ・バランス」社会を目指

そうと決めました。ここでは、政労使が合意

したということが非常に大きなポイントです。

というのも、今までは、うちの企業は割と女

性の従業員が多いとか、働くお母さんが長く

働けるような企業の仕組みになっているとい

うことで、一部の先駆的な企業が、母親中心

ですが、仕事と家庭生活の両立が可能な企業

内制度を作っておりました。一方で、今後は、

そういう取り組みを一部の先駆的な企業だけ

ではなく政府も宣伝していこう、経営側も応

援していこうということで、「ワーク・ライフ・

バランス」社会を作ろうということになった

のです。政府はいろいろ広報しております。

「政府広報オンライン」では、「皆さんは、『ワー

ク・ライフ・バランス』という言葉をご存じ

ですか？」と問いかけます。ワーク・ライフ・

バランスとは、「働くすべての方々が、『仕事』

と、育児や介護、趣味や学習、教養、地域活

動といった『仕事以外の生活』との調和を取

り、その両方を充実させる働き方・生き方の

ことです」。日本が目指そうとしている「ワー

ク・ライフ・バランス」社会の実現のために、

まずは今働いている人に、「働き過ぎではあり

ませんか」「自分の家庭生活の時間をちゃん

と取れていますか」「自分の自己研鑽はでき

ていますか」と、今の労働に費やしている時

間を見直しましょうと呼びかけています。 
 　（スライド2）働き方を見直すことで、若
者の経済的自立、結婚や子育てに希望が持て

る社会になっていくであろう。これが1つ目
の社会の姿です。 

スライド1
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スライド2

 　次に、長時間労働による自分の健康不安が
解消されて、時間があれば自己啓発ができる

だろうということで、2番目としては、健康
で豊かな生活のための時間が確保できる社

会。 
 　そして3つ目としては、働き方といえば、
先ほどのCMではありませんが、猛烈に働く
だけではなくて、そうでない働き方を選択で

きる人もいるのだということで、多様な働き

方が選べる社会。かつ、最後の「公正な処遇」

というのは、たとえパートやアルバイトのよ

うな非正規雇用で短時間勤務でも、正社員と

比べて公平・公正な処遇が得られるような社

会を目指す、こういった3つの姿を示してい
ます。 
 　（スライド3）政府が一生懸命宣伝して、
「ワーク・ライフ・バランス」社会がどれく

らい認知されたのか、内閣府の調査をお示し

します。「言葉も内容も知っている」という

人が左側です。真ん中は、「言葉は聞いたこ

とがあるが、内容までは知らない」。何とな

く耳にしたことがあるという人です。そし

て、「言葉も内容も知らない」という人が右

側です。この3年ちょっとで「全く知らない」

という人もやや減ったのですが、全体として

は半分くらいの人が「全く知らない」という

現状です。 

スライド3

 　では、特にどういう人に認知されていた
か、この表をご覧いただきます。（スライド4）
皮肉なことに、法定労働時間内で働いている

ような35～ 39時間のグループ、もしくは
40～ 48時間のグループでは、「言葉も内容
も知っている」「言葉は聞いたことがあるが、

内容までは知らない」があまり変わらないの

ですが、なぜか45～ 59時間という残業して
いるグループは、「言葉も内容も知っている」

が増えまして、先ほどの、過労死ライン候補

である週60時間以上の人は減っています。 
 　（スライド5）これは「ワーク・ライフ・
バランス」という言葉を知っている人だけに

その認知経路を聞いています。政府は頑張っ

て宣伝しているのですが、「行政の広報など」

は7.6％です。「会社からの情報提供」も9.9％
と非常に少ないです。 
 　一方で、多いのは「新聞・テレビなど」、
そして「インターネットなど」ということで、

新聞・テレビといったマスメディアを通じて

の認知が55％ということで、半分以上になっ
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ていました。 
 　では、実際、その当時どのくらい宣伝され
ていたのか、新聞記事検索をしました。制定

前は、1985年から2007年12月17日までと、
憲章の制定日の前日までです。「ワーク・ラ

イフ・バランス」というキーワードで調べま

したら、中日新聞は26件、朝日新聞は46件、
日経各誌合わせますと376件という出現頻度
でした。 
 　一方、制定後の2007年の12月18日から
先週までの結果は、中日新聞は315件、朝日
新聞は354件、日経各誌は2,570件でした。
制定前の検索期間はほぼ20年弱、制定後は
10年弱と期間は倍違うのですが、制定後に

新聞等で取り上げられていることが分かりま

す。どこで知ったか、「新聞で知った」とい

う結果にうなずけます。ちなみに、件数は少

ないのですが、出現頻度では、中日新聞は

10倍以上ということで、頻度としては非常
に高くなっています。 
 　また、政府は「カエル！ジャパン」という
キャンペーンをしています。どこかで見たこ

とがあるという方はいらっしゃいますか。 
 　カエルのシンボルマークが、「ひとつ『働
き方』を変えてみよう！」をキャッチコピー

に、さまざまな広報活動をしています。これ

は、誰でもキャンペーンに参加することがで

きます。個人でも、企業でも、もちろん政府

でもできます。条件は、「ワーク・ライフ・

バランス」の実現に向けて、具体的なアクショ

ンを起こす意思があることです。内閣府の

ホームページから登録して、カエルのシンボ

ルマークをダウンロードする。そのダウン

ロードしたシンボルマークを名刺や会議の資

料に印刷して、社内、社外のさまざまな場所

で、「皆さん、『ワーク・ライフ・バランス』っ

て知っていますか。わが社はそれに取り組ん

でいます」ということをアピールしてくださ

いというものです。内閣府のホームページに

見本が出ています。ちなみに、ある年内閣府

の報告書の表紙に、このカエルマークが付い

ていました。 
 　賛同企業・団体・個人の中の紹介に、ご近
所、美濃加茂市の宣伝がありました。美濃加

茂市は、2012年11～ 12月にかけて、カエ
ルの顔型の紙にキャンペーンのロゴを入れ

て、図書館に来た市民に、「あなたはどんな

ことをまず変えてみたいですか」ということ

を書いてもらい、それを貼りだしていました。

スライド4

スライド5
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　他にも、「カエルの星」というキャンペー

ンに応募してきた団体の表彰をしておりまし

た。第1回の「カエルの星」を取ったお茶の
水女子大の事例がありまして、実際の取り組

み内容を政府広報のネットで見ることができ

ます。ぜひ見ていただければと思います。例

えば木曜日はノー残業デーです。ノー残業

デーの日は、昼休みに「本日はノー残業デー

です。5時に帰りましょう」というアナウン
スがかかります。そして、この日は必ず、会

議は5時に終わるように設定しています。そ
の他、特に女性の理系教員への両立支援とし

て、定時で帰れるように、その先生が帰った

後に学生の指導をする研究アシスタントを起

用して、家庭生活と研究生活が両立するよう

にという取り組みなどです。 
 　（スライド6）次に、「ワーク・ライフ・バ
ランス」とよく似た内容で「ファミリー・フ

レンドリー施策」があるのですが、その2つ
は何が違うのかということをお話します。 
 　1つ目の違いは、ワーク・ライフ・バラン
ス政策はすべての従業員を対象としていると

いうことです。ファミリー・フレンドリー企

業や施策というのは、家庭があって、家族員

のために時間を短く働きたい。それは介護で

あったり、看護であったり、ケアですが、そ

ういうものが入ってくるのです。そうします

と、独身の方とか、子育てや介護が終わって

いる方など、対象にならない人たちが出てき

てしまいます。 
 　ところが、「ワーク・ライフ・バランス」
の場合は、対象となる従業員が全従業員にな

ります。というのも、「仕事」と「仕事以外

の生活」ですから、その「仕事以外」は何で

もいいのです。自分が留学したいからそのた

めの勉強がしたいということで休暇を申請す

る、もしくは短時間勤務を選んでも構いませ

ん。ボランティアに行きたいから休みを取り

たいということでも構いません。そういうこ

とで、対象が広がった施策だということです。 
 　自分の職業生涯でどこでも構わないけれど
も、「ワーク・ライフ・バランス」を取りた

い人すべてが対象になってきます。 
 　（スライド7）実際、2016年の『労働力調査』
から、夫婦のうち妻が雇用者として働いてい

る世帯を見てみましょう。妻の年齢を15～
64歳に設定しますと、夫婦のみの世帯が282
万世帯、夫婦と親から成る世帯が41万世帯、
夫婦と子どもから成る世帯が655万世帯、夫
婦と子どもと親から成る世帯が100万世帯で
す。 
 　特に夫婦と子どもから成る世帯の中で、子
育てのために休みたいというグループに注目

すると、末子の年齢が6歳未満の世帯はわず
か30％です。つまり、残りは、末子の年齢
がもう少し高いということです。 
 　しかし、妻の年齢を25～34歳にしますと、
末子が6歳未満の割合は92％、35～ 44歳で
も41％になります。この限られた年齢のあ

スライド6
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る一時期、子育てをしたいという従業員のた

めに使える制度が「ファミリー・フレンドリー

施策」だったと思うのです。子どもがいても、

いなくても、「ワーク・ライフ・バランス」

を考えようということです。 
 　（スライド8）2つ目の違いは、特に注目さ
れたのが「男性の働き方の見直し」だったと

いうことです。男性の仕事以外の生活領域に

投入できる時間やエネルギーを増やして調整

していただこうということです。子育て世代

の男性の働き方の見直しを積極的に行いまし

た。  2020年までに男性の育児休業取得率を
13％にしようと目標を設定しました。 
 　改正育児・介護休業法では、男性の育児休

業取得を促進するように、2010年6月から
「パパ・ママ育休プラス制度」を導入しました。 
 　（スライド9）10年前、「ワーク・ライフ・
バランス憲章」の制定時の男性の育児休業の

取得率は、民間企業が1.56％、対象となる男
性が100人いたら、2人くらいは育児休業を
取ったということです。最新のデータでは民

間企業の男性が3.16％です。これを2020年
には13％にするという目標を政府は掲げて
います。そのためにもキャンペーンをして、

何とか浸透させようという努力をします。そ

の中のいくつかの取り組みをご紹介します。 
 　（スライド10）まず、先ほどご紹介しまし
た、「パパ・ママ育休プラス」では、妻（母親）

スライド7

スライド8

スライド9

スライド10
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の出産後8週間の間に夫が1回目の育児休業
を取った場合には、夫は復職後、2回目の育
児休業を取得できるといった、育児休業の分

割取得を可能としました。 
 　また、当時は何か事情がない限り1歳まで
の育児休業期間だったのですが、「パパ・マ

マ育休プラス」を利用すれば夫婦で育児休業

を取る場合は1歳2ヶ月まで休業可能としま
した。2014年4月からは育児休業給付金の
支給率も上がりました。最初の180日が67％
です。さまざまな税金の免除制度もあります

ので、取得者に聞きますと、大体手取り額の

8割くらいはこの給付金で返ってくるという
感覚だということです。夫婦で180日を交代
で育児休業を取得すれば給付率も高いまま、

1歳2ヶ月まで子育てをすることができます。 
 　「パパ・ママ育休プラスを取ってみよう」
とどれぐらいの人が取ったか。『平成27年度
雇用均等調査』に初めてデータが出ました。

女性で1.9％、男性で3.0％です。制度は作っ
たのですが、利用率はあがっていません。 
 　続きまして、これは2015年度に厚生労働
省の委託で行った『仕事と家庭の両立支援に

関する実態把握のための研究』です。これは

末子が3歳未満の、20～ 49歳の正社員の男
性1,500人に聞いています。今、自分の末の
子どもが3歳になっていない正社員の男性
が、自分の一番下の子が生まれるときに育児

休業や育児休暇を取ったかどうかということ

を聞いています。 （スライド11）

スライド11

 　これを見ますと、事業所に育児休業の規定
があった人が44.2％、規定がなかった人が
55.8％です。実際には規定がなくても申請す
ることはできるのですが、就業規則をパラパ

ラと見て、うちは育児休業の規定が何もない

場合、「取りたい」と言えるかどうか。これ

はかなり言いにくいですよね。社内に規定が

ありました、自分は取りましたという人は

5.4％です。規定はあったけれども利用しな
かった、でも利用したかったという人が

12.6％です。この5.4％と12.6％を足します
と2割弱。ここの取りたいと思っていた人が
取ったとすれば、政府の目標はクリアするこ

とが分かります。一方で、利用したいと思わ

なかったという男性も、もちろん26.2％いま
す。お気の毒なのは、事業所に規定がなかっ

た6割のグループです。制度がなかったけれ
ども、実は育休が取りたかったという男性が

17.5％です。ですから、実際に取った人たち
で、取りたいとか取ったというグループを合

わせると結構いるということがお分かりいた

だけるかと思います。困ったゾーンとして

は、最後のところの18.2％の人たちです。制
度がないけれども、そもそもどうだったか分
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からない。調べてもいない。この人たちは無

関心だったのでしょうか。今の子育て中の男

性にも非常にグラデーションがあります。 
 　国家公務員の育児休業取得推進の宣伝、「男
の育休　応援宣言」これがポスターです。上

司が応援しますよ、同僚も理解しますよと。

そして、「育休を取ります」と男性が宣言し

ています。また、同じページに、毎年改訂さ

れる「イクメンパスポート」が紹介されてい

ます。これはフルカラーで、67ページあり
ます。どなたでもダウンロードできます。 
 　中を見てみますと、目次がありまして、「は
じめに」「イクメン度チェック !!」「イクメン
リアルボイス」「先輩イクメンインタビュー」

「イクメンの心得」「制度Q&A」などがあり
ます。教育学者のコラムでは、男性の育児参

加はどれだけ大切か、父親の育児参加は父親

自身のため、父親が父親になるために必要で

あるとか、子どものために必要であるとか、

妻のために必要であるとか、最後に社会のた

めに必要であるというようなことが書いてあ

ります。読んだ人から「これがよかった」と

いう評判の「イクメンの心得」を見てみましょ

う。抱っこのときの心得、沐浴のときの心得、

授乳のときの心得など、漫画を使って取っ付

きやすく紹介しています。 
 　この他にも民間企業に向けてもこんなプロ
ジェクトをしています。「イクメンプロジェ

クト」です。そもそも「イクメン」という言

葉が使われるようになったのが2010年頃か
らでしょうか。当時の厚生労働省の雇用均

等・児童家庭局のプロジェクトとしまして、

「社会に、イクメン力を」というキーワード

で、スーツを脱ぐと中からイクメンマークを

付けた男性が出てくるというポスターで宣伝

をしています。 
 　当時の厚生労働大臣が、今の日本で「イク
メン」という言葉をはやらせたいと発信しま

した。その年の「ユーキャン新語・流行語大

賞」のトップ10に「イクメン」というキーワー
ドが入りました。「イクメン」という言葉に

違和感を覚える方もいると思うのですが、と

にかく、批判を受けたとしても子育てする男

性を世の中にどんどんアピールしていこうと

いうことで、こういったものが始まっていま

す。 
 　企業表彰は今年で5回目になります。全国
平均よりも男性の育児休業取得率が高い、一

般事業主行動計画を策定しているといった条

件がそろえば、イクメン企業アワードに応募

できることになっています。今年は42社の
応募があったそうです。その中から、ソニー

とヒューリックがグランプリを獲得していま

す。 
 　ソニーの評価のポイントとしては、男性の
育児休業取得率が51.1％という紹介でした。
「51.1％？」と驚かれると思います。ホーム
ページを調べたら、男性の育児休業取得者は

7人だったのです。男性の育児休暇の取得者
は550人でした。問い合わせをしましたら、
男性の育児休暇（20日間の有給）も含めて
51.1％ということでした。ですから、1,000
人くらい対象になる男性がいて、そのうち

550人が短期間の育児休暇を取得したという
ことで、それも込みで51.1％という計算をし
たそうです。 
 　（スライド12）続いて、男性の育児休業取
得の一般的な傾向について話題を変えます。

現在育児休業制度を利用している男性の休業

期間はどれくらいだと思いますか。『雇用均
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等調査』の2015（平成27）年、2012（平成
24）年の結果を見ますと、一番多いのは5日
未満です。突出しています。左の棒が2012
年度、中央の棒が2015年度の結果です。男
性に育児休業を取りましょう、取得率13％
を目指しましょうと宣伝していて、取得率は

わずかですが上がっています。ですが実際に

男性で育休を取った人は6割が5日未満なの
です。 

スライド12

 　一方、女性は、右の棒です。1歳手前の
12 ヶ 月 未 満 が 31.1 ％、12 ～ 18 ヶ 月 が
27.6％、ここに偏っています。育児休業といっ
ても、女性が取得する育児休業と男性の育児

休業とは、この取得期間の違いを見ますと別

物です。実際に、本当に子育てのために、労

働時間を振り替えることが難しいことが、残

念ながら、ここからも見えてきています。今、

日本は「ワーク・ライフ・バランス」社会を

目指しているのですが、「家政学」ではこの

「ワーク・ライフ・バランス」をどう見てき

たかということで、今回のシリーズのつぎの

柱に行きたいと思います。 
 　（スライド13）まず見ていきますのは、『日
本家政学会誌』です。日本家政学会は1949

年に設立されました。これが『日本家政学会

誌』です。毎年表紙の色が変わるので、今年

度は、藤色よりは少し明るめの表紙になって

います。年ごとに変わりますので、表紙の色

を見ると何年のものかが分かるようになって

います。 

スライド13

 　学会では設立の2年後に学会誌を創刊して
います。現在に至るまで収録数が3,407あり
まして、すべてデータベース化されていま

す。2017年10月25日現在で3,407記事です。
無料で見ることができます。 
 　この学会誌の記念すべき第1号ではどんな
テーマが取り上げられていたのか、ご紹介し

ます。第1巻第1号には11本の論文が出てい
ます。 
 　例えば、「強化食品の現状」。これは、栄養
が添加されている食品のことです。全部精米

しないでビタミンを残したお米などの強化食

品を紹介していました。11報のうち食の分
野からの投稿が多いです。当時はまだ食料が

豊富にある時代ではありませんので、このよ

うなテーマが第1巻第1号で多かったのだと
思います。 
 　では、家政学会誌の中で、「ワーク・ライフ・
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バランス」の視点はどこから出てくるのか。

創刊の第1号から全部、タイトルを見ること
ができますので、開けていきました。そして、

出現の早かった5報を紹介します。（スライ
ド14） 

スライド14

 　まず1報目は1951年の記事です。「広島市
における勤労生活者の家政分担についての現

状報告」で、これが1報目です。中を見てい
きますと、広島の専業主婦の家と妻が仕事を

している家の2つを比べまして、夫婦がどの
ように家政を分担しているのかという、報告

をしています。まさに「ワーク・ライフ・バ

ランス」が既にここから始まっています。中

を見ていきますと、非常に貧困で、貧困であ

るが故に妻が働きに出ている、従って、夫の

家事分担の時間が非常に長いというようなこ

とを書いています。また、この報告を見て驚

くのは、衣類をすべて手作りしている家計が

調査の中で54％でした。つまり、今は買う
ことが当たり前になっている私たちの着るも

のは、手作りがほとんどだった時代というこ

とです。そうなると、妻の家事労働時間が非

常に長いのです 
 　2報目は1953年の「主婦の生活時間につ

いて」です。ここでの「主婦」とは、公営ア

パートに住んでいる主婦です。公営住宅に住

む夫婦の生活時間調査から、以前に調査をし

ていた公営住宅と今回の公営住宅とでどんな

違いがあるのか、をまとめていました。 
 　一番大きな差があったのは、お風呂がある
かないかです。公営住宅の中に内風呂がある

かないかによっていかに生活時間が違ったか

ということを示していまして、主に、「ワー

ク・ライフ・バランス」を目指しつつ、どの

ような住宅計画をたてるべきか、まちづくり

をすべきかをここではまとめています。 
 　共通する点は、どちらの公営住宅も、家事
労働が長ければ長いほど妻の睡眠時間が短い

ことです。そして、1日の妻の裁縫時間が2
時間40分。私は一瞬、1週間かなと思って何
度も見たのですが、平均して妻は1日に2時
間40分裁縫をしないと家族の生活が回って
いかない時代の話で、なるほどと思いました。 
 　3報目、「農村婦人の生活時間と労働」です。
これは、神奈川、埼玉などの農村に暮らす婦

人は家事労働と農家の仕事の負担が非常に大

きくて、農村婦人の生活改善が必要だという

ようなことを訴えています。 
 　4報目、「主婦の生活時間について」。これ
も同じく農村です。大阪や兵庫の中心部から

バスで3時間ぐらいのところ、A、B、Cとい
う地点で調査をしています。C地点は、ゆく
ゆくはダムの底に沈むと決まった地区という

ことで、かなり奥まった地域で調査をしてい

ます。主婦の疲労度はA、B、Cとも全く変
化がなく、非常に疲労度が高いというような

ことを調査しています。 
 　5報目は、「共働き夫婦の生活の時間的構
成について」です。76組の共働き夫婦の調
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査です。この調査が珍しいのは、1955年な
のですが、夫婦ともに勤め人ということで

す。その場合に、夫婦がどんな生活時間を過

ごしているのかということを調査していま

す。 
 　このように「家政学」では学会設立当初か
ら「ワーク・ライフ・バランス」を研究テー

マとして扱ってきたことが分かります。 
 　（スライド15）次の資料は、前川氏が『日
本家政学会誌』の10年間でどういった領域
の論文が報じられたかをまとめたものです。

衣食住の「食」が35.3％、それから被服
38.3％です。当初「おや？」と思ったのです
が、論文を読んでいるうちに、1日2時間40
分裁縫をしなければ衣生活が回っていかない

時代であれば、いかにシンプルで効率的なも

のを求めるかというのは多かっただろうなと

思いました。そして、夫婦の生活時間や家庭

生活の時間を取り上げるような家庭管理・家

族関係などの領域は、合わせると、3番目ぐ
らいの出現率でした。 
 　では、「家政学」の生活時間管理研究では
どのような「ワーク・ライフ・バランス」研

究の蓄積があるのか、当時昭和女子大学の伊

藤セツ先生の論文を紹介します。まず、「家

政学」と「ワーク・ライフ・バランス」とい

えば、第1段階では主婦と勤労婦人とを比較
した生活時間調査を蓄積してきたということ

です。 （スライド16）

スライド16

 　第2段階としては1970～ 80年代にかけ
て、夫と妻の家庭における生活時間調査をし

てきました。ここでは、伊藤セツ先生が中心

になりまして、都市部の夫婦を中心に生活時

間調査がされてきたということです。第1段
階の場合ですと、農村の女性の自立というこ

とが多かったので、少し対象が変わってきた

ことになります。 
 　第3段階になりますと、世界的にもアンペ
イドワーク論などが発生しまして、男女の有

償労働と無償労働の調査ということで変わっ

てきました。 
 　最後の第4段階になりますと、伊藤セツ先
生のその論文の中では、若い「家政学」の学

者が、夫婦の地域活動に焦点を当てて、つま

り仕事でもなく、家庭の中でやらなければい

けない仕事でも睡眠などでもなく、そうでな

い領域からの生活時間のアプローチをしはじ

めたのだという紹介をしています。 スライド15
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 　こうした「家政学」での生活時間調査は、
今ご紹介した伊藤セツ氏らによる研究が蓄積

されているのですが、一方、他の機関の生活

時間調査としては、NHKが1960年から5年
に1回、「国民生活時間調査」という大規模
な調査をしています。また、総務省は1976
年から、「社会生活基本調査」を5年ごとに
行っています。 
 　従って、研究者が行う生活時間調査より、
NHKや国が行う調査のほうがボリュームは
大きいわけです。では、「家政学」がやって

きた生活時間調査はそれに比べて劣るのかと

いうとそれは違います。伊藤セツ先生は、日

本人のある世代の平均像で、例えばテレビを

見る時間が減った・増えた、睡眠時間が増え

た・減ったということではなく、むしろ生活

時間というものは家族単位や世帯単位で見て

いくことで課題が発見できるとしています。

24時間にどれくらい時間を使えるのかは、
われわれ個人で配分していくだけではなく

て、家族単位で配分しているのです。従って、

生活時間調査を断面のみで分析するのではな

く、生活単位で見ていかなければならないの

です。 
 　また、調査の中には多摩ニュータウンや世
田谷区など、日本といっても地域や地区を限

定して、その地域でどういう違いがあるのか

など、生活時間の課題を明らかにしています。 
 　では「ワーク・ライフ・バランス」につい
て、世界ではどのように取り組まれているの

でしょうか。国際労働機関 ILO（International 
Labour Organization）では、男性も女性も
家族的責任を有する者は労働の場において不

利な条件に置かれることがない、また、それ

が可能なような仕組みづくりを社会はしなけ

ればいけないという「ILO第156号条約」を
1981年に採択しています。日本は「育児・
介護休業法」で介護の領域が追加され、

1995年にやっと批准しました 
 　前回の人間講座でご紹介がありました家政
学会の国際機関である、国際家政学会 IFHE
（International  Federation for  Home 
Economics）では、2008年のシンポジウム
でこの「家族的責任における男女平等」とい

うテーマのシンポジウムが行われていまし

た。 
 　それでは、本日の講座の最後の柱です。視
点を変えて、他の国の「ワーク・ライフ・バ

ランス」を見ていきましょう。ここでは、フィ

ンランドをご紹介します。私が科研費調査で

2013年に行った調査結果の一部です。 
 　まず、調査先としては、EUに加盟してい
る国で、EUの労働時間規制があって、男女
の雇用機会が均等である、そういう国に行き

たかったのです。北欧では特に男女平等が進

んでいますので北欧4カ国がまず候補となり
ました。なかでもフィンランドは、北欧の中

では少し特殊でかつ日本と同じように非常に

高齢化率が高いということで行ってまいりま

した。 
 　長時間労働になりがちな職業はいろいろ思
いつきますが、そうした業界の一つとして、

マスコミがあります。最近もNHKの女性記
者の残念なニュースがありました。そこで今

回は「ジャーナリストユニオン」という新聞

記者が加盟するユニオンに調査に行ってきま

した。この組合は1890年に設立されていま
して、フィンランドでもかなり古い組合のひ

とつです。 
 　フィンランドの労働時間規制についてご紹
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介します。法律では1日8時間、週40時間労
働ということで日本と同じなのですが、時間

外労働は年間250時間までと決まっていま
す。これを超えてはいけないという上限規制

です。しかも4ヶ月に138時間を超えてはな
らないという二重の縛りもあります。もし残

業した場合、2時間まででしたら時給の50％
アップ、それを超えると100％アップ、時給
は倍額となります。休日出勤はもともと

100％アップです。 
 　次に休暇制度についてです。年間24～ 30
日間の有給休暇が与えられます。夏季休暇は

5月2日～ 9月30日の間に24日間、しかも
ルールとしては最低2週間連続で取ってほし
いということです。もちろん4週一括で取る
のが一番いいのですが、分割にする方は2回、
2週間・2週間は続けなさいということです。 
 　育児に関する制度もいろいろあります。母
親手当では、育児パッケージという、男女兼

用で使えるようなマットレスや羽布団、爪切

り、哺乳瓶など50点ぐらい入っている育児
に必要な商品の詰め合わせ、もしくは現金

140ユーロです。それから、母親休業として
産前・産後休暇があります。親休暇では、母

親か父親か両方の休暇があって、2011年に
は、親休暇を25％の男性が部分的に取得し
ました。父親だけの父親休暇もあります。 
 　また、無料の健診に、子どもが小学校に上
がるまで通うことができます。このように

フィンランドの場合には、自分の親が育児を

手伝うことはなくて、すべて自分たちと社会

保険でまかなうようです。 
 　（スライド17）次に賃金について男女の格
差を見ましょう。2011年のフルタイムの雇
用者の平均月収です。ここで注目すべき点

は、男性と女性のフルタイムの賃金の格差が

日本よりも小さいということです。男性の賃

金を100としますと女性が82です。このよ
うな男女平等政策があることで男女の「ワー

ク・ライフ・バランス」も実現可能になって

いくということが見えてまいります。 

スライド17

 　（スライド18）  ジャーナリストユニオンに
はジャーナリストの9割が加盟しているそう
です。内訳を聞きますと、定年退職者、フリー

ランサー、学生、企業との契約者、無職の人

も入っています。 
 　ジャーナリストと聞くと、日本だと男性の
ほうが多いイメージがありますが、フィンラ

ンドでは女性のほうが多いです。そして学生

も加盟しています。学部の1年生からユニオ
ンに加盟すると、学生時代は組合費を払わな

くていいそうです。ですから、就職する前か

らユニオンに入っているのです。 
 　では、逆に残りの1割はどうして入らない
のか気になりました。2010年頃の不景気時
に契約を解雇されたジャーナリストが結構い

まして、その方たちは、結局、自分の解雇が

撤回されなかったこともあり、もう組合には

入りたくないというお話でした。 



Journal of Sugiyama Human Research 2017110

第3回　人間講座報告

 　ジャーナリストユニオンの労働条件を紹介
します。所定労働時間は7時間30分です。
昼休みは30分です。皆さん、昼休みはちゃ
んと外にランチを食べに行っていますか。も

しかしたら、仕事のメールを打ちながらサン

ドイッチをつまんだりしていませんか。もし

オフィスを出ないでお仕事をしながらランチ

をした場合には、それも勤務時間に入れると

いうことでした。 
 　そして、上司からの依頼を受けた場合のみ
残業を行うのですが、平均すると1日30分
ぐらいだそうです。過去にリストラ対象に

なった人の中には、残業が多い人がいまし

た。残業している人は自分勝手な人とみなさ

れ、リストラの対象になる。このあたりは生

活時間を返上して労働時間に費やす仕事への

姿勢を求められる日本とは感覚が違います。 
 　（スライド19）これはジャーナリストユニ
オンが持っている賃金の平均を出したもので

す。1ユーロ130円で計算しました。為替相
場は変動がありますので金額そのものはあま

り参考になりません。男女間の賃金格差は参

考になります。100：92～ 93です。それを
お聞きして、その場にいた日本からの調査メ

ンバーは全員「ふふふ」と笑ってしまいまし

た。日本では考えられないくらい男女間賃金

格差が小さかったからです。それだけ賃金格

差が小さければ、休みを取るといった男女間

の「ワーク・ライフ・バランス」のアンバラ

ンスも縮まる可能性があるだろうと感じまし

た。 

スライド19

 　では、逆にどうして賃金にわずかな差が出
ているのか。お聞きしますと、ジャーナリス

トなので、どうしても時間外に取材をしなけ

ればいけないことが出てくると。例えば、祝

日にスポーツの試合があるとか、ナイトゲー

ムがあるという場合です。そういった場に男

性が多かったからではないかと、ユニオン側

は思っているようでした。 
 　休暇は労使協定で勤続が10年を超えます
と、夏休みは6週間、冬休みが1週間です。
これは分割ではなくて、まとめて取るそうで

す。 
 　私たちは調査の時期を、できれば8月の下
旬にしたいと思っていたのですが、最初の交

渉から、6月から8月は絶対調査は受け付け
られませんと断られました。なぜならば、6
月から8月にかけてみんな順番に休みを取る

スライド18
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ので無理ですということでした。その期間に

メールをもらっても、一切お返事はできませ

んということでした。 
 　皆さん、どうですか。お盆休みとか、お正
月でもいいのですが、自分の休日には一切仕

事のメールを見ない、開かないという強い意

思を持って、休日を過ごせますか。2か月間、
休暇の間は開けないのだそうです。今、何が

問題になっているのですかとお伺いしたら、

「ジャーナリストたちが、自分の家に帰って

仕事のメールを見てしまうことがある。それ

が問題です。」と言っていました。仕事が終

わったなら、プライベートとはっきり区切る

わけです。ですから、会社の仲間で飲みに行

くということもないそうです。これはヘルシ

ンキで聞いた話ですから、地方は違うかもし

れませんが。この夏休みの6週間は、労働組
合と経営側との労使の協定で手にした休暇で

す。ジャーナリストは恒常的に気持ちが張り

詰めている仕事なので、何もかも忘れるため

には、ある一定期間まとめて、仕事から離れ

なければいけない。生産性を上げるために

も、休みは絶対必要なのだということで交渉

していると言っていました。 
 　これは「休みを取ろうよ」というキャンペー
ンのはがきです。このはがきを各組合員に出

しています。超過労働分のお金をもらいま

しょうと書いてあるそうです。1日30分でも
たまった分の超過労働や休日出勤分のお金を

もらって、バカンスを楽しみましょうと。 
 　愛知と違って、冬の時期、暗い雪の中に閉
ざされている地域ですから、6月から8月は
お日さまが照る絶好のシーズンです。その

シーズンにきちんと休みを取ってリフレッ

シュして、そして仕事をしようと、あのはが

きで呼びかけていました。 
 　ところ変わればということで、フィンラン
ドの事例をご紹介しました。 
 　では、本日のまとめです。「家政学」の視
点から「ワーク・ライフ・バランス」をあら

ためて見てみましょう。 
 　まず、「ワーク・ライフ・バランス」をど
この場面から考えていくのかということで

す。国が目指している「ワーク・ライフ・バ

ランス」の主人公は「働く人」であり、主と

して職場の働き方をどう変えていくのかとい

うことからのアプローチになっています。一

方、「家政学」は働く場面を無視しているわ

けではないのですが、生活者であるわれわれ

が、家庭生活やその他の領域での活動から、

どのように働くのかを考えるのです 
 　2つ目は、日本の平均値・平均像から見る
ことができない、世帯や地域ごとに、「ワー

ク・ライフ・バランス」を実現させるための

課題があるという点です。例えば、伊藤セツ

先生の論文の中に、60代を超えた夫婦がど
う生活を分担していくのかというようなこと

を非常に懸念して書かれている論文もありま

す。6割～ 7割の人が、夫にも家事分担をし
てほしい、夫もしたいと思っている。ところ

が、その能力をどう付ければいいのかと非常

に困っているというような論文があるわけで

す。 
 　3つ目としては、私たちが1日24時間とい
う自分の限られた時間をどう使いたいのか、

どのようにそれを使っていきたいのかという

ことを、信念とか、理想とか、もしくは価値

観などを明確にし、行動することの気づきで

す。単純に労働時間が短くて自由時間が長く

なることが目標ではありません。自分のした
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い行動、実現したいものに携われる時間を持

てるかどうかがポイントかと思います。 
 　ご紹介してきたように、家政学的視点で
は、「ワーク・ライフ・バランス」というのは、

雇われて働く「労働者」だけが主語ではあり

ません。すべての生活者の課題なのです。生

活者の課題を明らかにできるという意味で

は、「家政学」からのアプローチが非常に有

効ではないかと思えるわけです。 
 　例えば、最近、キーワードで出てきている
「フラリーマン」。急に残業がなく思いがけず

早く帰れるサラリーマンが、帰って何をした

らいいか分からないので家に帰れずにフラフ

ラしていると。 
 　こうした皆さんが、常日頃、仕事以外の自
分のあり方を主体的に考えていたなら、残業

がなくなって早く帰宅できるとなっても、困

ることはありません。生活者としてどう生活

したいのか、生活時間を持ちたいのか、社会

活動に参加したいのかといったことを考え、

行動することが、「家政学」的なアプローチ

です。 
 　最後に次回の「家政学」シリーズ第3弾の
「椙山フォーラム」の宣伝をいたします。家

政学の視点で暮らしの問題を解くと題して、

私たちの社会の「持続可能性」について、「アー

ミッシュのライフスタイル」から、岐阜大学

の大藪千穂先生に、家族をとりまく「コミュ

ニティ」について「子ども食堂から認知症カ

フェまで」として、愛知淑徳大学の石田好江

先生の両先生に基調講演をしていただく予定

です。 
 　それでは、本日の私の講座はおしまいにい
たします。ありがとうございました。 
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プロローグ

　手に取った雑誌にヒントが突然現れること

がある。それを手がかりに、意図的に集めて

いたわけではないにも関わらず、まるで偶然

ではなかったかのように書架にある複数の書

籍のつながりが見えてくる。近頃、新たなヒ

ントを与えてくれたのは、サイエンスライ

ターのギースが書いた「地衣類に見る共生の

姿」［ギース2017］という記事であった。そ
れをきっかけにふと横を見ると、デスクのす

ぐ脇の書架には『ミクロの森』［ハスケル

2013］ や『 コ ケ の 自 然 誌 』［ キ マ ラ ー
2012］、『羊飼いの暮らし』［リーバンクス
2017］が並んでいて、「ようやく気がついた
か」と言っているようだった。地衣類とは、

菌類が藻類と共生関係を築いたもので、コケ

に似た生活形態をとるが、コケとは全く異な

る生き物である。菌類は光合成ができない

が、菌糸のネットワークの中に藻類が共生し

ていて、藻類の光合成生産物によって菌類は

栄養を得るのである。地衣類を食物として直

接間接に利用している人々が当然のように存

在する。例えば、北欧のサーミの人びとで、

地衣類を食するトナカイを放牧して間接的に

利用している。また、カナダのファースト・

ネーションには、地衣類を食糧とする人々が

いる［ギース2017: 101］という。地衣類を
特別なものと考える必要はなく、キノコ（菌

類の子実体）を食用にする我々には違和感は

ないはずである。微生物について学び始めた

ことをきっかけに、自分自身のフィールド

ワークを再考してみようと考えたことが、こ

の人間講座での発表に繋がった。

講師紹介

米田公則先生：本日は大変寒い中、椙山人間

学研究センターの平成29年度第4回人間講
座にお集まりいただきまして、誠にありがと

うございます。本日、司会を務めさせていた

だきます、文化情報学部の米田です。

　最初に、本学園の理事長である森棟先生か

ら、開会のご挨拶をお願いしたいと思いま

す。森棟先生、よろしくお願いいたします。

森棟公夫理事長：森棟でございます。本日は

大変お寒い中、この会にお集まりいただきま

して、誠にありがとうございます。また、本

日はいつも使用している会場が他の会と重

なったようで、別の教室で開催させていただ

微生物と人間：文化人類学から考える
Microorganisms and Mankind: Perspectives from Cultural Anthropology

椙山女学園大学人間関係学部教授
杉藤　重信

Shigenobu Sugito
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ります。

　簡単ではありますけれども、杉藤先生のプ

ロフィールを紹介させていただきました。そ

れでは杉藤先生、「微生物と人間」というタ

イトルで、よろしくお願いしたいと思います。

フィールドワークから

杉藤重信先生：よろしくお願いします。

　微生物と人間ということを考え始めたきっ

かけは、直接的には、先ほどご紹介にもあり

ましたように、最近、長野県を巡って酒蔵を

回っているということにあります。将来的に

はその酒蔵の話をさせていただく機会もあろ

うかと思いますが、今日は、私の初めての

フィールドワークにまでさかのぼってお話し

したいと思います。

　私の文化人類学の研究は、最初は物質文化

の研究で始めたのですが、その後、微生物な

どを考慮すると一体何が見えるか、考え直し

てみたということで本日のお話をさせていた

だきます。その前に、私のフィールドワーク

の様子を少しご紹介させていただきます。そ

のあとで微生物について学んだことなどをご

紹介し、最後に、ミクロネシアの調査を見直

すとどうなるかという点に展開して、ミクロ

ネシア研究の再考という部分まで行けばよい

かと思っております。

　私たち文化人類学者たちはフィールドワー

クをその方法としておりまして、どこか現地

に出掛けて長期にわたって生活する中で、見

たり聞いたり感じたりしたことを記録してい

ます。現地の人々とやりとりする中で学び

取っていくことが期待されています。当時ビ

ギナーだった私は、ミクロネシアの小さなサ

ンゴ礁の島で暮らす中で、まず目に見えるも

いております。本日の講演は、人間学研究セ

ンターの主任研究員である杉藤先生から、「微

生物と人間：文化人類学から考える」という

テーマでお話をいただくことになっておりま

す。

　椙山女学園では、100周年の折に人間学研
究センターを設置いたしまして、その後、毎

年4～ 5回の講演会を続けております。今年
でもう112年目ですので、13年このような会
を続けている次第です。毎回ご参加いただい

ている方もたくさんいらっしゃると思います

が、本日の会も、色々と新しいことを学んで

いただければ幸いだと思っております。よろ

しくお願いいたします。

米田先生：森棟先生、どうもありがとうござ

います。それでは、簡単ではありますが、本

日の講師の紹介をさせていただきたいと思い

ます。

　本日の講師は、先ほど森棟先生からお話が

ありましたが、本学椙山女学園大学の人間関

係学部教授であります杉藤重信先生にお願い

したいと思っております。杉藤先生は、甲南

大学大学院の人文科学研究科を修了した後、

1988年に椙山女学園大学に人間関係学部が
開設した当初から着任され、現在に至ってお

ります。

　主な研究分野としては、オーストラリアや

オセアニアをフィールドとした物質文化、な

らびに親族関係に関するデータベースの構築

や、先住民の芸術に関する研究などに従事さ

れております。近年では、長野県の街道沿い

にある酒蔵等の研究、あるいは街道沿いのさ

まざまな文化の研究を行い、その中で、本日

のテーマであります微生物と人間、あるいは

物と人間に関する新しい視座を探究されてお
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のから捉えていこうと思いました。

　私はその当時の人類学研究のトレンドによ

り、例えば民族建築学というような物質文化

だけではなく、頭のなかにある思想などにも

関心があると言ったりもしたのです。しか

し、最初はやはり、ビギナーとして目に見え

るものを捉えていこうということであったわ

けです。

　私が文化人類学に興味を持ったのは、外国

に行ってみたいという単純な動機からでし

た。その当時は1ドル360円の時代でしたの
で、例えば海外での仕事に関わるなど、何か

名目がないと海外にはなかなか行きにくい時

代でした。その中で、当時の出版物、例えば

小田実さんの『何でも見てやろう』［小田

1968］、本多勝一さんの『カナダ・エスキモー』
『ニューギニア高地人』『アラビア遊牧民』［本

多1967］などを読んだことが、外国に行っ
てみたいと考えたきっかけであったかと思い

ます。

　また、なぜ文化人類学だったかは、もちろ

ん本多勝一さんの探検ものは大きな影響があ

りましたが、後に国立民族学博物館の館長に

なられます梅棹先生の『文明の生態史観』［梅

棹1967］や、私が甲南大学に入るころに甲
南大学で文化人類学を担当しておられました

米山俊直先生の『文化人類学の考え方』［米

山1968］という本を高校時代に読んだこと
でした。

　1970年に私が大学に入学した際、いらし
た米山先生は、私が2年生のときには京都大
学に帰られ、その代わりに石毛直道先生がい

らっしゃいました。『食生活を探検する』［石

毛1969］や『住居空間の人類学』［石毛
1971］といった本を、私が大学在学のころ

に出版されました。それがまさに、後ほどお

話しする私の研究に関係しているのだなと、

今更ながらに考えているところです。

　最初、フィールドに行こうと考えたのは、

ありがちな話ですが、山岳部と連携して行け

ばうまく行けるのではないか。つまり、山岳

部は企業の支援が得やすかったので、ブータ

ンやラダック地方に行こうとしたわけです。

もう一つ、蘭嶼（らんしょ）という、台湾の

南東沖にある小さな島に行こうというのは、

もう少し文化人類学的な調査と関心が関わっ

ていたものでした。実は、蘭嶼に居住してい

る台湾の先住民の人々が話す言語が、後に私

が行くミクロネシアの人々と同じ言語を話す

人々で、研究としてはつながりがありました。

　フィールドワークは、長期、しかも単独で

行きました。行き先に悩んでいたところ、先

輩方がミクロネシアの調査に行こうと誘って

くださいました。その結果、私は現在ミクロ

ネシア連邦のカロリン諸島のエラート環礁で

長期のフィールドワークをすることになりま

した。今思えば、ご一緒させていただいた三

人の先生方は大物になっておられます。当

時、皆さんは国立民族学博物館の助手でい

らっしゃいました。お一人目は須藤健一さん

で、つい先頃まで国立民族学博物館の館長

で、現在は堺市博物館の館長をしておられま

す。二人目は石森秀三先生で、現在は北海道

博物館の館長をしておられます。三人目の秋

道智彌さんは、現在、富士山世界遺産センター

の所長でいらっしゃいます。

　私は、（スライド1）のような格好をして、
スライドの横に写っている家に住んでいまし

た。スライドには灯油ランプが映っています

が、電気、ガス、水道、車も一切ない生活で
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した。町生まれ町育ちだった私には、非常に

衝撃的なことでした。私が、先ほど言いまし

たように、目に見えるものに焦点を当てよう

と思ったのは、石毛先生の『住居空間の人類

学』で住居、また、『食生活を探検する』で

食べ物を対象とする可能性がありましたが、

取りあえずは『住居空間の人類学』のひそみ

にならい、家についての研究をすることにな

りました。

1

スライド1

　ミクロネシアは、日本から真南の、赤道の

北から北緯10度あたりに広がる島々から
なっています。ミクロネシアにいる人々はい

つ頃やってきたかというと、元々は中国南部

から台湾のあたりにいた人々が大航海をして

分布を広げていたのです。ミクロネシアの

人々の言語的な起源としては、赤道の南から

ポリネシアを経由して北上してきたと考えら

れ、私が滞在した海域には、今から2000年
ぐらい前に到着しただろうといわれておりま

す。それは考古学的な遺跡があったからです。

　ちなみに、ハワイ、ニュージーランド、そ

れからイースター島、これらが太平洋で人類

が最後に到達した場所で、今から1000年前
ほどです。言ってみれば、太平洋の島々は、

人類にとって最後まで残ったフロンティアで

あったわけです。

　ミクロネシアには考古学的には2000年前
に人々が入ったのですが、世界史に登場する

のは16世紀になってからです。ご存じかと
思いますが、マゼランの世界周航が1519～
1522年です。マゼラン自身はフィリピンで
殺され、22年にスペインに帰った船団はマ
ゼランを乗せていませんでした。それから、

1565年から1815年という長きにわたり、
フィリピンのマニラとメキシコのアカプルコ

間は、ガレオン船という帆船が定期的に航海

しておりました。スペインの物資輸送が行わ

れていたわけです。

　それに関連して、1529年に、私が滞在し
ていましたカロリン諸島が発見されておりま

す。スペインの植民地としての領有は1595
年から1899年にかけてでした。その後、ド
イツ領になり、ドイツが第一次世界大戦で負

けた後、日本による占領が行われました。

1920年から1944年にかけて、国際連盟の委
任統治領ということで、南洋諸島と名付けて

日本が領有しておりました。

　太平洋戦争で日本が負け続けた後、今度は

アメリカ軍に占領されまして、ご存じのよう

にサイパン島からなど日本への空襲が厳しく

なったのは、アメリカがミクロネシアを占領

してから以降のことでした。その後、アメリ

カが国連の信託統治領としてミクロネシアを

統治することになり、私が訪問した1979年
のころは、将来をどのように決めるのかとい

うことで議論していました。

　私が滞在した時期は1979年6月～ 1980年
3月と1980年12月～ 1981年1月にかけてで
す。私は、主に家屋の修復と建築、女性がは
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いている腰布の社会的利用について研究しま

した。私が滞在していた島には、1枚、2枚、
1個、2個など、日本語にもある助数詞があ
りましたので、これも物質文化研究の一部と

して調査しました。

　私が調査した場所は、ヤップ島という空港

のある島から連絡船で1週間かかります。し
かもその船は2か月に一度の便船になってお
りまして、現在でも同様だそうです。医療施

設はありません。医療施設があるのは、飛行

場があるヤップ島のみでした。島には医療知

識に関する基礎的な教育を受けた男が1人い
るだけという、非常に不便なところでした。

　（スライド2）皆さんご存知のグアム島や
サイパン島のさらに南にヤップ島があり、こ

こへは日本から飛行機で乗り継いで行くこと

ができます。ヤップ島の東、グアム島の南に

ある島々をカロリン諸島と呼び、その中にエ

ラート環礁があります。名古屋から3,000キ
ロほど南にあるということになります。

　エラート環礁はGoogle Earthで見ますと
こういう格好になっております。私が住んで

いたエラート島はこの一番大きな島で、ほか

に無人島がいくつかありました。

　（スライド3）このエラート島を上空から
Google Earthで見たものですが、白っぽい
屋根のところが、私が滞在していたときには

なかった建物です。濃い色の屋根は、あまり

数はありませんが、伝統的な家屋です。

3

スライド3

スライド4

　（スライド4）エラート島へのアプローチで
す。船に乗って、この人影は私のミクロネシア

でのお父さんのサウタルですが、水平線に少

し黒っぽい線が見えます。これがエラート島で

す。ご記憶いただきたいのは、標高が非常に

低いということです。地球は丸いので、アプロー

チしていきますと、一番背の高いヤシの木が

ぽつんと見えて、だんだんヤシの木の数が増

えてきて、このようにひとかたまりに見えてく

るわけです。

2

スライド2
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　（スライド5）エラート環礁では、造礁サ
ンゴの礁原を大潮のときに30分ぐらい歩い
て行けました。膝ぐらいの水位で、十分歩け

ます。潮が満ちてくるまでに戻らなければ溺

れてしまいますが。このようなところにサン

ゴが浸食されてできた砂が堆積して、こうし

た島が形成されています。

4

スライド5

　裏海岸に行くと、造礁サンゴの部分が見え

ています。サンゴが浸食されてできた白い砂

が見えて、その上に植物が生えています。

　荒々しい外海側と違いまして、内海は、サ

ンゴ礁が防波堤代わりになっていますので、

まるで鏡のような穏やかな海が広がっていま

す。島の中央には湿地がありタロイモという

栽培植物が植えられています。

　真水がないと人は住めないわけですが、井

戸の真水は比重の違いで海水の上に浮いてい

ます。ですから、潮の満ち引きとともに水位が

変化して、干潮のときには水がなくなってしま

います。満潮になると、水位が上がってきます。

飲んでみると、若干塩っぽい感じがします。

　現在は、屋根に降った雨をタンクにためる

施設が造られています。天水を直接利用する

ほうが、効率的ですし、水量も確保できます。

先ほどGoogle Earthの写真で見ていただい
た「白い屋根」と言っていたのは、このタイ

プの家です。おそらく水環境は当時にくらべ

て大幅に改善されたものと思われます。

　島の人々は、合計100人ほどしかいません。
男47人、女49人でした。一番少ないときは
20人ぐらいしかいないという、非常に寂し
いところでした。

　島の人たちは、男女いずれも体格がいいと

思います。身長はともかく、固太りの体質と

見て取れます。共通に収穫した食べ物は平等

に分配され栄養的には問題ない生活を送って

います。

　（スライド6）島々の間は、定期船以外に、
時には伝統的な帆走カヌーでも連絡しており

ます。（スライド7）

スライド6

6

スライド7
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　カヌーもそうですし、この家もそうです

が、目に見えるものを研究すると分かりやす

い、記録に取りやすい、写真にも撮りやすい。

これなどは結構屋根が高い建物ですが、島の

人たちは、こういった建物も全て人力で建て

ます。これは、共同作業で屋根に葺かれてい

るココナツの葉っぱで作ったマットを交換し

ているところです。

　（スライド8）これは、大きな屋根のカヌー
小屋の柱を取り換えているところです。これ

も重機を使うわけでなく、てこの原理など力

学を利用して、人力だけで建物を修復するこ

ともできます。

7

スライド8

　屋根組を写し取ったり、部材の名称を聞き

取ったりして、研究を進めました。屋根組の

詳細や、壁の構造、あるいは木組みの構造、

名称などを記録に取っていきました。

微生物を通して見える世界

　数年前に、Anna Tsingというアメリカの
人類学者が書いた『The Mushroom at the 
End of the World』［Tsing 2015］という本を
読んだことで、物質中心でみてきた社会も見

方を変えることが出来るのではないかと考え

るようになりました。文化人類学は、もちろ

ん目に見えるものだけを相手にしているわけ

ではなく、目に見えないものも相手にしてい

るのですが、こういう微生物を相手にすると

いうのはあまりありませんが、とても重要だ

ということに気付かされました。

　思い起こしてみますと、ミクロネシアの

人々は、後に触れるように、非常に限られた

資源の中で生活しています。それにもかかわ

らず自然のアルコール酵母を利用してヤシ酒

をつくり、自然の酢酸菌を利用してヤシ酢を

作ります。また、保存食としてのパンノキの

実を発酵させたものもあったということも思

いだしました。

　さて、Anna Tsingの本は何を書いている
かというと、彼女が注目しているのはマツタ

ケです。彼女がマツタケ・プロジェクトと名

付けているのですが、世界の各所にあるマツ

タケを産する場所を調査しています。もちろ

ん、日本、アメリカのオレゴン州、それから

中国の雲南、フィンランドにおいて、マツタ

ケおよびマツタケと類似の菌種が存在しまし

て、現在、日本はそこから輸入し、我々もた

まには食べることができるわけです。

　彼女は、本の最後で、2011年のフクシマ
事故によって放出されたセシウムは、世界に

分布しているマツタケにも影響を与えている

ということをいっております。実はマツタケ

に限らないのですが、セシウムの同位体が世

界各地の菌類に吸着されていることを指摘し

ております。そして、最後には、「荒廃した

土地は、今、私たちの菜園である」［ツイン

2017］という言葉を残しています。
　ご存じかと思いますが、マツタケは、菌類

という生物です。動物でも植物でもありませ
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ん。菌類には、大きく分けてキノコとカビと

酵母があります。キノコというのは、菌類が

作った子実体（胞子を蓄え放出するための器

官）が我々の目に見えているのであり、肉眼

的には、その菌自体を見ることはできません。

　マツタケは、アカマツもしくは類似のマツ

類の根と共生関係にあります。そもそも菌類

は、植物が陸上に上がったとき、菌類との共

生関係があって初めて土壌内の栄養分を吸着

することができるようになったと言われてい

ます。また同時に、有機物の腐敗・分解に貢

献するのが菌類です。菌類は、医学的には真

菌とよばれますので、水虫もその仲間です。

水虫というとゾッとしますが、我々が見てい

る子実体としてのマツタケは、高価なものと

して取引されているわけです。

　マツタケ・プロジェクトで報告するエリア

でそれぞれ共通に起こっていることは何で

あったかというと、まず1つは、森林資源の
開発が行われたということです。森林を皆伐

して、つまり全部切ってしまい、その木を日

本など各地に売り出しているのです。元々

あった環境を破壊したわけです。

　実は、マツのたぐいはフロンティア植物で

す。つまり、元の植生が何らかの理由で失わ

れ、荒れ果てた環境の下で最初に生え始める

のがマツです。そのマツと共生しているのが

マツタケ菌です。

　（スライド9）日本では同じころに何が起
こっていたかというと、里山が崩壊し、マツ

タケ資源が枯渇していって、マツタケ資源が

海外に求められるようになりました。マツタ

ケの香りと食感を求める日本人の嗜好が、海

外からマツタケを呼ぶことになったわけです。

　例えばマツタケの生産は、2015年をみま

すと、国内では長野県が49トンで最も多い
ですが、輸入しているマツタケの量と比べる

と、断然違うということがお分かりになるで

しょう。90％以上を輸入に頼っているとい
うのが現状です。国内では長野県が断トツ1
位で、例えば、私どもが今長野県で調査して

いる上田平がマツタケの大産地です。

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

8

スライド9

　アカマツの疎林（まばらに生えている林）

というのがマツタケの生育条件です。マツタ

ケ菌はアカマツの根っこと共生関係にありま

す。アカマツはフロンティア植物で、そもそ

も植生は気候風土によって変化していきます

が、やがてクライマックス（極相）になると

安定します。つまり、温度、湿度、降雨量等

によって、その地域の植生というのは環境に

適するように変化していくわけです。その意

味では、気候風土が変化すると、植生は当然

変化します。それに加えて、人為的な影響力

が大きいです。

　日本では、関東以西は、基本は照葉樹林帯

です。これが極相になります。照葉樹林とい

うのは、ツバキのように葉っぱの表面がテラ

テラした、あるいはドングリのようなたぐい

の植物で、放っておくと、気候帯からして照
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葉樹林になっていくのが普通です。つまり、

何らかの理由により変化した植生は、極相に

向かって復元していくのが普通です。例え

ば、森林資源のために皆伐が行われ、そのま

ま自然状態で放っておくと、まずアカマツが

生えてきて、下草が増え、やがてそのアカマ

ツは他の木の日陰になって成長できなくな

り、最終的にはドングリの林やツバキが咲く

森に変わっていきます。

　そうすると、アカマツが生存できる場所と

いうのは、自然破壊・人為破壊された、豊か

な土壌が失われて他の植物が生育できない場

所ということになります。極相に向かって復

元する過程で、アカマツにとって好適条件が

整うので一時マツタケがたくさん採れるとい

うわけです。

　マツタケを栽培するには、痩せた土地を維

持することが重要です。落ち葉などで腐葉土

が出来るとやがては他の植物が繁茂する条件

が整うので、取り去ります。アカマツの根と

マツタケ菌の共生関係を維持するためには、

他の植物を生やしてはいけないわけです。マ

ツタケは、そのシロ（稲代のシロ）が広がり

きると採れなくなりますが、痩せた土地に戻

すと、再びマツタケがアカマツとの共生関係

を復活させてきます。

　マツタケがかつて取れていたのはどこかと

いえば、里山です。元々里山というのは、薪

炭を得るために集落の周辺の山に人が入り、

照葉樹林の極相が崩れて、アカマツが卓越す

る疎林になってきたところです。里山がどん

どん面積を広げるというのは人口と関係があ

りまして、人口増加していくと、薪を取るた

めに里山に人が入っていく。それから、人口

密度が増えると、当然、里山化される山が拡

大していくわけです。

　里山が失われたのは、薪炭がガスや電気に

次第に置き換わったことによります。それに

伴い、人々は里山に入るのをやめました。そ

して、気候帯に適合した照葉樹林の極相に向

けて復元が進んでいく。これを人々は、「里

山が荒れる」と言ったわけです。

　結果的にはマツタケの生産に望ましい環境

は失われ、マツタケの生産が減ります。そし

て、日本にはない、海外にあるマツタケの採

れるところが求められます。しかし、そのマ

ツタケが求められるところは、元々の森林環

境が破壊された場所です。幸か不幸か微妙で

はありますが、荒れ果てた環境の中で成育で

きるマツタケがビジネスとなり、私たちはマ

ツタケの香りを楽しむことができるわけで

す。

　（スライド10）これは、マツタケの生産量
の推移です。1950年代以降、急速に減って
いきます。ちなみに、マツタケが採れなくなっ

たのは松枯れのせいだ、つまりマツクイムシ

などの繁殖のせいだと言われていたのです

が、松枯れの被害のピークは1970年代から
80年代にかけてです。ですから、明らかに
タイミングがずれています。

9

http://cse.ffpri.affrc.go.jp/akema/
public/satoyama/satoyama.html

スライド10
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　それよりも、アカマツの木を利用する量が

どんどん減ってきている過程というのは、薪

の生産量が急速に減っていく過程です。この

右の三つのグラフとアカマツの生産量の変化

は、明らかに平行現象を示していると思われ

ます。

　我々の暮らしは、自然に対して明らかに大

きな影響を及ぼしています。里山の変化がそ

の最たるものといえるでしょう。照葉樹林が

里山になり、生活習慣の変化と共に、やがて

は照葉樹林に再び戻っていくという過程がそ

れです。そして、我々はどうしても外にある

のが環境だと思ってしまいますが、果たして

そうだろうかということに、これも最近読ん

だ本で気が付きましたので、合わせてご紹介

しようと思います。

　（スライド11）例えば、生物が繁栄してい
るというのは、生物の個体数、つまり人口を

比べてみれば分かります。世界人口は、

2020年には78億になると推計されていま
す。それから、人間が飼っているウシ、ブタ、

ヒツジは、単一の生物種ですが、これほど個

体数を持っている生物種は、後にご紹介する

菌以外にはありません。人類も含めて、生物

種としてこれだけ個体数が多いというのは、

繁栄しているからです。人々が食べているか

ら、家畜はこれだけ個体数が増えるわけで

す。家禽は、ニワトリ、アヒル、ガチョウな

ど、家畜のうち鳥類に属するものをいいます

が、その個体数は人口よりもはるかに多く

なっています。

　ここで注目したいのは、私たちの体の中に

ある腸内菌叢、つまり菌類です。ヒト1人あ
たりの腸内菌叢の菌の数は100兆個あると言
われています。人間がいかに繁栄した、家禽

がいかに繁栄したといっても、人間1人の体
の中にある菌の数から照らしてみたら全然桁

が違っている点に驚かされます。

　紹介したマツタケ・プロジェクトも菌を相

手にしていて、外側の環境の崩壊が菌の育成

と関わっていたという報告でしたが、今度

は、体の中はどうかということも考えてみた

わけです。

　人類の進化と共にいくつかの現象が起こっ

てきますが、まず、火の使用について考えま

しょう。現生人類の誕生は約20万年前とい
われていますが、実は20万年よりも前、旧
人類から火を使っています。ホモ・エレクト

スの段階から火を使っていまして、そうする

と、火を使うことにより、口に入れたときの

菌の入り方が明らかに変わってくるはずで

す。

　加えて、約1万年前に農業が始まったので
すが、今現在分かっていることは、農業が始

まった結果、食材のバリエーションはガタッ

と減りました。つまり、自然にできるものを

取っていくと、季節の変化と共にさまざまな

ものを取っていくのです。皆さま方のお考え

では、我々のほうが豊かな食生活があると

•

•
•
•
•

•

•

•

•

10

スライド11
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思っていますが、食材のバリエーションとし

ては、私たちはスーパーにあるものしか食べ

ていませんので、非常に限られたものしか口

にしていません。つまり、農業は、私たちの

身体に非常に大きな影響を及ぼしただろうと

考えられます。

　最近読んだ本ですが、山本太郎さんという

方が『抗生物質と人間』［山本2017］という
本を書かれていまして、抗生物質の発見が決

定的に私たちの腸内細菌の量と質を大きく変

化させたと書いておられます。この1番目の
火の使用と2番の農業の開始が、数千年、あ
るいは何万年という時間をかけて人類に広

がっていったのに対し、抗生物質の普及は数

十年のうちに急速に起こりました。抗生物質

のおかげで私たちは寿命を永らえることがで

きますが、同時に、抗生物質のおかげで私た

ちの体内の菌叢は大きな変化を被ったわけで

す。

　さらに、人口が増え、70億を超えるよう
になってくると、感染症が増えます。感染症

が増えると、余計に抗生物質が使われます。

ですから、人口が増えることは確かに繁栄に

つながりますが、繁栄してくると、そのトレー

ドオフとして、また別の現象を引き起こしま

す。

　私たちの食のバリエーションは、どんどん

乏しくなってきています。先ほど言ったよう

に、火の使用や農業を原因とするものです。

この結果としてさまざまな成人病になる可能

性が生まれると、山本さんはおっしゃってい

ます。

　さらに、抗生物質の発見により、細菌感染

を原因とする死亡率の低下を導き、結果的に

は世界人口の増加をもたらしました。そし

て、世界人口の急速な増加は、人から人への

感染の機会を増やし、感染症がさらに増える

ことになりました。それに対抗するために抗

生物質に依存することになり、増加する人口

に対応して農業への依存度も高めることに

なってしまいました。加えて、人口が増えた

ので、環境の人為的改変がどんどん起こるよ

うになりました。

　（スライド12）これはウーズという微生物
学者の分類体系ですが、私たちがいるのはこ

の端のほうで、地球上にいる大多数はおそら

く細菌です。そう考えると、地球はわたした

ちの惑星なのでしょうか。それとも微生物の

惑星なのでしょうか。

11

スライド12

　私たちの身体は、受精した後、細胞分裂し

ていく過程の中で嵌入という現象が起こり、

口から肛門にかけての管が形成されます。こ

の嵌入部は外部です。つまり、私たちは食べ

物を消化器という外部に取り入れて、消化し

て、共生している膨大な数の菌類の支えをえ

て食べ物を分解して生きていけます［藤原

2017］。
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ミクロネシアの人々の生活を再考する

　以上のことを踏まえ、もう一度ミクロネシ

アのフィールドに戻りたいと思います。

　ミクロネシアに限らず太平洋のサンゴ礁の

島々、ここは、実はマクロな環境モデルの非

常に貴重なサンプルではないかと考えます。

複数の種との共生、ここでは酵母や菌です

が、そういったものとの共生を前提として、

ミクロネシアを考え直してみようというわけ

です。

　その前に、サンゴ礁で人間が生活できると

いうのはどういうことか。サンゴ礁という環

境があってはじめて私たち人類の生活が成立

しますが、サンゴ礁は、実は微生物の働きに

よって成り立っています。

　サンゴ礁の基盤を作る造礁サンゴは、刺胞

動物門のうちの外部骨格を発達させる微生物

です。動物である造礁サンゴは、じつは褐虫

藻という藻と相利共生関係にあります。

　褐虫藻が光合成をして、サンゴに栄養を供

給しています。サンゴが成育できるのは25～
30度という高水温の場所で、さらには3～ 4％
の高濃度な塩分を必要とします。さらに、水

の中にいるサンゴと光合成をする褐虫藻が共

生していますので、海の深くまで太陽の光が

届く、透明度が高い、きれいな水でないとい

けません。

　そして、サンゴ虫が死んだ後、炭酸カルシ

ウムの外骨格が、サンゴ礁を形成します。よっ

て、サンゴ礁を取り巻く海中には、多様な海

洋生物が生息していて、サンゴ礁で住む人々

は、豊かな海洋生物を食べて暮らしていくこ

とができます。

　ご存じのチャールズ・ダーウィンは、生物

進化論だけではなく、サンゴ礁の進化論も唱

えました。まず火山島のような島ができ、そ

の島の周りに裾礁というサンゴ礁ができま

す。さらに、地殻変動の結果、この火山島が

だんだんと沈降を始めます。沈没していく

と、サンゴはせいぜい水深30メートルまで
しか成育できませんので、頑張ってどんどん

太陽に近いところに向けて成育していきま

す。そして、堡礁というものができます。さ

らに火山島が沈み込んでしまうと、私が生活

していたエラート島のような環礁ができま

す。こういうメカニズムを、ダーウィンは唱

えたわけです。（スライド13）

12

スライド13

　エラート島における微生物の利用について

ですが、まず、微生物は見えません。島の人々

の言語には、微生物の名前はありませんし、

微生物を観察する顕微鏡といった道具も当然

ありませんから、微生物を認識していませ

ん。そうであるにも関わらず、微生物が作り

出した産生物は知っています。例えばヤシ酒

ですが、それを作るためには何をすべきか、

あるいはすべきでないかというノウハウを

知っています。

　文化人類学の第一人者の一人、クロード・

レヴィ＝ストロースは、その著書『野生の思
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パーティーが行われました。その写真です。

ピアイルクは、1976年、私がこのエラート
島でフィールドワークをする少し前に、コン

パスや、GPS、海図などを一切使わない伝統
的航法で、ハワイ－タヒチ島間の約5,000キ
ロの遠洋航海を成功させた航海者です。こう

した航海を近代の科学技術の支援なしに成し

遂げたこと、これもまた、「具体の科学」の

勝利といえるでしょう。

　エラート島に限らず、ミクロネシア、太平

洋の島々では、ココヤシの利用が非常に盛ん

です。先ほど屋根を葺いていたのはココナツ

の葉でした。屋根材だけでなく、壁材にも使

われます。家の中のマットもそうです。ハン

ドバッグや、女性たちがお祭りをして晴れ着

を着ていたときに、首の周りを飾るもの、ヤ

シの新芽です。

　ココナツの花の穂、生物学的には「花序」

というそうですが、そのまま放っておくと花

序が開いて花が咲き、やがて実になります。

しかし、花序のうちに切ると、そこから甘い

花序液が出てきます。ヤシ酒やヤシ酢はこれ

を利用します。実になると、未熟なココナツ

の実の果汁は、水代わりに使われます。時間

がたつと、この果汁はゼリー状のものができ

てきます。これは離乳食に使われます。それ

から、フィリピンなどではココナツの果汁に

酢酸菌を植えてナタデココを作るのですが、

ここはそういう作り方はしません。

　完熟したヤシの実が落下し、乾燥させこれ

を割って果汁が全て固化したコプラを取り出

します。これを天日で乾燥させ輸出します。

唯一の現金収入です。乾燥したヤシの実を

割ってすぐのときには、これを削って水と合

わせてココナツミルクを作り、調味料にしま

考』［レヴィ＝ストロース1976］の中で「具
体の科学」（ブリコラージュ）ということを

唱えましたが、まさにエラートの人々は「具

体の科学」を持っています。微生物学という

自然科学的な知識は持っていませんが、微生

物の作り出すものを利用するノウハウという

「具体の科学」は持っています。

　我々は、発酵という現象があることを知っ

ています。とはいえ、実際には私たちは微生

物が作り出したものを利用しているだけで

す。その意味ではミクロネシアの人々と変わ

りはありません。ミクロネシアの人々は発酵

という言葉を使いませんし、発酵に関わる微

生物を知りません。しかし、自然のアルコー

ル酵母を利用して酒作りをしています。自然

の酢酸菌によるヤシ酢作りもしています。複

合的な酵母の作用による保存食も作っていま

す。さらに、腐敗を防ぐために燻製をすれば

いいということも、つまり保存食の作り方

も、彼らは知っています。

　（スライド14）瓶の中に入れられている、
白濁しているものがヤシ酒です。中央に座る

人物はマウ・ピアイルクという人で、彼がエ

ラート島に来たときに、歓迎のヤシ酒飲み

1976

13

スライド14
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す。また、削ったコプラは、身体に塗りつけ

て油分を皮膚に補うと、乾燥や漁労のために

海に入ったときに体温を保つ助けとなりま

す。コプラを取り出した後の乾燥した殻は燃

料になります。

　ココナツのまだ若い実を割って海の中に入

れ、外皮を腐らせて繊維を取り出し腿の上で

撚ってロープを作ります。ロープは、家やカ

ヌーを作るために欠かすことができません。

　つまり、ココナツなくしては彼らの生活は

成立しないぐらいに、色々なところで使われ

るのです。

　ココナツの花序というのは、要は、花が付

いて、その花が一つ一つ実になりますが、こ

れを開かないように縛っておき、その先を

切って花序液を取ります。これが、ヤシ酒の

原材料となります。

　ヤシ酒の採取は、夜明け頃と昼頃に行われ

ます。1日2回、男たちはヤシ酒を取りにコ
コナツの林の中に入っていきます。個人でヤ

シ酒を作りますが、飲むときはひとりで飲ん

ではいけないというルールがあります。昼

12時頃と夜18時頃の2回、ヤシ酒飲みの時
間がありまして、私はお酒飲みですが、1日
に2回もお酒が飲めて非常にハッピーなミク
ロネシアでの生活でした。もちろん、祭礼や

来客の際や、先ほどのマウ・ピアイルクが訪

ねてきたときなどは、この時間に限らず、随

時ヤシ酒飲みのパーティーが開かれます。

　飲み方ですが、まず、持ち寄ったヤシ酒を

ブレンドします。私は、持ち寄ったヤシ酒の

一本一本を毒味させてもらい、この人の作る

ヤシ酒はおいしいということを知っていまし

た。それで、「この人の酒だけ飲みたい」と

叫んだら、「駄目だ」と叱られました。必ず

ブレンドするのです。そして、カップ一杯を

使って回し飲みをします。もちろん、人数が

多かったらカップの数は増やすそうです。そ

れから、円陣を組んで座り、中央にサーバー

役の男が座って、ヤシ酒をブレンドしながら

お酒をついでカップを回していきます。飲む

ときは、「ソロソロ」と言いながら両手を添

えてカップを受け、一気飲みをするというの

がヤシ酒飲みのルールです。

　私は、うらやましくなり、ヤシ酒を作りた

いとミクロネシアのお父さんのサウタル（人

名）にお願いしました。サウタルがヤシ酒作

りに使っていたココヤシの木を1本借り、サ
ウタルからインストラクションを受けまし

た。鋭い刃のナイフで、花序の先を数ミリ、

毎回切れと。そのためには、ナイフは研いで、

研いで、研いで、すごくよく切れるナイフで

ないと駄目だと。さらに、花序を揺すっては

駄目だ、揺すったら液が出なくなるそうです。

　さらに、ヤシ殻のボールを毎回洗うのです

が、洗い過ぎては駄目。駄目だというのは理

屈として分かっていて、実際にヤシ酒が入っ

ていたヤシ殻を見てみると、ヤシ酒を移した

あと容器のヤシ殻には白いドロッとしたもの

が付着しています。おそらくその部分にアル

コール酵母が付着していて、「洗うけれど、

完全にきれいにしてしまうのではない」とい

うことなのです。

　ところが、私が借りた木は、たくさんの花

序液を出していたヤシの木だったにも関わら

ず、あっという間に花序液を出さなくなりま

して、1週間で断念しました。実に簡単そう
にみえましたが、それ以降、私は飲み手に撤

することになりました。私は、まさに彼らの

「具体の科学」に敗北したわけです。
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　ヤシ酒作りの道具は何かというと、先ほ

ど、ヤシ酒を作るために鋭いナイフが必要だ

と言いました。このナイフは金属製です。ス

ペインとの接触は16世紀後半以降ですので、
金属製のナイフは、それ以前にはなかったは

ずです。ですから、おそらく貝殻をナイフの

代わりに使っていたものと思われます。ヤシ

酒のためだけではなく、おそらく道具として

のナイフには貝殻を使っていただろうと思わ

れます。

　花序液をためるヤシ殻が必要です。ひねた

ヤシの外皮を剥がして、ナイフで切って成形

したものです。そして、ヤシ殻を花序に縛り

付けるココナツ製の細いロープが必要です。

さらに、回収したヤシ殻を洗うための、ヤシ

の葉柄を使ったブラシが必要です。実は、写

真がないのは、私がこういうテーマで話すこ

とを想定してフィールドワークをしていな

かったからです。この道具に関する写真が一

切ありませんので、言葉による説明だけで失

礼します。

　それから、回収したヤシ酒を入れておくの

は一升瓶を使っていました。一升瓶は日本と

の接触後に利用されるようになったものです

ので、おそらく20世紀以降です。持ち寄っ
たヤシ酒をブレンドするのはガロン瓶で、こ

れはコーラ飲料のものです。だから、アメリ

カ占領後です。

　このように、金属製のナイフや、一升瓶、

ガロン瓶などをみても分かるように、決して

伝統的な道具を使っているわけではなく、彼

らなりに便利なものを導入しつつ、かつ、自

分たちの便利なように利用しています。カッ

プは、おそらく元々は半分に切ったヤシ殻

だったのだろうと思われますが、私が滞在し

ていたときは、プラスチック製のものでし

た。都合に合わせて色々新しく入ってきたも

のも、利用していくというのが「具体の科学」

の特徴とも言えるでしょう。

　ヤシ酒の味はどんなものだったかという

と、ヤシ酒というのは、24時間放置するだ
けでアルコール酵母がアルコールに変えてく

れます。花序液は非常に甘い液体ですが、全

部の糖分がアルコール化されるわけではあり

ません。従って、このヤシ酒は甘いです。ア

ルコール分は、おそらく2～ 3％程度でしょ
うか。アルコール度数は低いです。ですから、

結構たくさん飲めます。

　それから、若干の酸味と若干の腐敗臭がし

ます。酸味というのは、このまま放っておく

とヤシ酢ができますので、おそらく酢酸菌も

中に混じっているのだろうと思われます。だ

から、ヤシ酒として飲むには、酢酸菌の作用

により酸味が増してくるより前に、早々と飲

むわけです。ヤシ酒を放っておくとヤシ酢が

できますが、ヤシ酢になると白濁したものが

半透明になっていきます。

　腐敗臭というのは、おそらくヤシ殻の洗い

方の問題だと思われます。アルコール酵母だ

けにすればいいのでしょうが、ココヤシの葉

柄のブラシでざっと洗う程度では、アルコー

ル酵母だけにするのは不可能でしょう。自然

の酢酸菌やそれ以外の雑菌がどうしても入る

でしょう。だから酸味と腐敗臭がしてくるだ

ろうと思います。ヤシ酒はブレンドします

が、ブレンドする理由は、ヤシ酒を造った者

の技術の差や自然状態によって味にばらつき

が出てくるからだろうと思われます。

　花序液を受け取るヤシ殻の中には、アル

コール酵母と酢酸菌、腐敗菌などが混入して
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いて、長い時間放置すると、酒として飲みに

くくなるのではないかと想像されます。それ

だけでなく、腐敗臭のない条件のいいものを

さらに長時間発酵させてヤシ酢を作るものと

考えられます。

　その他の発酵食品があります。パンノキの

実を切って地中に保存すると、粘り気が出た

餅状に変わってきます。ポリネシアでは、タ

ロイモ（皆さん方が召しあがるサトイモの親

イモのほう）を同様にカットしたものを地面

の中に埋めておいて作る発酵食品の「ポイ」

が知られていますので、類似の技術だと思わ

れます。ミクロネシアにやってきたときに、

タロイモで作るポイではなく、パンノキの実

から作るものに変わっていったものと思われ

ます。ポイに類似した食品としては、タロイ

モを石杵でついて餅状にして、その上にココ

ナツミルクを掛けたものがあります。しか

し、これは未発酵です。

　それから燻製は、保存食ですが、煙でいぶ

して低温加熱し腐敗菌をおさえます。燻製し

た後2週間ほどは食用となります。時間がた
つと、表面が白っぽくカビが付着しているよ

うにみえますが、カビが付着していても人々

は全然気にせず食べています。でも、2週間
ほどたつと、さすがにもう食べなくなります。

　ミクロネシアの人々の食というのは、「漁

労」とくくっておきますが、魚ばかりとは限

らず、ウミガメも食べますし、貝類も採って

います。ワシントン条約により保護されてい

るのがウミガメですが、ミクロネシアの人々

は、生存に必要な資源として捕獲が承認され

ています。動物性タンパク質と脂質を供給す

るものとして、漁獲物は大事だと思われます。

　アジの群れがラグーン（礁湖）に入ってき

まして、ある時は、1万匹獲りました。この
ときに、燻製しているところを観察しまし

た。1万匹いたとしても、ここの人々は正確
に数えて分配します。彼らは頭数で正確に分

配しますので真剣です。隣の島まで鮮魚で運

んだものもありましたが、大半は燻製を作り

ました。

　彼らの食べ物はどこから来たかということ

が気になります。海がありますので、しかも

サンゴ礁は豊かな海ですので、漁獲資源はた

くさんあります。ウミガメが産卵のために島

にやってきますので、ウミガメを捕ることは

容易です。しかし、農作物や家畜は、人々の

移動に伴って持ち込んだものなので、非常に

限られた資源と言えるでしょう。

　農作物をみてみましょう。島の中央部の湿

地でタロイモを各種生産しています。聞き取

りによると15品種ほどのタロイモを作って
います。陸生のものと湿地生のものがありま

す。それから、パンノキには、実は種ありと

種なしがあります。

　それから、ココナツの実ですね。バナナに

は、クッキングバナナとフルーツバナナの2
種類があります。繊維を取るためのバナナ、

つまり芭蕉布を作るバナナもあります。それ

から、柑橘類のライムもあります。家畜とし

ては、豚、犬、鶏を飼っています。

　パンノキというのは、大木です。家の柱を

作ったり、カヌーを作ったりする大木です。

人間が登っていき棒の先にナイフをつけて未

熟なうちに収穫します。熟れた実を落とす

と、地面で潰れてしまいます。まだ青いうち

でないと収穫ができません。

　金属器はヨーロッパとの接触の後に入りま

したし、瓶のたぐいは現代になって入ってく



Journal of Sugiyama Human Research 2017 129

第4回　人間講座報告

るわけです。元々はヘルメットシェル（ほら

貝）を鍋として用いたのですが、ヘルメット

シェルは、直火に乗せると割れます。そこで、

彼らの料理法は、火の上に魚をポイと投げ入

れる直火焼きか、石蒸し料理にします。石蒸

し料理だと、直火ではありませんので、ヘル

メットシェルを乗せても割れたりしないのだ

そうです。

　調味料は、やはりココナツミルクが大事で

した。非常に乏しい調味料しかありません。

ココナツミルクと、海水（塩分）、それから、

柑橘類の葉をよく使っていました。

むすびにかえて：微生物を捉え直す

　最後に、ミクロネシアの生活を見直してみ

て何が分かったのかを、むすびにかえてお話

しします。

　私は、ミクロネシアのサンゴ礁の環境や、

それを踏まえた人々の生活圏の脆弱性を訴え

たくてこの話をしたわけではありません。む

しろ彼らは、非常に資源が限られている中

で、持ち込んだ食糧を栽培し、生活圏をつく

り上げてきたわけです。

　ミクロネシアの人々は、海産物を除き、非

常に限定的な食糧資源で暮らしています。

言ってみるならば、現代社会の我々が、農業

革命以降、植物性の食べ物を農作物に依存す

るようになり、現代では自然のものを取って

食べることはなく、元々は摘み菜だった「秋

の七草」ですら、スーパーで買ってきていま

すね。ミクロネシアの人々の植物性食物のバ

リエーションは、我々が、店で買ったものを

買い食いしている状況によく似ているぐら

い、バリエーションが少ない生活をしている

といえます。

　彼らは非常に厳しい乏しい医療環境の中で

暮らしていますので、その意味では、抗生物

質への曝露は非常に限定的です。つまり、十

分な医療を受けていません。そういう状況の

中で彼らの腸内菌叢がどうなのかは、研究課

題としてありうるということに気が付きまし

た。

　加えて、彼らは、太平洋でいつも風が吹き

抜けて空気が入れ替わっている環境にいます

が、例えば、連絡船がやってくると風邪をひ

く人が増えてきます。なぜかというと、連絡

船が人を運んできて、人が風邪の菌をもたら

すからです。ですから、船が来ると、島で風

邪がはやります。それぐらい無菌状態だと私

は思っていたのです。

　でも、考えてみますと、彼らは自然のアル

コール酵母を使ってヤシ酒をつくり、それを

さらに放置して、自然の酢酸菌でヤシ酢も

作っています。パンノキの実を発酵させて保

存食を作っています。これは明らかに酵母の

働きによるものだと思われます。

　もちろん、彼らは脆弱な環境の中で生活し

ています。サンゴ礁の環境は、標高はわずか

数メートルしかありません。正確なところを

測ることはできませんが、せいぜい3～ 4
メートルぐらいの標高だと思われます。加え

て、非常に乏しい水資源しかありません。比

重の軽い真水が海水の上に浮かんでいるとい

う地下水です。

　温暖化に伴う海水面の上昇とか、あるいは

暴風雨による高波に無防備です。例えば、私

は、島で暮らし始めてすぐに台風のことが気

になりました。ミクロネシアで私が生活して

いた海域は、台風の誕生する海域でもありま

す。日本に来る台風のほとんどは、あの海域
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で熱帯低気圧から台風になるわけです。実際

に、私が滞在中もいくつもの台風が通り過ぎ

ていきました。「本当に大きな台風が来たら

どうするの？」と言ったら、「ヤシの木に登

れよ」と言うのです。ヤシの木に体を縛り付

けろと。だから、家には必ずロープを置いて

おけと言うのです。

　実際に見上げてみると、背の高いヤシの木

の先端近くには細くなった部分がありまし

て、細くなった部分は、1950年代に、大き
い台風で島にある木の葉っぱの部分を全部飛

ばされたのだそうです。「そのとき以来、ヤ

シの木に登ったことはないから安心だよ」と

は言われましたが、台風が来るたびにドキド

キしました。

　急激な海水面の上昇は、サンゴの生存に関

わってきます。つまり、サンゴはきれいな海

で褐虫藻と共生しているので、太陽の光が必

要です。急速に海水面が上昇すると、サンゴ

の生活圏が奪われます。従って、サンゴ礁の

生活圏が壊れてしまうわけです。

　これがミクロネシアに限ったことではない

というのは、私たちは、2011年以降、気が
付いたはずです。実は、私たちもまた同様の

危機的な状況にあります。南海トラフ地震

は、いつ起きても不思議ではない状況にある

ことは確かです。ですから、我々としても、

サンゴ礁の海水面の上昇などということを心

配している場合ではなく、南海トラフにおけ

る地震のことも気を付けておかなければなら

ないわけです。

　ミクロネシアに関してもう一つ、オセアニ

アは人類にとっての最後のフロンティアでし

た。例えば、ニュージーランドやハワイには、

人類は約1,000年前に到達したわけです。加

えて、オセアニアに分布する島々は、極小の

陸上生物環境です。鳥類、海流、気流、人類

の移動によって陸上生物は散布されるのです

が、非常に限定的です。大陸で陸続きになっ

ている場所とは、やはり違います。居住する

人類の食資源は、バリエーションが非常に限

定されているわけです。

　加えて、人々は島から島へ非常に厳しい環

境の中で移動しましたので、効率よくエネル

ギーを蓄え少ない食資源の中で生き延びるこ

とができる節約遺伝子を持っている人々が生

き延びたと言われています。栽培植物を持っ

て移動するということは、その栽培植物が十

分育つまでは次の食資源が取れないわけです

から、しばらくは、持参した食資源しかない

という状態になってしまいます。もちろん海

に取り巻かれているので、海産物、つまりタ

ンパク質や脂質は摂取できますが、デンプン

を摂取できるのは、持参した栽培植物だけと

なります。

　元の居住地を離れて移動しようと考える

きっかけは多様でしょうが、もし、災害や人

口過剰になって食糧難になったことを動機と

して島を脱出した人々が新天地を求めて別の

島に到達したとしたら、おそらくあまり食糧

を持参できなかったでしょう。ですから、そ

ういう厳しい環境の中で生き延びた人々が、

太平洋に住んでいる人々なのです。人類の移

動の累積により、各所に遺伝的なボトルネッ

クがあったと考えられます。ごくごく少人数

の人々が移動することになって、遺伝資源が

限定されることになったわけです。

　微生物について、ミクロネシアに限らず考

えておく必要があると思われます。微生物に

生かされている、あるいは、共に生きている
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ことの再認識が必要ではないかと考えられま

す。

　例えば、食生活の西欧化が肥満を生み出

し、成人病をもたらしたといわれています。

これは太平洋の島々も同様です。節約遺伝子

ですね。私が生活していた島は、外界とは最

小限のコンタクトですので食糧は伝統的なも

のを食べていましたが、空港があるような島

では、食生活の変化により、肥満が起こり成

人病が増えています。節約遺伝子によるだけ

にとどまらず、食生活や衛生環境の変化が消

化器内の菌叢を変化させたことによるものだ

と考えられます。

　また、1万年ほど前に誕生した農業は、地
域的に違いはあっても、一方では食糧安定供

給のために企図されたものでしょう。しか

し、実際には、農業革命以降、食物資源のバ

リエーションは非常に限られたものになって

きているというのが実情です。

　我々現生人類でも20万年前に誕生しまし
た。1万年前に農業が誕生したということは、
私たちの体は1万年前の農業革命以降の状況
に適応しているというよりも、20万年前の、
農業が誕生する以前の体であると考えたほう

がよかろうと思われます。つまり、自然にあ

るものを摂取していくという人類の腸内菌叢

と共生していたという状況が、私たちの身体

の仕組みを作っているはずです。それを考え

ると、私たちは、微生物との関係を無視して

はいられないと思います。

　最後におおぼらを吹いてみますと、微生物

人類学や微生物文化人類学というのは誰も

いっていないのですが、でっち上げるとし

て、目に見えない微生物が作り上げる産生物

を対象とした人類学や文化人類学もあり得る

だろうという提案です。

　微生物人類学は、人類と共生している微生

物の分析を通じて、人類進化や人類の移動を

研究していく分野になろうかと思われます。

微生物文化人類学は、微生物そのものは見え

ませんが、微生物が作り出すものを相手に、

物として付き合っていく人類学です。多様な

人類文化の諸形態に注目しつつ、微生物との

共生の様態を通じて研究していく分野と考え

ることができるでしょう。

　同時に私は、内部の環境と外部の環境とい

う言葉を使ったように、環境教育や多様な生

物との共生、多様性を考える教育のために、

微生物人類学や微生物文化人類学を活用する

ことができるのではないかと思います。

エピローグ

　私は最初の海外フィールドワークはミクロ

ネシアで体験したが、報告書を書き上げたあ

と、オーストラリアにフィールドワーク先を

変更し、1984年にはじめてオーストラリア
に行った。私は国立民族学博物館のオースト

ラリア・アボリジニ調査プロジェクトの一員

としてオーストラリアに滞在していた1984
年10月24日、ビッグニュースを聞いた。こ
れまでオーストラリアの白人社会と接触した

ことのないアボリジニのグループが突然中央

砂漠にあるキントーという名のアボリジニ・

コミュニティに現れたというのである。

　いうまでもなく、オーストラリアは、1770
年のキャプテン・クックによるイギリス領有

宣言と1788年のイギリスからの最初の植民
船団が到着することによって、アボリジニの

大陸がイギリスの植民地となった。それ以

来、諸条件によって濃淡はあるが、地図上の
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空白が次第に埋められていき、「文明」と未

接触のアボリジニはいなくなったとされてい

たが、それでも、広大なオーストラリア大陸

は文明との「ファースト・コンタクト」とい

うファンタジーの余地を残していたのであ

る。

　キントーというコミュニティは私たちの調

査チームが訪問先としてリストアップしてい

たのだが、この出来事によって、詳細が明ら

かになるまで外国人の入域が禁じられ、訪問

を断念する羽目になった。

　後日、この出来事は「ファースト・コンタ

クト」ではなかったということが明らかに

なった。コミュニティでのトラブルからある

夫婦が子供をつれてコミュニティを離れて中

央砂漠に出ていった。私たちであれば、食糧

や水を得ることができずに短期間のうちに枯

死してしまうだろう。しかし、アボリジニた

ちの中央砂漠の自然に対する知識は奥深く、

彼らは獲物がいる場所を知っていてヤリや堀

棒で獲物をとり、水場の所在地も知ってい

た。この中央砂漠での彷徨の中で、彼ら夫婦

は家族を増やしてさえいたのである。しか

し、その旅の途中、父親が何らかの事情で亡

くなり、母親が病気になって移動が困難に

なったために彼らはコミュニティへの復帰を

決断したとのことであった。彼らがキン

トー・コミュニティに帰ってきたとき9人
だったので、部族名のPintubi（ピンタビ）
にちなみ、彼らは「Pintubi Nine」と呼ばれ
ることになった。

　彼らが再びマスコミに登場したのは2014
年のことだった。彼らは、7人に数を減らし
ていたが、30年の後に元気な姿を見せた。
彼らは、1984年当時、痩せた少年少女だっ

たが健康体であったという。2014年の姿は
痩せておらず、肥満というほどではないが

しっかりとした体格を見せてくれていた

［Mahony 2014］。
　オーストラリアでも微生物文化人類学の

フィールドワークの可能性を見出すことがで

きるだろう。オーストラリアでのフィールド

ノートをもう一度開いてみようと思う。
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1．緒言

　女性の高等教育に対する期待は、近年ます

ます高まってきている。2015年の女性活躍
推進法の施行により、女性の活躍の場は広が

りつつあり、特に職場における女性の活躍に

注目が集まっている。しかしながら、女性た

ちの活躍の場は職場だけではない。とはいう

ものの、職場において女性たちが活躍しにく

かったこともまた事実であろう。このような

状況の中、女性活躍推進の機運を受け、その

受け皿となるべく女性たちを育てる場として

の女子大学において、キャリア教育は、ます

ます重要な意味を持つようになってきてい

る。

　本学では、「理論」「情報」「体験」を組み

合わせて、社会で自立して生きていく力、活

躍していく力を育み、自ら判断できる女性と

して、主体的に組織を支え、地域とかかわり、

社会に貢献できる力の育成に注力している。

人間的魅力、生き抜く力、共に生きる・人を

活かす力を成長する人になるための力ととら

えて、全学体制で取り組んでいる 1）。いわゆ

る職業キャリアだけではなく、人生キャリア

を見据えたキャリア教育という考え方を大切

にしてきている。そのキャリア教育の取り組

みの一環として全学共通科目「人間論」の中

の「キャリア教育」のテキストとして使用し

てきた『私のキャリアマップ』2）について、

「女子大学卒業生のライフコースに関する調査」
を中心に
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2011年に発行したものであるので、データの
追記等をはじめとする様々な改定の必要が生

じた。よって本年のプロジェクトの活動のひ

とつとして、『私のキャリアマップ』の改訂

作業に取り組んだ。さらに、同様に「人間論」

で使用していた『ロールモデル集 椙山発の
女性たち』3）についても見直しをすることとし

た。この冊子は、本学の初期の卒業生から卒

業間もない人まで、年代を幅広く調査し、そ

のライフスタイルを学生たちに提示したもの

で、多様な身近な女性たちの生きざまを伝え

る一助にはなっていたと思われる。しかしな

がら作成時にはまだ卒業生を輩出していない

学部もあり、全学部を網羅したものではな

かった。また、現役の学生たちにとっては、

いくら先輩とはいえ、80代の女性では自分の
祖母より上の世代であり、あまり身近な存在

としてはとらえられなかったようである。そ

こでこの度、すべての学部を網羅し、世代も

20代から40代に絞り込み、モデル数も増や
した『ロールモデル集 椙山発の女性たち Vol. 
2』4）を発行することにした。本年度の女性論

プロジェクトの主たる活動は、この冊子の発

行である。よって、本稿においては、その発

行に際しての活動を報告することとする。

2．研究会活動報告

　火曜日の夜分の時間に、吉田あけみ宅に

て、合計6回、研究会を実施した。以下にそ
の内容を報告する。

第1回研究会　2017年4月25日
19時から22時　吉田あけみ宅にて

議題

・本年度の活動予定について

『ロールモデル集 椙山発の女性たち Vol. 2』
の作成

・「活動報告書」の作成

・『私のキャリアマップ』の改訂

キャリア教育研究については、来年度以降、

今後の方向性を検討する

第2回研究会　2017年5月30日
18時30分から22時　吉田あけみ宅にて
議題

・ 『ロールモデル集 椙山発の女性たち Vol. 2』
について

・ 「女子大学卒業生のライフコースに関する
調査」の対象者の選定方法、人数、調査時

期、分担等

第3回研究会　2017年7月11日
18時30分から22時　吉田あけみ宅にて
議題

・ 『ロールモデル集 椙山発の女性たち Vol. 2』
について

・ 「女子大学卒業生のライフコースに関する
調査」の進捗状況の報告、調査対象者の選

定の調整

第4回研究会　2017年10月31日
18時30分から22時30分　吉田あけみ宅にて
議題

・ 『ロールモデル集 椙山発の女性たち Vol. 2』
について

・ 調査済みの結果についての報告、調査対象
者の選定の再調整、執筆分担並びに原稿締

め切りなどについての検討
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・「活動報告書」について

内容の検討並びに執筆分担について

・『私のキャリアマップ』の改訂について

改訂箇所の確認と担当者の確認

各自が担当したところは各自で確認し、メ

ンバーの異動で担当者がいない部分につい

ては、吉田あけみが担当する

・来年度の活動について

活動内容の検討は追ってすることとしプロ

ジェクトの継続申請を提出することで合意

第5回研究会　2018年1月16日
18時30分から22時30分
・ 『ロールモデル集 椙山発の女性たち Vol. 2』
について

原稿の校正・確認

・「活動報告書」について

原稿の校正・確認

・『私のキャリアマップ』の改訂について

原稿の校正・確認

・人間学研究センター研究報告会について

報告内容の検討

第6回研究会　2018年2月13日
・ 『ロールモデル集 椙山発の女性たち Vol. 2』
について

　2校の校正・確認
・「活動報告書」について

　2校の校正・確認
・『私のキャリアマップ』の改訂について

　2校の校正・確認
・来年度の活動計画について

3． 「女子大学卒業生のライフコースに関す

る調査」

　各学部各学科一名以上は対象にするように

調整した。年代は、現在の学生たちからあま

り年齢差がないようにということで、20歳
代前半から40歳代前半までの卒業生を選定
した。婚姻状態・子どもの有無等についても、

出来るだけ多様なロールモデルを選定するよ

うにつとめた。調査対象者の特徴は表1に示
すとおりである。

　基本的に、事前に質問項目や2013年発行
の『ロールモデル集 椙山発の女性たち』を送
付したのちに、大学などにて、1時間から2
時間程度のインタビューを行い、その結果を

『ロールモデル集 椙山発の女性たち Vol. 2』
にまとめた。

　主な質問項目は以下のとおりである。

　①プロフィール

　②ライフコース

　③大学・学部への進学動機

　④在学当時の学生生活

　⑤卒業後活かされた学び・経験

　⑥在学生へのメッセージ

　今回の調査からは、それぞれの学部学科で

の学びを直接的に活かして活躍している人が

いる一方で、さらなる学びを深めている人、

学部の専門性が直接関係しているわけではな

いものの、大学での学びを活かして充実した

日々を送っている人など、多種多様な女性た

ちの人生を垣間見ることができた。

4．結語

　今年度は、『私のキャリアマップ』改訂版5）

と『ロールモデル集 椙山発の女性たち Vol. 2』
の作成に追われ、女子大学の今後の在り方、
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女子大学におけるキャリア教育の意味、今女

子大学に求められるものは何かというような

根源的な問題に、ゆっくり向き合うことがで

きなかった。現代における女子大学をめぐる

状況は、共学か否かというようなことのみで

なく、あらたなステージに入っている。トラ

ンスジェンダーをめぐる入学許可論争がアメ

リカにおいておこり、日本においても一部の

女子大学においてはすでに何等かの方向性が

示されている6）。また、共学大学においても

ジェンダー研究や女子学生に向けての支援も

高まってきている7）。このような状況下にお

いて、女子大学として女子学生へのキャリア

支援をどのようにすべきか、女性のライフ

コースとどのようにコミットしていくのかと

いうような課題は以前にも増して、重要課題

になってきている。来年度以降は、これらの

問題についても、議論を重ね、そのために必

要な調査・研究を共同で行っていきたいと考

えている。

注

1） 椙山女学園大学キャリア支援課「未来を
創造する力を、成長する力へ結ぶ」2017
年

2） 椙山女学園女性論プロジェクト『私のキャ
リアマップ』椙山人間学研究センター　

2011年
3） 椙山女学園女性論プロジェクト『ロール
モデル集 椙山発の女性たち』椙山人間学
研究センター　2013年

4） 椙山女学園女性論プロジェクト『ロール
モデル集 椙山発の女性たち Vol. 2』椙山
人間学研究センター　2018年

5） 椙山女学園女性論プロジェクト『私のキャ
リアマップ』改訂版　椙山人間学研究セ

ンター　2018年
6） 高橋裕子「トランスジェンダーの学生を

表1　調査対象者一覧
番号 氏名（記号） 年齢 学部 学科 職業・活動などの特徴

1 A氏 40歳代前半 生活科学部 生活環境学科 大学院を経て大学研究所特任講師

2 B氏 40歳代前半 生活科学部 食品栄養学科 栄養士

3 C氏 30歳代前半 国際コミュニケーション学部 国際言語コミュニケーション
学科 会社員、育休中

4 D氏 30歳代前半 国際コミュニケーション学部 表現文化学科 国際結婚、趣味の演劇、海外在住

5 E氏 30歳代後半 人間関係学部 人間関係学科 会社員、育休中

6 F氏 30歳代後半 人間関係学部 人間関係学科 専業主婦

7 G氏 20歳代後半 人間関係学部 心理学科 大学院を経て臨床心理士、公務員

8 H氏 20歳代後半 文化情報学部 文化情報学科 システムエンジニア

9 I氏 20歳代後半 文化情報学部 メディア情報学科 アナウンサー

10 J氏 30歳代前半 現代マネジメント学部 現代マネジメント学科 公務員

11 K氏 20歳代前半 教育学部 子ども発達学科 大学院在学中

12 L氏 20歳代後半 教育学部 子ども発達学科 小学校教諭、育休中

13 M氏 20歳代前半 看護学部 看護学科 看護師

*学部・学科名称は卒業当時の名称
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めぐる入学許可論争とアドミッションポ

リシー―21世紀のアメリカにおけるセブ
ンシスターズの女子大学を中心に―」

『ジェンダー史学』第12号　ジェンダー
史学会　2016年

7） 「朝日女性活躍フォーラム2017　女性が

輝くあいちの実現へ」朝日新聞　2017年
11月30日　椙山女学園大学、金城学院大
学のみならず、名古屋大学、名古屋工業

大学、星城大学における女子大生に対す

る学びの支援などが多数紹介されている。
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1． SDGs（持続可能な開発目標）としての水・

気候変動問題

（1）気候変動と国際的な動向

　「気候変動に関する国際連合枠組条約」の第

1条では、「『気候変動』（“Climate Change”）
とは、地球の大気の組成を変化させる人間活

動に直接又は間接に起因する気候の変化で

あって、比較可能な期間において観測される

気候の自然な変動に対して追加的に生じるも

のをいう。」と定義されており、条約の対象と

なる気候変動の要因を人的起源のものに限定

している1）。

　最近、地球規模で起きている現象をみる

と、グレートバリアリーフや沖縄の石垣島な

ど、これまで世界各地の海でみられた色とり

どりの美しいサンゴが次々と白化し、少なく

なっている。地球温暖化が海中にもたらすこ

の大きな変化が、海の砂漠化とも呼ばれるサ

ンゴの白化現象である。白化したサンゴは、

酸素を作り出すメカニズムを失った状態で、

これは、美しいサンゴがみられなくなるだけ

でなく、温暖化を促進させ、私たち人間を含

む生態系にも大きな影響を与える現象とな

る。陸地の森林と同様に二酸化炭素を取り込

み、酸素を作り出すメカニズムを持つサンゴ

が白化することで、海の生態系は今急速にバ

ランスを崩している。

　身近なところでは、一昨年8月に北日本太
平洋側で前線や台風の影響によって記録的な

多雨となり、根室や網走ではこれまでの8月
における降水量1位の記録をさらに更新し
た。一方、西日本では高気圧に覆われやすく、

8月の気温としては2010年に次ぐ高い値で
推移し、西日本周辺海域では記録的に高い海

面水温となった。また、2015年8月中旬か
ら9月上旬頃にかけ、西日本から東北の広い

地域・学校・企業と連携したSDGsとしての
水・気候変動教育
Water & Climate Change Education as SDGs in cooperation with the region, 
school, enterprise

A Report of ‘Environment and Human being’ Research Project
「環境と人間」プロジェクト研究報告

椙山女学園大学教育学部准教授
渡邉　　康
Koh Watanabe

椙山女学園大学教育学部客員教授
林　　敏博
Toshihiro Hayashi

椙山女学園大学教育学部教授
宇土　泰寛

UtoYasuhiro
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範囲で平年より降水量が多く、日照時間が少

ない状態となった。このような不順な天候

は、本州付近に前線が停滞し、低気圧の影響

を受けやすかったことによるもので、要因と

して、上空の偏西風がアジアの広い範囲で平

年より南に偏り、さらに日本の西で南に蛇行

したことが関連していたとみられる。また、

エルニーニョ現象の影響でアジア地域のモン

スーンに伴う対流活動が不活発だったことな

どが挙げられるだろう。

　IPCC（気候変動に関する政府間パネル）
の第5次評価報告書は、このまま気温が上昇
を続けた場合のリスクとして、大きく次の8
つを挙げている。

・海面上昇、沿岸での高潮被害などによる

リスク

・大都市部への洪水による被害のリスク

・極端な気象現象によるインフラ等の機能

停止のリスク

・熱波による、特に都市部の脆弱な層にお

ける死亡や疾病のリスク 
・気温上昇、干ばつ等による食料安全保障

が脅かされるリスク

・水資源不足と農業生産減少による農村部

の生計及び所得損失のリスク 
・沿岸海域における生計に重要な海洋生態

系の損失リスク

・陸域及び内水生態系がもたらすサービス

の損失リスク

　そして、これらのリスクは、温度の上昇の

度合いによって、さまざまな影響を引き起こ

す可能性があると指摘している2）。

（2）気候変動教育とリテラシー

　気候変動は、地球にさまざまな影響を及ぼ

している課題であるにもかかわらず、学校教

育の中では、重点を置かれてこなかった。気

候変動問題は非常に深刻で、すぐに解決でき

るものではない。だからこそ、教育の役割は

非常に大きく、未来を担う子どもたちが気候

変動の問題を自分事としてとらえ、まずは身

近なところから、今できることを実践してい

くことが重要である。それが「気候変動教育」

のねらいと考える。

　実践にあたっての留意点は、気候変動がも

たらす危機的状況のみの理解にとどまらない

ようにすることである。すなわち、世界の気

候変動によってもたらされるさまざまな現象

のみに目を向けるのではなく、気候変動は長

期的、逆転不能、不確実、予測不能であるこ

とを体験的にとらえさせ、その上で、地球上

すべての人や生物にとって、持続可能で、よ

り良い未来に向けた課題について、今、自分

たちにできる、身近なところから取り組める

カリキュラムが求められる。

　そこで、私たちにとって最も身近な水問題

を始めさまざまな気候変動の問題を、ESD
の視点で学習させることを通して、気候変動

教育の定着を図っていきたいと考えた。水に

関する学習は、さまざまな教科で扱われてい

る。地球規模の水問題を、ローカルな問題か

らグローバルな問題に至るまでどうすれば解

決できるのか、その学習活動を通して気候変

動によって起こるさまざまな現象を知ると同

時に、それをいかにして抑えていけるかをみ

んなで考え、持続可能な社会や自然の構築を

目指すのである。

　そして、気候変動教育を特別な教科や時間

の中で行うのではなく、教科を超えて横断的

に行うことが大切である。そのためにはまず
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水・気候変動のリテラシーを作成し、カリキュ

ラムの構成を組み立てる必要がある。

　図1に示したように、それぞれ7つの学習
項目を考えて、水リテラシー3）と気候変動リ

テラシーを比較してみると、それらがそれぞ

れ共通したものであることがわかる。

　そこで、この水と気候変動を関連づけて、

次のような（表1）水・気候変動リテラシー
を作成した。

2． 大陸間水・気候変動教育プロジェクト活動

（1） 大陸間水・気候変動教育プロジェクト

の経過

　新たな人間についての知の開発を目指す椙

（表1）水・気候変動リテラシー
Theme 水・気候変動に関するトピック

Ⅰ．水・気候変動の世界 1．地球は水と大気に覆われた惑星
2．物質の三態　固体・液体・気体
3．水と大気の循環
4．気候変動は長期的、逆転不能、不確実、予測不能
5．地球上の水のかたより　雨の多い国、少ない国
6．海水面の上昇

Ⅱ．水・気候変動と生活 1．オゾンホールの破壊
2．生物多様性の喪失
3．森林減少
4．山火事
5．気候変動とエネルギー
6．水質・大気・土壌汚染

Ⅲ．水・気候変動の危機 1．海水面の温度上昇
2．氷河の崩壊
3．ハリケーン、嵐
4．大変動・大災害
5．高潮、洪水
6．干ばつ、砂漠化

Ⅳ．国境を越える水・気候変動 1．地球温暖化
2．酸性雨
3．温室効果
4．二酸化炭素濃度の上昇
5．農地の荒廃と食糧不足
6．国際協力・支援

Ⅴ．水・気候変動と人々 1．アマゾンの原始林伐採
2．中国の大気汚染問題
3．日本で局地的な大雨の発生率が増加
4．サンゴの白化
5．オーストラリアの低温・少雨による小麦、大麦の不作
6．アメリカの高温・少雨によるトウモロコシ、大豆の不作

Ⅵ．私たちにできること 1．二酸化炭素の排出削減方法を考える
2．節水、省エネのよびかけ
3．Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）活動
4．自然（森、海、野生生物）を守る
5．気候変動についての表現　音楽・文芸・アート
6．世界とつながろう　持続可能な社会へ

☆大陸を越えた地球
　　体験学習

1．日本の環境問題の探究とプレゼンテーション
2．地域の自然、歴史、文化学習、ジオラマ、イラストマップ
3．世界の自然、歴史、文化学習、ジオラマ、ワールドマップ
4．自然観察・自然体験学習
5．絶滅危惧種と生物多様性の学習
6．気候変動と水、食糧問題についての学習
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山人間学研究センターのプロジェクト研究と

して、「環境と人間」プロジェクトは、21世
紀の重要課題である水・気候変動問題に対

し、大陸を越えた学び合いやミュージカル、

合成映像等の表現活動についての基盤となる

基礎研究と調査活動を行い、より質の高い学

び合いと表現活動の具現化を目指してきた。

　このプロジェクトは、2015年国連サミットで
の「持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable 
Development Goals）」における17の目標の中
で、6：水、衛生へのアクセス、13：気候変動
に対する対策を中心に、水・気候変動問題へ

教育的側面からアプローチする基礎研究と実

践研究活動を実施してきた。

　具体的には、2010年の椙山女学園大学附
属小学校での西アフリカのブルキナファソへ

の支援交流から継続しているブルキナファ

ソ、フランス、日本の3ヶ国間で教育交流を
実施している。特に、水の学び合いから、3ヶ
国の子どもたちがそれぞれ歌詞を作り、椙山

女学園大学の渡邉康が作曲し、合唱「水はい

のち I LOVE WATER」を映像で交流し、昨
年は、ブルキナファソの子どもたちを日本に

招聘し、ミュージカル「I LOVE WATER　
人と水の精の物語」を実施した。

　このような研究、実践の経過を踏まえ、今

年度は、ミュージカルなどの表現活動の基盤

となる水・気候変動教育の基礎研究と大陸間

交流の基礎となる自らの地域の調査、探究を

主に行うことにし、以下のような活動計画を

作り、実施してきた。

（2） 大陸間水・気候変動教育プロジェクト

活動計画

〈目標と視点〉

　国連のSDGsのための教育を創出し、大陸
間教育の交流を実施する。地域や地球規模で

起こる水・気候変動問題に対応できる市民と

問題解決への行動力の育成を、「つなぐ」の

視点から図る。

・ ローカル（地域・国）とグローバル（世
界・地球）をつなぐ

・科学とアートをつなぐ

・子どもと大人をつなぐ

・地域と学校と企業とアクターをつなぐ

・ ショートストーリーと合成映像を創り、

図1　 水リテラシーと気候変動リテラシーの比較
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学び合う（椙山女学園大学教育学部　　

ケースメソッドⅡで、実施）

〈活動と展開〉

1．地域の探究とフィールドワーク
　①地域の中の自然と人々の生活

　②地域の中の人々の歴史と工夫

　③地域の中の人々の活動とつながり

　④地域の中の世界と持続可能な未来

エリア研究

○ 知多半島：知多市・半田市・常滑市・武豊
町・南知多町

知多市歴史民俗博物館、半田市立博物館、

武豊町歴史民俗資料館、水の生活館、常滑

市民俗資料館、廻船問屋龍田家、南知多町

郷土資料館

○日進・長久手：日進市、長久手市

岩崎城歴史記念館、レトロ電車館、明治記

念館、長久手市郷土資料室、小牧山城歴史

館、天白川

○名古屋：新堀川・堀川・黒川・中川運河

水の歴史資料館、産業技術記念館、名古屋

市博物館、海洋博物館、リニア・鉄道館

○ 木曽三川：江南市、稲沢市、愛西市、海津市
すいとぴあ江南、祖父江町郷土資料館、木

曽川文庫、海津市歴史民俗資料館、国立木

曽三川公園

○木曽路・飛騨

木材の伐採と運搬、水運・いかだ

岐阜市歴史博物館、高山陣屋、飛騨高山ま

ちの博物館、中津川中山道歴史資料館

川でつながる飛騨と岐阜と名古屋

○関西：琵琶湖、淀川、六甲

2．多様な活動モデルの開発
　〈国内のステークホルダー別探究〉

　昨年度までに開発した手法を活かして、

多様な活動モデルを探究する。

　これらの活動モデルを「地球子ども広場」

の活動資源として展開する。

①行政との連携：日進市などとの連携

② 団体との連携： UR都市機構　椙山女学
園大学教育学部宇土ゼミ

③企業との連携：アサヒ飲料株式会社

④ 学校との連携： 神戸大学附属中等教育学
校、愛知県立みあい特別

支援学校、名古屋市立橘

小学校、岡崎市立生平小

学校、椙山女学園大学附

属小学校

⑤ 学会との連携： 日本国際理解教育学会
実践・研究委員会

SDGsに関する研究　
水・気候変動教育プロ

ジェクト

　〈国外のネットワーク〉

①ブルキナファソ：ル・クルーゼ学園

② フランス：ストラスブール市の小学校、
教育委員会

③ フランス：アルザス地方　バール村の小
学校

（3） 大陸間水・気候変動教育プロジェクト

活動とネットワーク

　昨年度までの大陸間ミュージカルで、外国

とのつながりと多様なメソッドを開発し、実

施してきた。これらの内容と方法を活かし

て、今年度は、国内のステークホルダーとエ

リア研究が相互に関係しながら、研究を進め

ることになった。

　このような椙山人間学研究センターにおけ

る環境と人間プロジェクトでの研究を基盤に
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しながら、多様なステークホルダーとネット

ワークを作りながら進める形での主な活動の

パターンと概要を述べてみたい。

　A．学会＋椙山女学園大学＋名古屋市立大学
飯島眞（埼玉県松伏町立松伏第二中学校）

「気候変動の概要と先進的実践事例」

曽我幸代（名古屋市立大学）「変容をも

たらすESD」
宇土泰寛（椙山女学園大学）「水・気候

変動問題からSDGs時代の教育を考える」
藤井比奈多（椙山女学園大学大学院）「水・

気候変動についての単元学習を土台に、

新たな表現・発信方法による学びへ」

第1回水・気候変動教育公開研究会　
2017年5月20日　椙山女学園大学教育
学部

　B． 小学校＋エリア名古屋市・木曽路・飛
騨＋学会

名古屋市立橘小学校・山田修教諭の実践

発表

「身近な素材からつくる水・気候変動教

育～過去・現在の新堀川を調べ、未来を

考える活動を通して～」

〈ワークショップ〉進行：林敏博

「新堀川の未来と子どもたちの市民参画」

第2回水・気候変動教育公開研究会　
2017年8月24日　椙山女学園大学教育
学部

　C． 中等教育学校＋エリア関西・地球的課
題＋学会

・ 神戸大学附属中等教育学校・森田育志教
諭の実践発表

「水・気候変動をテーマとした授業づく

り～学校設定科目ESDを通して」
第2回水・気候変動教育公開研究会　

2017年8月24日　椙山女学園大学教育
学部

・ 神戸大学附属中等教育学校・森田育志教
諭の公開授業

「水と気候変動を結びつけた学び」

中等教育学校3年生のESD（社会科公民
分野）単元：水と気候変動

第3回水・気候変動教育公開研究会　
2017年11月28日　神戸大学附属中等教
育学校

　D．企業＋宇土ゼミ＋小学校
アサヒ飲料・椙山女学園大学宇土ゼミ協

働プロジェクト

三ツ矢サイダージュニア環境授業（出前

授業）　2017年12月19日
岡崎市立生平小学校　3年生―5年生

　E． 宇土ケースメソッド＋企業＋エリア知
多・日進・木曽三川＋演劇専門家

ショートストーリー

リクルート・スタディサプリでの学びと

ローカルな歴史的地域的探究をもとに、

ショートストーリーを創り、劇化する。

演出家のばんたくや氏の協力も得た。

2016年 度 後 期 に 4チ ー ム で 以 下 の
ショートストーリーと合成映像を作成し

た。

Aチーム「木曽三川」、Bチーム「愛知
用水」、Cチーム「モリコロパーク」、D
チーム「半田運河」

2017年度後期は、ローカルな知とグロー
バルな知をつなげる課題に取り組んだ。

・「伊勢湾台風とスーパーハリケーン」

・「愛知用水とニューディール政策」

・「堀川、中川運河とベネティア」

・「木曽三川とオランダ」
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　F．団体＋宇土ゼミ＋地域の子どもたち
　 　西山っ子地球子ども広場プロジェクト
は、椙山女学園大学の近くの虹ヶ丘西団

地の集会所の隣の一室（UR都市機構提
供）に、放課後、子どもたちが集まり、

地域の課題を探求し、学び合い、自らの

問題として、どのように関わり、よりよい

地域社会をつくるかという子どもたちの

アクティブな市民性を育てるプロジェク

ト活動である。そして、自分の地域の課

題と世界の各地域の子どもたちが出す課

題をサイバー空間の新たな学びの場であ

る地球子ども広場（Global Kids Square）
で、学び合うのである。共通のテーマと

して、SDGsとかかわる水・気候変動とモ
ビリティ・マネジメント、町づくり、森林

の保護などを掲げている。

　G． 行政＋椙山女学園大学吹奏楽部・教育
学部音楽専攻＋地域の人々

　 　日進市には、地域の市民活動団体が多
くあり、これらの市民の活動をつなぐた

めに、「未来につなごうESD」として、
日進市は「にっしんわいわいフェスティ

バル」を開催した。その主題歌の作曲を

渡邉康が行い、椙山女学園大学の吹奏楽

部、教育学部音楽コースの学生が演奏し、

日進市の少年少女合唱団と共演した。

3． 地域や学校、企業と連携した地球子ども

広場での活動と教育研究

（1） UR虹ヶ丘団地での西山っ子地球子ども

広場の活動

〈場所〉　 虹ヶ丘西団地の集会所の隣
 （UR都市機構提供）
〈時間〉　 2017年6月～ 2018年1月　
 月2回程度　16：30～ 18：00
〈人数〉　 大人（学生）毎回9～ 10人程度（ゼ

ミ生4年生・3年生の当番制）＋先生

東海地域のジオラマ：手前・御嶽山と愛知用水
　　　　　　　　　右奥・金華山と岐阜城

　　　　　　　　　　　　　左奥・伊勢湾と三重県鈴鹿山脈
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〈目的〉　 子どもたちが主体的に、地域の課題
を探求し、学び合い、自らの問題と

して、どのように関わり、よりよい

地域社会をつくるかという子どもた

ちの参加型の市民性を育成するプロ

ジェクト活動である。そして、自ら

の地域の課題を、世界の各地域の子

どもたちと交流し、学び合うことを

目的とする。共通のテーマとして、

水・気候変動、モビリティ・マネジ

メント、町づくりを掲げている。

〈内容〉　 東海地域のテーマに沿った事物を
ジオラマで表現し、その地域の課題

を子どもたちが考え、町づくりを行

う。特に、モビリティ・マネジメン

トと水・気候変動を中心テーマにし

ているので、名古屋駅を中心とした

JR・名鉄・近鉄各線、水の多い木
曽三川、金華山と岐阜城、名古屋駅

前の市街地、東山動植物園、長久手

の丘陵地、御嶽山と牧尾ダム、愛知

用水と知多半島、セントレアと名古

屋港、鈴鹿山脈と三重県などのエリ

アをジオラマで製作した。

　このジオラマのしかけは、水・気候変動と

モビリティ・マネジメントにかかわる活動を

子どもたちが主体的に参加しながらできるよ

うに配慮されている。当初は、Nゲージの電
車を考えたが、子どもたちが実際に触り、自

分たちで操作できるハンズ・オンのジオラマ

にするには、プラレールが適していることが

わかった。その為に、名古屋駅からトンネル

をくぐり、高架で走る新幹線だけがNゲージ
を使用している。小学生でも高学年の児童が

来たときに運行することにした。

　モビリティ・マネジメントと水・気候変動

は、エネルギー問題と地球温暖化の問題とし

て相互に関係するのである。公共交通機関の

有効利用が個人の自家用車の利用を減らし、

地球温暖化の原因となる排気ガスの減少につ

ながるからである。

　モビリティ・マネジメントとは、「一人ひ

とりの移動や、まちや地域の交通の在り方

を、工夫を重ねながらよりよいものに改善し

ていく取り組み」4）のことを意味しており、

モビリティ・マネジメント教育が世界的にも

展開されている。その典型的な都市の事例と

して、椙山女学園大学附属小学校がオースト

ラリア研修で行っていたパース市がよく挙げ

られている。そのために、私が附属小学校校

長の時、市内の公共交通機関を子どもたちに

体験させたりした。

　このようなしかけを持ったジオラマでは、

子どもたちは、さまざまな学び合いを引き起

こしていた。今年度のゼミ生も、次第にこの

学びの意味に気付き、これからの学習指導要

領で示されている「主体的で対話的な深い学

び」へとつながるプロジェクト学習を体験す

ることができてきた 5）。この学びの意味が見

出せない学生や段階では、子どもたちの単な

るお世話役だけで時間を費やすことになり、

子どもたちの学びよりしつけ的な声掛けの指

導になっているのである。

　このプロジェクト学習では、以下に示すよ

うな主体的で対話的な深い学びにつながる7
つの学びの可能性が見出された。

　① 子どもたちの参加態度を主体的なものに
する。

　②役割取得と協同性を生み出す。

　③ 年齢差、外国籍児童などの言語コードの
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壁を低くする。

　④ 言葉のモデリングとしての役割を持ち、
社会の学びと言語習得に役立つ。

　⑤ 製作の工夫や配置によって、過去・現在・
未来を表すことができ、想像力を養う。

　⑥ 鳥瞰的な視点など資質・能力の中核であ
る社会的な見方・考え方を育成する。

　⑦ ジオラマに人間の姿を入れることによ
り、よりよい社会づくりへの価値形成が

生まれる。

　このジオラマを使ったプロジェクト活動に

おいても、スタッフ側のしかけと指導プログ

ラムが重要である。気候変動で大雨が降った

設定を投げかけたとき、学生スタッフが考え

ている以上の状況を子どもが提示してきた。

山の土砂崩れが生じ、線路が埋まってしまい、

電車が立ち往生してしまったというのであ

る。この問題に対して、子どもたちは、町に

ある工事用車両と救急車、消防車などを出動

させたのである。交通機関と水による災害を

結びつけて考えたのである。更に、現場まで

の道路が整備されていないことまで見出した。

（2） アサヒ飲料との協働プロジェクトによる

水の循環をテーマにした小学校での実践

　アサヒビールやカルピス、三ツ矢サイダー

などで有名なアサヒ飲料と4月から毎月、研
究協議をゼミ生とともに行い、新しい指導要

領にも対応できる学び合いができる教材とプ

ログラムを開発することになった。アサヒ飲

料では、カルピスと三ツ矢サイダーのテーマ

でプログラムを持っていたが、今回は、ゼミ

のテーマが、水・気候変動問題であるため、

三ツ矢サイダージュニア環境授業の小学生向

け出前授業のプログラムと宇土ゼミで推進し

てきた科学とアートの融合、ミュージカルや

ショートストーリーの方法の両面から検討し

ていくことにした。

　その後、完成した教材とプログラムによ

り、岡崎市立生平小学校で実際の授業をする

ことになったのである。

「三ツ矢サイダー」出前授業プログラム

～水と森の関係を探る　安全でおいしい

水ができるまで～（椙山女学園大学版）

日　時　2017年12月19日（火）　
　　　　9：35～ 11：25（2・3校時）
場　所　生平小学校　体育館

参加者　 椙山女学園大学　宇土泰寛、渡邉康、
林敏博　3名

　　　　 大学院生　藤井比奈多、宇土ゼミ生
9名

　　　　 アサヒ飲料株式会社　佐野公美、　
正重高志　2名

児　童　 3年生9名、4年生10名、5年生11
名　　合計30名

内　容　 私たちの生活に必要不可欠な水。水
はどのようにして生まれ、どのよう

に活用されているのだろうか。ジオ

ラマや紙芝居を教材として水循環の

しくみをわかりやすく学びながら、

水の価値、環境保全の大切さについ

て学ぶ。また、ゲーム形式で水の大

切さに気づき、他の国が考える水の

価値についても学び、〝私たちが、今、

できること〟をテーマに子どもたち

が考え、発表する。

　〈カリキュラム概要〉

　①プロローグ　水への問いかけ

　②水の循環
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　　「エコるん」、「ニコるん」の水と森の物語

　③ろ過装置できれいになる水の観察

　④山のないブルキナファソの映像

　⑤自らの水の使用量と世界の使用量を問う

　⑥水のすごろく　説明とグループワーク

　⑦学んだことの振り返り

　⑧水の世界地図と水への誓いの言葉

　⑨3か国の「I LOVE WATER」合唱の映像
　⑩エピローグ　水への乾杯

　今回の授業後のアンケートでは、子どもた

ちの反応は素晴らしいものであった。これを

カリキュラム論の立場から、ゼミ生も交えて

分析考察していった。

　まず、90分の授業で、子どもたちの意欲
的な参加態度がみられたが、この原因とし

て、態度形成における4つの側面を提示した。

　情意的側面・認知的側面・価値的側面・技

能的側面である6）。この視点からプログラム

が配置されていたのである。（表2）

ジオラマ　水の循環と森の物語

（表2） アサヒ飲料と椙山女学園大学宇土ゼミの水に関する協働プロジェクト
環境教育出前授業における4つの側面での回答の分析
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情意的側面：

プログラム②の「エコるん」と「ニコるん」

のファンタジーによる水と森の物語

認知的側面：

プログラム③　ろ過装置での実験と観察によ

る科学的認知としての体験的理解

プログラム④　ブルキナファソの映像による

山や地形等自然環境と世界への認知的拡大

価値的側面：

プログラム⑤　世界の水の使用量と自分の水

の使用量との視覚的な比較と自らへの問い

技能的側面：

プログラム⑥　すごろくに描かれている水へ

の態度や技能をゲームをしながら学ぶ

　この学びの過程を異学年の子どもたちが語

り合い、一人ひとりの誓いを世界地図に貼っ

ていった。最後のエピローグで、日本、フラ

ンス、ブルキナファソの子どもたちの水への

メッセージがこもった映像を鑑賞し、水への

乾杯をして終了した。新しい発見では、ブル

キナファソの映像が高学年では挙げられてお

り、多様なしかけやアプローチを配したプログ

ラムの重要性にも気づかされた授業であった。

4．おわりに

　「環境と人間」プロジェクトは、この名古

屋の地で、水・気候変動問題への活動を発信

し続けることにより、多くの人々や企業、団

体、地域、行政とのつながりが次々と生まれ

てきた。昨年度が、日本とフランス、ブルキ

ナファソなど、世界への広がりが中心であっ

たのに対し、今年度は、国内での歴史的アプ

ローチやエリア的アプローチを中心に、多様

なステークホルダーとのつながりを持ちなが

ら活動してきた。

　このプロジェクトのテーマは、国連が地球

的課題として提示し、トランプ大統領による

パリ協定離脱などで、現在話題になっている

「気候変動教育」を創出することである。こ

の教育については世界的にも実践は始まった

ばかりであり、日本の代表的な実践と研究を

託されているのである。

　さらに、新学習指導要領とも深く関係して

おり、従来の知識伝達型の教育の変革が求め

られ、多様なメソッドも創出が必要である。

　そのため、今年度も、椙山女学園大学に関

東、関西からも多くの先進的な研究者や実践

者が集まり、これからの地球と地域の未来を

語り合い、次世代の子どもたちへの教育の創

出を探求し合う機会を持った。

　公開研究会で、発表された先生方はもちろ

ん研究会に参加してくださった方々にも感謝

したい。

　また、椙山女学園大学の学生もこの実践の

最先端の活動に主体的に参加し、日本の国連

SDGsの代表者に実際に会い、語り合い、研
究を進められたのである。日本の代表的な企

業との協働的な活動を実際に経験できたこと

も大きな成果であった。

　次年度は、今年度の成果を再びフランスや

ブルキナファソなど大陸を越えた活動として

つなげていくことが求められるので、今年度

のつながりを大切にして、実践と研究をさら

に継続していきたい。

 注 

1） 文部科学省、気象庁、環境省2013年「日
本の気候変動とその影響」（2012年度版）
p10

2） 環境省　地球環境局平成26年6月「IPCC
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3） 宇土泰寛「宇宙船地球号　水と生活の旅」
（椙山女学園大学 /椙山女学園大学附属小
学校）2013年　p. 61

4） 唐木清志・藤井聡2011「モビリティ・マ
ネジメント教育」東洋館出版社　2011年
p. 1

5） 伊藤舞那「言葉の壁を越えた学びの場づ
くり～具体物・人々と関り合う中で」椙

山女学園大学教育学部卒業論文2017年　
p. 20

6） 宇土泰寛『地球号の子どもたち　宇宙船
地球号と地球子供教室』創友社　2000年
p. 86
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A Report of the Connect children’s development Project

1．問題の所在と目的

　平成27（2015）年6月、椙山人間学研究
センター開設10周年を記念して創設された
「公募プロジェクト」の採択を受け、「乳児か

ら就学前幼児までの発達段階を見通した保育

の充実―乳児専門保育園から幼稚園への円滑

な接続を中心に―」をテーマに研究の緒に就

いた。同年4月の「子ども・子育て支援新制
度」の本格実施により、国策としての幼保一

体化の方向が明示されたことと、椙山女学園

に附属保育園（乳児専門保育園）が誕生し、

附属両園の連携が強く求められたことによる

ものである。そこで検討したことは、乳児専

門保育園で育った2歳児を、保育園・幼稚園
の3歳児クラスに受け入れる場合に、どのよ
うな保育の連続性の確保と配慮・工夫等が必

要であるのか、であった。先行実施の施設見

学等から学ぶとともに、園内幼保連携協議

チームを立ち上げ、連携についての実行可能

な種々の取り組みを検討し、報告した（石橋

他，2016）。
　その実施と効果の検討は年度をまたぐもの

であり、平成28（2016）年度新たに「子ど
もの発達をつなぐプロジェクト」として採択

を受け、研究の継続と発展を試みた。乳児専

門保育園から幼稚園への円滑な接続を目指し

「子どもの発達をつなぐ」プロジェクト研究報告

乳児から就学前幼児までの発達段階を見通した保育の充実
―防災教育の観点から―

Improvement of childcare that looked through a development stage from a baby 
to an infant.: From the angle of the disaster prevention education.

椙山女学園大学附属保育園園長
小林　豊子
Toyoko Kobayashi

椙山女学園大学附属保育園主任
松本由美子
Yumiko Matsumoto

椙山女学園大学附属幼稚園教頭
飯田　　恵

IidaMegumi 

椙山女学園大学教育学部教授
附属幼稚園園長
石橋　尚子

IshibashiNaoko 
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て取り組んだ具体的な事項の振り返りと、そ

の成果並びに残された課題については、前年

度の報告（石橋他，2017）を参照されたい。
研究を通して得られた円滑な接続のための効

果的な取り組みについては、平成29（2017）
年度以降も継続実施していく予定である。ま

た課題についても、両園の教職員間で充分に

検討し、その解消を図っている。

　このような2年間の研究の中で、県内外の
私立幼稚園、私立保育園、大学附属の幼稚園・

保育園並びに認定こども園等へ見学に行く機

会を得たが、その先々で話題になったのが「防

災への取り組み」と「防災上の連携の重要性」

であった。園児の健やかな成長・発達を促す

園生活の提供、その大前提となる「子どもの

命を守る」備えがはたして充分にできている

か、という問いかけだった。

　そこで平成28年度は、防災上の連携の手
始めとして、両園合同の防災担当者会議（幼

稚園3名，幼稚園預かり保育担当1名，保育
園2名）を新設し、「防災のしおり」を作成
するとともに、防災教育並びに避難訓練での

連携の方向性について話し合いを重ねてき

た。それらを踏まえて、本年度（平成29年度）
は、保育園と幼稚園の連携・接続を、「防災

教育」「避難訓練」の観点から本格的に検討・

実践し、報告したい。乳幼児の発達とその連

続性を考える場合に、安心・安全な園生活の

提供は欠かせない条件である。大地震が頻発

し、南海トラフ地震の警鐘が鳴らされ続ける

昨今の状況から、防災への取り組みは急務だ

と考える。防災アドバイザーを招いての「防

災教育」「避難訓練」から、我々が学んだこ

とを報告し、今後の防災対策についての具体

的な方向性を見出したい。

2． 椙山女学園大学附属保育園における防災

への取り組み

　椙山女学園大学附属保育園（以後文中では

椙山保育園）は、法令に基づいて、毎月1回
以上の避難訓練を実施している。その根拠法

令は児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準の第1章総則第6条で、「児童福祉施設に
おいては、（中略）災害に必要な設備を設け

るとともに、非常災害に対する具体的計画を

立て、これに対する不断の注意と訓練をする

よう努めなければならない」と定められてい

る。そしてその2項で「前項の訓練のうち、
避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎

月1回は、これを行わなければならない」と
義務付けられている。この法的根拠に加え、

平成29年告示、平成30年改定の保育所保育
指針第3章健康及び安全の4災害への備え
（2）災害発生時の対応の体制及び避難への
備えとして「火災や地震などの災害の発生に

備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、

職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマ

ニュアルを作成すること。定期的に避難訓練

を実施するなど、必要な対応を図ること」が

求められている。これらの根拠に基づき、災

害時のマニュアルを作成するとともに、月に

1度以上の訓練を実施し、評価反省を繰り返
し実施することで、万が一の緊急事態に落ち

着いて対応できるように努めている。

　平成29年度の避難訓練の実施計画は表1
に示す通りであり、年間を通して災害時の訓

練を実施し、表2にその一部を示すような評
価・反省をして次の訓練に活かしてきてい

る。幼稚園との共同訓練が明記され、防災ア

ドバイザーの指導を受けることができた点が

これまでとは大きく異なっている。
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表1　平成29年度椙山保育園避難訓練計画

日　時 ねらい 内　容

4/5（水） ・職員は、子どもの命を守るために避難訓練を実施す
ることを理解する。

・職員は、各自の役割を知る。

災害全般への対応
・避難の合図、方法を知る。
・火災報知器、消火器、防火扉の位置を確認する。
・各保育室の転倒、落下防止がされているかを確認する。

5/19（金） ・職員は、防災に対する意識を高める。
・子どもには事前に避難訓練があることを知らせ、安
心して参加できるようにする。

・地震発生を知らせる合図（放送）に慣れる。
・保護者には、引き渡しの方法を知らせ、防災意識が
高まるようにする。

地震を想定（クラス懇談会時に実施）
・チャイムを使用して地震発生を知らせる。
・地震発生時の行動が速やかに取れるようにする。
・子どもが不安にならないように支える。
・保護者には、具体的に引き渡し方法を示す。
・迎えに来た保護者が、意識的に訓練参加ができるよ
うにする。

6/8（木） ・職員は、防災に対する意識を高める。
・夕刻保育時の少ない職員体制の中で、職員間の連携
を深め、安全な避難ができるようにする。

・子どもには事前に避難訓練があることを知らせ、安
心して参加できるようにする。

・迎えに来た保護者には、訓練について知らせ、参加
してもらい、防災への関心が高まるようにする。

地震（夕刻保育時）想定
・長時間保育記録を利用し、保育を受けている園児数
が確実に確認できるようにする。

・職員は声を掛け合い、連携をしながら安全な避難を
図る。

・不安になる子どもを支えられる援助をする。
・迎えに来た保護者が、意識的に訓練参加ができるよ
うにする。

7/26（水） ・職員は、防災に対する意識を高める。
・子どもには、事前に避難訓練があることを知らせ、
安心して参加できるようにする。

・地震発生を知らせる合図（放送）に慣れる。

地震を想定
・園児の安全確保が出来ているかどうかの声掛けを常
に行う。

・職員は声を掛け合い、連携をしながら安全な避難を
図る。

・不安になる子どもを支えられる援助をする。

8/28（月） ・職員は、防災に対する意識を高める。
・夕刻保育時の少ない職員体制の中で、職員間の連携
を深め、安全な避難ができるようにする。

・子どもには、事前に避難訓練があることを知らせ、
安心して参加できるようにする。

・迎えに来た保護者には、訓練について知らせ、参加
してもらい、防災への関心が高まるようにする。

・幼稚園教諭、子どもと共に訓練を行う中で連携を深
める。地震発生を知らせる合図（放送）に慣れる。

地震（夕刻保育時）想定
・長時間保育記録を利用し、保育を受けている園児数
が確実に確認できるようにする。

・職員は声を掛け合い、連携をしながら安全な避難を
図る。

・不安になる子どもを支えられる援助をする。
・迎えに来た保護者が、意識的に訓練参加ができるよ
うにする。

9/11（月） ・職員は、防災に対する意識を高める。
・子どもには、事前に避難訓練があることを知らせ、
安心して参加できるようにする。

・園外への安全な避難の方法を身に付ける。
・声をかけあいながら、職員間の連携を図るようにする。

地震を想定
・発災後、園外へ安全に避難できるように職員は各自
の役割を身に付ける

・子どもたちが不安にならないように地震を知らせる
音に慣れるようにする。

9/20（水） ・南海トラフ地震の警戒宣言発令時の対応を知り、速
やかに正確に伝える。

・職員は防災に対する意識を高める。
・職員は情報を速やかに伝え合う。
・職員の役割分担を確認する。

南海トラフ地震警戒宣言を想定
・非常時の保育体制を確認しながら実施する。
・情報伝達は声をかけあいながら確実に行うようにする。

10/25（水） ・職員は、防災に対する意識を高め、職員間の連携を
深める。

・子どもには、事前に避難訓練があることを知らせ、
安心して参加できるようにする。

・地震発生を知らせる合図（放送）に慣れる。

地震を想定
・発災後、園外へ安全に避難できるように職員は各自
の役割を身に付ける。

・子どもたちが不安にならないように地震を知らせる
音に慣れるようにする。
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11/21（火） ・職員は防災に対する意識を高め、職員の連携を深め
るようにする。

・子どもには、事前に避難訓練があることを知らせ、
安心して参加できるようにする。

・地震発生を知らせる合図から保育士を注目できるよ
うになる。

地震を想定
・発災後、園外へ安全に避難できるように職員は各自
の役割を身に付ける。
・子どもたちが不安にならないように地震を知らせる
音に慣れるようにする。
・子どもたちが発災時に職員のところへ集まれるよう
に職員間で連携をする。

12/15（金） ・職員は、防災に対する意識を高め連携を深める。
・幼稚園との合同訓練を通して連携を深める。
・戸外遊びを想定とした訓練を経験し、臨機応変に対
応すると共に、課題を見つける。

・地震発生を知らせる合図から保育士を注目できるよ
うになる。

地震（夕刻保育時）想定
・長時間保育記録を利用し、保育を受けている園児数
が確実に確認できるようにする。
・職員は声を掛け合い、連携をしながら安全な避難を
図る。
・不安になる子どもを支えられる援助をする。
・お迎えに来た保護者が、意識的に訓練参加ができる
ようにする。

1/18（木） ・職員は、防災に対する意識を高め連携を深める。
・幼稚園との合同訓練を通して、連携を深める。
・地震発生を知らせる合図から保育士を注目できるよ
うになる。保育士の側を離れないことが身に付くよ
うになる。

地震を想定
・発災後、園外へ安全に避難できるように職員は各自
の役割を身に付ける。
・子どもたちが不安にならないように地震を知らせる
音に慣れるようにする。
・子どもたちが発災時に職員のところへ集まれるよう
に職員間で連携をする。

2/17（土） ・職員は連携を図り、安全に避難できるようにする。 地震（土曜日）
・職員は声を掛け合い、連携をしながら安全な避難を
図る。
・不安になる子どもを支えられる援助をする。
・不在の園長と連絡を取り合う。

2/27（火） ・職員は、防災に対する意識を高め連携を深める。
・夕刻保育時の少ない職員体制の中で、職員間の連携
を深め、安全な避難ができるようにする。

地震（夕刻保育時）想定
・長時間保育記録を利用し、保育を受けている園児数
が確実に確認できるようにする。
・職員は声を掛け合い、連携をしながら安全な避難を
図る。
・不安になる子どもを支えられる援助をする。
・迎えに来た保護者が、意識的に訓練参加ができるよ
うにする。

3/7（水） ・職員は、防災に対する意識を高め連携を深める。
・地震発生を知らせる合図から保育士を注目できるよ
うになる。火災発生の合図で、子どもは、保育士の
側を離れないことが身に付くようになる。

地震から火災発生を想定
・火災発災時、園外へ安全に避難できるように職員は
各自の役割を身に付ける。
・子どもたちが不安にならないような援助をする。
・子どもたちが発災時に職員のところへ集まれるよう
に職員間で連携をする。
・消火器を持って、初期消火を行う。

手作りの防災頭巾…バスタオルの中に防災グッズを入れ、縫い合わせてある。
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3． 椙山女学園大学附属幼稚園における防災

への取り組み

　椙山女学園大学附属幼稚園（以後文中では

椙山幼稚園）は、椙山女学園大学防火・防災

規程（平成22年2月19日制定4月1日施行）、
椙山女学園大学附属幼稚園防火・防災規準（平

成22年7月23日制定・施行）、椙山女学園大
学附属幼稚園防火・防災規準に関する要項（平

成22年7月23日施行）、椙山女学園大学附属
幼稚園消防計画：防火管理規程（平成26年4
月1日施行）に基づき、地震や地震による火
災からの安全な避難を目的とした防災訓練、

並びに広義の防災訓練である不審者侵入時避

難訓練を行っている。

　平成28（2016）年度までは、防災訓練の回
数が年間4回（4月・6月・9月・1月）であっ
たが、本年平成29（2017）年度は5回（4月・
6月・9月・12月・1月）実施し、教職員研修の
中心的課題の一つに位置づけた。第1回の4月
は年中・年長の2学年で実施し、第2回以降は
3学年揃って取り組んだ。その第5回の実施計
画書を次頁から4頁にわたって掲載した。4．
で掲載している「研修の概要（研修から学ん

だこと）」の第5回と合わせて参照いただきたい。
いずれの回にも防災アドバイザーの臨場と指導

があり、防災訓練の深化を図ることができた。

表2　平成29年度椙山女学園大学附属保育園「9月避難訓練実施計画・評価反省」
日 時 平成29年9月11日（月）10：00～
想定状況 地震から火災（椙山中高の正門まで避難する）

参加人数

りんご組  5名（大人3＋実習生1名）
みかん組13名（大人4＋実習生1名）
ぶどう組14名（大人3＋実習生1名）
職員室　  2名　職員計15名　　　　　合計47名

ね ら い

・職員は防災に対する意識を高める。
・子どもには、事前に避難訓練があることを知らせ、安心して参加できるようにする。
・園外への安全な避難の方法を身につける。
・声をかけ合いながら、職員間の連携を図るようにする。

内 容

地震を想定
①発災後、園外へ安全に避難できるように職員は各自の役割を身につける。
②子どもたちが不安にならないように地震を知らせる。
③落下物のないところへ集まる。
④帽子またはマット・布団など近くにあるものを頭にかぶる。
⑤地震が収まったら避難経路の確保をし、安全に避難できるように職員間で確認する。
⑥火災発生の合図（合図：松本Tが各部屋に報告する）で子どもをテラスに誘導する。
　職員は窓・扉を閉める。分担して子どもを避難させる職員と防災用品を持っていく職員に分かれる。
⑦テラスから正門を通り中高へ避難する。
⑧点呼をとり、園長に報告する。

留意事項

・棚の上や壁、床などに危険なものがないかを確認しておく。
・職員室にいる職員は、緊急連絡票・園児引き渡し票・防災用品の準備をする。
・保育士は子どもが不安にならないように落ち着いて行動する。
・子どもがトイレ等にいて取り残されていないかを必ず確認する。
・訓練終了後は危険箇所、保育士の動き、子どもに対する安全誘導について反省し今後に生かす。

評価反省

事務所→火災が発生したことを伝えた後、初期消火にあたらないといけなかった。
りんご組→火災発生の合図で外に出たが、戸を閉めることを忘れて外へ出てしまった。
みかん組→火災発生の合図で、子どもをテラスに誘導し、テラスから避難車へ乗せたが、地震後にテラスにガラス
などが飛散していることを考えると、テラスに避難車を停車させ、部屋からすぐ乗せられるような工夫をすると良
かった。（東嶋さんのアドバイスより）
ぶどう組→机を寄せて、安全を確保できる位置に避難させる必要があった。
防災担当者→訓練があることをメフォスに報告するのを忘れていた。
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第5回避難訓練（地震）実施計画
1．日　時…平成30年1月18日（木）10：30～ 11：00
2．ねらい…園　児：地震が起きた時、自分の身を守るための避難行動の流れを理解して行動できる。

避難行動の流れは、教師の指示を聞く→ダンゴムシのポーズをとる→机の脚を持つ→
クッションを正しく被る→騒がず速やかに移動する。

教職員： 前回（12/15）の訓練での振り返りを活かし、災害時の避難に必要な行動や手順を確
実に身につける。

保護者：災害時は、「園児引き渡し票」を持参して子どもを引き取ることを理解する。
3．状況設定… 緊急地震速報後震度5の地震発生、放送機器使用可能。全園児保育室内で活動中。ホールは

避難できないため北園庭に避難。シナリオに基づいた教員間の基本的な避難誘導行動を確実
に身に付けるとともに、前回の課題を克服する。保護者には、通常降園時に引き渡し訓練を
実施。預かり保育についても同様。

4．地震発生時の状況と動き
①年少組：各保育室内にて一斉活動→年中長組前の廊下を直進し、北園庭へ避難。
②年中組：各保育室内にて好きな遊び。（なるべく自分のクラスに留まるようにする。）
③年長組：同上
④本　部：職員室→すぎのこホール→北園庭

5．引き渡しについて
引き渡し訓練手順… 保育室前に引渡し訓練実施の掲示をする→引き渡し票と確認票を照合する→引き渡

し票を回収する→チェック名簿に引き取り者、時間、場所、引き渡し者を記入。引
き渡し票を持ってない引き取り者には署名してもらう。

6．参加職員… 園長・教頭・養護教諭・事務担当・各クラス担任教諭（10名）・フリー教諭（4名）・預かり
担当教諭（1名）の計19名

7．展　開

時間
教職員の動き

本部の動き 担任の動き フリー教諭の動き

10：30 〇緊急地震速報を流す
〈教頭〉

・地震への備えを指示する。
〈園長〉

・職員室前の廊下、すぎのこ
ホール等に子どもがいない
か確認をする。いた場合は
子どもが不安がらないよう
配慮しながら身を守る姿勢
をとるよう指示をする。

〈養護・事務・預かり担当〉

・保育室内（年少組は共有ト
イレも含む）の子どもの位
置を確認し、机の下等でダ
ンゴムシのポーズをとるよ
うに指示をする。

・揺れによる転落の危険があ
るため、ロフトにいる子は
下に降りるよう指示を出す。

・共有スペース・階段・テラス・
トイレ等にいる子どもの位
置を確認し、大きな声で身
を守る姿勢をとるよう指示
をする。

年少… 年少組共有スペース、
ロフト

年中… 年中・長トイレ、塔状
遊具周辺

緊急地震速報

子どもの安全確保・子どもの位置確認
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10：33

〇地震音を流す。〈教頭〉
（緊急地震速報直後）
・ヘルメット、リュックの装着。

〇1分後、地震音を止める。
〈教頭〉
〈教頭アナウンス〉
「揺れがおさまりました。園児
の皆さんは、まだ机の下で身
を守りましょう。」「先生方、
ヘルメット、メガホン、リュッ
クを装着してください。」

・そのままダンゴムシのポー
ズをとり、机の脚を押さえ、
頭と身体を守るよう指示す
る。

・子どもが落ち着くように声
をかけながら、教師自身も
身を守る。

「机をしっかり捕まえておこう
ね。」「頭を守るんだよ。」
「また、揺れが来るかもしれな
いので、みんなはそのまま頭
と身体を守っていてください。
（先生は避難の準備をするから
ね。）」
「〇組、□名引き受けました」。

年長… 中・長共有スペース、
大階段周辺

・階段途中にいる子は平らな
場所への移動を指示する。

・そのままダンゴムシのポー
ズをとり、頭と身体を守る
よう指示する

・揺れにより、子どもが落下
しないように注意を払う。

・子どもが落ち着くように声
をかけながら、教師自身も
身を守る。

・周りの安全を確認しながら、
子どもを近くの保育室に届
ける。

「□名お願いします。」

10：34

〈教頭〉
「出入り口の確保をしてください。」
〈園長〉
職員室は危険と判断、本部の
移動を決定。
移動開始。
拡声器を持ち、すぎのこホー
ルへ。厨房の安全（火災）を
実見確認
・ホールの安全確認。

「出入り口確保します。」
「〇○組、出入り口確保できました」
・ヘルメットを着用し、周囲
に気を付けながら、保育室
の廊下側、テラス側の出入
り口を確保する。

・防災リュックを背負う。
・子どもに状況を説明しなが
ら、人数確認。

「出入り口確保します。」
「（場所）できました。」
・ヘルメットを着用し、周囲
に気を付けながら、北園庭
への出入り口（長）、トイレ
出口（中）、年少組北側出入
り口（少）を確保する。

※トイレの残留園児確認
・防災リュックを背負う。

地震発生

出入り口確保

★ ホールはピアノを固定していたロープが外れ危険な状態。一次避難場所として使用困難
と判断、北園庭を避難場所候補とし経路、場所の安全確認を養護、事務・預かりに指示
する。教頭は人数確認のため2階へ。園長は人数報告、安全確認報告を受ける態勢をとる。
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〈園長・養護・事務・預かり〉
「誰々●●に確認に行きます」
・西門・二つ池通路門扉の開錠

10：35

・教頭は2階へ上がり、「人数
確認・報告」とメガホンで
声をかける。
　年少→年中→年長→フリー
の順で行い、教頭がクラス
を指示する。
・各クラス担任から人数報告を
受け人数確認表に記入。確
認した内容を復唱して返す。
・各クラスの人数確認の状況
をメガホン（トランシー
バー）で本部の園長に伝える。

・「人数確認・連絡。」と復唱
・保育室内の子どもの人数確
認をし、メガホンを使い報
告する。

「○○組□名、無事です。」
「誰々、無事です。」
・教師の無事も伝える。

・復唱内容に間違いがなけれ
ば「はい」と返事をする。

・けが人の有無を確認する。

・教師の無事を伝える。
「誰々、無事です。」
「トイレ、残留者いません。」
・子ども達を安心させながら、
人数確認、不明者確認の援
助をする。

・トランシーバーを携帯する。

10：40

〈園長〉→〈教頭〉→職員
「ホールは使用できません。北
園庭と避難経路の安全確認を
してください。」
教頭は、園長の指示を他の職
員に周知させる。
・状況報告を受け、復唱する。
・トランシーバー（メガホン）
で状況を本部に伝える。

「年少共有スペース通れます」
「中長共有スペース、北階段、
踊り場、デッキ通れます」
「北園庭の安全確認はできたで
しょうか。」
・園長は、教頭から避難経路
の状況報告を受け、避難を
決定する。

・指示を受け、保育室内・出
入り口付近の確認をし、メ
ガホンで報告する。

「○○組、出入り口異常ありま
せん。」
・上靴をきちんと履いている
かどうか確認する。

「今、建物の中が安全かどうか
を確認しています。しばらく
お部屋の中で待ちます。」

・指示を受け、北園庭・避難
経路の確認に行く。

「誰々●●へ行ってきます」と
言ってから動くようにする。
年少…年少間共有スペース
　　　中長間共有スペース
※年少組に1名中長組に1名
子ども補助に行く

　年中・長… 階段、踊り場、デッ
キ付近、北園庭

・異常のないこと、安全なこと
をメガホンで教頭に伝える。

「年少共有スペース、異常あり
ません」
「ゆり（うめ）側階段異常ありません」
「踊り場、異常ありません」
「デッキ、異常ありません」
「北園庭側の扉、固定してあり
ます」

人数確認・報告　子どもはダンゴムシのポーズのまま

避難場所・避難経路の確認・報告
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10：42

園長→教頭→職員
「避難経路、避難場所の確認が
できました。防災クッション
を被り北園庭への避難を開始
してください。すぎのこホー
ルは通行不可能です。」
・教頭は本部へと移動する。

・園長は安全確認をし、整列
場所を指示する。
・整列、人数確認の補助をす
る。〈養護、事務〉

「人数確認、報告をしてくださ
い。」（復唱、返事）
・報告を受け、状況を把握する。

・北園庭にて話をする。

・防災クッションを配る
「今から北園庭に避難します。
クッションはしっかり被れて
いますか。走らないで、落ち
着いて避難しましょう。階段
は壁側の手すりを持って降り
ます」
・全員がクッションを装着し
終えたところで「○○組、
避難準備完了。」と、他クラ
ス、フリー教諭に知らせる。

　

・フリー教諭が補助の場所に
ついたことを確認し、（前ク
ラスの避難の様子を確認し）

「○○組、避難開始します。」
（うめ階段側）うめ・たけ・
まつ・きく・ばら
（ゆり階段側）ゆり・ふじ・
もも・れんげすみれ
の順に避難する。年少組は
らせん階段を通らない。

「○○組、階段降ります。」
・見えない人にも分かるよう
に大きな声で掛け合う。

・北園庭に着いたら、二列に
整列させ、人数確認・報告
をする。

「○○組、□名、不明者0名、
けが人0名です。」
・報告後、状況を見て援助に
行く。その際必ず、自分の
動向を伝えてから動く。

「誰々、●●行きます。」

・クッションが正しく被れて
いるかどうか補助をする。

・学年のクラスが、避難でき
るかどうか把握する。

「○○組、準備完了」と復唱し、
最後に「年中組、3クラス共、
避難可能です。」と学年に知ら
せる。

・避難補助の場所（階段）に
つく。

「誰々、階段準備できました」
〈中・長フリー〉
・階段降り口で、壁側の手す
りを持つように指示する。

・全員通過後他の補助に向かう。
〈年少フリー〉
・らせん階段降り口に立ち、
転落を防ぐ。

・室内に残留者がいないか確
認をする。

「年少組、室内残留者いません」
「年中・長組室内残留者いません」

・整列・人数確認の補助をする。
・自分の動向を伝えてから援
助に向かう。

「誰々、●●行きます。」

10：50

避難開始・防災クッション装着

学年間で、状況を共通理解する。

安全確認・けが人の確認

うめ、ゆり階段降り口
　…2名　中・長フリー
らせん階段降り口
　…1名　少フリー
最終確認
　…1名　少フリー
大階段降り口
　…預かり担当
デッキ階段
　…その他職員
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4． 防災アドバイザーを招いての共同避難訓

練の実施

　石橋が愛知県弥富市の公立保育所長研修会

講師を務めたことから、弥富市立十四山保育

所で防災指導を行っている東嶋とも子氏と出

会い、指導を仰ぐこととなった。弥富市立

十四山保育所は、海岸沿いの海抜－3mの低
地に位置していて、地震発生時には短時間で

津波に飲み込まれる危険性と常に対峙してい

る保育所である。当時所長であった本郷朱実

氏は、東日本大震災時の津波の惨禍を目の当

たりにした経験から、保育所の子ども達の命

を守るために、保育所屋上を避難場所にする

ための施設設備と防災訓練の強化に尽力され

てきていた。その指導と支援を行ってきてい

たのが、東嶋氏であった。

　東嶋氏の指導を受けながら取り組まれてき

た十四山保育所の防災訓練は、今にも地震と

津波が襲ってきそうな緊張感にあふれ、その

中で適確・迅速に動く職員の姿には目を見張

るものがあり、今回複数回にわたり見学した

プロジェクトメンバー内外の教員・保育士の

襟を正すに充分なものであった。そこで、椙

山幼稚園・保育園においても、東嶋氏に共同

実施の防災訓練に臨場の上、評価・指導いた

だく研修の場を持つこととした。その5回の
研修報告（研修から学んだこと）を次頁から

6頁にわたり掲載した。回を重ねる毎に、教
職員の避難訓練への緊張感は高まり、防災へ

の意識や姿勢に真剣さと緊迫感が増していっ

たことは、記録からも読み取れよう。これら

の記録・報告者は、幼稚園防災担当教員の三

田郁穂と坂倉晴子である。また、保育園谷嵜

華乃子の避難訓練報告を合わせて掲載する。

【第1回防災研修報告】
●日時：平成29年4月17日（月）14時～ 17時30分
●研修内容：
①　園内を案内し、危険個所についてアドバイスを受ける（園長・教頭）。
・職員更衣室が最も危険。すぐに出ること。
・印刷コーナーではコピー機、印刷機が飛ぶ危険がある。
・出入り口の確保については、開けてから閉まらないよう固定するところまで留意する。
②　全体研修（幼保合同・れんげ組にて）での東嶋氏の講話内容
・十四山保育所での取り組みについて：5年前からのかかわり。津波の危険大の底地。
　「自分の命は自分で守る」が大人にとっても子どもにとっても、大前提での取り組み。
・東日本大震災について
・防災で大切なこと：「自助・共助・公助」の精神。「ほう・れん・そう（報告・連絡・相談）」の周知。
シェイクアウト（ダンゴムシ）の徹底（台車の実験を通して）。教師の緊迫感・真剣さ。日ごろの備え。
PDCAサイクル。
・十四山保育所での取り組み：クラスごとに避難の際に持ち出す物（ヘルメット・メガホン・ベスト・
リュック・教師分のカロリーメイトと水・ブルーシート・着替え・手ぬぐい・おねしょシート・軍手・
風呂敷・ラップ・バンダナ・アルミシート・段ボール・名簿・絵本・折り紙）を担任、補助に分けて
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カゴにひとまとめにしている。
さらにあるとよい物（折りたたみヘルメット・はさみ・工具・非常電灯・手回しラジオ・非常食は食
べたことのあるもの）

③　質疑応答
・机の下にもぐらせるのは⇒机がヘルメット代わりになる。机の足をしっかり持つ。
・戸外での訓練いつ戻すか⇒建物が安全であれば戻ることもあり。その判断をする。
・防災クッションを被るタイミング⇒揺れが収まって避難する前。自分で被らせる。教員がばらまく場
合もある。被ったまま避難が基本。
・プールの時の持参品⇒タオル・着替え・くつは必需品
・不審者への対応⇒大声を出す。音と声で威嚇。防犯ベルは有効。
・帰宅困難者の対応⇒安心させることが大切
・避難指示について⇒大雨や台風の時は、避難準備情報→避難勧告→避難指示の順で出されるが、指示
が出てからでは乳幼児の避難には遅いので、早めの判断が重要。

④　次回の防災訓練について
・部屋から出る避難の前に人数確認、大きな声で互いに知らせあう。
・防火扉の位置確認。

【第2回防災研修報告】
●日時：平成29年6月8日（木）①10時～ 10時30分　地震避難訓練立ち合いおよび講話
 　　　　　　　　　　　②14時30分～ 17時　振り返り指導
●研修内容：
①　避難訓練の立ち合いと実演指導：台車を使って園児にダンゴムシのポーズがなぜ大切なのかを実演・
指導。台車の上で、立つ→座る→ダンゴムシの順で安定性を検証する。

②　全体研修（幼保合同・ゆり組にて）での東嶋氏の講話内容
・本日の訓練について：自分のクラスは自分で守るという意識を持つ。拡声器よりメガホンがよい（あ
たってもけがをしない）。
・地震発生時の手順＝ 安全確保→担任ヘルメット着用→出入り口確保
・安全確保のポイント：ロフト上に子どもがいたら、まず降ろす。集めてダンゴムシ。机の下に隠れる。
※教師はいち早くヘルメットを着ける。教師がけがをしては子どもを守れない。

・出入り口の確保のポイント：開けた後に揺れで戻るような扉は縛って固定する。
・避難経路確認のポイント：1階と2階（階段の上下）でしっかり確認する。調理室にもあらかじめ伝
えておき、確認には答えてもらう。連絡は互いに相手が誰かを確認する。
・避難開始のポイント：階段が一番危険であることを認識しておく。降り始めで余震が来たらすぐにス
トップし、平らなところに戻る。それができない時は手すりにしっかりつかまり、落ちないようにす
る。階段は一列で移動し、下から応援の教師が上がるスペースをつくる。うまく降りられない子も抱
えておりることは危険。
　早く人数確認ができたクラスは他クラスを応援する⇒教師間の役割分担が重要。
　人数確認に時間がかかった。防災クッションに目印をつけるとよいのでは？
　かかる時間よりも安全が優先。教師の声掛けが、子どもの安心につながる。
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　教師間の声掛けを意識⇒互いに今の状況を知らせ、援助を要請する。誰が今何をしているか、自分の
行動を言葉に出し、移動の時は必ず報告する。階段の降り方を工夫する。
　園長先生が単独で最終確認していたが、園長が戻らなければ様子を見に行くこと。
③　今後の課題について
・人数確認後の報告の仕方（担任→教頭）を工夫する。ポケットサイズの名簿など。
・訓練は外が基本であるが、園庭に全園児が集まることができる場所がない。
・建物の構造や落下物がないことから、集合場所はホールがよいと考えられる。
・グランドピアノの固定重要。ロープで縛る。
・リュックやベストなど両手が開くものを身に着けて、救護用品や確認票を入れて持ち出す。何が必要
か検討する。⇒持ち出し品の整備
・第二避難場所に移動する訓練も必要。
・訓練の度に検証し、本園にふさわしい避難方法や避難場所を決めていく。
・引き渡し訓練を緊張感を持って行うことで、保護者の防災意識を高める。

【第3回防災研修報告】
●日時：平成29年9月11日（月）①10時～ 10時30分　地震火災避難訓練立ち合い
 　　　　　　　　　　　 ②15時～ 16時30分　振り返り指導
●研修内容：
①　状況設定：緊急地震速報後震度5の地震発生、放送機器が使えない中での火災発生時の避難誘導。年
少児は室内で活動中。年中・長児は北園庭や森の広場にて戸外遊び中に地震発生の想定。

②　全体研修（幼保合同・すみれ組にて）での東嶋氏の講話内容
・本日の訓練について：東嶋氏撮影のビデオ（年少児の避難の様子）を視聴しながら、各教員並びに保
育士の動きを振り返り、問題点を確認した。
＊火災発生の連絡不足：「大丈夫ですか」「大丈夫です」のやり取りにおいて「何が」という主語が抜
けていた。火災が起きている調理室方面へ移動させてしまった。
＊調理室との連携不足：調理室に事前連絡および確認が必要
＊幼保の連携不足
・改善すべき点について：教員同士の連絡は主語を明確に伝え、必ず復唱すること。自分の行動を言葉
に表す。誰が、どこで、何をしているか。戸外は緊急放送が聞こえない場所があるので、大声で伝え
あうこと。避難経路の安全確認者を作ること。日ごろから園児には、どのように行動したらよいのか
を考えさせておくこと。園児の人数確認について、離れている場合の連絡方法や本部との連絡体制づ
くり。人数確認は総数で行う。
　出入り口の確保…二つ池公園に通じる扉は90度しか開かず危険。

③　今後の課題について
・基本ができていないのでシナリオを作り、その通りに動く訓練をする。
・幼保それぞれに本部に連絡し、最終的には二つを一つにまとめる仕組みをつくる。
・トランシーバーを活用する。トランシーバーのチェック（必要数や置き場所の確認）。
・地震は連続して起きることを念頭に置く：テラス避難中の窓ガラス落下等を予測。
・本園は死角が多いので、人数確認が難しい点に留意する。
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【第4回防災研修報告】
●日時：平成29年12月15日（金）①10時30分～　　　 地震避難訓練立ち合い
　　　　　　　　　　　　　　　　 ②15時～ 16時40分　振り返り指導
●研修内容：
①　状況設定：緊急地震速報後震度5の地震発生、放送機器使用可能下での誘導。全園児保育室内で活動中。
東嶋氏の指導を受けて予め作成したシナリオ通りに動くことで、地震発生時の基本的な行動をしっか
り身につける。

②　全体研修（幼稚園のみ・れんげ組にて）での東嶋氏の講話内容
・本日の訓練について：幼稚園教員撮影のビデオ（年長児の避難の様子を中心に）を視聴しながら、各
教員の動きを振り返り、問題点を確認した。
＊揺れが収まって人数確認ができてから、時間的余裕があった場合に、避難経路確認の応援に行って
もよいか。→担任が抜けると子どもが不安になる。余震が来たら危険でもあるので、抜けない方が
よい。
＊机の下でダンゴムシポーズをしている状態なので、人数確認に時間がかかった。
　点呼をした方がよいか。→訓練なので時間がかかることは仕方がない。人数がそろっていれば点呼
の必要はないが、足りなければ点呼し、誰がいないのかを把握する。他の教師に応援を頼み、いな
い子を担任が探しに行く。
＊防災クッションの数が足りなかったクラス、紐が絡まって取りにくかったクラスがあった。→実際
の時は何があるかわからない。防災クッションは予備を置いておくことが望ましい。防災クッショ
ンは、バスタオルで作成する等の方法もある。紐の絡まりはロープにして結び方を工夫すればよい。
もし足りない場合は教員のヘルメットをかぶせることもよい。
＊教頭に報告するとき、他のクラスとかぶったり、遠慮して間があいたりした。
　→どこでもあること。教頭がクラスを指定するなど工夫するとよい。
＊階段部分が危険。誰が見るのか。→基本的には副担任。2クラス目の担任の手が空いたら、1クラ
ス目の担任に報告してから、副担任と交代する。その後副担任は列の最後尾に行く。
＊最後の子が確実に避難したかどうかの声出し確認が足りなかった。→互いに口に出して伝え合うこ
とが大切。
＊「○○組避難開始します」では他クラスの状況確認ができない。→「○○組避難してもいいですか」
「○○先生（副担任）いいですか」と確認してから、まとまって避難するべき。あるクラスにトラ
ブルがあったら、クラスを切り離して連れて行ってもらう。
＊トランシーバーの使用はしなかった。→大きな声で叫ぶと聞こえるので、室内では必要ない。ただ
し外で離れてしまったら高機能のものを使う必要が出てくる。
＊園長、養護教諭の動きはどうするか。→本部を職員室にしなくてもよいのではないか。動きについ
ては具体的にシナリオ化してみると明確になる。
＊自分の行動を声に出すこと。→声を出すことによりイメージがわきやすくなる。
＊出入り口の確保について。→何が起こるかわからないので、開けられる場所はすべて開けて出入口
を確保する。
＊子どもを不安にさせないために。→子どもに状況説明をする。「椅子が動くと危ないから、向こう
に移動させるね」「机はヘルメットの代わりだよ。動かないようにしっかり捕まえておこうね」など、
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教員の声掛けや説明に子ども達が安心し、動ける。
＊声出しが一方通行にならないために。→返事、復唱することが大切。
・良かった点について：教員間で声を出しての確認がしっかりとできた。園児が落ち着いて静かに行動
できた。混乱なくホールに並ぶことができた。

③　今後の課題について
・本番の時にどう動くか、どう声を出すか、不測の事態が起きても対応できるように、ルールとして手
順を確実に身につける。実際には防災クッションを配るタイミングはずれることもあるが、訓練では
そろえる。
・PDCAサイクルとして、次回訓練は今回と同じメニューで、今回の課題を踏まえて実行。
　P避難訓練実施計画→D訓練→C振り返り→A次回の訓練実施

【第5回防災研修報告】
●日時：平成30年1月18日（木）①10時30分～ 11時　地震避難訓練立ち合い
　　　　　　　　　　　　　　　 ②15時～ 16時40分　振り返り指導
●研修内容：
①　状況設定：緊急地震速報後震度5の地震発生、放送機器使用可能。全園児保育室内で活動中。ホール
は避難できないため北園庭に避難。シナリオに基づいた教員間の基本的な避難誘導行動を確実に身に
付けるとともに、前回の課題を克服する。

②　全体研修（幼保合同・すみれ組にて）での東嶋氏の講話内容
・本日の訓練について：ビデオと写真（保育園との連携の様子を中心に）を見ながら、各教員の動きと
幼保の連携について振り返り、問題点を確認した。
・保育園は離れた2か所に避難したため、司令塔の主任が動き、養護教諭を仲介して連絡体制をとった。
連携するには仲介者が必要。
・園舎の構造上、避難場所が分かれた時の連絡が取り辛い。声が届かない時は合図で。
・各教員並びに保育士の動きを振り返り、以下の問題点について話し合った。
＊出入り口確保の指示が聞こえないまたはなかった場合どうしたらよいか。
　→「出入り口確保の指示はありましたか？」「出入り口確保しましたか？」と声をかけ合うことが
必要。気が付いた人が聞く。副担任が教頭に聞きに行ったが、結果が伝わらなかった。年長では声
を掛け合い出入り口を確保したが、それが年中には伝わらなかった。伝え合うことを意識する。はっ
きりと聞こえなかった時は他の教職員に必ず言葉で確認する。「多分～」や「他の人がそうしてい
るから……」で判断しない。
＊副担任が緊急放送後にトイレを確認したところ年長児が3名いた。2名は一番近くのクラスに入れ
た。1名は走って戻る途中のクラス担任が引き入れた。その是非。
　→一番近い安全な場所に誘導することがよいので、それでよかった。
＊緊急放送から10秒後に地震との放送があったので、中央の広場にいる子をクラスに引き入れたが
よかったか。→実際の時は何秒後なのかはわからない。危険な場所以外は動かさないことが基本。
揺れが収まったらクラスに戻す。火災は一目散、地震は安全第一（状況を判断して動く）。

＊年少では出入り口確保の知らせがないので、様子を見つつクラス間で相談した。出入り口確保と人
数報告を同時にとの指示があり、慌てて確保し、戸惑った。
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　→出入り口確保は報告のためではない。確実に行うとともに伝え合う。わからなかったら聞くこと。
＊出入り口確保は指示があってからするのか、できるタイミングがあれば早くした方がよいのでは？
→本当はすぐにするのがよい。揺れていても動けるなら、ヘルメットを着けて出入り口確保をする。
その際必ず靴を履く。
＊拡声器は室内で響きすぎて聞こえなかった。→室内はメガホン。戸外で拡声器。
＊学年間でまとまっての避難ができたが、他学年の確認はしていない。
　→今回の課題であった学年内での連携はよくできていた。そして、他学年や保育園との連携が必要
だということが見えてきたのが成果である。次回に活きる。
＊避難してから北園庭でトイレに行った子がいたが、担任は知らなかった。
　→誰をどのトイレに連れて行くのかを報告し、帰ってきたことも報告する。
＊デッキは低年齢ほど補助が必要。時間がかかり、ばらばらになる様子があった。
　→階段は年長・年中・年少の順に降りる。年少は危険が予測される場合、応援の手ができるまで、
安全な場所で待機することも考える必要がある。
＊園長不在の場合はどのような体制をとるか。
　→教頭が園長代行をする。教頭の役割を年長主任が代行し、そのクラスを副担任が指導する。その
ような訓練も必要。全員がそれぞれの役割を把握する。

・良かった点について：教職員の子どもへの声掛けがよくできていたので、子どもが落ち着いていた。
学年間での連携と協力体制ができていた。振り返りで、気づき発言が多く出てきていた。

③　今後の課題について
・子どもたちに「自分の命は自分で守る」ということを伝え続ける。危険な場所、安全な場の区別、教
員がいないところで地震が起きたらなど。
・階段を降りている時の身の守り方（必ず反対を向いてしゃがむ、手すり持たなくてよい）を教える。
遊びの中でもやってみる。少しでも怪我が少なくなるように。
・幼稚園と保育園の連携の仕方。別の組織で年齢が違うので、本部は二つでよい。
　まずは自分の組織の子どもの安全確保に努め、応援要請があり、出せるようなら上司の指示のもと応
援する。その際は相手の要望に従う。一次避難場所まではそれぞれ。二次避難場所に移動する時の連
携は今後考えていくことも必要。
・防災の時には他の教員に依存して従うのではなく、自分で判断することが必要。わからない時や疑問
は聞くこと。子どもを守ることが第一。それは必ず伝わる。
・教職員は自分の身を守ることも考えて行動。次回は四つん這いで動く。
・教職員の行動を子どもたちに見せることも大切である。
・職員室は最も危険物が多い場所。危険を感じたらすぐに離れる。
・次回は来年度。新体制になるので、今回と同じ状況設定で行う。かなり避難誘導時の動き方が身につ
いてきているので、今後少しずつパターンを変えていく。
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平成30年1月18日（木）避難訓練報告
文責：谷嵜華乃子

反　省
・保育士は、揺れが収まった後ヘルメットは持って来たが、避難リュック、おんぶひもを用意することが遅
れた。機転を利かせて適切な対応をすることができなかった。
・保育士は、子ども達が避難している兼用園庭へ、避難車を持っていくのが遅れた。
・避難訓練時に森の広場にいた保育士は、木が倒壊してくる事が想定できたが、連絡係の職員に言葉で伝え
られなかった。
・連絡係が、幼稚園通路（2階ベランダ）から指示を出したことは、職員全体の動きがわかりやすく、安心
できた。
・幼稚園通路（2階ベランダ）から避難の様子を見る事で、幼稚園の動きも把握することができ、保育園全
体の動きもよくわかり気づいた点が多かった。
・幼稚園通路（2階ベランダ）を連絡役が行き来した時に、職員から連絡役の姿が見えなくなるので職員の
不安感につながった。

東嶋先生からのアドバイス
・りんご組の子ども1名が、おんぶひもから手が抜けてしまっていた。一人で背負うのではなく、二人ペア
で行う方が早くて安全にできる。
・着物のおびやさらし（3m～ 4m）を避難リュックに入れておくと、おんぶひもやけがをした時の三角巾
の代用品として使える。
・ヘルメットを森の広場まで届けてもらったが、安全が確保できない場合は無理に届けたり、取りに行く必
要はない。今いる地点でどう安全を確保するかを考え、実行する。
・「訓練」という意識が強く、実際を想定できていない。実際をイメージして動く訓練が大切である。
・「○○先生」と名前で呼ぶようにする。言われたことはオウム返しする。「～だと思う」など、想定で話を
しない。
・次回は部屋の中から避難する訓練を行ってみる。排泄の時間などを想定してみるとよい。

来年度は、まず幼保の園長・教頭/園長・主任で防災の方針をまとめ、そこからスタートする。

簡易ヘルメット
中にはオムツが入っています。

来年度までに作って、使ってみましょう！
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5． 今回の実践研究を通して学んだこと・身

についたこと

（1）保育園まとめ

　 ①訓練であっても臨場感を持って行うこと
が大切であることを学んだ。緊張感を持ち、

大きな声で言葉をかけ、状況を確認し合う

ことで、自分の行動が他の職員にもわかる

ようになっていった。職員が声を出すことが

子どもの安心につながることにも留意したい。

　 ②災害時の職員間の連携は難しいことを踏
まえて、ヘルメット、おんぶひも、防災

リュックなどの数を充実させた。それらの

置き場所については、誰が取りに行っても

すぐにわかる場所とし、一か所に集めてお

くことで混乱が軽減されることを学び、実

施した。

　 ③避難場所を変更した。東嶋氏と避難経
路・避難場所の安全確認をしたところ、そ

の場所では落下物の恐れがあることから、

戸外の一か所に集まることを原則とした。

　 ④災害時の危険性を想定した対処方法を学
んだ。例えば、避難車にシートをかけてお

くことでガラスが飛散しても中に入らない

ことや担架の代わりにカーテンを使うな

ど。具体的な指導助言を受けられたことで、

毎月避難訓練を行ってきたが、気づかない

ことがまだまだ多くあることを理解した。

更に学んでいきたい。

　 ⑤司令塔の一本化を図ること。幼稚園と保
育園でそれぞれ避難状況を集約したら、全

体で避難状況を集約する。その場合の最終

司令塔を誰にするのかは、考えておくこと。

（2）幼稚園まとめ

　平成28（2016）年度までの防災実施計画

案は箇条書きで、教職員や園児の行動が記載

されているだけだったが、今年度は教職員（園

長・教頭・担任教師・フリー教師等）毎に、

時系列で行動・セリフが細かく決められた内

容になり、それに基づき、忠実に実行するこ

とで基本を身につけることが目指された。予

め決められた行動・セリフを実施計画案（3．
に掲載）の通りに行い、「臨機応変に対応」

は一切禁じられた。これは、基本がしっかり

とできて初めて「臨機応変に対応」ができる

という東嶋氏のお考えによるものである。ま

た、非常持ち出し袋の中身を東嶋氏の提案を

受けて一新した。東嶋氏とともに、園内をく

まなく見回り、危険個所をチェックするとと

もに、必要な対策を行った（グランドピアノ

をロープで固定等）。保護者には、今年度よ

り「引き渡し確認票」を園児1人1枚（きょ
うだいで在園の場合はそれぞれ1枚）記入し
てもらい、園と家庭それぞれで保管すること

とした。

　今回の実践研究を通して、これまでは、地

震の揺れが収まったらなるべく早く第1次避
難場所に避難すると思い込んでいて、すぐに

子ども達を連れて移動していたが、避難経

路、避難場所の安全確認を丁寧に行ってから

避難するということの重要性を学んだ。安全

が確認されるまでは、その場に留まる勇気を

持つことも学ぶことができた。防災クッショ

ンを被るタイミングも、揺れが収まったらす

ぐに、と考えていたが、充分に安全確認をし

て避難する時に被ることが有効であることが

わかった。漠然とした手順に焦って動いてい

たことに気づかされた。適切な防災訓練（避

難訓練）は、教職員に緊迫感とともに冷静さ

をもたらしてくれることを痛感した。
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　何よりもまず園児の命を守ることが優先と

考え、教職員自身のことは後回しにしていた

が、教職員（大人）が倒れたり、ケガをして

動けなくなったりした場合には、園児の命を

守ることができなくなってしまうため、教職

員の命を守ることも考えて行動することの重

要性に初めて気づかされた。具体的には、揺

れが収まったら、まず教職員がヘルメットを

装着し、頭上の安全を確保した上で園児の世

話を開始する。教職員の水、食料は確実に確

保しておくこと、などである。

　さらに、椙山幼稚園･保育園は災害時の避難

場所に指定されてはいないが、小さいお子さ

んがいる家庭などは、おむつや離乳食等を求

めて園に避難してくる可能性が高いそうであ

る。そのような状況になった場合の対応につ

いても、日頃から考えておかなければならない。

　今後も更に学び続け、その時に備えたい。
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  Ⅰ．はじめに 
 　今日の児童達は「デジタルネィティブ」と
呼ばれている。それは、児童が生まれた時か

ら、コンピュータソフトで動作するものが、

身近にある環境で育っていることを示す。家

庭には、コンピュータ内蔵のエアコン、炊飯

器等家電があふれ、親と一緒にコンピュータ

も使っている。通学には、ICカードやGPS
のついた携帯を使っている。また、タブレッ

トパソコンで情報を入手したり、ゲームをし

たりすることも当然のように行っている。そ

して、将来どのような職業についたとして

も、コンピュータに関わらないことはないと

思われる。 
 　このような時代に生きる児童達が、既成の
コンピュータを受け身的に使い、依存するだ

けの人間でなく、目的を明確にもって主体的

に活用したり、あるいは創ったりすることの

できる人間となるよう育てたいと考えた。そ

のために、プログラミングをする活動を体験

させ、プログラミングの仕組みを理解し、基

礎的な技術を身に付けさせたい。さらに、プ

ログラミングを行う過程で、筋道を立てて考

えたり、問題を解決したりする活動を通し

て、論理的思考力をもつ人間を育成したい。 
 　また、ペアでプログラミングの課題に取り
組ませる。そして、自分の考えを整理して相

手に伝え、討議しながら課題を解決する協調

学習を行いたい。その活動において、自分の

考えを表現する力を育て、互いの意見を聞き

合い、より良いものにしていこうとする建設

的相互作用を体験させる。それにより、協調

的な対話能力をもつ人間を育成し、今後生じ

る問題に周りの人間と協力して解決していく

力をもつ人間を育てたい。 
 　さらに、プログラミング教育で育成する論
理的思考力が、他教科のどのような場面で役

立つかを実践を通して追求していきたい。そ

うすることによって、小学校でプログラミン

グ教育を導入する意義をより明らかにしてい

きたい。 
 　本研究は、人口知能：AIの普及が進む現
代において、コンピュータを主体的に活用

し、問題を解決する論理的思考力と協調的な

対話能力をもった“人間”を育てる上で意義

があると考える。 

 Ⅱ．本校のICT教育の現状 

 　2013年度に、校舎を新築した際に、各教
室に電子黒板及びプロジェクターを設置し、

無線LANの環境を整えた。私は、2014年度
から本学教育学部坂本徳弥教授らとの共同研

究を開始し、小学校におけるタブレット端末

を活用した授業開発を行ってきた。国語、算

小学校におけるプログラミング教育による
論理的思考力の育成
Nourishing Logical Thinking through Programming in Elementary School

椙山女学園大学附属小学校教諭
福岡なをみ

Nawomi Fukuoka
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数、社会、英語、体育などの授業で、タブレッ

ト端末の有効な活用法を研究し、授業開発に

取り組んだ。その結果、一人一台のタブレッ

ト端末を活用することで、児童がより主体的

に活動するようになり、協働的な学びを活性

化し、表現力や思考力を育成することができ

るということが分かった。それらの成果を本

学教育学部紀要　Vol. 10で報告した。 
 　2016年度からは、4年生以上の児童が一人
一台のタブレット端末を授業で使用する体制

を整え、さらに2018年度からは、更に1学
年早めて3年生から一人一台体制で ICT教育
が可能となる。 
 　本研究は、このような段階を踏まえて導入
してきたタブレット端末をさらに活用して、

プログラミング教育を行う新しい試みであ

る。小学校で3年生からタブレット端末を一
人一台使用した ICT教育を行なえる環境が
整っている小学校は、愛知県内では唯一本校

のみであり、先進校である。そのため、他校

や IT関連会社からの関心が高く、新聞、雑
誌の取材や学校訪問も度々受けている。この

ような中で、さらに小学校でタブレット端末

を活用したプログラミング教育に取り組み、

論理的思考力を育成する実践方法を明らかに

することは、先進校として意義がある。 

 Ⅲ．研究のねらい 

 　文部科学省は、2020年からプログラミン
グ教育を実施することを公表し、学習指導要

領総則において「児童がプログラミングを体

験しながら、コンピュータに意図した処理を

行わせるために必要な論理的思考力を身に付

けるための学習活動」を行うことを示唆して

いる。しかし、全国的に実践例はほとんどな

い。そこで、本研究では、先駆的に小学校教

育においてプログラミング教育を実践し、論

理的思考力を育成するための具体的な方法を

明らかにしたい。また、この時代を生きる“人

間”に必要な力について考えていきたい。 

 1． プログラミング教育で論理的思考力を育

成する。 

 　プログラミング教育を行うメリットとし
て、米田昌悟氏（米田、36頁）は以下の5点
を挙げている。 

 1．新しい「考え方」を習得できる。 
 2．世の中の仕組みを理解できる。 
 3．論理的思考力の向上 
 4．問題解決力がつく。 
 5．アイデアを実際の形にできる。 

 　本研究では、特に「3．論理的思考力の向上」
に取り組みたい。米田氏は、「3．論理的思考
力の向上」について、さらに以下のように述

べている。 

 　論理的思考力（ロジカルシンキング）
とは、端的にいえば「物事を、道筋を立

ててきちんと考える力」です。この力は

プログラミングを学習することで身に付

きます。 
 　プログラミングとは、実作業において
「小さい命令をいくつも組み合わせ、全

体で何らかの目的を達成する作業」です。

そのため、プログラミングの学習を進め

ていくと必然的に、論理を組み立てるこ

とがトレーニングされ、そして論理的思

考力の向上につながります。 
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 　本研究では、まずレゴ社の開発した
WeDo2.0ロボットを活用して、プログラミ
ングの基礎的なスキルを身に付けさせなが

ら、ロボットの動作を言語化させ、「物事を、

筋道を立てて考える力」を身に付けさせる。 
 　次に、レゴ社のマインドストームEV3ロ
ボットを活用して、課題を克服するためのプ

ログラミングを行う。課題を解決する取り組

みにおいて、「小さい命令をいくつも組み合

わせ、全体で何らかの目的を達成」し、「論

理を組み立てる」ことにより、論理的思考力

を育成することができると考える。 

 2． プログラミング教育で協調的な対話能力

を育成する。 

 　本研究では、ロボットはペアで一台を使用
する。それは、プログラミング教育を、自分

の考えを相手に伝え、さらに良い考えを追求

するために話し合うという協調学習の場にし

たいと考えるためである。 
 　白水始氏（三宅監訳、207頁）は、21世紀
型スキルを次のように定義している。 

 　他者との対話の中で、テクノロジーも
駆使して、問題に対する解や新しい物事

のやり方、考え方、まとめ方、さらに深

い問いなど、私たち人類にとっての「知

識」を生み出すスキル 

 　そして「協調的な対話能力の重視」を特徴
として挙げている（三宅監訳、207頁）。タ
ブレット端末を活用しながら、プログラミン

グをペアで行うことは、白水氏のいうスキル

を育てるのに適していると考える。 
 　また、三宅なほみ氏（三宅・東京大学

CoREF河合塾編著、6 ― 7頁）は、授業にお
ける協調学習について、以下のように述べて

いる。 

 　私たちはこういう人と人との相互作用
について、一人ひとりの意見が、建設的

な方向で、たくさんの問題が解けるよう

な抽象化の方向で変わっていくものを

「建設的相互作用」と名づけている。 
 　複数人で一緒に問題解決活動を行うと
き、一人ひとりの人に「考えを外に出し

て確認してみる場面（課題遂行）」と「他

の人の言葉や活動を見たり聞いたりしな

がら、自分の考えと組み合わせてよりよ

い考えをつくる場面（モニタリング）」

が生まれる。誰かが考えを外に出してみ

ると、話を聞いていたもう一人がその言

葉を聞いたり活動を見たりして考える。

今度その人が話し出したら、さっきまで

自分で考えていた人が、他人の言葉を聞

いたり活動を見たりしながら、自分の考

えを見直していく。参加者一人ひとりが、

課題遂行とモニタリングを、くるくると

行き来している。このとき一人ひとりの

頭や心の中で建設的な相互作用が起きて

いる。 
 　結局、授業で起きてほしいことは「建
設的相互作用を通して一人ひとりの児童

生徒が自分の考えを深める」という活動

である。 

 　私は、プログラミング教育をペアで行うこ
とにより、三宅なほみ氏のいう「建設的相互

作用」を促し、21世紀型スキルとして必要
な「協調的な対話能力」をもつ人間を育成し
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たいと考える。 
 　本研究においてプログラミング教育を行う
ことにより、以下のような力を育成したい。 

プログラミング教育により育成したい力

①論理的思考力

・きちんと順序立てて解くことができる。

・課題を小さく区切って考えることがで

きる。

・創意工夫して考えることができる。

②協調的な対話能力

・自分の考えを伝え、他者の意見を聞い

て、新しい考えをもつことができる。

 3． 論理的思考力や協調的な対話能力を他教

科の学習に生かす。 

 　小学校でプログラミング教育を行うことに
より育成される論理的思考力や協調的な対話

能力を、他教科のどのような活動や場面に生

かすことができるのかを実践により追求して

みたい。そうすることにより、小学校でプロ

グラミング教育に取り組む意義がより明らか

になるのではないかと考える。 

 Ⅳ．研究の流れ 

 1．1学期 

 （1）　WeDo2.0を活用してロボットを組み立
て、いろいろな方向に走らせたり、超音波

センサーを活用させたりするなど簡単なプ

ログラミングを行う。その際、動作ブロッ

クの役割を教師が教えるのではなく、児童

が実際にロボットを動かすことで各ブロッ

クの役割を追求し、言語化するようなワー

クシートを作成する。また、児童のアイデ

アを活かして活動させる。 

 【WeDo2.0のプログラミング指導計画】 
 ①　WeDo2.0を走らせてみよう 
 ②　WeDo2.0の色を変えてみよう 
 ③　音を出してみよう 
 ④　背景を出してみよう 
 ⑤　メールを出してみよう 
 ⑥　かたむけてみよう 

 （2）　他教科との関連 
 ・算数「わり算のしかたを考えよう」の単
元の応用問題を、フローチャートを使っ

て、解かせる。きちんと順序立てて解く

ことができるかを観察する。 
 ・社会「わたしたちのくらしをささえる電
気」の単元で、将来自分達の生活を支え

る発電方法は何が適しているかについて

ジグソー学習を行う。自分の考えを伝え、

他者の意見を聞いて、新しい考えをもつ

ことができているかを観察する。 

 2．2学期 

 （1）　マインドストームEV3の超音波セン
サーやカラーセンサーの機能を活用してプ

ログラミングに取り組ませる。その際、課

題を克服するまでの過程をタブレット端末

の動画機能やレポート作成アプリケーショ

ン等を活用して記録させる。 

 【EV3のプログラミング指導計画】 
 ①　タブレット端末とペアリングをしよう 
 ②　タイヤの回転数・秒数をかえて走行距
離を調べよう 

 ③　後進させたり、向きを変えたりしよう 
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 ④　超音波センサーを使って、障害物の前
で停止させよう 

 ⑤　アームを使って物をゲットしよう 
 ⑥　ひよこを救おう 
 ⑦　自分達でコースを作ろう 
 ⑧　自分達のコースを走らせよう 
 ⑨　カラーセンサーの秘密を探ろう 
 ⑩　カラートレースに挑戦しよう 
 ⑪　自分達のコースをカラートレースして
みよう 

 （2）　他教科との関連 
 ・算数「わり算の筆算」の単元において、
虫食い算で順序立てて考えることができ

ているかをノートから調べる。 
 ・算数「広さを調べよう」の単元において、
広さを調べる方法を工夫させる。自分で

創意工夫して問題を解くことができてい

るかをノートから調べる。 
 ・国語「くらしの中の和と洋」の単元にお
いて、説明文をワークシートに整理させ

る。自分で課題を小さく区切って、論理

的に説明できるようになっているかを

ワークシートから調べる。 

 Ⅴ．1学期の実践 

 1． WeDo2.0を使ったプログラミングの実践

の様子 

 ①　WeDo2.0を走らせてみよう。 
 　プログラミングを指導するための指導書や
テキストがないので、ワークシートを毎時間

作成して、授業を行った。教師が、動作ブロッ

クの役割を教えるのではなく、児童が主体的

に追求するようにワークシートを工夫した。

ワークシートにモデルとなるプログラミング

を示し、そのプログラミングでロボットがど

のように動くかを観察することで、それぞれ

のブロックの役割を追求させた。 
 　図1のワークシート1は、児童が追求した
ことを書く欄が罫線であった。そのため、児

童はWeDo2.0の動きをプログラミングと関
連づけずに、長文で書いていた。これでは、

WeDo2.0の動きと、プログラミングのブロッ
クを関連づけてとらえられないと考え、ワー

クシートを図2のようにフローチャートで書
かせるように変更した。 

図1　ワークシート1

 　ワークシート1（図1）とワークシート2（図
2）を記入したのは、同じ児童である。両方
のワークシートを比べると、ワークシート2
ではブロックの役割とWeD02.0の動きを関
連づけて、順序良く記入できていることが分

かる。 
 　ワークシートをフローチャートにすること
で、小さな命令＝ブロックの役割をとらえさ

せることができた。また、順序立ててフロー

チャートに記入させることで、小さな命令を
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順序立てて組み立てることを習慣づけること

に役立てたいと考えた。 

 ②　WeDo2.0の色を変えてみよう 
 　ライトブロックを活用して、WeDo2.0の
ライトの色を変えるプログラミングに取り組

んだ。ワークシート3（図3）に示すように、
ループを使って同じ動きを繰り返し行うこと

ができるようになった。ランダム入力ブロッ

ク使って、色々な色に変化させることもでき

ていた。 
 　色々なブロックの役割が分かると、自分達
で、アイデアを出してプログラミングを積極

的に行う姿が見られるようになってきた。互

いに、アイデアを出し合ったり、相手の意見

を尋ね合ったりして、協力してプログラミン

グを行う姿が、教室のあちこちで見られた。

また、思惑通りに動いて嬉しそうな歓声を揚

げる声も響いていた。 

図3　ワークシート3

 ③　音を出してみよう 
 　サウンドブロックを活用して、WeDo2.0
から色々な音を発することに取り組んだ。ま

た、ワークシート4（図4）に示すようにサ
ウンドセンサー入力ブロックを使って、音に

反応してWeDo2.0が動きを変えるようにす
るプログラミングを行った。 
 　これまでのプログラミングは、プログラミ
ングに従って、動作は順に行うものであっ

た。しかし、今回は「条件分岐」の例として

サウンドセンサーからの入力によって、条件

が変わると動きが変わるというプログラミン

グを学習した。 
 　児童は、WeDo2.0の近くで手をたたいて
音を伝えることで速く進み、静かにしている

とゆっくり進むことをとらえることができて

いた。 
 　児童は、ロボットを動かすことで、条件に
よって動きが変化することを理解し、考えを

深めることができていた。 

図2　ワークシート2
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図4　ワークシート4

 ④　背景を出してみよう 
 　表示背景ブロック、表示ブロック、計算ブ
ロックを活用してプログラミングに取り組んだ。 
 　これらのブロックは、ワークシート5（図5）
にあるように、ロボットを操作するタブレッ

ト端末の背景の画像を変えたり、文字を表示

したりすることができる。計算ブロックを使

うと、「3、2、1」などとカウントダウンす
ることもできる。児童は、これまでに学習し

たブロックと組み合わせて、自分達でプログ

ラミングに積極的に取り組んでいた。自分達

の音声を録音し、WeDo2.0が話しているよ
うにプログラミングをしたり、自分達の写真

を背景に出したり、創造性を発揮しながら、

プログラミングを行うことができていた。 
 　ワークシートの感想の記述も、自分達で考
えたことや思い通りにプログラミングができ

たことへの喜びなどが書かれていた。新しい

学びであるので、どの子も初めて知ることへ

の喜びが表れていた。 

図5　ワークシート5

 ⑤　メールを出してみよう 
 　メッセージ送信ブロックと、メッセージ受
信ブロックを使って、ワークシート6（図6）
にあるように、1度に2つ以上の命令を出す
プログラミングに取り組んだ。 
 　これまでは、命令は一つずつしか出せな
かったが、メッセージ受信ブロックを使う

と、複数の命令を同時に出すことができた。 
 　児童は、走らせる命令のほかに、本体のラ
イトの色を変えたり、音を鳴らしたり工夫を

していた。また、メッセージの宛先が同じだ

と、思わぬ所にも命令が伝わり、混乱する児

童もいたが、児童の感想（図7）にあるように、
その原因についても熱心に話し合い、解決し

ている姿が見られた。 
 （実際の授業の様子は、椙山小学校ホーム
ページ　椙小ダイアリー「2017.06.28 Mac
お宝探偵団　記者が来校されました」参照） 
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図6　ワークシート6

図7　児童の感想

 

⑥　かたむけてみよう 
 　WeDo2.0にチルトセンサーを装着し、セ
ンサーの傾きを変える（写真1）ことで動き
が変化するようにプログラミングを行った。

これまでに、超音波センサー、サウンドセン

サーに取り組んできた。このチルトセンサー

は走行する台の傾きを変えることに反応す

る。ワークシート7（図8）にあるようにプ
ログラミングのモデルから、それぞれの役割

を追求することができていた。また、児童の

感想（図9）にあるように、自分達のアイデ
アを生かし、これまでに学習したブロックを

活用して自由にプログラミングをすることが

できていた。 

図8　ワークシート7

写真1　チルトセンサーを使う様子
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図9　児童の感想

⑦ 　WeDo2.0を使ったプログラミングの実
践のまとめ 

 　WeDo2.0は、タブレット端末で動作ブロッ
クなどを指で動かすだけでプログラミングが

できるので、操作が簡単であった。また、自

分達の考えたプログラミングが正しくできて

いるかをWeDo2.0を動かすことで、すぐに
確認や修正ができる。そのため、普段は思考

力が必要な問題を苦手としている児童も集中

して取り組んでいた。また、課題が達成した

ことを、すぐに確かめられることで成就感を

もたせることができた。 
 　また、ブロックの役割を追求する過程で、
根拠をもとに考える機会を多くすることがで

きた。プログラミングとロボットの動きを、

フローチャートを使って書かせたことで、課

題や命令を、小さい単位で区切ることや、順

序立てて整理する練習を行うことができた。 
 　このような活動を繰り返していくうちに、

順序立てて、根拠をもとにして考える力、す

なわち論理的思考力が育成できたのではない

かと考える。 
 　また、ペアにして対話をしながら、ブロッ
クの役割を追求させた。どの児童にとっても

初めての体験であったこともあり、互いの力

を合わせて活動する必然性が生じていた。つ

まり、協調的に対話をしながら問題解決に取

り組む場を設定することになった。また、互

いの意見を尊重し合ってこそ成功を導くとい

う建設的相互作用を体験させる場を与えるこ

ととなった。 

 2．他教科との関連 

算数

順序立てて考える力を生かして、「わり算

のしかたを考えよう」の応用問題を解く道

筋を整理させる。

 　プログラミングを通して、課題や命令を小
さい単位で区切ることや、順序立てて整理す

る習慣を付けたことを、算数の学習で生かし

たいと考え、次のような問題を提示した。 

 

【問題】

 

 　これまでの学習では、児童は図10のよう
に根拠をはっきり明示しないで数字を式に当

てはめて立式することが多かった。 
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 　文章題の意味を把握しないまま、なんとな
く式に数字を当てはめていく方法である。し

かし、「プログラミングの時のように、フロー

チャートを使って、式の理由も明らかに書こ

う」と指示すると、図11のように何を求め

るかを明記しながら立式することができた。 
 　児童は、課題を解くために、文章題の意味
を小さな単位にして考えること、順序立てて

考えることなどができており、プログラミン

グで培った論理的思考力を生かすことができ

たのではないかと考える。 

社会

　「わたしたちのくらしをささえる電気」

の単元において、協調的な対話能力を生か

してジグソー学習に取り組む。

 　プログラミングで培った自分の考えをも
ち、伝えること、他者と話し合い、さらに良

い考えに変えていくという協調的な対話能力

を社会科で活用させたいと考えた。 
 　社会科で、発電方法について学ぶ単元で、
教科書に掲載されている発電方法以外につい

てグループごとに調べさせた。それをプレゼ

ンテーションアプリKeynoteでまとめさせ
た。（図13） 
 　そして、他のグループのメンバーと混合し
た新たなグループで発表し合うというジグ

ソー学習に取り組んだ。（写真2） 
 　児童は、自分が調べた地熱発電、波力発電
等の良い点、悪い点を発表し合い、人体に影

響が少ない自然の力を利用した発電方法が一

番良いのではないかなどと熱心に討議してい

た。児童の感想（図14）にあるように他者
の意見を聞き、自分の考えた案から改めて良

い発電方法について考えることができてお

り、建設的相互作用が起き、協調的な対話能

力が身に付きつつあることが伺えた。 
 （授業の様子は椙小ダイアリー動画「2017.
07.12ジグソー学習」参照） 

図11　児童のノート

図10　児童のノート
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写真2　ジグソー学習の様子

図13　児童の作成したプレゼンテーションの一例

私は火力発電がいいと思っていました。で

も、調べたら悪い点がたくさんありました。

友達の発表を聞いて、私達が大人になるこ

ろに一番適しているのは、風力発電と太陽

光発電だと思います。理由は、夏にはあま

り風がふかないので太陽光が適していると

思います。けれど冬には太陽が出る時間が

短いので、風力発電が適していると思いま

す。私達が、安全・安心に暮らせるような

発電が開発されるといいです。

図14　児童の感想
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 Ⅵ．2学期の実践 

 1． マインドストームEV3を使ったプログラ

ミングの実践の様子 

 　WeDo2.0は、動作ブロックの種類が少な
く低学年でもプログラミングができる。しか

し、EV3は大学生のロボカップ等にも使用
されており、ブロックを並べるだけでなくパ

ワーや方向を示すステアリング、タイヤの回

転数などの細かい命令を設定する必要があ

る。このEV3のプログラミングに取り組ま
せることは、より論理的思考力を培うことに

なる。また、難しいからこそ、ペアで話し合っ

て課題を解決していかねばならないことで、

協調的な対話能力が必要になると考えた。 

 ①　タブレット端末とペアリングをしよう 
 　児童のタブレット端末と、EV3をBluetooth
で接続（ペアリング）する方法や解除する方

法を指導した。操作方法も難解であったため、

基礎的な操作の説明と諸注意等で授業が終

わってしまった。 

 ② 　パワーによるタイヤの回転数や走行  距離
を調べよう 

 　EV3は一つのブロックの中にも、細かく
プログラミングをする箇所がある。前進させ

るためにもパワーを設定するだけでなく、タ

イヤの回転数で進ませるか、何秒走らせるか

を選ぶことで走行距離が違ってくる。課題解

決のためのデータをとるために、それぞれの

場合の走行距離を測定させた。その後、「1
メートル前進させるには」という課題を与え

た。  走行距離を測定したり、設定したりする
活動の中に、算数の計測や小数の学習が生か

されていた（図15参照）。  また、走行距離を
測定するためには、ペアで協力しないと測定

できないため、必然的に協力することができ

ていた。そして、「1メートル走らせるには、
どのようなプログラミングが必要か」という

課題を解決するために、熱心に話し合うこと

図15　ワークシート8 図16　ワークシート9
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ができていた。 

 ③　後進させたり、向きを変えたりしよう 
 　後進させたり、左右に回転させたりするス
テアリングの数値を追求させた。ワークシー

ト9（図16）にあるように授業の前半は、提
示したプログラミングをして動きを観察させ、

プログラミングの意味を理解させた。後半は、

調べたことを生かして、課題を解決させた。 
 　児童は、ステアリングとパワーの数値を変
えてロボットを動かすことで、走る向きや速

さ、走行距離を操作できることを理解して

いった。 

 ④ 　超音波センサーを使って、障害物の前で
停止させよう 

 　EV3に超音波センサーを装着し、障害物
を感知したら停止するプログラミングを提示

した。児童は、EV3が障害物を感知して停
止する距離を調節できることや、停止する以

外の動作のプログラミングができることを追

求した。そして、これまでに学習したブロッ

クを活用し、自分達のアイデアを生かしてプ

ログラミングを行っていた。プログラミング

が複雑になっていくにつれてワークシート

10（図17）のフローチャートに記入できな
くなる程、児童は自分達のアイデアを生かし

て、数多くの命令をプログラミングするよう

になっていった。 

 ⑤　アームを使って物をゲットしよう 
 　ワークシート11（図18）に示すように、
EV3にアームを装着し、前進して障害物を感
知したらアームを下ろし、障害物を運びなが

ら後進するというプログラミングを提示した。

児童は、アームを下ろす速さや角度を調整す

図17　ワークシート10 図18　ワークシート11
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る方法も理解した後は、自分達のアイデアを

生かしてプログラミングを行っていた。児童

は、「回転数が足りないよ。」などと、問題点

を活発に話し合っていた。同じロボットの動

きを見ても、互いに気付く点が違うことから、

互いの意見を聞き合う、見当をつけて試す、

修正するなどの活動に夢中になって取り組み、

授業が短く感じるほど熱心に活動していた。 

 ⑥　ひよこを救おう 
 　写真3・4のように、障害物をひよこの人
形にし、ワニやヘビの人形を置いたコースを

提示し、ひよこを救出するという課題を与え

た。プログラミングは提示せず、これまでの

学習を生かして、児童に自由に考えさせた。 
 　児童は、ペアで対話をしながら、ブロック
を選び、ステアリングやパワーの数値をプロ

グラミングしていった。そして、試行し、う

まくいかない理由を検討し合っていた。細か

い命令を吟味し、順序立ててプログラミング

をしており、論理的思考力を育成するには有

効な活動であった。また、建設的相互作用の

ある話し合いが活発に行われており、無事に

ひよこを救出できたペアは、声を上げて大喜

びをするなど、喜びを共有しながら生き生き

と活動した。 
 　プログラミング学習にも、活動に必然性を
もたせることや、主体的なアイデアを生かす

場を与えることが、さらに児童の活動を活発

化させることが分かった。 

 ⑦　自分達でコースを作ろう 
 　教師が最初にプログラミングを提示し、児
童が実際にロボットを動かすことで、EV3
のブロックの役割を追求し、学んできた。ブ

ロックの役割を教師が説明せず、児童に追求

させることで、主体的に活動させたいという

ねらいであった。しかし、今後は児童自らが

課題を設定し、課題解決に取り組むことによ

り、論理的思考力を育成し、協調的な対話能

力を身に付けさせたいと考えた。そこで、児

童に、自分達で走らせたいコースを作ること

を提案した。 
 　児童は、これまでのペアでコースを作った
り、他のペアと一緒になり、長いコースを作っ

たりしていた（写真5）。4年生の児童は、「ま
ず海の中に入って、大きな魚に襲われそうに

なり……」などとストーリー性を持たせてい

たり（写真6）、EV3の文字を記したコース（写
真7）を作成したりしていた。 

写真4　児童の様子

写真3　ひよこ救出コースの様子
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 （授業の様子は、椙小ダイアリー動画2017.
10.04「ロボットプログラミング」参照） 

 

写真5　4人で作成したコースに取り組む様子

⑧　自分達のコースを走らせよう 
 　EV3を前進、後進、回転させる方法を学
んだものの、自分達が考えたストーリー性の

あるコースは複雑であり、プログラミングも

小さな命令を緻密に設定していく必要性が生

じた。どのペアも、1つめの角で行き詰まる
状態であった。 
 　そこで、できたところまで各ペアで発表さ

せたところ、上手に前進、方向転換などがで

きているペアがあった。そのペアがどのよう

にプログラミングをしたかを発表すると「よ

く分かった！　良いアイデア！　やってみ

る！」と、大喜びで自分達のコースに生かし

てプログラミングを行っていた。ペアで話し

合うだけでなく、クラス全体で話し合い、

EV3を動かして発表し合うことは、他の情
報を聞き、自分達のコースにどのように生か

すかを考え、より良い方法を見つけ出す活動

となり、建設的相互作用を体験させる機会と

なった。 

写真7　EV3と記したコースに取り組む様子

 ⑨　カラーセンサーの秘密を探ろう 
 　自分達の作成したコースを走らせるため
に、EV3のタイヤの回転数を基にしてプロ
グラミングを行うペアが多かった。しかし、

角が多く、苦戦を強いられていたため、カラー

センサーを活用することを提案した。 
 　カラーセンサー（写真8）は、色や明るさ
を検出できる。7種類の色を判別する方法の
ほかに、赤色を発光して反射してきた光の強

さを感知することができる。 
 　児童は、EV3にカラーセンサーを取り付
け、プログラミングのしきい値を変えて、何写真6　ストーリー性のあるコースに取り組む様子
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色に反応するかを調べていった。黒や緑は、

同じくらいのしきい値で反応し、あまり見分

けられないことや、赤や黄色ではどうなるか

など、自分達が不思議に思ったことを、実験

をしながら確かめていった。自分達のコース

をうまく走らせたいという思いがあるため、

ペアで「緑色も調べてみよう。」などと話し

合ったり、メモを取ったりして主体的に活動

しながら対話を行うことができていた。 

 ⑩ 　自分達のコースをカラートレースしてみ
よう

　児童が作成したコースは、ビニールテープ

を使用していた。カラーセンサーは、黒や緑

のテープだと、しっかり見分けることができ

ていた。しかし、ピンクのテープだと台紙の

白色と判別できずカラーセンサーが有効に活

用できないペアもあった。そのようなペア

は、タイヤの回転数でプログラミングを作成

することを話し合ったり、テープの色を変え

たりすることを話し合っていた。また、角で

曲がる角度を分度器で測定するなど算数の学

習を生かして活動し、小さな命令を一つずつ

確認してプログラミングを作成することがで

きていた。 
 　この頃になると、児童のプログラミングが
大変複雑で長くなり、ワークシートに数値な

どを記録することが困難になってきた。 
 　そこで、文書作成アプリケーションPages
を活用して、失敗したこと、改善方法、考え

たことなどを文章化した。そして、複雑になっ

たプログラミングは、スクリーンショットを

撮影して、記録写真として貼りつけた。さら

に、タブレット端末でEV3の走行する様子
を動画に撮り、これも文章と共に記録として

貼り付けた。（図19参照） 
 　また、児童自ら、失敗した様子を撮影した
動画と成功した動画を編集し、コメントや感

想も入れて動画作品を製作した。 
 　（実際の児童の動画作品は、椙小ダイアリー
動画「2017.12.1ロボットプログラミング」参照） 

写真8　カラーセンサーで走るEV3
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図19　Pagesを活用した児童の記録の一部
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 ⑪ 　EV3を使ったプログラミングの実践の
まとめ 

 　2学期の終わりの作文に図20のような感想
を書いた児童らがいた。 

○私は、最初のころ、タブレット端末は一

人一台あるのに、EV3は二人に一台とい
うのが嫌でした。けれど、やってみると

一人より二人の方が楽しかったです。た

とえば、プログラミングが上手にできて

ロボットがうまく走ると友達と喜び合え

ます。（中略）ペアで取り組むと、いっしょ

にやって苦労した事が喜び合えるので、

とっても嬉しいです。 （A子）

○プログラミングをやる事によって、色々

な授業に役立ちます。もし、失敗してし

まったら「何がいけなかったのか」「だっ

たらこうしよう」と思い、解決方法を考

えるくせがつくからです。 （B子）

図20　児童の作文より

 　このような児童の様子や、ワークシートま
たはアプリケーションによる記録、行動観察

から、プログラミングによって児童は以下の

ような活動を行っていたことが分かる。 

 1　課題や問題を、小さい単位で区切って
考える。

 2　小さい命令や問題解決の方法を順序立
てて考える。

 3　いろいろな解決方法を工夫し、創造す
る。

 4　失敗した原因を追究する。
 5　自分の考えを相手に伝える。

 6　相手の意見を聞きながら、自分の考え
を変えていく。

 7　他のペアからの情報を生かそうとする。
 8　試行錯誤しながら粘り強く取り組む。
 9　自分達のコースを攻略するために、主
体的に、また前向きに取り組む。

10　ペアまたはクラスで、成功を喜び合っ
たり、励まし合ったりする。

11　タブレット端末でプログラミングを
行うだけでなく、記録としてアプリケー

ションを活用したことで、文字などの入

力、動画撮影と編集、スクリーンショッ

ト撮影とその編集方法など、ICT活用能
力を向上させる。

図21　プログラミング教育における児童の活動

 　ロボットプログラミングで課題解決に取り
組ませることは、児童に「なぜ、こうなるの

か？」と考えさせる良い機会となった。児童

は、うまくいかない原因を考える活動におい

て、課題を小さな単位で考える習慣を身に付

けた。また、成功するために順序立てて命令

を組み立てる習慣も身に付けていった。児童

が論理的思考力を育成するには、プログラミ

ングに取り組むことは大変有効な活動であ

る。この考えを表すと、図22のようになる。 

図22
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 　論理的思考力を育成するために、図21の1～
4の活動は有効である。5～ 7の活動は、協調
的な対話能力であるが、この力があったからこ

そ建設的相互作用を体験させることができた。

さらに、この建設的相互作用があるからこそ、

論理的思考力も高めることができると言える。

また、建設的相互作用があるからこそ、8～ 10
にあるような意欲ややる気が持続し、より論理

的思考力を育成することに役立ったと言える。

この考えを図に表すと図23のようになる。 

図23

 　このような実践結果から、小学校でプログ
ラミング教育を行うことは、協調的な対話能

力を高め、建設的相互作用を体験させ、論理

的思考力を高める上で有効である。 
 　また、プログラミングを行う際に、タブレッ
ト端末を活用し、さらに記録を残す手段とし

てもタブレット端末のスクリーンショット機

能、動画撮影と編集アプリケーションを活用

した。 
 　このことは、これからAIがますます進む
世界で生きる“人間”として必要な基礎的技

術を身に付ける上で意義があると考える。 
 　先に紹介した白水始氏（三宅監訳、205頁）
が、Assessment and Teaching of 21 st  
Century Skillsの翻訳の中で、21世紀型スキ
ルの提案として、次の複数のカテゴリや下位

スキルを紹介している。 

 思考の方法 
 1．創造性とイノベーション 
 2．批判的思考、問題解決、意思決定 
 3．学び方の学習、メタ認知 
 働く方法 
 4．コミュニケーション 
 5．コラボレーション（チームワーク） 
 働くためのツール 
 6．情報リテラシー 
 7．ICTリテラシー 
 世界の中で生きる 
 8．地域とグローバルのよい市民である
こと 

 9．人生とキャリア発達 
 10．個人の責任と社会的責任（異文化理
解と異文化適応能力を含む） 

 　今回の実践は、4年生であり、年齢で言う
と9歳または10歳の児童が対象である。こ
こに示された21世紀型スキルを当然ながら
すべて網羅はできていない。しかし、これか

ら未来を生きる“人間”として、上記の21
世紀型スキルの1～ 7の基礎となる部分の種
をまくことができたと考える。 

 2．他教科との関連 

 　児童にプログラミングに取り組ませること
は、問題を小さな命令の単位として考えるこ

と、筋道を通して順序立てて命令を並べ、問

題を解決していくことを習慣づけることに役

立ったと考える。つまり、プログラミング教

育によって、論理的思考力を育成することが

できたのである。 
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 　この力を他教科のどのような場面で発揮で
きているかを調べることを試みた。 

算数

　順序立てて考える力を生かして「虫食い

算」を解く

 　虫食い算に取り組んだ際、算数があまり好
きではない児童が「どうやって解けばいいか

分からない」と言った。私が、「プログラミ

ングの時に、失敗するのはどうしてかなと思

う理由をひとつずつ考えたでしょう。この問

題も、分かるところから、ひとつずつ解いて

いこう。」と声をかけた。 
 　児童のノート（図22、図23）を見ると、
自分の力で、理由を明らかにしながら、問題

を解いていった様子が伺がわれる。 
 　これは、プログラミング教育において、問
題に対して、自分で主体的に考える力や、順

序立てて理論的に説明・納得しながら解いて

いく力が育ったのではないかと考える。 

算数

　自分で創意工夫して解決する力を生かし

て、「広さ」について考える

 　面積の学習の導入で、4つの異なる形の紙
を配布し、広さをどのように調べたら良いか

を考えさせた。 
 　まだ公式を学習する前段階であり、広さを
比べる方法を自由に考えさせると、図24の
ように様々な方法を考えた。 
 　ここに紹介したのは一部であり、児童はそ

図23　D子の虫食い算のノート

図22　C子の虫食い算のノート
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れぞれの考えをもち、色々な方法で広さを比

べる方法を考えることができていた。これ

は、プログラミング教育において、主体的に、

そして創造的に考える力が身に付いたからだ

と推察できる。 

国語

　課題を小さく区切って論理的に説明する

力を生かして「説明文」を読み取る

 　国語「くらしのなかの和と洋」という単元
で、内容をワークシートに整理して記入させ

た。 （図25）
 　児童は、説明文を読み取り、内容をよく理
解して、住まいに関する和風と洋風の長所・

短所をワークシートに整理して記入すること

ができていた。 
 　これまで、文章の意図を読み違えがちな児
童も、正しく記入することができていた。 
 　自分達の思うようにロボットを動かすため
に、パワーやステアリングなど、小さな命令

を順序立てて組み立てプログラミングを行っ

た。物事を小さな命令に区切って筋道を通し

て考える力が、国語の説明文の読み取りにも

発揮できたのではないかと考える。 

 Ⅶ　研究のまとめ 

 　1学期、2学期と4年生の総合的な学習の
時間にプログラミング教育に取り組んだ。 
 　1学期は、WeDo2.0を使った。これは、絵

図24　広さを比べる方法を考えた児童のノートの一部
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で表された動作を命令するブロックが表示さ

れ、ブロックを並べることによってプログラ

ミングを行った。2学期は、マインドストー
ムEV3を使った。同じように絵で表された
ブロックであるが、一つ一つのブロックの中

で、パワーやステアリング、タイヤの回転数

または秒数などを細かく設定する必要があっ

た。これらのロボットを活用したことによ

り、児童は、自分の考えが正しいか間違って

いるかをすぐに試したり、確かめたりするこ

とができた。実際に動かして、試行錯誤でき

ることは、児童の問題解決に取り組む意欲を

高め、成功した時には成就感をもたせること

ができ、次の課題へのさらなる意欲をもたせ

ることに役立った。このような体験をしなが

ら、プログラミング教育に取り組んだこと

で、児童は問題に対して、主体的に考えよう

とする習慣を身に付け、問題を小さい命令に

区切って考え、順序立てて組み立てる論理的

思考力を育てることができたと考える。 
 　また、ロボットプログラミングをペアで
行ったことにより、問題解決のために意見を

伝え合い、聞き合うという活動を活発に行う

機会を設定することができた。ロボットの動

く様子を見て、回転数に気が付く者もいれ

ば、ステアリングの問題に気が付く者もい

て、話し合うことにより、自分の気が付かな

かったことも解決できていくという建設的相

互作用を毎時間経験させることができた。こ

のような活動を通して、普段控えめな児童

が、問題解決のために自分の考えを相手に主

張している様子を見ることができた。また、

普段は自己主張が強い児童が、自分の考えだ

けでは解決できず、相手の意見を尊重して行

動する様子も見ることができた。プログラミ

ング教育は、協調的な対話能力を育て、建設

的相互作用を体験させることができ、周りと

協力しながら問題解決を行うことのできる人

間を育成することに大いに役立った。 
 　経済協力開発機構（OECD）が学習到達度
調査（PISA）で2015年度に初めて「協同問
題解決能力」の調査を行った。その結果、日

本は参加した52か国・地域で2位、加盟国
（32ヵ国）の中では1位であった。これまで、
PISAは、読解力・数学的リテラシー、科学
的リテラシーについて調査してきたが、今後

の社会では「相手と協同して問題を解決する

能力」が重要になると考えられ、「協同問題

解決能力」が取り入れられた。これは、先に

述べた白水氏や三宅氏によって翻訳された

図25　児童の国語のワークシート
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Assessment and Teaching of 21 st  Century 
Skills（21世紀型スキル）が提唱した考えと
共通している。 
 　小学校において、プログラミング教育に取
り組むことは、論理的思考力を育成するだけ

でなく、「協同問題解決能力」を高めること

ができる。さらに、ICT活用能力の向上を図
ることができ、21世紀型スキルを身に付け
た人間を育てる上で大変有意義であると分

かった。 
 　プログラミング教育で育てた論理的思考力
や協調的な対話能力が、他教科の学習のどの

ような場面に発揮できているかは、ノートや

発言・感想などを取り上げて報告した。プロ

グラミング教育との関わりを数値的なデータ

で明らかにすることは困難であった。プログ

ラミングを行う・行わないクラスを設定する

などの条件設定が困難であるからである。そ

のため、児童のノート・感想などから評価す

ることや、行動観察によって報告を行った。

ここに報告した以外にも、論理的思考力や協

調的な対話能力を発揮して、活動している場

面を多々見ることができ、プログラミング教

育で育成する力は学習に役立つと確信してい

る。 
 　今後は、プログラミング教育を本校のカリ
キュラムに位置付けるよう尽力していきた

い。さらに、児童に生活や学習に役立つプロ

グラミングに取り組ませたい。自分達だけで

なく、周りの人の生活や学習に役立つプログ

ラミングを考えさせることは、ICTやAIを
自ら創造し、主体的に活用する人間を育成す

るだけでなく、社会に貢献し参画しようとす

る人間を育成することに役立つと考える。 
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人間生活と税法
The Relationship of Tax Law to Human Life

椙山女学園大学現代マネジメント学部長
浪花　健三
Kenzoh Naniwa

はじめに

　人間生活において、「税」は切り離すこと

ができない。租税とは、国その他の公共団体

が公共サービスを提供するために「国家が、

特別の給付に対する反対給付としてではな

く、公共サービスを提供するための資金を調

達する目的で、法律の定めに基づいて私人に

課する金銭給付である」1）。換言すれば、法律

の根拠に基づくことなしには、国家は租税を

賦課・徴収することはできず、国民は租税の

納付を要求されることはない。この原則を「租

税法律主義」という。この原則は、憲法84
条に依拠するとされる。

　租税法律主義の内容としては、「課税要件

法定主義」、「課税要件明確主義」、「合法性原

則」および「手続的保証原則」の4つをあげ
ることが多い。

　上記のように、我々は法律によってのみ課

税されることが分かる。では、我々はこの「難

解」といわれる税法を知っておく必要がある

のであろうか。結論として、我々は税法を理

解しておく必要がある。税法は、国（具体的

には税務署）と我々（納税者）に直接向けら

れており、両者とも税法に定められたとおり

に行為しなければならない。税法を知らずし

て行動することは、交通規則を知らずして車

を運転するようなものである。

　そこで本稿では、日常生活に関連する主な

税法（概略ではあるが）について、具体的な

登場人物（まずは、椙山一郎、花子ご夫妻）

を設定して考えてみたい。

1．椙山星子ちゃん誕生

　椙山一郎さんと椙山花子さんとの間に「星

子ちゃん」が誕生した。星子ちゃんは、この

ご夫妻にとって初めてのお子さんである。こ

のご夫妻に関連する税法はどのように変化す

るのであろうか。

1―1．課税単位

　戦前の我が国の所得税制では、戸主を中心

とした世帯単位合算課税主義がとられ、配偶

者や子は戸主の陰に隠され、税法上の権利義

務の主体としての地位を与えられてこなかっ

た。しかし、昭和26年、シャウプ勧告によ
りこの制度が現行の「個人単位課税」に変更

された。つまり、「一郎さん」と「花子さん」

の所得は、それぞれ別個の課税単位として税

額が計算されてきた。そこに、この度、「星

子ちゃん」が誕生した。星子ちゃんには、も

ちろん「所得」はない。ご夫妻に係る税法に

どのような変化が生じるのであろうか。
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1―2．応能負担原則

　税法には、いわゆる「人的控除」とよばれ

る規定が存在する。この規定は、所得のうち

本人およびその家族の最低限度の生活を維持

するのに必要な部分は担税力を持たない、と

いう理由に基づくものであり、憲法25条の
「生存権の保障」の税法における現れである。

　その代表的規定の一つが「所得控除」であ

り、今回、星子ちゃんの誕生に関連する規定

は「扶養控除」である。所得控除とは、各個

人の所得の金額から所定の金額を控除するこ

とにより、当該者の所得税額を減少させる制

度である。

　今回、椙山夫妻には、星子ちゃんが誕生し

たことにより、お子様を養育するために金員

が必要となる。つまり、このご夫妻の税負担

能力が減少したことになる。この事情に対応

する規定が「扶養控除」である。扶養控除と

は、居住者が控除対象扶養親族（合計所得金

額が38万円以下の者）を有する場合には、
その居住者のその年分の所得の金額から所定

の金額（通常、38万円）を控除することに
より、当該居住者の税負担を減少させる制度

である。

　しかし、平成22年度に「子ども手当制度」
が導入された。それに伴い年少者に係る扶養

控除（16歳未満の者）が平成23年分の所得
税から廃止された。

　この規定により、椙山ご夫妻（通常、一郎

さんへ）に月額15,000円の児童手当が支給
される。当該手当は、一郎さんの所得金額

100万円程度（一郎さんの年間所得金額によ
り変化する）に対して課税されていないこと

と同様の効果がある。

　この「児童手当」や「所得控除」による減

税効果が、その対象居住者（今回は、一郎さ

んや花子さん）により異なるのは、所得税法

において「超過累進税率」を採用しているた

めである。超過累進税率は、居住者の所得が

増加した場合、その増加した部分に係る税率

が順次増加する制度である。具体的には、年

間所得金額が195万円以下の金額は税率が
5％、195万円超330万円以下の金額には
10％と上昇していき、最高税率は4,000万円
超の金額に対する45％である。

2．星子ちゃん、初めてのお使い

　星子ちゃん誕生から月日が経過し、星子

ちゃんは小学校高学年。お母さんからお買い

物を頼まれた。星子ちゃんが初めて接する税

金は「消費税」である。

2―1．消費税と納税義務者

　多くの消費者は、お店のレジで「消費税は

〇〇です」と請求された金額を何の気にもと

めずに支払っている。おそらく一般消費者

は、「消費税」という名前からして、消費者

が支払わなければならない税金、つまり、消

費者が納税義務者だと考えている。

　しかし、消費税法上の納税義務者は事業者

（個人事業者および法人）であり（消費税法

5条）、事業者が消費税を納付すればそれで
租税関係は終了する。消費者が、消費税に関

する納税義務者で登場する法律上の余地はな

い。確かに事業主が納付する消費税額は、商

品やサービスの価格に転嫁されて、消費者が

実際的には当該消費税額を負担している事実

は存在する。ただ、この事実は、当該消費者

がその消費税額を事実上負担したに過ぎず、

いわゆる「担税者」になったに過ぎない。消
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費税のような「間接税」は、一般には法律上

の納税義務者と実際の税負担者が一致せず、

税相当額が商品等に転嫁されることが予定さ

れている税金とされる。しかも、当該転嫁は、

あくまでも「予定」であって強制ではない。

裁判において、被告の国が「事業者が取引の

相手方から収受する消費税相当額は、あくま

でも当該取引において提供する物品や役務の

対価の一部」と主張したのに対し、判決では

「消費者が負担する消費税分は、その本質が

対価に過ぎない」との判断を示している2）。

　おそらく、星子ちゃん（ご両親を含む）は、

本体価額500円の商品を何の疑問を感じるこ
となく540円で購入することになる。

2―2．消費税の問題点

　一般に「消費税の逆進性」が問題視される

ことが多い。税法は、先に述べたように「応

能負担」が原則である。しかし、消費税の逆

進性とは、「消費者が負担する消費税相当額／

当該消費者の所得金額」の割合が、所得の少

ない消費者ほど高率になることを意味する。

この考え方に基づけば、消費税が応能負担原

則に対して逆進性を示すという表現は正しい

といえる。また、当該問題点は、消費税が持

つ基本的問題点であり、これを解消すること

は難しい。例えば、2年前政府において、消
費税に「軽減税率」を導入するとの政策が考

えられた。しかし、当該政策ではこの問題点

を解消するには至らない。

　上記問題点以外に制度上の問題として「益

税問題」、「ゼロ税率問題」、「帳簿方式とイン

ボイス方式の問題」等、数多く存在する。し

かし、本稿ではこれ以上詳しくは触れない。

数年後、星子ちゃんが大人になったとき、消

費税法がどのように変化しているかを注視し

たい。

3．星子さん、初めての給料

　星子さんは、大学を無事卒業し某企業に就

職した。今日は、初めての給料日である。星

子さんの給料にはどのような課税関係が存在

しているのであろう。

3―1．給与所得課税

　所得税は個人の一年間（暦年）の所得（課

税期間）を総合して、それに超過累進税率を

適用することにより算出される（総合課税制

度）。また、個人の所得は、その税負担能力

に応じて十種類の所得に区分される。星子さ

んの給料は、そのうち「給与所得」に該当す

る。この給与所得は理論上「勤労所得」に分

類され、「不労所得（資産性所得）」に比して

担税力が弱いとされる。給与所得に該当する

ものとしては、俸給、給料、賃金、歳費、賞

与等、これらの性質を有する給与とされてい

る（所得税法28条1項1）。その基本的性格
は「非独立的・従属的労働の対価」である3）。

　課税対象となる給与所得の金額は、「収入

金額－給与所得控除額」で算出される（同条

2項）。課税対象金額を算出するときに控除
する「給与所得控除額」は、給与所得の担税

力等を考慮したものである。その内容は、給

与所得にかかる必要経費概算控除、担税力控

除、把握控除（所得の把握率較差の調整）、

利子控除（源泉徴収による早期納税の調整）

とされている4）。ただし、昨今、当該控除額が、

所得の多い納税者に対しては過大ではないか

との議論が存在する5）。

　星子さんの初年度の給与を250万円とする
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と、給与所得の金額は「250万円－100万円（給
与所得控除額）＝150万円」となる。この150
万円から基礎控除である38万円を控除し、
112万円に対して5％の税率が適用される（社
会保険料等は無視）。その結果、星子さんは、

この年度における所得税額として56,000円
を負担することになる。つぎに、給与所得者

に対する制度として存在する「源泉徴収制

度」を確認する。

3―2．源泉徴収制度

　納税義務は、法律の定めた要件を充足する

ことで成立する。その具体的手続きは、国税

通則法に定められている。個人の所得（所得

税法）は、納税者の申告によって確定するこ

とを原則とし、その申告が誤っている場合や

申告がない場合に限って、租税行政庁の更正

または決定によってその税額が確定する（「申

告納税方式」国税通則法16条1項1号）。こ
の確定申告は、課税期間（暦年）の翌年2月
16日から3月15日までに行う。しかし、多
くの給与所得者（星子さんの場合）は、通常、

この確定申告を行わない。それは、この申告

納税方式の特例として「源泉徴収制度」が存

在しているためである。

　源泉徴収制度とは、会社等の雇用者が従業

員に給与を支払う場合、支払者は源泉徴収義

務を負うという方式である（所得税法6条、
183条）。源泉徴収とは、給与の支払いをす
る際、雇用主が当該従業員の所得税額（年額

に対する月割り額）を計算し、あらかじめ給

与から当該税額を差し引くことである。

　したがって、星子さんは、給与の額面金額

からこの所得税額（実際は、この所得税額に

加えて、住民税と社会保険料が「天引き」さ

れる）を差し引かれた金額（いわゆる「手取

額」）を受け取ることになる。しかし、この「天

引き」される所得税額は、あくまでも概算計

算による税額である。12月の最終給与支払
いで、星子さんのこの一年間の給与所得金額

が確定する。そこで、当該給与の支払時に雇

用主が、星子さんの確定所得に対する正しい

所得税額を計算する。この計算を「年末調整」

という（所得税法190条）。通常、給与所得
者は、この年末調整を受けることで、当該年

度の所得税額が確定する。ただし、給与所得

者において特定の事情（例えば、当年におい

て多くの医療費を支払ったとか、住宅ローン

を開始した等）が存在する場合は、確定申告

をする必要がある。

4．星子さん、税理士になる

　星子さんは、勤務を数年した後、税理士資

格取得を目指すことになった。

4―1．税理士制度

　日本の税理士制度が法制度として確立した

のは、日本が太平洋戦争に突入した昭和16
年の翌年「税務代理士法」（昭和17年2月23
日法律第46号）制定時といえる6）。そして、

当該制定の背景は、膨大な戦費調達のため大

増税と税制の複雑化の中、税務行政を適正か

つ円滑に運営する必要性が存在したことであ

る。その役目を果たすべく税務に関する職業

専門家として税務代理士が誕生したのであ

る。この背景は、当該職業専門家のその後の

発展に大きな影響を及ぼすことになる。

　この「税務代理士法」の特徴は、①税務代

理士業務を行うことができる者を税務代理士

に限定、②その資質の向上を図り、税務代理
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業の公正を期するために資格を限定、③税務

代理士になるには大蔵大臣の許可が必要、④

税務代理の資質を向上させるための税務代理

士に対する多くの取締監督規定の存在、⑤税

務代理士は、財務局の管轄区域ごとに大蔵大

臣の許可により税務代理士会を設立させた、

等である7）。

　このように「税務代理士法」は、官僚統制

がきわめて強く、当該法律は税務代理士に対

する取締り立法としての性格を多分に有して

いた8）。

　その後、昭和22年に直税3法（所得税法・
法人税法・相続税法）に申告納税制度が導入

され、それにともない、税務代理のあり方に

ついても問題が生じてきていた。昭和24年
にアメリカのシャウプ税制使節団（以下、「使

節団」という）が来日し、適正な記帳を基礎

とした所得課税を推進するため、所得税、法

人税につき青色申告制度を導入、従来の税務

代理士制度についても検討を加え、政府に対

し勧告を行った。いわゆる第一次シャウプ勧

告である9）。

　以上のように、当時は、納税者の記帳能力

が乏しく正しい所得金額を算出することが非

常に難しかったこと、また税務代理人の多く

が退職税務官吏であったことから、納税者の

代理をすることは、税務署と納税額について

の交渉をすることであった。すなわち、当時

の税務代理士の集団は、使節団が考えていた

「国家試験による免許資格制度」による職業

専門家集団のレベルに達していなかった。

　昭和26年、税理士法が議員提案として第
10回国会衆議院に提案された。当該法案は
若干の修正後 10）、同年法律第237号として公
布されるとともに、税務代理士法は廃止され

た。その後、税理士会の要望と行政側の思惑

の中、税理士法についての改訂が5回行われ
た。現行法は、平成26年に改正されたもの
である。

4―2．税理士資格取得

　税理士という職業は、税金計算をする人と

いうイメージが存在する。しかし、実際の税

理士業務では、税法はもちろん、その他の法

律知識が必要とされる。

　税理士になるためには、税理士試験（会計

関係科目（簿記論と財務諸表論）2科目と税
法関係3科目（所得税法、法人税法、相続税
法等））に合格しなければならない（税理士

法6条）。当該試験の特徴は、一度に5科目
合格する必要は無く、何年かで累積5科目合
格すれば良い。また、税理士試験の特例とし

て、大学院で会計科目に関する修士号を取得

することにより、会計科目のうち1科目、ま
たは、税法関係の修士号を取得することによ

り、税法関係科目のうち2科目について税理
士試験が免除される等（税理士法8条）の規
定が存在する。

　星子さんは、税理士試験の会計2科目と税
法科目のうち、消費税法に合格した。その後、

椙山女学園大学現代マネジメント学部　現代

マネジメント研究科に入学、税法を専攻し修

士号を取得した。これで、星子さんは「税理

士となる資格」を取得した。それに加えて、

会社勤め時代に経理を担当していた2年間の
実務経験により、星子さんは名古屋税理士会

で税理士登録、はれて税理士となった11）。
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5． 星子さんが独立開業、その後弁護士さん

と結婚

　星子さんは、数年間某税理士事務所に勤務

後、椙山星子税理士事務所を開業した。今ま

での所得は給与所得に該当したが、これから

発生する所得は「事業所得」に分類される。

5―1．事業所得課税

　事業所得は給与所得とともに基本的な所得

類型の一つである。所得税法は事業所得につ

いて「事業所得とは、農業、漁業、製造業、

卸売業、小売業、サービス業その他の事業で

政令で定めるものから生ずる所得（山林所得

又は譲渡所得に該当するものを除く。）をい

う。」（所得税法27条1項）。しかし、当該規
定における「その他の事業」が明確に規定さ

れていない。一般的に事業所得は、独立性を

有していること、資産と勤労の協同による所

得であること、営利性・継続性がある事業と

しての社会的客観性を有していること等の要

件が必要とされる12）。

　星子さんの税理士事務所は、サービス業に

分類され、かつ、事業所得の一般的要件を充

足している。事業所得の金額は、総収入金額

から必要経費額を控除して算出される。この

「必要経費」とは、投下資本の回収部分に該

当する。課税対象となる「所得の金額」を算

出する際、総収入金額から必要経費額を控除

するのは、当該投資額に対しての課税が行わ

れないようにするためである。また、事業所

得者となった星子さんは、確定申告を行い暦

年の税額を確定する必要が生じる。

　星子さんの税理士事務所は順調に推移し

た。数年後、星子さんは弁護士である「東海

太郎さん」と結婚した。このご夫妻は「生計

は一」であるが、結婚後もそれぞれ独立して

「椙山星子税理士事務所」と「東海太郎法律

事務所」を運営していた。そこで、太郎さん

は、法律事務所の確定申告を星子さんの税理

士事務所に依頼した。その際、夫の弁護士太

郎さんは、適切な報酬を妻の税理士星子さん

に支払っていた。

　先に述べたように所得税法は、原則、個人

単位課税を実施している。したがって、太郎

さんが支払った当該税理士報酬は、太郎さん

の事業所得の金額の計算上、必要経費として

控除される。また、当該税理士報酬は、星子

さんの事業所得の金額の計算上、総収入金額

に算入されるのが原則である。しかし、この

2人に対して所得税法56条が存在する。

5―2．所得税法56条

　所得税法の原則が「個人単位課税」である

のに対して、その例外として「家族単位課税」

ともいうべき所得税法56条が規定されてい
る。同条には、「居住者と生計を一にする配

偶者その他の親族がその居住者の営む不動産

所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業

に従事したことその他の事由により当該事業

から対価の支払いを受ける場合には、その対

価に相当する金額は、その居住者の当該事業

にかかる不動産所得の金額、事業所得の金額

又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算

入しないものとし（省略）」と規定されている。

　つまり、夫太郎さんが事業所得について確

定申告をしてもらうために支払った金員は、

法律事務所の事業所得の金額の計算上、必要

経費には算入することができない。また、当

該金員は、星子さんの税理士事務所の事業所

得の金額の計算上、総収入金額に算入されな
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い。

　この条文は個人単位課税を利用した「租税

回避」13）を防止するための規定といわれてい

る。しかし、太郎さんの法律事務所と星子さ

んの税理士事務所は、国家資格に基づき独立

して営まれる事業であり、それらの所得に対

してこの所得税法56条を適用することには、
同条文の設立趣旨・目的からして問題がある

との指摘が存在する14）。

6． 星子さん、「ふるさと納税」を経験、また、

新居を購入した

　星子さんの事業は順調に発展し、星子さん

の納める所得税と住民税の額は増加してき

た。そこで、星子さんは、最近話題の「ふる

さと納税」を松阪市に3万円し、当該市から
返礼品として「松阪牛しゃぶしゃぶ用肉」を

取得した。

　また、ご夫婦は、銀行で5,000万円を借り
入れ、住宅ローンを組み新居を購入した。

6―1．ふるさと納税

　「納税」という言葉がついている「ふるさ

と納税」であるが、実際には、都道府県、市

区町村への「寄附」である。この制度を利用

し自治体に寄附をした場合、その者は確定申

告を行うことで、その寄附金額の一部がその

者の所得税および住民税から控除される。

　その控除額は、原則として自己負担額から

2,000円を除いた全額が控除の対象となる。
当該控除を受けるためには、「ふるさと納税」

をした翌年に、確定申告を行うことが原則必

要である。しかし、通常、確定申告が不要な

給与所得者等については、「ふるさと納税」

先が5団体以内の場合に限り、「ふるさと納

税」先団体に申請することによって、確定申

告不要で当該控除を受けられる「ふるさと納

税ワンストップ特例制度」がある。

　総務省による「ふるさと納税」3つの理念
とは、①納税者が寄附先を選択する制度であ

り、選択するからこそ、その使われ方を考え

るきっかけとなり、税に対する意識が高ま

り、納税の大切さを自分ごととしてとらえる

貴重な機会となること、②生まれ故郷はもち

ろん、お世話になった地域に、これから応援

したい地域へも力になれる制度であること、

③自治体が国民に取組をアピールすることで

ふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が

進むことで、選んでもらうに相応しい、地域

のあり方をあらためて考えるきっかけへとつ

ながる等である15）。

　しかし、このような制度理念に反した問題

が起こっている。例えば、この制度が高所得

者に対する節税手段の提供になっていること

である。それは、当該寄附を受ける地方公共

団体が、その寄付金に応じた返礼品（通常、

寄付額の3割から、高額なものは9割程度の
ものも存在）をその納税者に贈答することに

依拠する。「ふるさと納税」による税額控除

可能額は、年収によって変化し、寄付を行う

本人の所得金額が高いほど2,000円で高額な
返礼品等を取得できる仕組みとなっている。

これは、高額所得者に節税手段を与える事実

上の補助金政策ともいえる。そのため、今日

では「ふるさと納税」による返礼品競争が過

熱している。「ふるさと納税」には、その他、

いくつかの問題点が存在している。今後、よ

り良い「ふるさと納税」制度とすべくいくつ

かの修正が必要である。
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6―2．住宅借入金等特別控除

　応能負担の原則に対応する制度として、所

得税法では「所得控除」と「税額控除」が規

定されている。いずれの制度も結果として納

税者の税負担額を軽減する制度である。「所

得控除」は、納税者の所得金額に基づく課税

標準額から所定の金額を控除する制度であ

る。一方、「税額控除」は、納税者の算出税

額から所定の金額を控除する制度である。

　所得控除は一定の金額を所得の金額から控

除する制度だが、その納税者の所得金額に応

じて軽減される税額は異なることになる。こ

れは、所得税法が超過累進制度を採用してい

ることに依拠する。例えば、所得金額が200
万円である甲氏の場合を考える。甲氏に適用

される最高税率は5％。その結果、所得控除
の一種である「基礎控除」について考えると、

38万円× 5％＝19,000円の税額が軽減され
る。それに対して、所得金額が1,000万円で
ある乙氏の場合を考えてみる。「基礎控除」

38万円は、1,000万円から控除されるため、
その部分に適用される最高税率は33％であ
る。その結果、軽減される税額は、38万円×
33％＝125,400円になる。このように所得控
除は、高額所得者であればあるほど、軽減さ

れる税額は増大することになる。考え方によ

れば、この制度は応能負担原則に反すること

になる。しかし、高額納税者はあらかじめ多

くの税額を負担しているため、所得控除によ

り軽減される金額が大きくなるとも考えられ

る。

　一方、税額控除は、納税者の所得金額に関

わりなく一律な税額軽減が行われる。そのた

め、この制度の方が所得控除制度に比べる

と、より応能負担原則に合致する制度である

ともいえる。その税額控除の一種に「住宅借

入金等特別控除」が租税特別措置法上に規定

されている。

　住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等

を利用して住宅を新築や購入又は増改築等を

した場合で、一定の要件に当てはまるとき

は、その借入金等の年末残高の合計額を基と

して計算した金額をその住宅を居住の用に供

した年以後一定の各年分の所得税額から控除

できるという特例である。この制度の適用を

受けるためには、「取得又は増改築をした日

から6か月以内に住むこと」や「取得した住
宅又は増改築後の家屋の床面積の2分の1以
上が居住用であること」等、所定の要件を満

たす必要がある16）。

　星子さんご夫婦は、太郎さんが3,000万円、
星子さんが2,000万円をそれぞれ銀行から住
宅資金として借り入れた。ご夫妻は、いわゆ

る「住宅ローン控除」所定の要件を充足し、

それぞれの所得に対して10年間の当該税額
控除を受けることにした。

7．星子さんの税理士事務所を法人化

7―1．税理士法人

　税理士は、税理士法人（税理士業務を組織

的に行うことを目的として、税理士が共同し

て設立した法人をいう）を設立することがで

きる（税理士法48条の2）。そこで、弁護士
である夫太郎さんが税理士登録をし（法3条
1項3号）、ご夫婦で「星ヶ丘税理士法人」を
設立した。税理士法人は、同法2条1項に規
定する税理士業務（確定申告、税務相談、税

務代理）を基本的業務として行うほか、定款

で定めるところにより、同条2項の業務その
他これに準ずるものとして財務省令で定める
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業務の全部又は一部を行うことができる（同

法48条の5、同規21条）。
　同法2条2項の業務とは、税理士業務に付
随して行う財務書類の作成、会計帳簿の記帳

の代行その他財務に関する事務をいい、この

「その他財務に関する事務」の具体例として

は、税務相談業務に付随して行う財務相談

や、税理士業務に付随して行う社会保険労務

士業務（社会保険労務士法27条、同施行令2
条）等がある。また、同法2条2項の業務に
準ずるものとして財務省令で定める業務と

は、税理士業務に付随しないで行う財務書類

の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に

関する事務をいう（同法基本通達48の5―1）。

7―2．法人税法の概要

　日本における法人は、株主の集合体と考え

る「法人擬制説」が中心的である。したがっ

て法人税は、個人株主が配当所得に対して支

払う所得税の「前払い」と考えられている。

そのため、所得税法では応能負担原則により

超過累進税率が採用されているのに対して、

法人税法では「比例税率」が採用されている。

　法人税も所得税も「所得」に対して課税さ

れる。個人の事業者は、利益追求活動に加え

て消費生活も同時に営んでいる。したがっ

て、個人が支出する金員の中には、事業所得

に係る収入を得るための支出（必要経費）と

消費生活を営むための支出が混在する。後者

の支出は、「家事費」とされ、当該納税者の

事業所得の金額の計算上、必要経費に算入さ

れない（所得税法45条1項1号）。また、当
該納税者の支出には、必要経費と家事費が混

在するものがある。例えば、家屋の表面を店

舗として使用し、奥を居住用家屋として使用

する場合がある。この場合、電気代や電話料

を当該家屋で一括して支払うことが多い。こ

の支払額には、事業所得等に係る必要経費と

消費生活に係る家事費が混雑している。この

ような支出を「家事関連費」といい、当該支

出のうち、所定の要件を満たしている部分の

金額を必要経費に算入することができる（同

法施行令96条）。
　一方、法人の場合は、その活動の全てが利

益追求活動である。したがって、個人事業者

の家事関連費等は存在しない。また、法人の

役員がご夫婦であるような場合、それぞれが

当該法人から給与の支払いを受けたとして

も、「5―2」で検討した所得税法56条のよう
な問題は生じない。ただし、特定の親族が株

主である場合（「同族会社」という（法人税

法2条1項10号）、租税回避を防止する目的
で特別の規定が置かれている（「同族会社等

の行為又は計算の否認」法人税法132条等）。
　法人の所得の金額は、益金の額（事業所得

における総収入金額等に対応）から損金の額

（事業所得における必要経費等に該当）を控

除することにより算出される（法人税法22
条1項）。法人税法は、所得税法とは異なり「一
般に公正妥当と認められる会計処理の基準」

を基礎とした構造になっている（同法22条4
項）。そのため、法人税額を算出するには、

企業会計に関する基礎的な知識が必要とな

る。

7―3．税務調査

　法人税法は、その税額確定方式として申告

納税方式によっている。星子さんは、毎事業

年度、適正な確定申告を行っている。しかし、

税務行政庁により税務調査が行われることが
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ある。法律上の根拠を有する税務調査には、

通常、①課税処分のための調査、②滞納処分

のための調査、③犯則事件のための調査があ

る。

　星野さんの法人が受けた調査は課税処分の

ための調査である。一般に「税務調査」とい

えば、この調査を指す（国税通則法74条の2
他）。この調査は、納税者が正当な理由なく

調査を拒んだ場合には罰則が用意されている

が、その本質は納税者の協力に基づく「任意

調査」である。

　星子さんの企業は、この任意調査の結果、

更正等の指摘もなく無事終了した。その結

果、星ヶ丘税理士法人は、当該調査において

「その時点において更正決定等すべきと認め

らない」旨を書面により通知を受けた（同法

74条の11、1項）。

8． 星子さんと「相続時精算課税制度」を利

用する

　星子さんご夫妻は60歳以上、お子さんは
20歳以上となった。そこで、星子さんは所
有の資産を有効活用する目的でお子様に贈与

することにした。

8―1．相続税の概要

　財産を相続した場合、その財産の評価額に

応じて相続税が課税される。その形態には、

「遺産税方式」と「遺産取得税方式」がある。

遺産税方式は、被相続人が残した遺産額に対

して相続税を課し、相続財産から相続税額を

控除した残額が遺産分割の対象となる。それ

に対して、遺産取得税方式では、遺産分割に

より各相続人が取得した財産に対して相続税

を課している。日本は遺産取得税方式を採用

している。

　また、相続税を補完する目的で「贈与税」

が規定されている。贈与税は、居住者が生前

に財産を贈与することにより、相続税を回避

することを防止する目的で規定されている。

そのため、同額の財産に対して算出される税

額は、相続税額より贈与税額の方が高額にな

る。

　星子さんは、お子さんに財産を生前贈与し

た。そのために、贈与を受けたお子さんは、

高額な贈与税を支払うことになるのであろう

か。

8―2．相続時精算課税制度

　この制度は、日本の高齢化進展に伴い、相

続による次世代への資産移転の時期が従来よ

りも大幅に遅れてきている、また、高齢者の

保有する資産の有効活用を通じて経済社会の

活性化にも資するといった社会的要請を踏ま

え、生前における贈与による資産移転の円滑

化に資することを目的として、平成15年度
税制改正において創設された。

　「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父
母または祖父母から20歳以上の子・孫への
生前贈与について、子・孫の選択により利用

できる制度である。贈与時には贈与財産に対

する軽減された贈与税を支払い、その後、相

続時にその贈与財産とその他の相続財産を合

計した価額を基に計算した相続税額から、既

に支払った贈与税額を精算する。

　この制度には2,500万円の特別控除があ
り、同一の父母または祖父母からの贈与にお

いて限度額に達するまで何回でも控除するこ

とができ、2,500万円までの贈与には贈与税
がかからない（ただし、相続時精算課税制度
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を利用した場合、贈与税の基礎控除（110万
円）の利用はできない）。贈与額が2,500万
円を超えた場合には、超えた額に対して一律

20％の贈与税が課税されるが、その贈与税
は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税

額が少ない場合は差額が還付される17）。

　星子さんは、個人で所有していた土地をお

子さんに当該制度を利用して生前贈与した。

そのお子さんは、その土地にマンショを建築

し、当該土地を有効活用している。また、贈

与前は、当該土地に係る「不動産所得」（星

子さんは、「ガレージ経営」をしていた）は、

星子さん自身の所得とされていた。しかし、

この贈与後、当該土地に係る不動産所得（マ

ンションの賃貸収入）は、お子さんの所得と

して課税される。結果、当該土地の有効活用

と親子間における所得の分割が実現したこと

になる。この所得分割は、超過累進税率が適

用される所得税法において、親子が負担して

いた税金の合計額を減少させる。

おわりに

　星子さんが誕生してから高齢者となるま

で、関係するであろう税法について簡単に考

察してみた。もちろん、星子さんはもっと多

くの税法と関係するはずである。地方税であ

る「固定資産税」や「市町村民税」などがそ

の一例である。人間が生活をしていく上で、

税法は避けて通れない。

　本学現代マネジメント学部においては、税

法に関連する多くの講座が開講されている。

特筆すべきは、学生に実務について学習して

もらう機会を設けていることである。

　例えば、名古屋青年税理士連盟有志による

「税理士職業セミナー」、名古屋税理士会のご

協力による「租税教室」等である。税法に関

わる教員としては、今後、本学部の学生が、

将来、仕事として税に関わる職業を選択して

くれることを期待したい。
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においても衆議院送付修正案どおりに可

決された（日本税理士会連合会編「新税

理士法要説」19頁（税務経理協会、3訂
版、平成2年）。この修正規定は、現在
においても、税理士制度の問題点として

存続している。
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14.4％（http://www.nichizeiren.or.jp/wp-
content/uploads/doc/prospects/whats_
zeirishi/book02/origin/page-0017.pdf：
最終閲覧日：平成30年1月7日）。

12） 前掲2三木著103頁。
13） 租税回避とは「私法上の選択可能性を利
用し、私的経済取引プロパーの見地から

は合理的理由がないのに、通常用いられ

ない法形式を選択することによって、結

果的には意図した経済目的ないし経済効

果を実現しながら、通常用いられる法形

式に対応する課税要件の充足を免れ、

もって税負担を減少させるあるいは排除

すること」をいう（前掲1金子著124頁）。
14） いわゆる「宮岡（妻税理士）事件」（東
京地判平成23年8月9日：判時2145号
17頁）等。

15） 総務省ホームページ（http://www.soumu.
go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/
czaisei_seido/furusato/policy/：最終閲覧
日：平成30年1月8日）。

16） 詳しくは国税庁のホームページ参照（https://
www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.
htm：最終閲覧日：平成30年1月8日）。

17） 詳しくは、国税庁のホームページ参照（https://
www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.
htm：最終閲覧日平成30年1月10日）。
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 1． 古代ギリシャの自然観「ピュシス」につ

いて 

 　筆者にとって忘れ難い人物のひとりとし
て、今西錦司先生の名を挙げることができ

る。その先生がかつて岐阜大学の学長をされ

ていたときに、筆者は京都大学 霊長類研究
所に教授として勤務していた。当時は研究所

は未だ完成の途上にあり、さらに国際霊長類

学会大会を日本で開催すべく、そのプログラ

ムや組織や海外からの研究者の招待、予算や

募金活動などで、多忙を極めている時代でも

あった。それ故、先生とは連絡のため頻繁に

お会いし、ご意見を伺う機会も増えていた。 
 　そんなあるとき、筆者も主催者のひとりと
して、霊長類研究所内で定例のホミニゼー

ション（Hominisation、人間もしくはヒト
の進化）の研究会を開催していた。先生はい

つものことながら、少壮の学生や院生も交え

たこの会の参加者たちと、侃々諤々ざっくば

らんに議論をするのが楽しみのようだった。 
 　そんな議論の流れのなかで、「プラトンや
アリストテレスの時代には、自然とか環境と

いう概念はどう理解されていたのだろうか」

と問題提起された。そして、「場合によっては、

自分は自然学という専門分野を立ち上げても

よい」ということのようだった（図1、図2）。 
 　古代ギリシャ人は、すでにピュシスPhysis
という語で自然を理解していた。そして印欧

語間では、たとえば物理学Physicsや生理学
Physiologyや人相Physiognomyなどにみら
れるように、語の綴りにPhys＝と共通した
部分があり、語源的に同類語として派生して

いた可能性がある。そして、その分だけそこ

に住む人たちのあいだには、人類学的・民族

学的に類縁性もあったということか。 
 　初期ギリシャ哲学に詳しい日下部吉信教授
も述べたように、古代ギリシャでは「自然」

（ピュシス）を、生まれ、成長し、衰え、死

んでいくもの（原理）と理解し、意識してい

た。人間も動・植物も自然も、そういう意味

では同質だ。だから古代ギリシャ人は動・植

物や自然も、物質と違って共通に内在的な力

を持っていて、それをピュシスとして理解し

ていたのだ。ピュシスはまさにギリシャ人に

とっては、精神分析学者ユングのいう意味で

の集合的無意識のようなもの。つまりピュシ

スは、古代ギリシャの基層文化といってもよ

いほど、重要な自然観を意味した。 
 　今のところ、「自然」という語の語源を探
索してみると、どうやら古代ギリシャのピュ

椙山女学園大学名誉教授
京都大学名誉教授
江原　昭善
Akiyoshi Ehara

『人類学者の人間論ノート』シリーズ

「人間」への目覚め
Awaking to the nature of “Human Being”
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シスがもっとも古いようだ。当時のギリシャ

では、次から次へと新しい考えや哲学思想を

持った論者が、近隣諸国やギリシャに現れ

た。そのなかで、ピュシスという語が誕生し

たらしい。 

 2．ギリシャの地理的位置 

 　ここで、ギリシャの地勢図を見ていただき
たい（図3）。地中海や黒海の周りに、エジ
プト、アレクサンドリア、ヘブライ、フェニ

キア、ミレトス、ギリシャ、マケドニア、ロー

マ、カルタゴ、ヘブライ、ペルシャ、バビロ

ニア、アッシリア等々、それぞれ特徴的な異

文化を持った古代国家や都市国家群がひしめ

いて古代世界を形成しており、濃淡さまざま

ではあるが、たがいに交流していた。ギリシャ

はほぼそれらの中心に位置しており、文化の

発達には重要な条件を満たしていたといって

もよい。 

（出典）湯浅光朝『科学文化史年表』中央公論社 p. 22
図3　古代の國家

 3． 人類進化をピュシスの観点から考えてみ

ると… 

 　生物Aが生物Bから種的に進化したとしよ
う。この現象を種化 speciationという。その
変化は、少なくとも遺伝的、形態的、生理的、

文化的、その他、についての集団的変化を示

す。だから、ある集団のなかの1個体だけが
変化していても、それは個体的変異に過ぎ

ず、進化的変化とは言い切れない。 

　アリストテレス（前384～ 322）は、プラトン（前427～ 347）が創設した世界最古の学校アカデミアに籍を置い
ていたが、いつもプラトンには反抗的だった。だが、アカデミアを退学するわけでもなかった。別に不仲だったわけ
でもなく、生粋の都会育ちのプラトンに対して、片田舎出身のアリストテレスとは、何かにつけて、そりが合わなかっ
たらしい。アリストテレスは短く整えた髪形も指の爪も、衣服や履いている靴も、度外れたお洒落で飾り立てていた。
だが、プラトンは、後に「万学の祖」とまでいわれたアリストテレスを、排することはなかった。

図1　プラトン〔前427～ 347〕
（出典）湯浅光朝『科学文化史年表』中央公論社 p 26

図2　アリストテレス〔前384～ 322〕
（出典）湯浅光朝『科学文化史年表』中央公論社 p 26
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 　上記のホミニゼーション研究会では、直立
二足歩行の起源がいつも重要な話題になって

いた。というのも、ちょうどこの時代（20
世紀後半）は、東アフリカで猿人類アウスト

ラロピテクス（Austraropithecus）の仲間が
相次いで発見され、彼らが直立二足歩行性を

ほぼ完成させ、学会上では初期人類としての

栄冠を手にしていた。それらは頭部の発達や

脳容量についてはチンパンジーとあまり違わ

ないが、大きく違うのは「二本あしで立って

行動していたかどうか」ということだった。

つまり大方の見解や常識と異なり、人類は「あ

たま」からというより、「あし」から進化し

てきたという事実だった。 
 　では、「ある集団の成員が、あるときを期
して、一斉に四本あしから二本あしで立って

行動するようになった」というのか。その集

団の個体は、どれもこれもすっくと二本あし

で立っていたというのか。そうではなくて、

直立二足歩行性の完成は、オトナからではな

く、誕生したコドモから次第に広がっていっ

たと考えられないか。それも初めのうちは、

その直立二足歩行も個体によっては、得手・

不得手の違いくらいはあっただろう。どうし

ても不得手な個体は、危険な肉食獣が横行す

るサバンナなどでは、除去されていったのか

もしれない。 
 　ここで問題が生じた。そのとき、直立二足
歩行性への動機や理由は何であったのか。こ

の時代になると、地質学や生態学や形態学、

行動学や先史学や社会学その他、総合的に議

論したり情報を交換したりといったことがで

きるほどに研究の方も、幅広く国際化も進ん

できていた。 
 　人間の身体は、解剖学的に四足動物の形態

や構造が土台になっている。それを無理して

まで直立二足歩行に切り替えた動機や理由は

何であったのか。この辺の議論も無視できな

い。哲学者カントをうならせたほど、天才的

な発見をしたイタリアの医師でナポレオンの

侍医も務めたモスカーチの発見については、

拙著『人類学者の人間論ノート、P. 95 ― 98』（雄
山閣2017）を見ていただきたい。 
 　だから霊長類分類群のなかで、二本あしで
立って歩き始めた直接的なきっかけは何だっ

たのか。それはホミニゼーション研究会にお

いても、最重要の問題であった。それは人類

の起源そのものを意味していたからだ。生体

力学的にもかなり無理があるこの問題への道

を、あえて選択した理由について、今でこそ

簡単に断言できる問題について、当時は大変

なアポリア（難問）であった。しかも形態そ

のものでなく機能の起源、つまりカタチでな

くハタラキを化石から読み解くことは意外に

困難だったからだ。今では生態学的・行動学

的・生体力学的研究も進歩して、かなり納得

のいく解釈がされるようになったが…。 
 　しかし、今西先生はいとも簡単に言い切っ
た。「人類は立つべくして立ったんや」（京都

弁）。まさにピュシス的なニュアンスが、そ

こにはあった。人間を現象学的・主観的・科

学的対象として把握するのでなく、初期ギリ

シャ的・自然史的スタイルを借りて、ピュシ

ス的世界を今西独特の手法で直観的に理解し

ようとする立場が読み取れた。そしてその観

点からホミニゼーションや人類進化を再考察

しようとしていた。 
 　これは、今西先生がアポリアに直面したと
きに対処する、長年の登山や僻地探検の経験

から身に着けた貴重な独特の論法だったとい
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えよう。国際霊長類学会を日本に招致すべ

く、約10日間ドイツ、スイス、オーストリ
アを二人旅した際に、たっぷり聞かされた貴

重な今西論だった。 
 　「出来たて」の人類が、新しい生活環境で
生態学的・行動学的に「立ち、歩き、走り、

生きている」有様や生態、つまりそのピュシ

スを思い描けばよいのではないかということ

か。 
 　たとえばの話だが、調査や探検のときに進
むべき道が右と左に分かれていたとしよう。

「リーダーは咄嗟に 迷うことなく、 決断すべ
きだ。迷えばチーム全体が、もっと危険な状

態に陥る」。「はったりですか？」「はったり

でもよい。間違いが分かれば、すぐ引き返せ

ばよい」。 
 　後ほど思い当たることがあった。当時は日
本全国で、大学紛争の真っ只中だった。国際

学会の相談で、今西学長を訪問したときのこ

と。学長室の前の廊下で、殺気立った学生た

ち数人に取り囲まれて、事務長がおろおろし

ていた。事情をきくと、事務長は困り切った

様子で、「学生たちと団交の時間が来ている」

という。その今西学長は、大学裏手の小川で

釣りをしているらしい。事務長にしてみれ

ば、そんな呑気なことが、殺気立っている学

生たちの前でいえるだろうか。 
 　しかし、結果として学生たちは出鼻を挫か
れ、機先を制せられた。団交では殴り合いど

ころか、雰囲気が一気に柔らかになり、和や

かに話し合えたという。今西先生は面会の頃

合いを計っていたことはまちがいない。閑話

休題。話を先に進めよう。 

 4． ヘラクレイトス、牛小屋のなかで文字ど

おり憤死！ 

 　初期ギリシャ時代のピュシスの感覚をすで
に体験していたヘラクレイトスは、心許せる

味方や仲間もなく、いつもたった独りで孤軍

奮闘、頑固な論敵にはホトホトてこずり、ピュ

シス的に是か非かについて議論しているとき

でも、肝心なところで「自然（ピュシス）は

隠れることを好む」と嘆息した。（ヘラクレ

イトスの嘆き。後述）。 
 　この初期ギリシャの自然観を概念的に整理
したのは、少し時代が新しくなるが、アリス

トテレス（前384 ― 322）である。彼は自然的
存在者を「自己自身のうちに、運動と静止の

原理を持つもの」と規定したが、その意味は、

人工品はその存在原理を自己の外部（製作

者）のうちには持つが、自然的存在者はそれ

を自己自身の内部に持つ、という了解であっ

た。 
 　つまり、自然的存在者とは自己形成のでき
る存在者なのである。そして、初期ギリシャ

では、自然にはこの自己形成力・内発力が全

自然的存在者にあまねく内在しており、それ

らを存在せしめている力をピュシスと意識

し、理解したのであった。 
 　このピュシスの思想の中に厄介な葛藤を持
ち込んだのは、ピュタゴラス（前570頃）で
あり、彼こそが「主観性」原理をギリシャ社

会へ持ち込んだ張本人である。彼とともに「主

観性」原理は前6世紀の後半にギリシャに出
現し、そのことによってピュシスが次第に排

斥され、ギリシャの哲学は構造的な自然概念

（ピュシス）と「主観性」原理との相克・葛

藤の修羅場と化した。 
 　このことがきっかけとなって、日下部氏
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（1993）によると、ピュシスは影をひそめ、
ギリシャ的系統を受けたヘレニズムやキリス

ト教的影響をつよく受けたヘブライズムが、

すべて西欧の形而上学もしくは「主観性」原

理として、まとめて理解されるようになった

という。 
 　話を元に戻して、ピュシスについては、誰
一人その主張者へラクレイトスの主張を理解

するものはなく、彼はついに人間嫌いにな

り、世間を離れて山中で草木のみを食料とし

て暮らした。そのためか、ひどい水腫を病み、

かといって当時の医療知識や技術を信ずるこ

ともできず、そのため健康を害して、民間治

療として牛小屋で牛糞を全身に塗り、薬効む

なしく、牛糞まみれのなかで、60歳でその
生涯を閉じたという。 

 5． 主観性を否定する陰の論理としてのピュ

シス 

 　このギリシャの重要な「自然」概念ピュシ
スは、ギリシャ人にとっては意識の対象とい

うよりも、意識の深層に染み込んだ「構造」

的概念であった。このことがピュシスの理解

を困難にしている。紀元前5世紀の後半ごろ
になって、ピュシスがことさらに顕在化して

くるが、それはピュシスが発達したのではな

く、法も宗教も思想も、それらが顕在化して

表面に現れてくると、その対立項として、ピュ

シスの方もそれに反論する衣装を着て姿を現

すのだ。ピュシスがポジティヴな構造概念で

なく、どこまでも否定性の概念でしかなかっ

たからだ。その辺の事情をギリシャ哲学に詳

しい日下部氏（1946 ― ）に敬意を表して彼の
文章をそのまま引用しておこう。 
 　ヘラクレイトスは「あの意識以前の固定観

念、ギリシャ民族をその根底において規定し

ていた集合的無意識、普段は顕在化していな

いが、それに対立する原理が現れると、その

否定的な威力として現れ出てくるあの潜在的

な共通意識の現れをピュシスとしてわれわれ

は見るのであり、ある意味でヘラクレイトス

はその巨大なエネルギーの犠牲になったとい

えよう（前出ヘラクレイトスの嘆き）。そし

てここで対立原理として登場していたものは

主観性に他ならず、それに対して個体性を超

えた集合的無意識（ユング、精神分析学者）

がヘラクレイトスという個体を通してリアク

ションしていたのである。ヘラクレイトスは

個体性を超えた意識とそれに基づく『許せな

い！』という感情にとらわれ、それによって

己が身を亡ぼす危険に晒されることなど顧み

なかったのである。」 

 6． ピュシスの思想界にピュタゴラス学派が

侵入 

 　初期ギリシャ時代の世界に、ピュシス由来
の自然観や思想に対して、まったく新しい「主

観性」原理なる旗のもとに、古きを捨てて、

新しい思想を主張する人物が出現した。ドイ

ツの哲学者ハイデッガー（M. Heidegger, 
1889 ― 1976）は、プラトン（Platon, 前427 ―
 前347）とともに「主観性」の形而上学が立
ち現れ、「存在」（＝ピュシス）の真理を隠蔽

してしまった、と断じた。そして、プラトン

から現在まで、実に約2500年ものあいだ、
西洋形而上学は閉館状態になってしまったの

である。そのきっかけといってもよい人物

に、ピュタゴラス（Pythagoras, 前560 ― 前
480頃）を挙げることができよう。とはいっ
ても、彼の出自が果たしてギリシャ人であっ
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たかどうか、意見の分かれるところだ。しか

しこの話の流れのなかで、彼が学史的にギリ

シャ人ゆかりの人物かどうかは、あまり問題

ではないだろう。 
 　ピュタゴラスが「主観性」原理の旗を掲げ
て、構造的自然概念が真っ只中のピュシスの

世界に、打って出てきたことだけは間違いな

い。 

 7． 西洋中世世界にキリスト教による主観性

原理が侵入 

 　日下部氏の見解に従えば、哲学史家で「中
世キリスト教の哲学が主観性の哲学である」

ということに気づいた人は、ほとんどいな

かったと指摘する。そして、彼が主張するよ

うに、「中世キリスト教の神もヘブライズム

の系譜の神も含めて、巨大な主観性だった」

という。その巨大さゆえに、主観性の原理が

働いていることが霞んで、見失われてしまっ

たということか。そして近世に到って西洋形

而上学は、いよいよ主観性をあらわにする。 
 　デカルト（R. Descartes, 1596 ― 1650）哲学
の主観性は、有名な「コギト エルゴ スム」（わ
れ思う、故にわれあり）の名句に読み取れる

ように、知に確実性を求める主観性の欲求表

現であった。 
 　カント（I. Kant, 1724 ― 1804）の一連の批判
哲学も、先天的な確実性が保証されないよう

な知は、これを切り捨てるしかない、という

ことだ。この基準に沿って、これまでの哲学

の全体を再吟味し、再構築する。そして理論

哲学、実践哲学、美的判断ないし目的論的判

断において、カントは確実性の格率（Maxime, 
独）を徹底した。しかしカントの批判哲学で

も、主観性原理が強まると、「存在」は貧困

化する。ごく一般的にいって、主観性は存在

から実在性を奪い取る原理であり、主観性原

理が強まるとき、「存在」は貧困化する。 
 　さらに確実性を危惧する近代的主観性の
もっとも極端な実例は、フッサール（E. 
Husserl, 1859 ― 1938）の現象学にみることが
できる。彼の哲学を主導している原理もま

た、「真理は確実性でなければならない」と

いう近代的主観性だった。その主観性の欲求

はフッサールにおいては極端なまでに昂じて

いる。 
 　これらを総覧すると、ハイデッガーが望郷
したようなイデュリシュ（牧歌的）な世界は、

ソクラテス以前のギリシャでもすでにピュタ

ゴラス的な主観性原理に汚染されてしまって

いた、と考えた方がよいのではなかろうかと

日下部氏はいう（日下部2005）。 

 8． 日本版ピュシスの思想および日本人論の

主観性原理 

 　初期ギリシャ哲学ではすでに述べたよう
に、ピュタゴラス（およびその学派の人々）

が登場してからというものは、まさにピュシ

スと「主観性」原理との相克と葛藤の修羅場

になってしまっていた。ピュタゴラス主義に

対するヘラクレイトスの怒りと壮絶な死、ギ

リシャ最大のイオニア派の哲学者エンペドク

レスと「主観性」思想に対する精神的葛藤、

アナクサゴラスに対するソクラテスの呪詛な

ど、枚挙にいとまがないほどだ。 
 　この際に、ギリシャ古代のピュシス（自然
観）や民族思想の復元には哲学はもとより、

民族学（先史学や考古学も含む）や文化人類

学的手法の方が、期待が持てる場合が多いの

ではなかろうか。たとえばR. ベネディクト
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（R. Benedict, 1887 ～ 1948）の「菊と刀」
（1946）を例に、この問題を考察してみよう。 
 　時あたかも第二次世界大戦の末期。日米間
の戦いは熾烈を極め、アメリカでは敵対国日

本の人民の精神構造を、しっかり認識すべき

事態に差し掛かっていた。終戦後の敗戦国日

本の統治には、欠くべからざる重要性を持っ

ていたからだ。だが運悪く、折りしも米大統

領ルーズベルト病没。代わってトルーマン大

統領昇格（1945年4月12日）。多分ルーズベ
ルト大統領に拠ったのだろうが、終戦後の日

本統治に際して、日本人の気質や精神構造を

知っておくべく、その分析を人類学者R. ベ
ネディクトに依頼した、と聞いている。その

際、日本人の気質や精神構造の分析に必要な

資料として、日本人が好む歌舞伎や人情話や

芝居や武士道物語などの台本数冊が、資料と

して貸与されたという。そのようにして得ら

れた結果が、戦後日本でもベストセラーに

なった『菊と刀』だったというから驚きだ。 
 　文化を単なる機能の集積、あるいは要素の
集合と見做さず、ひとつの統合体としての歴

史的・個性的実態として捉えようとした点

に、この学説の特色がある。それによれば、

文化は個人のパーソナリティの形成にも大き

く作用している。この学説は、「文化の型」

説として広く知られるようになった。それに

よると、西欧諸国の文化の基層には「罪」の

意識が、そして日本文化の基層には「恥」の

意識が存在することも指摘していた。日本に

滞在した経験もなく、さらに、たった数冊の

芝居の台本をもとに、日本人自身も気づかな

かった日本人論が得られたのには、今更なが

ら驚いた。その思想は戦後の日本の一時期を

席巻したことを覚えている。 

 　幸運なことに、筆者は当時、東大病院に入
院中の杉浦健一教授の「文化人類学」の講義

（1951）を聞くことができた。先生はベッド
の上にパジャマ姿であぐらをかき、黒板もな

い一病室のなかで、目を細めながら、とうと

うと講じてくださった。ベネディクトの文化

類型論のところにさしかかると、さすがに先

生の得意とする分野になり、目を閉じたまま

時間の経過も無視して滔々と語り、筆者はそ

の学問的情熱にすっかり飲み込まれた、貴重

な5回ばかりの対面講義だった。思えば70
年ほど昔の記憶なのだが、まるで昨日のでき

ごとのように覚えている。 
 　思えばこの他に、筆者の聴講記憶で、忘れ
得ぬほどの印象を焼き付けられた名講義は、

東大大学院の石田英一郎教授の「人類共同

体」についての講義（1955）（「人類学者の
人間論ノート」の第9章に記載）と、西ドイ
ツ（当時）キール大学でのレマーネ（A. 
Remane）教授の形態学についての講義
（1965）が挙げられる。この講義には、ドイ
ツ各州の大学からも多くの聴講者が出席し、

いつも大学博物館の階段教室は満席になっ

て、遅く来たものは座るべき席がなく、通路

の階段にまで座って聴講したものだ。 
 　いずれも講義テーマの深奥に触れるもの
で、知的展開ばかりでなく、その講義のテー

マの精神に触れるものだった。何十年も前の

聴講でありながら、思いを馳せれば、今も筆

者の精神の深いところで、心が共振するのを

覚える。 
 　日本は先史の世界、縄文や弥生の世界、古
代、中世、近世、現代と続いてきた歴史を有

する1民族、1国家だ（厳密にいえば、アイ
ヌ民族も忘れてはならない）。この時代区分
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に照らし合わせると、ギリシャ初期は、日本

の縄文・弥生時代に匹敵する。ギリシャ初期

のピュシス（古代ギリシャの自然観）と日本

の縄文・弥生時代と比較してみると、頗る興

味深い。 
 　ピュシスが初期ギリシャの自然観だとする
と、日本の「今西自然学」がそれと対応する。

この二者の自然観もほぼ一致している。もち

ろん進化思想や遺伝現象、細胞内の微細構造

や顕微鏡レベルの知識や生化学的知識など、

時代性や学問の成熟度から見て違いがあるの

は当然だが、「自然」に内在する力として、

古代ギリシャのピュシスも縄文・弥生時代の

自然観や文化的内在力などについては、同質

と考えられる。つまりピュシスも縄文・弥生

の時代観も質的に同じではないか。「ピュシ

ス」も「今西自然学」も、大同小異と考えて

も問題はなさそうだ。 
 　今後、これに引き続き、「人類共同体」、日
本的文化と西欧文化の哲学的、歴史的、人類

学的、精神構造的な諸観点から比較・吟味し

ていきたいと考えている。 
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■ 椙山人間学研究センター構成員・プロジェ

クト研究員

○椙山人間学研究センター構成員

　センター長　甲斐進一

　主任研究員　杉藤重信（4月まで研究員）
　事務局（企画広報部長）　　　　原田明人

　事務局（企画広報部企画課長）　藤田修

　事務局（企画広報部企画課職員）椙山ちはる

　 事務局（企画広報部企画課職員）溝口紗恵香
（6月まで）
　事務局（企画広報部企画課職員）山田友紀　

　（7月から）

○プロジェクト研究員

①『総合人間論』

代表：杉藤重信（主任研究員／人間関係学部教授）

メンバー： 黒田由彦（文化情報学部教授）、
　　　　　　谷口功（人間関係学部教授）、

　　　　　　小林繁樹（国立民族学博物館名誉教授）、

　　　　　　佐野充（中部大学教授）

②『女性論』

代表：吉田あけみ（人間関係学部教授）

メンバー： 東珠実（現代マネジメント学部教授）、
　　　　　　小倉祥子（人間関係学部教授）、

　　　　　　影山穂波（国際コミュニケーション学部教授）、

　　　　　　藤原直子（人間関係学部教授）

③『環境と人間』

　代表：宇土泰寛（教育学部教授）

メンバー：野﨑健太郎（教育学部准教授）、

　　　　　　渡邉康（教育学部准教授）、

　　　　　　林敏博（大学客員教授（非常勤））、

　　　　　　川野幸彦（附属小学校教諭）、

　　　　　　森昌彦（附属小学校教諭）

④『子どもの発達をつなぐ』

代表：石橋尚子（教育学部教授／附属幼稚園長）

メンバー：小林豊子（附属保育園長）、

　　　　　　飯田恵（附属幼稚園教頭）、

　　　　　　松本由美子（附属保育園主任）

⑤『公募プロジェクト』

　代表：福岡なをみ（附属小学校教諭）

■活動内容

○平成29年6月28日（水）17：30 ～ 19：00

「椙山人間学研究センター平成29年度第1回
人間講座」開催

　テーマ： 人間にとって表現とは何か　―子
どもの描画と芸術にみる表現する

ことの本質―

　講　師：磯部錦司氏（教育学部教授）

　場　所： 椙山人間交流会館キャリア教育推
進ルーム

　参加者：103名

○平成29年9月27日（水）17：30 ～ 19：00

「椙山人間学研究センター平成29年度第2回
人間講座」開催

　テーマ：家政学シリーズ1
「家政学事始め　～暮らしを科学

し生活主体をエンパワーする～」

　講　師：東珠実氏

　　　　　（現代マネジメント学部教授）

　場　所： 椙山人間交流会館キャリア教育推
進ルーム

　参加者：71名

椙山人間学研究センター活動概要
（平成29年4月から平成30年3月まで）
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○平成29年10月27日（金）17：30 ～ 19：00

「椙山人間学研究センター平成29年度第3回
人間講座」開催

　テーマ：家政学シリーズ2
「家政学の視点で『働く』と『暮

らす』を考える」

　講　師：小倉祥子氏（人間関係学部教授）

　場　所： 椙山人間交流会館キャリア教育推
進ルーム

　参加者：48名

○平成30年1月12日（金）17：30 ～ 19：00

「椙山人間学研究センター平成29年度第4回
人間講座」開催

　テーマ：「微生物と人間

　　　　　：文化人類学から考える」

　講　師：杉藤重信氏

　　　　　（ 椙山人間学研究センター主任研
究員／人間関係学部教授）

　場　所： 教育学部棟3階B308講義室
　参加者：53名

○平成29年12月2日（土）13：30 ～ 16：30

　第37回椙山フォーラム開催
　テーマ： 「家政学の視点で暮らしの問題を

解く」

　第1部
　講演① 「家政学の視点で『持続可能性』を

解く～アーミッシュのライフスタイ

ルから～」大藪千穂氏

（岐阜大学教育学部教授）

　講演② 「家政学の視点で『コミュニティ』
を解く～子ども食堂から認知症カ

フェまで～」石田好江氏

　　　　（愛知淑徳大学交流文化学部教授）

　第2部
　コメント： 東珠実氏（現代マネジメント学

部教授）、小倉祥子氏（人間関

係学部教授）

　第3部
　パネルディスカッション：

　　　　大藪氏、石田氏、東氏、小倉氏

　場　所： 椙山女学園大学文化情報学部メ
ディア棟001室

　参加者：156名
※ 開会挨拶（森棟理事長）、趣旨説明・総合
司会（杉藤重信主任研究員）、第3部司会
進行（東珠実現代マネジメント学部教授）、

閉会挨拶（甲斐進一センター長）

○平成30年3月中旬

　・『椙山人間学研究2017』（第13号）発行

○平成30年3月23日（金）15：45 ～ 16：25

　（予定）

・ 平成29年度プロジェクト活動報告会開催

■ 椙山人間学研究センター・ホームページの

運営

・ センターの活動であるフォーラム、人間講
座の案内や告知、その報告などの詳しい情

報をセンターのホームページ上に掲載し、

学園の教職員や学生等のみならず一般の

方々へも公開している。年誌「椙山人間学

研究」既刊号も掲載している。

・椙山人間学研究センター・ホームページ

　URL：http://shrc.sugiyama-u.ac.jp/

■椙山人間学研究センター運営委員会議　開催

○第1回　平成29年5月22日（月）17：00～17：30
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○第2回　平成30年3月12日（月）15：30～16：00

■椙山人間学研究センター打合せ会議　開催

　（参加： センター長、杉藤主任研究員、企
画課職員）

平成29年4月12日
平成29年5月10日
平成29年7月18日
平成29年9月13日
平成29年10月11日
平成29年11月16日
平成29年12月14日
平成30年1月25日
平成30年2月27日
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（趣旨）

第1条　この規程は、学校法人椙山女学園（以
下「学園」という。）が、建学の精神に基

づく伝統に立って、その教育理念「人間に

なろう」そのものを、より広くより深く研

究し、新たな人間についての知の開発を通

して、学園の教育研究、学術の振興に寄与

するとともに、研究の成果を広く学界、一

般社会及び地域に向けて発信する拠点とし

て設置する、椙山人間学研究センター（以

下「センター」という。）について必要な

事項を定める。

（センターの事業）

第2条　 センターは、次の各号に定める事業
を行う。

（1）　 学園の教育理念「人間になろう」の調
査研究及びその教育実践の支援に関す

る事業

（2）　 新しい世紀に求められる「人間観」（人
文科学、社会科学及び自然科学等にお

ける人間観の研究並びに学際的領域の

研究）についての調査研究事業

（3）　 学園の一貫教育及び連携教育について
の調査研究事業

（4）　 「人間学（観・論）」を主題としたフォー
ラム、公開講座及び自主講座等の事業

（5）　 大学等学校、研究機関及び企業等学園
外の機関との交流並びにネットワーク

に関する事業

（6）　 年報の刊行に関する事業
（7）　 人間論及び人間関係論等に関するコン

サルテーション、研修会並びに講演会

への講師の派遣等に関する事業

（8）　 その他センター長が必要と認める事業

（センター長）

第3条　 センターにセンター長を置き、セン
ター長は、理事長の命を受け、セン

ターの事業を統括し、所属職員を統

督する。

2　 センター長の任期は2年間とする。ただ
し、再任を妨げない。

（主任研究員）

第4条　センターに主任研究員を置く。
2　 主任研究員は、各調査研究領域を統括し、
研究ネットワークを主宰する。

（研究員）

第5条　 センターの事業遂行に必要な研究調
査を行うため、研究員を置くことが

できる。

（客員研究員）

第6条　 センターの研究調査に関して、学園
外に広く知識又は経験を求める必要

があるときは、客員研究員を置くこ

とができる。

2　 客員研究員について必要な事項は、理事
長が定める。

（事務）

第7条　 センターの事務は、企画課が行う。

（運営委員会）

第8条　 センターの的確かつ円滑な運営を図
るため、センターに運営委員会を置

く。

2　 運営委員会は、センターの事業に関する
次の事項を審議する。

椙山人間学研究センター規程
平成16年規程第13号
平成16年7月30日制定



Journal of Sugiyama Human Research 2017216

（1）　 調査研究、委託研究、プロジェクト、
研究会及び年報等の事業計画に関する

こと。

（2）　 予算に関すること。
（3）　 前各号のほかセンター長が諮問するこ

と。

3　 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で
構成する。

（1）　センター長
（2）　大学長
（3）　高等学校長及び中学校長
（4）　小学校長
（5）　幼稚園長
（6）　主任研究員

（7）　事務局長
（8）　保育園長

附　則

　この規程は、平成17年4月1日から施行す
る。

附　則（平成19年規程第27号）

　この規程は、平成19年9月1日から施行す
る。

附　則（平成28年規程第11号）

　この規程は、平成28年4月28日から施行
する。
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（「椙山人間学研究」について）

　椙山人間学研究センター（以下「センター」

という。）は、研究紀要として「椙山人間学

研究」（以下「本誌」という。）を編集出版し、

原則として毎年度3月に刊行する。
　「本誌」編集委員会（以下「編集委員会」

という。）は、椙山人間学研究センター長（以

下「センター長」という。）が委嘱する本学

園教職員若干名の委員によって構成し、セン

ター長は委員長となって編集委員会を統括

し、本誌を編集刊行する。委員の任期は1年
とし、再任を妨げない。

　本誌には、センターにおけるプロジェクト

研究に関わる研究成果のほか、人間学に関連

する基礎研究並びに応用・実践・臨床研究に

寄与する内容の学術論文、センターが主催ま

たは共催する講演会等における講演録、及び

センターの活動記録等を掲載する。

（寄稿資格）

第1　 本誌には、原則としてセンター所属の
主任研究員、研究員、客員研究員及び

センター長が依頼した者が寄稿するこ

とができる。

（寄稿原稿）

第2　 センターの設立趣旨、及び各プロジェ
クトの研究テーマに添ったもので、上

記寄稿資格者以外の学内外者から広く

原稿を募集する。応募原稿多数の場合

には、編集委員会において選考し採択

する。

（書 式 等）

第3　 寄稿原稿は、原則として次のとおりと

する。

（1）　 原稿は、原則としてMicrosoft Wordに
より作成されるものとし、USBメモリ
またはメール添付などデータで提出す

るものとする。

また、その際には次の表題を付するも

のとする。

　　ア　表題（和文・欧文）

　　イ　氏名（和文・欧文）

　　ウ　所属・職名

（2）　 原稿は注、図表及び写真を含めて400
字詰原稿用紙に換算して50枚以内とす
る。欧文についてもこれに相当する量

とする。

（3）　 掲載する写真は原則モノクロ写真と
し、電子媒体で提出されるものとする。

印刷媒体として提出される場合、A4の
台紙に貼り、別途送付すること。ただ

し、出来上がり寸法及び画質は編集委

員会に一任するものとする。

（4）　 図表等は、原則電子媒体で提出される
ものとする。印刷媒体として提出され

る場合、印刷原稿に添付し、該当ペー

ジに割り付けをして本文原稿右横の空

白にその旨を明記すること。最終的な

レイアウトについては、編集委員会に

一任するものとする。

（5）　 注、引用文献等の記載については、原
稿末尾に記載するものとする。

（6）　 出版の際の割り付けレイアウトは、原
則として二段組とする。

（校　　正）

第4　 執筆者校正は、原則として再校までと
し、最終稿（3校）は編集委員会が行

椙山人間学研究センター年誌「椙山人間学研究」編集内規
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うものとする。

（期日等の遵守）

第5　 執筆者は原稿の寄稿期日、校正期日そ
の他編集上必要な事項について遵守し

なければならない。寄稿期日等は編集

委員会が送付する執筆依頼に記載のも

のとする。

（著 作 権）

第6　 本誌に掲載された論文の著作権は、学
校法人椙山女学園に帰属する。ただし、

原著者が出典を明示して再利用するこ

とは妨げない。

（掲 載 料）

第7　 原稿の掲載について、規定枚数を超え
る場合は掲載料を徴収することがあ

る。掲載料については、センター長が

別途定める。

（そ の 他）

第8　 この内規の改廃及び本誌の寄稿原稿に
関する必要事項でこの内規に定めのな

いものについては、センター長が別途

定める。

附　則

　 この内規は、平成24年11月12日から実施
する。

　 この内規は、平成27年11月30日から実施
する。
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　今年も『椙山人間学研究』第13号をお届
けいたします。ご多忙中にも関わらずご執筆
くださいました先生方には、この場をお借り
してこころより御礼申し上げます。
　本センターでは毎年度公開講座として椙山
フォーラムや人間講座を開催し、地域社会の
皆様に対して、多様な研究領域にわたる人間
に関する新たな「知」を発信しています。平
成29年度は、「芸術と表現」、「家政学」、「微
生物と人間」といったテーマで講座を開催し
ましたが、中でも本学園の原点でもある「家
政学」については、2回の人間講座とフォー
ラムでシリーズとして取り上げました。家政
学シリーズでは、身近な学問としての家政学
の成り立ちから、アーミッシュのライフスタ
イルや子ども食堂、認知症カフェといった幅
広い切り口で我々を“エンパワー”してくれ
る家政学の魅力をお伝えできたのではないか
と思います。
　皆さんの中には家政学や生活経営というこ
とばから「家計のやりくり」⇒「家計簿」を
連想される方も多いのではないでしょうか。
今年度のフォーラムのメイン講師の1人、岐
阜大学の大藪先生は中日新聞に折り込まれる
地域情報誌「リビング名古屋」で家計簿診察
室という20年以上続く人気コーナーを担当
されています。私などは家計のやりくりとい
われると、すぐに「夫の小遣い」の項目に目
が行き、どうせそこが削られるのだろうなど
と考えてしまいますが（私自身のことではあ
りません、念のため）、大藪先生のアドバイ
スは収支内訳と家族の現状や要望を的確に把
握分析し、住宅・教育・老後資金の準備につ
ながるような、時に厳しく、時に温かいもの
になっているのが人気の秘密だろうと思いま
す。
　この「家計簿」の歴史を辿ってみますと、
現在の形式の家計簿の起源としては、1904
（明治37）年に日本初の女性ジャーナリスト
である羽仁もと子氏が考案したとされてお
り、彼女が設立した「婦人之友社」から現在
に至るまで毎年発行されています。しかし、
形式を問わなければもっと古くからでも家計
の収支を記録した文書類は存在しており、近
年有名になったものとしては、2010年に映
画化もされた『武士の家計簿』（磯田道史著、

新潮新書）が挙げられます。これは膨大な借
金を背負った江戸時代の加賀藩御算用者（ご
さんようもの：会計処理係）の猪山直之が、
借金整理のためにつけはじめた家計簿の記録
を基に、幕末に猪山家が経験した金融破た
ん、地価下落、リストラ、教育問題などの諸
問題にいかに対処し、乗り越えたかという武
士の暮らしぶりを活き活きと復元したもので
す。これを読むと、借金も含めてどこからお
金が入り、何に使ったかという記録だけで、
推測も含めてですが実に多くの事実が明らか
になり、そこから江戸時代、特に幕末の武士
を含めた様々な身分の人々の考え方や生活の
様子があぶりだされ、これまでの江戸時代に
対する見方が少し変わると思います。まさ
に、家計簿は人間生活そのものの記録といえ
るでしょう。江戸から明治にかけての激動の
時代には、家柄にあぐらをかいた士族の多く
は現状に不平を言うばかりで没落していった
のに対し、猪山家の人々は先を見据えて将来
にわたって必要とされる会計を始めとする知
識や技術に磨きをかけて未来を切り開いてい
きました。この時代の日本には当然家政学の
考え方はなかったと思いますが、「生活主体
をエンパワーする」という家政学の考えにど
こかつながるような気がします。
　今年度の人間講座やフォーラムでは家計簿
を扱うことはありませんでしたが、様々な観
点で本学園の出発点である家政学を見直すよ
い機会となったのではないかと思います。こ
こにお届けした『椙山人間学研究』ではこれ
以外にも多様な論考やプロジェクト報告など
を掲載しています。是非ご一読いただければ
と思います。
　ところで、『武士の家計簿』の中で、主人
公である猪山直之の小遣いがいくらかという
記述があり、現在に換算して月々たったの約
5,840円だそうです。家来の草履取りの方が
むしろ懐が豊かだったそうで、いくら借金返
済のためとはいえもう少し何とかならないも
のかと同情した次第です（決して私の小遣い
も上げろということではありません……念の
ため）。

企画課　藤田　修

編集後記
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甲斐　進一（椙山人間学研究センター長）

【寄稿】

浪花　健三（ 椙山女学園大学
現代マネジメント学部長）

江原　昭善（ 椙山女学園大学名誉教授 /京都
大学名誉教授）

【フォーラム】

大薮　千穂（岐阜大学教育学部教授）

石田　好江（愛知淑徳大学交流文化学部教授）

東　　珠実（ 椙山女学園大学
現代マネジメント学部教授）

小倉　祥子（椙山女学園大学人間関係学部教授）

【人間講座】

磯部　錦司（椙山女学園大学教育学部教授）

東　　珠実（ 椙山女学園大学
現代マネジメント学部教授）

小倉　祥子（椙山女学園大学人間関係学部教授）

杉藤　重信（ 椙山人間学研究センター主任研
究員／人間関係学部教授）

【プロジェクト研究】

（女性論）

吉田あけみ（椙山女学園大学人間関係学部教授）

東　　珠実（ 椙山女学園大学
現代マネジメント学部教授）

小倉　祥子（椙山女学園大学人間関係学部教授）

影山　穂波（ 椙山女学園大学
国際コミュニケーション学部教授）

藤原　直子（椙山女学園大学人間関係学部教授）

（環境と人間）

宇土　泰寛（椙山女学園大学教育学部教授）

野﨑健太郎（椙山女学園大学教育学部准教授）

渡邉　　康（椙山女学園大学教育学部准教授）

林　　敏博（椙山女学園大学客員教授（非常勤））

川野　幸彦（椙山女学園大学附属小学校教諭）

森　　昌彦（椙山女学園大学附属小学校教諭）

（子どもの発達をつなぐ）

石橋　尚子（ 椙山女学園大学教育学部教授 /
附属幼稚園長）

小林　豊子（椙山女学園大学附属保育園長）

飯田　　恵（椙山女学園大学附属幼稚園教頭）

松本由美子（椙山女学園大学附属保育園主任）

（公募プロジェクト）

福岡なをみ（椙山女学園大学附属小学校教諭）

【編集】

原田　明人（企画広報部長）

藤田　　修（企画広報部企画課長）

椙山ちはる（企画広報部企画課職員）

山田　友紀（企画広報部企画課職員）

執筆者紹介
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