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■濫觴（らんしょう） 

この言葉の意味は、｢物事の始まり。物事の起こり。起源｣と

いったものである。 

｢濫｣は｢あふれる｣、｢觴｣は｢杯（さかずき）｣の意。揚子江の

ような大河でも、その源は杯（觴）にあふれるほどの、つまり

はささやかな水であるという意。 

｢孔子曰ハク、昔者、江ハ岷山ヨリ出ヅ。ソノ始メテ出ヅル

ヤ、ソノ源ハ以テ觴ニ濫ルル可シ。｣（『荀子・子道』）が出

典。 

この NEWS LETTER［濫觴］は、英国国際教育研究所で学ぶ

皆さんへのささやかな、けれども真摯なメッセージとなって、

教育や学問の世界での新しい宇宙を創造しようとする皆さんの

磁場となるように創刊されたものです。 

既成の価値観に躍らされる事なく、一杯の水を、清く澄んだ

水を、皆さんとともに、照れることなく、汲み続けていこうと

思っています。 

図師照幸 

● A N R 濫觴 S H O O 
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表面張力との出会い 
 

その出会いはやはり、僕にとってきわめて衝撃的なものであった。 

信州の田舎料理を食べさせるその店は僕たち詩を書く者たちの溜（たま）り場となっていたが、その夜

も僕は数人の詩人たちとおでんを頬ばりながら酒を飲んでいた。 

話題はいつも現代詩の可能性についての見解の違いから出発し、＜愛とは何か＞の議論を経由し、まと

まりのない自己中心的な論理の分散で終わった。 

その夜もようやく第 2 段階の＜愛＞についてそれぞれが語り始めたところだった。僕の前にその料理屋

のおかみがコップ酒のお代りを、たぶん 5 杯目だったと思うが、突き出した。小さな受け皿の上に、コッ

プが置かれ、そうしておいてからおかみは器用に燗（かん）をした日本酒を注いだ。僕は何気なくその所

作を眺めていたが、注がれた日本酒を見ていて＜アッ＞と声を出しそうになった。 

＜フクランデイル＞、そう思ったのだ。コップに注がれた日本酒がコップの縁を越えて盛り上がってい

る。それはまさしく膨（ふく）らんでいた。僕はそれを見つめながら、＜きれいだな＞と思った。天井の

電球の光を抱きしめながら膨れ上がった酒は輝いていた。仲間の議論からはずれた僕は、しばらくの間見

つめ続けた。 

この美しさはいったい何なのだ。分析することが生きることだという妄想に取りつかれていたその頃の

僕は、目の前に突きつけられたものに必死で取り組んだ。 

どうしたんだよ、突然、仲間が僕に問いかけたときはおそらく数十分が経過していただろう。 

ウン、これを見てよ、きれいだろ。なにが？これだよ、この膨らみだよ。ああ、表面張力か。ヒョウメ

ンチョウリョク？ああ、こういうふうに膨らむ力のことを表面張力というんだよ。そういえばかつて学校

で習ったことがある。 

＜ヒョウメンチョウリョク＞！それからの僕の、大袈裟でもなく＜生きる＞ということの多くの部分に

この＜表面張力＞は位置することになる。 

僕はその夜の衝撃をあくる日の分析に繋いだ。 

岩波の『理化学事典』によれば、表面張力という現象は、つまりは何と、＜収縮＞するということであ

った。液体がその表面積をできうる限り小さくするためにそのものの中心に向かって働く力である。 

フクランデイルと見えたものは実は内へ内へとシュウシュクしていた、という事実は、僕の感性を徹底

的に打ちのめした。 

貧しい電球の光を哀しく抱きしめながら膨らんでいた液体は、実はもっともっと深い哀しみの中へと収

縮していた。奥へ奥へと沈んでいく哀しみだった。 

表層の美しさはつまりは虚像に過ぎない。僕はその時、表層の美しさに打たれたのか、それとも深層の

哀しみの予感に震えたのか。 

それからの僕は、コップ酒を飲む度に、小骨に似た異物感を喉（のど）に感じるようになった。時にそ

れは 2日も、3日も刺さったままで僕の生きざまを息苦しくするのだ。 
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僕は自分の顔を知らない 
人間にとって＜自分＞とは何だろう 

 

小学校を卒業した僕は、けれども明くる日も学校に行かなければならなかった。当時、少年合奏団とい

うものに属していた僕は、他の少年合唱団との合同演奏会が NHK によって企画されていたため、練習を

しに学校に出かけたのだ。 

前半の練習が終わり、休憩時間に僕たちはドッジ・ボールをして遊んだ。そのゲームの最中に僕は頭を

強打し、一瞬意識を失った。すぐに意識を取り戻した僕は、後半の練習に臨んだ。しばらくして僕の異常

に気付いた仲間が僕をテストした。「1足す 1は？」「名前は？」 

むろんちゃんと答えた（らしい）のだが、「卒業式はいつあるの？」などと聞いていたという。 

しばらくして頭が痛いと言い出した僕は、学校の保健室に連れていかれた。そこでかなり苦しみだした

らしい。母親が呼ばれ、僕は病院に運ばれた。脊髄の中のミズの検査や脳波の検査等をして結局入院する

ことになった。実は、ドッジ・ボールをして頭を打ったところから病院で目覚めるまで僕は何にも覚えて

いない。目覚めたのは数日後であった。 

中学校に入学するまでの春休みはずっと病院で過ごした。退院後も僕は気になって仕方なかった。「僕

の頭はおかしくなってしまったのじゃないか」と。 

そのころから僕は自分の部屋に閉じ籠もりがちになった。父の本棚からいろいろな本をこっそり持ち出

してはドキドキしながら読むようになった。モーパッサンの『女の一生』を読んだときは強い衝撃を受け

た。ボードレールの『悪の華』という詩集を思い切って本屋から買ってきたのもそのころだ。「思い切っ

て」というのは、きっとイケナイ本だと思ったからだ。 

そのうち自分でも創作の真似事をするようになった。生徒手帳にはたくさんの詩（みたいなもの）を書

き留めた。 

創作を始めるともっともっと本が読みたくなって、立原道造や中原中也、さらに萩原朔太郎へと読み進

めるようになった。 

そうしているうちに、つまり創作をしたり詩作品を読んでいるうちに、＜自分＞というものの存在につ

いて考えるようになる。 

どんなに本を読んでも、そこに表されている世界はいつも僕という存在との関わりを持たない限り単な

るフィクションでしかありえない。たとえばイエス・キリストは、彼に興味を持ち聖書の言葉と対峙しな

い限り、作り話の中の登場人物に過ぎない。言葉を換えれば、僕の存在を抜きにしてはキリストは存在し

ないということである。僕がキリストを生んだということである。 

歴史上の人物だけでなく、例えば、たった今、アフリカの全く知らない村の首長は、その全く知らない

が故にほとんどこの世に存在しないに等しい。 

つまり、僕は（そしてあらゆる人間は）、僕の存在の上にあらゆる世界を位置づけるしかないのである。 

ならば、その僕自身はどのように位置づけられるのか。常に自分の目からしか自分以外の世界を見るこ

とのできない僕は、しかしながら一度たりとも自分の顔をナマで見たことがないのである。僕は自分の顔

を知らない。 
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愛するとはいったい何だろう 
（1）与え、求めぬこと。それを愛とよぶのか。 

 

この地球の上には何十億という人間が住んでいるそうだが、そのすべての人間が幸福でありたいと願い

ながら、すべての人間がそうであるとは言い難い。 

悲しいことだ。 

けれども、その、人間の幸福感というものはどこからやってくるのだろう。どういう時に幸せであり、

どういう場合に不幸なのか。 

人間は愛するということを識っている。その愛するということにしても、はたして幸福感を運んでくれ

るものなのか、苦しみを連れてくるものなのか、難しい問題である。 

人を憎むことだって人間は識ってしまった。そのことで毎日の生を支えているものもいるだろう。 

なにがなんだかわからない。 

けれども、素直に問い直してみるならば、やはり幸福感で満たされたい。では、どうすれば幸せになれ

るのだろうか。 

シェル・シルヴァスタイン（Shel Silverstein）は朝鮮戦争の退役軍人で、詩人であり、音楽家であり、

漫画家でもある。その彼の作品に、『おおきな木』というものがある。絵本である。 

僕のその作品との出会いは、もう 10 年以上も前のことである。初めて読んだときはわかった気でいた

のに、繰り返し読んでいくうちにわからなくなってしまった。 

話の内容はこうだ。 

一本のおおきなりんごの木がある。そこに一人の少年が毎日遊びに来ていた。少年と木はいつも仲良く

遊んだ。木は幸せだった。 

その少年も時が経つにつれて青年となり、恋をした。りんごの木のもとには彼女と一緒に遊びに来るよ

うになり、そして二人は結婚した。 

少年は会いに来なくなった。 

ある日、少年は久しぶりにやって来るとりんごの木に家がほしいと訴えた。木は自分の枝を与えた。そ

れから少年は幾度もやってきてはりんごの木をハダカにしていった。結局、木は切り株だけの姿となった。

それでも木は幸せだった。 

永い年月が流れた。ある日、年老いた少年がやって来た。木は言う、「もう何も与えることのできるも

のはない」。少年は答えた、「何もいらない、ただ腰かけて休ませてくれればいいよ」と。孤独な少年は

黙って腰かける。木は幸せだった。 

『おおきな木』の原題は『THE GIVING TREE』である。与えることこそが愛のあるべき姿である、と

いうのだろうか。りんごの木は少年に生命を削るかのように与え続け、そしてそれを幸せであると感じて

いる。たしかにそうかも知れない、とも思う。 

与え、けっして求めない。そのことに喜びを感ずることのできる者こそが永遠に幸福なのかも知れない。

そうすることによってはじめて真実の幸福を手に入れることができるのかも知れない。 

しかし、それは本当だろうか。僕はそうかもしれないという思いを抱きながら、しかしなお息苦しい蟠

りを覚えてしまうのだ。（次号に続く） 
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愛するとはいったい何だろう 
（2）与えるとは何か。何かを断念することか。 

 

『おおきな木』の一本のりんごの木は、ひとりの少年に、自分の肉体を削って、木の葉を与え、果実を

与え、枝を与え、幹を与え、生命を削るかのようにすべてを与える。一箇の切り株になっても、なお＜与

える＞ことを忘れないりんごの木に、僕たちは真の＜愛＞の姿を見るべきなのか。 

『おおきな木』の原題は、『THE GIVING TREE』であるが、その名の通り、与えることこそが愛のあ

るべき姿である、と言いたいのだろうか。 

たしかにそうかも知れないとも思う。与え、けっして求めない。そのことに喜びを感ずることのできる

者こそが永遠に幸福なのかも知れない。 

エーリッヒ・フロムがかつて愛を論じたとき、「愛とは第一に与えることであって、受けることではな

い」と主張したが、この物語に貫流する中心的な思想はまさしくそのことなのだろう。 

しかし、では、＜与える＞とは何か。何かを断念することか、奪われることか、あるいは喪失すること

か。つまり、犠牲的愛を以て＜愛＞の至上とするのか。 

フロムは言う。＜与える＞ことは人間の能力の最高の表現なのであり、＜与える＞という行為において

こそ、人は自分の生命の力や富や喜びを経験することになる、と。 

たしかに、そうだと思ったりもする。と、その瞬間、僕は自分を偽るような苦しさに襲われる。 

僕は、欲する。欲しい、と思うだろう。愛する相手には、愛されたいと思う。矢を放ちながら僕は、的

を見据えている。今、放たんとする矢が果てしない闇の彼方へ消えていくとしたら、僕は（静かに）号泣

するであろう。 

けれどもまた、僕は、シルヴァスタインの、つまりはフロムの、＜強さ＞を愛してもいる。それは、憧

憬というべき程度のものなのかも知れないが。 

わからないのだ。＜与える＞ということが、何かを断念することだとも、奪われることだとも、あるい

は喪失することだともけっして思わない。しかし、そういった意味ではなく、やはり僕は、欲する。 

しかし、何を、僕は欲するのだろうか。愛されたい、と欲するのだ。けれどもまた、愛されたいという

思いと＜与える＞ということとは実は相反することではないのかもしれないという思いに、今たどり着け

そうな気がしている。愛されたいという思いは、真に＜愛する＞ということによって充たされ、昇華され

る概念なのではないか、そう思い始めている。これはつまり、フロム的思想と同じであり、ゆえに僕の情

念の未熟さがさらに＜でも、やっぱり＞と囁きかけてくるのだ。 
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ふたつの愛 
 

憶良に、「子らを思ふ歌」という作品がある。 

瓜食めば 子ども思ほゆ 栗食めば まして偲はゆ いづくより 来りしものぞ まなかひに もと

なかかりて 安眠しなせぬ 

銀も金も玉もなにせむにまされる宝子にしかめやも 

「瓜を食べると、子どものことが思われる。栗を食べると、ますます子どものことがいとしく思われて

くる。いったい、子どもはどこからやってきて、わが子となったものなのだろう。いつも目の前にちらち

らと見えていて、安眠することもできない」といった長歌と、「この世で貴い宝だという、銀も、黄金も、

玉も、いったい何になろう。優れた宝物、それはわが子に勝るものがあろうか」という反歌である。 

また、次のようにも歌う。 

すべもなく苦しくあれば出で走り去ななと思へど子らに障りぬ 

「どうしようもなく苦しくなってくるとき、家を出ていってしまおうと思うことがある。だがそれも子

どもたちが気がかりでできない」という意である。 

いずれも、親の、子どもに対する愛情の深さを歌ったものであるが、ここで歌われている愛は、前号お

よび前々号の『濫觴』で考えてきた、まさしく＜与える愛＞である。 

親の、子に対する愛は、＜愛される＞ということを期待しない、＜与える愛＞をその本質とする。それ

は、異性に対する愛とは異質の愛ということができるだろう。 

しかしまた、＜愛＞というものの本来の形がそこにはあるのかもしれない。 

その、子どもへの思いを振り切って、異性への愛に走る愛の形もある。 

「私くらいお前を愛してやれるものはいないよ。お前は今より人を愛することがあるかもしれないけれ

ど、今よりも愛されることはないよ」という安吾に、三千代は四歳の娘と別れて、坂口安吾という薬漬け

の作家のもとへと走る決意をする。風呂敷包みを一つ持ってやってきた三千代に安吾は言う、「子どもは

ほっといても育つものさ！」 

夫や子どもがありながら、あるいは妻や子どもがありながら、人を愛するということの不条理は、しか

しながら当人にとっての不条理とはならない。 

しかしこの形態は、社会が長い時間をかけてつくりあげた論理や倫理といったものによって、つまり既

成の価値観によって、激しい攻撃を受けることになり、多くの場合、結局は一つの極々わかりやすい結末

を迎えることになるのである。 

愛は、つまり哀しい。 

狂気の作家・安吾の妻となった三千代はくり返し別れようとしながら、心中さえもしようとしながら、

今度は夫を捨てることができない。三千代は、安吾をひたすら愛することで、彼女自身の生を生きようと

した。 

これもやはり、＜与える愛＞なのだが、と同時に激しく奪っているようにも思えてくる。 
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教師論 
その 1 

 

僕が英国に渡り、数年経ってから、つまり 5、6 年も前の話である。日本に帰国した際に、久しぶりに

中学のときの恩師を訪ねた。既に彼は退職しており、彼の言葉を借りれば晴耕雨読の毎日だという。 

かなり老けたな、と思ったが、だからといって哀れさとか、惨めさとか、そういったものは感じなかっ

た。むしろ不思議なさわやかさを感じた。 

一緒に、ゆったりした気持ちでお酒を飲んだ。彼の奥さんにも過ぎ去った時を感じたが、酒の肴は相変

わらず旨かった。 

「照さん」（僕が中学生の頃から、彼は僕のことをそう呼んだ）と彼は言った。 

「教師というものはね、自分の教えた教え子がね、どんな人生を送っているのかということを、いつも

気に掛けていなくてはいけない、そう思っているんだよ」 

かつて生徒からは鬼のように恐れられた教師の、柔和な、しかしながら凛とした言葉であった。 

僕は彼のことを尊敬していた。彼に担任をしてもらったとか、教科（数学）を教えてもらったとか、そ

ういう経験は実はない。彼は当時、教頭先生で、若い教師に限らず、中年の教師たちでさえも恐ろしいほ

ど厳しく叱責する、そういう教師であった。彼が廊下を歩くと、不良ぽい生徒だけでなく他の教師たちも

背筋を伸ばさなくてはならない、そういう雰囲気が辺りに漂った。 

中学生であった僕は、けれども不思議な教育愛を彼に感じた。 

いま僕は彼に＜教育愛＞を感じたと書いた。ではいったい、＜教育愛＞とは何だろう。 

「教育者と学習者とが相互に信頼し尊重しあっているときに両者を媒介しているもの。その内容は見返

りを求めない愛、＜与える愛＞（アガペー）であり、愛し愛される愛＜兄弟愛・人類愛＞（フィリア）で

あるとされる。しかし教育愛は、語られれば語られるほど、コミュニケーションとしての愛（体験的に得

られた信頼関係）から乖離し、＜子どもを愛さなければならない＞という強迫観念を喚起する記号として

の愛に変わっていく。」（田中智志『AERA Mook13 教育学がわかる。』朝日新聞社） 

どうしてこんな下手な定義や解説の仕方をするんだろうという（いつもの）思いはそのままにして、＜

教育愛＞というものの定義化がいわゆる教育学者によって一応は試みられていることはわかった。 

教師と教育愛、そして学校。結局はその変質が進みつつあるということなのだが、いま僕たちは、つま

り教育者（「の端くれ」という言葉があるが、僕はこの気持ちの悪い卑下を感じさせる言葉遣いが嫌い

だ）として、その位置と可能性をじっくりと見つめてみたいと思う。 

つまり、たとえば、教育とはいったい何なのか、教師とは、学校とは、などという拘りである。（続

く） 
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もう数ヶ月経ってしまったかもしれないが、ある日の朝日新聞の「声」の欄に次のような内容の投書を

見つけた。 

もはや学校には先生はいない。生徒のことを親身になって考えてくれるのは塾の先生たちだ。青春とい

う甘酸っぱいながらも懸命な時間は今まさに塾にこそ存在する。 

ここでいう塾とはいわゆる進学塾のことである。投書の主もまたそういった塾の講師であった。おそら

く投書した本人も含めて、塾の教師こそが真摯に教育に打ち込んでいると言いたいのであろう。 

とんでもない思い上がりと稚拙な誤解である。いつのころからだろう、いわゆる塾や予備校が表社会に

その姿を曝し始めたのは。それはおそらく世の中が金満化し、成り上がっていくバブルの時期である。そ

ういった時代が産み落としたものはだれもが手っ取り早く判断することができる＜数字＞という記号であ

る。 

塾や予備校を礼賛するものが増えつつある。谷沢永一という売れっ子の学者（関西大学教授）などもつ

い最近同じようなことを新聞に語っていた（談話）。そこになんらかのレトリックがあったとしても僕は

そういう塾・予備校礼賛を認めない。 

現代の塾や予備校に教育はない。そこで行われていることは、どのようなレトリックを用いたとしても

点取り競争に過ぎない。いい中学や高校、大学に入るための点取り競争、その競争に勝つための訓練に過

ぎない。そこには異なった価値観は存在しない。そこでは歌を歌うのがうまかったり、走るのが速かった

り、絵を描くのが上手だったりしても、何も評価されない。できる限り高い得点をめざし素早く解いてい

く力をひたすら磨いていかなくてはならないのである。 

数字がすべてなのである。合格するかどうかが重要なのであり、そのことを除外しては何も存在しない、

そういった社会である。お金至上主義の現代の写し絵である。 

そのような場を教育は許さない。本来、教育はそういった一つの価値観に縛られたものとは全く反対の

立場を取るものなのである。 

「フーテンの寅」で有名な山田洋次監督が数年前に撮った『学校』という映画がある。その映画の中に

学校とはいったい何なんだろうと夜間中学生たちが話し合う場面がある。「学校とは、幸せっていったい

何なのかということを考える場所で、そしてそういったことを考えることが勉強なんだ」という答えを導

き出す。 

塾や予備校で合格をめざして点を取るというそのことだけのために懸命に訓練される子どもたち、僕は

そういった訓練を指揮する者たちを教師とは呼ばない。僕は一つの価値観で定義され縛られる幸せの存在

を認めたくないからだ。ましてやそんなところに青春なんてものがあるものか、そう思うのだ。（続く） 
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僕は教育の世界に住む人ばかりでなく、さまざまな世界で生きている人たちと食事をしたり、お酒を飲

んだりすることがよくある。 

そして、そういったさまざまな世界の人たちと語り合いながら、結局、最後は、＜教育＞がテーマにな

っていることが多い。（かつては文学が、つまりは＜破壊＞ということがテーマになることが多かったが。

このことについてはいつかこの欄で書くことがあるだろう。） 

それらの人たちが抱く理想の教師像は、僕にとって随分参考になる。もっとも、僕が付き合っているそ

の人たちはほとんど 50代前後で、そのことを忘れて一般化することはやや危険であるが。 

さて、彼らの思い出に残る先生は、多くの場合、やや型破りな先生である。極端に怖い先生であったと

か、どんなことを聞いてもすばらしく明快な答えが瞬時に返ってくる先生とか、まるで女優のような美し

さをもった先生とか、独身のため非常に不潔だったけれどだれもが慕って近づいていた先生とか、大酒飲

みでいつもプンプンお酒の匂いをさせていたけれど生徒のこととなると自分の家庭も顧みずに夜中まで走

り回っていた先生とか、とにかくそういった先生が彼らの話には登場する。そして、話をする彼らの表情

には間違いなく不思議なあたたかさが感じられる。 

昔話は美化される。時は人を許し、そしてまた、その許す人自信を優しく大きくするからだ。 

しかし、彼らの思い出にある教師たちがその時間の流れの力によってのみ支えられ美化されて彼らの心

に生き続けていると結論づけるのには僕には若干抵抗がある。 

確かにそれらの教師たちの全人格が肯定されているわけではなく、それらの教師のほんの一部のみが彼

らの心に生き続けているということなのだが、だからこそ、その一部とは何なのかと考えてみたいのであ

る。 

ただ、このことは誤解されたくないのであえて言っておく必要があるが、僕は型破りのための型破りを

演ずる人間を評価しない。それは型破りを演ずる人間の価値観は結局は全くの通俗に敗北していると思う

からである。 

本題に戻ろう。僕たちが考えなければならないことは、彼らの何が教え子の心に生き続けたのかという

ことである。 

結論を急ぐならば、それは彼らの、他に抜きん出た一途さにあると思う。打ち込むものに、つまり、今、

自分にとってもっとも大事なものに打ち込む＜強さ＞を彼らはさまざまな形で持っていたということでは

ないか。（女優に似た先生の場合はどうかわからないが） 

教師もまた、人間である。ということは、教師もまた＜生きている＞ということである。目の前の教師

が＜確かに生きてい＞なければ、その教師の使う言葉は学ぶ者の心に届くまい。そう思うのだ。（この項、

続く） 
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かつて、『金八先生』というテレビの人気番組があった。武田鉄矢扮する熱血中学教師の物語である。

かなりの話題となるまで、僕はその番組を見ていなかった。その番組が放映される時間には多くの場合、

まだ帰宅していなかったからである。 

ある夜、教材研究のために学校に残っていた僕に、中年のある教師が話しかけてきた。 

「『金八先生』、どう思う？」 

その番組を見たことのない僕には何とも答えようがなかった。その教師は続けた。 

「なかなかいいんだよね、金八先生。僕がもっと若かったら、ああいうふうに子どもたちとハダカで格

闘する先生でいたかったなあ。先生も見たほうがいいよ。」 

その時初めて、そういった番組が人気を集めているということを知った。 

それからしばらくして、僕はその『金八先生』を見た。うん、なるほどなあ、と思った。武田鉄矢が活

き活きしていて、登場する子どもたちの内面の揺らぎがドラマチックでわかりやすい。金八先生はその一

つ一つの揺らぎに全身で向き合おうとする。確かに感動する。 

おそらく当時は、多くの中学生が理想的な先生像としてあの金八先生を位置づけていたのではないだろ

うか。いや子どもたちだけでなく、多くの保護者もそう思ったのではないか。先生たちの中にもそうなり

たいと思った人たちが少なからずいただろう。 

確かに僕も感動した。しかしその感動は、かつて『これが青春だ』とか『僕たちの旅』といったいわゆ

る青春ドラマを見たときの、淡く、脆く、永続性のない感動の一つであった。 

一人の教育者として『金八先生』を見ると、僕はいくつかの疑問を感じざるを得ない。その中で、もっ

とも大きな疑問は、金八先生は毎日子どもたちの生活指導に放課後も深夜もとにかく 24 時間といってい

いほど走り回って取り組むのであるが、いったいいつあしたの授業の教材研究や教案作りをしているのだ

ろうか、というものである。記憶に自信がないが、確か彼の教える科目は国語だったのではないかと思う

が、1 時間の授業を成立させるためにはその数倍の時間は一般的に言って必要になる。それはおそらくど

の教科も同じだと思う。 

だから、僕は思うのだ。金八先生はきっと悩んだだろう、苦しんだだろうと。つまり、準備不足で教壇

に立ちながら、彼はきっと屈辱的な思いを抱いていたに違いない。もっと、もっと充実した授業がしたい

と。 

なぜなら、教師が闘う土俵はあくまでも授業という場であるからである。それぞれの科目の授業を通し

て、教師はいろいろなものを見つめる目や、考える力を、つまり知性を教えようとする。そして、その実

践には必ず研究の支えがなくてはならないのである。（この項、続く） 
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前号で僕は、武田鉄矢扮する熱血中学教師・金八先生を例にして、彼の純粋な熱血教師ぶりは評価する

が、やはり教師が教師として存在するのはまず＜教室＞（僕のいう＜教室＞とは、いわゆる教育という行

為を包む器を指しているのではなく、教える者と学ぶ者が一つのアカデミックなテーマをもとに向き合う

場という意味である）においてでなければならない、そして、その教室の場をよりよく成立させるために

＜研究＞という地味な取り組みが不可欠である、といった趣旨のことを書いた。 

１時間の授業を成立させるために、教師はさまざまな準備をしなければならない。その意味で、たとえ

ば金八先生の放課後の指導についても、教室における授業を成立させるための準備の一つであるという位

置づけも可能ではある。生徒との信頼関係がなければ教育というものはなかなか成立し難く、金八先生の

放課後の活躍は（結果的にではあるが）授業成立のための準備と言えなくもないからである。 

しかしながら、それらの準備の中心を成すのは、教材研究等の、教えようとするものについての研究で

ある。何のために、何を、どのように教えるか、といった準備である。それらにはもちろん、基礎研究と

しての、たとえば日本語教育でいえば文法の基礎理論であるとか、教授法の理論の研究であるとかが含ま

れることになる。それらの準備はしてし尽くすということのないものと言えよう。 

もっと強調するならば、研究という背景をもたない実践は脆いということである。わかりやすくいうな

らば実践（すなわち授業）の効果がそれほど望めないということである。 

このように書くと、あるいは誤解を受けるかもしれない。というのは、初めに研究ありき、終わりにも

研究ありき、実践は二の次であるといった考えを僕が持っているように受け取られるかもしれないからで

ある。僕は研究至上主義者ではない。研究はきわめて大切であると思うが、研究のための研究をあたかも

優れたものと考える輩ではない。教育という世界における研究はあくまでも教育現場のための研究でなけ

れば意味を成さないと僕は考えるからである。 

たとえば、大学や研究機関において教育学や教科教育学を研究している教員たちの存在はつまり、いわ

ば一人の教師が教室に立つためのサポートという意味で意義があるのである。 

しかしながら、たとえば多くの大学の教員たちは愚かにも誤解をしている。研究のために現場の教員た

ち（そして実践）があると考える風潮がはびこっているのである。日本語教育に関わるかなりの大学教員

の実態は、さらに酷い。それらは日本語教育が本当の意味でステイタスを持ちえない病根そのものである

ように僕には思える。さらに研究の仕方そのものにも、問題がある。（続く） 
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日本語教育学という領域は、本当にまだまだヨチヨチ歩きの段階であると僕は思っている。それは関係

する諸領域、たとえば、国語教育学、英語教育学、国語学、英語学、言語学、心理言語学、文化学、異文

化間教育学などに比べて、基礎理論の視点の多面性や重層性においても、それを支える実践報告の質的量

的蓄積においても十分とはいえないからである。                         

それは無論、止むを得ないことである。日本語教育、すなわち、日本語を母語としない学習者を対象と

した教育の出現は必ずしも現在のような形ではるか昔から予想されたものではなく、つまりこれほど多く

の外国人が日本語を学習する時代が来るとは少なくともほとんどの日本人は考えていなかったからである。

新しい学問領域なのである。 

ゆえに、日本語教育学にかかわろうとする者にとって必要なことは、既に確立されている学問諸領域の

研究成果を謙虚に学ぶ姿勢である。日本語教育が言語教育や語学教育として他の言語の教育に伍していく

ためには、関連諸領域の最新の研究成果を学ぶことから出発する必要がある。 

しかしながら、たとえば国語教育の研究成果に関する日本語教育関係者の無知は甚だしい。日本語教育

と国語教育は確かにその教育対象が異なる。そのため、その教材分析の視点も方法も、また教授法に関す

る理論も方法も異なるのは当然である。国語教育学になかったさまざまな視点が開拓されていくのも魅力

的である。しかし、国語教育になかった視点といいながら日本語教育の関係者がその比較すべき国語教育

についてどれだけ知っているかというと、応えに窮する者のほうが多いだろう。日本語教育であたかも新

しい教授法としてレポートされるものがずいぶん昔に国語教育の実績として報告されているといった例を

さがすのはそれほど難しいことではないだろう。 

新しい学問を創造していくとき、関係諸領域の成果を学ぶことから出発しなければ、他の領域が要した

同じ時間が必要になる。そうした時間は多くの場合、無駄である。 

今、国語教育からも多くのことが学べると述べたが、国語教育の方もまた、日本語教育から数多くのこ

とを学び得るのは当然のことである。日本語教育の風が国語教育の世界の澱みを吹き飛ばし、新たな地平

を切り開くことが期待されるのである。 

ところで、関係諸領域の研究成果を大いに活用すべきと述べながら、若干気になる現象を最近感じるこ

とがある。それは、海外で日本語や日本語教育、あるいは日本文学等を研究している（あるいはその後日

本に帰った）研究者の姿勢である。海外の言語学等の理論を学び、ほぼ無批判に（日本語そのものについ

ては表面的研究のみで）日本語をそれらの理論に（都合のいい部分のみ）あてはめ、あたかも研究者とし

て最先端を歩いているかのようなきわめて幼稚な錯覚と傲慢とである。（この稿、続く） 
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今年は 4 回、日本に帰った。いずれも仕事の旅である。その度に何人かの教育者、つまり大学の教員や

高校等の教員に会う。中にはそうでない人もいるのだが、多くの場合、それらの先生たちに会って話をし

たあと、最近はかなりの疲労感を覚えるようになってきている。 

＜空しさ＞を感じてしまうのだ。 

僕が人に会うのは、その人から何か価値のあるものを獲得したいという息苦しい思いをいつももっての

ことではないが、相手が同じ教育の世界に住む人である場合にはやはり、教育の現在や未来について語り

合いたいと自然に思ってしまう。 

ところが、多くの場合、それは肩透かしを喰ってしまうことになる。教育者が教育について語ろうとし

ないのだ。 

いや正確に言うと、彼らは教育の可能性について語ろうとしないのである。 

彼らの口をついて出る言葉は、「現実は…」であったり、「しかたない」であったりするのである。 

こういった言葉を聞きながら、僕は気になることを思い浮かべる。いわゆる＜学校の塾化現象＞である。 

たとえば、衛星放送を利用した予備校の授業を生徒に受講させる高校が日本国内では増えつつあるとい

う。そういった高校の先生たちはテレビ画面に映る予備校講師の授業を受講する生徒たちをどんな思いで

見つめているのだろうか。 

もしも僕がそういった高校の教師であったなら、屈辱感ですぐにそういった＜学校もどき＞の学校は辞

めてしまうだろう。怒りに震えることだろう。 

何度も何度も発言していることなのだが、高校は大学のために存在するのではないのだ。同じく大学も

一流会社への就職のために存在しているのではない。 

高校教師はもっと自信を持つべきだ。大学の教師ももっと自信を持つべきだ。自分の存在をこれほどま

でに馬鹿にされて黙っているのは決して知的労働者とはいえない。 

高校は、高校生という年代の子どもたちでなければ学べないことを学ぶところであり、大学は学問とい

う究めて非効率な世界にどっぷりと浸かり、その海を清々しく泳ぐことであしたの世界への夢を持とうと

するところである。 

＜あきらめ＞や＜現実＞の敗北者たる教育者はいらない。夢や理想をためらいなく勇気を持って語れぬ

教育者はいらない。 

「何をカッコつけてるの」といわれたら、「そう、私はカッコつけたいの」と言い返せる教育者であり

たい。 

＜現実＞という言葉は、実はその言葉を使う人間の極々限られた狭い経験から導かれたきわめて個人的

な言い訳以外のなにものでもないが、その＜現実＞の敗北者がたとえば教師であったりすると、たとえ目

の前に大吟醸の日本酒や絵皿の上にすきとおる河豚刺しがあったとしてもなかなか酔えない。 

＜空しさ＞を感じてしまうのだ。（この稿、続く） 
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新年である。僕は子どもの頃、一年中で何より正月が好きだった。その頃の僕は、「もういくつ寝ると

お正月……」という言葉で始まる歌をよく歌っていた。おかしなことに正月になって何日たってもこの歌

を歌っているのである。 

同じ時間がつながっているのに、大晦日と元旦とでは全く違って感じられた。何が違うのかというと、

たとえば空気の新鮮さが、畳のにおいが、下着の柔らかさが、街を歩く人たちの顔つきが、とにかく何も

かもが新しいのだった。                                           

当時それぞれの家庭には正月のいろいろなしきたりがあったと思うが、わが家にもあった。元旦の朝、

座敷に一人一人の膳が父の席を要としてコの字型に並べられる。脚の付いた漆塗りの膳には、母が年末に

ずいぶん時間をかけて作ったおせち料理が並んでいる。座る位置は決まっていて、末っ子の僕は父からは

遠かった。       

父がおもむろに座ると、「明けましておめでとうございます」と家族揃ってあいさつをする。それから

一人一人その年の抱負を述べなければならなかった。たとえば僕の場合、「照幸、10 歳、今年は……をし

たいと思います。……に頑張ります」といった具合である。それぞれの抱負について父がコメントする。

ずいぶん緊張したものだった。だれも茶化す者はいなかった。ごくごく真面目に、当たり前のこととして

行われていた。           

父は怖かった。大好きだったがとにかく怖かった。だから正月に限らず父の命令や言葉は絶対であった。 

その父の夢を最近よく見る。父は一昨年の夏死んだが、生きているときよりも死んでからよく夢に現れ

るようになった。 

父が危篤だという知らせを受けたのは、金曜日の夕刻だった。翌週の月曜日からは夏季講座が始まるの

でとても日本に飛ぶことはできない、そう思っていると、スタッフのみんなが僕を叱りつけるように日本

へ飛べと言ってくれた。先生がいない間は何とかするから、と言うのである。でも、入学式でのあいさつ

ができなくなる、そう言うと、ビデオに撮ってそれを流そうと提案する者がいて結局そうすることにした。

僕はみんなの厚意に甘えた。どうしても生きている父に会いたかった。 

飛行機の切符は翌日の土曜日のものが手配できた。その日はそれから日本からの来訪者と会食をして、

夜 10 時に帰宅した。その時はもう父は死んでいた。日曜日、日本の父の家に着いたときはすでに灰にな

っていた。 

その父が、夢の中では生きているのである。臨終の床に僕は間に合うのである。あれほど厳格な父が、

弱音なんか一度だって吐いたことのない父が、夢の中では僕の顔を見て、「苦しい」というのだ。涙でど

うしようもなくなった僕の「もっと教育のことについて（聞きたかった）」と言う言葉の途中で目が覚め

た。じっとりと寝汗をかいていた。（続く） 
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僕が子どもの頃、僕の家には大勢の教師たちが頻繁に出入りしていた。父の学校の教師ばかりでなく、

いろいろな学校の教師たちが来ていた。      

毎晩のように彼らは父と酒を飲みながらいわゆる教育論を闘わせていた。時には、大声で歌を歌い、踊

ってもいた。 

言わば父の青春であって僕の青春ではないのだが、今、無性にその一コマ一コマが懐かしい。 

僕が小学生の頃、今もその習慣があるのかどうかはっきりしないが、家庭訪問というものがあった。担

任の先生が、自分の受け持つ児童の家を訪ねていって、子どものことについて親と情報交換するというも

のである。 

僕の家は、その時期になると、僕の通っている学校の先生たちの、家庭訪問を終えて寛ぐサロンと化し

ていた。寛ぐといっても、やはり結局は学校の話であり、自分の受け持つ子どもたちの話であり、教育の

在り方を巡る議論であった。                

僕は彼らの、老いも若きもであったが、ムンムンとした熱気が好きだった。懸命さに幼い僕も何となく

興奮した。 

そんなある日のことである。僕の学校の先生たちが、僕の担任の先生も含めて、家庭訪問を終えて集ま

り、父が帰宅したときには、5、6 人の教師が母の用意した肴をつまみながら例のごとく盛んに教育を論じ

ていた。 

父の機嫌は悪かった。そこにいた教師たちは何となくそれを察し、どうしたんですか、と聞いた。正確

には覚えていないが、父の学校で何かあったらしく、要するに最近の教師はなっていないというものであ

った。ある教師がいちいち反論を始めた。父もそれに応えた。機嫌の悪い父も酒のまわった若い教師も次

第に語気が強くなっていった。 

異なった学校の教師たちが喧嘩のように、いや立派な喧嘩だったと思うが、教育の在り方について闘う

様に、僕は怖さとともに不思議な充実感を覚えていた。 

しばらくして、父はこう言った。 

「自分が若い頃、教室での授業が終わって教員室に戻ると校長が自分の部屋に来いと言う。何だろうと

行ってみると、いきなり、お前は教師として失格だと校長から怒鳴られた。どうしてですかと聞くと、さ

っき廊下から君が教えているところを見たが、君は窓際の陽のよく当たるところにずっと立って教えてい

たね。今日はかなり冷え込んでいる。教師が暖かい窓際に立っていては寒い反対側で授業を受けている学

生の気持ちはわかるまい」。 

父は、「その時は恥ずかしかったよ」と言った。聞いていた教師たちは、その父の体験にもいろいろな

感想や意見を述べた。けれども、僕はもう覚えていない。 

ささやかなことのようだが、僕にはとても大切な、いろいろなものを語ってくれるもののように思える。

話の内容よりも、そのことをいつまでも覚えている父の、教師としての、あろうとする姿にである。（続

く） 
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2 月に日本に出張した。一年間に三回から四回ほど仕事で日本に飛ぶ。その他にもよく飛行機に乗るが、

今まで飛行機に乗って怖いというような気がしたことはなった。緊張感といったものが全くといっていい

ほどなかったのだ。 

けれども今回、やや体調を崩したまま飛行機に飛び乗った僕は、機内でその体調が悪化したこともあっ

て、いろいろな＜もし＞を考え、飛行機の怖さを少し感じた。＜もし、……ならば＞＜もし、……したら

＞という仮定は、多くの場合、ネガティヴである。 

そのためか、いやそうでなかったとしても最近はずいぶん涙もろくなっているのだが、日本出張旅行中

に見たり聞いたりしたことに何度か涙腺が緩んだ。 

東京から、国立大学日本語教育研究協議会代表理事の奥田邦男広島大学教授に会って今年の夏の学会の

打合せをするために広島まで新幹線に乗ったときのことである。 

いつのころからか僕は、日本に帰るたびに、富士山を見るのが楽しみの一つとなった。飛行機の上から

見ることもあるし、新幹線の中から見ることもある。 

今回は新幹線の窓越しに見た。あいにく頂上は雲に覆われていたが、裾野は雄大だった。ちょうどその

時、僕はイヤホンで新幹線の車内番組でさだまさしというシンガー・ソングライターの語りと歌を聴いて

いた。「関白宣言」という歌の続編の「関白失脚」という歌のところで、ほろりとなった。中年になった

男の「おれはおれなりに懸命に頑張っているんだ」というきわめて浪花節的な歌である。どうしようもな

く単純な歌である。しかし、その単純さが、僕をほろりとさせた。 

日本からの帰りの飛行機の中では、山田洋次監督の映画『学校Ⅱ』を見た。『学校Ⅰ』は東京の夜間中

学の話だったが、『Ⅱ』は北海道の特別養護学校の話だった。 

様々な精神的な障害を持った子どもたちの学校である。そこで繰り広げられる教師と生徒たちの物語は、

教育現場を多少なりとも知っている僕にとっては特に目新しいものではなかった。教育の現場では多かれ

少なかれ、言わば＜日常＞として起こっている事柄である。 

しかしそのごくありふれた＜日常＞に、僕は涙を抑えることができなかった。富士山のときは、隣の乗

客に何とかわからぬようにごまかしたつもりだが、今度も何とかわからぬようにハンカチ等で隠そうとし

たが、とても抑えようがなかった。 

僕の涙は何だったんだろう。 

＜うらやましい＞と思ったんだ、きっと。＜日常＞、ありふれた瞬間瞬間の連続、その一コマ一コマが

純粋に流れていく。レトリックや策を弄することなく、裸でぶつかり会う人間関係、いやもっと言えば、

＜そこにいる先生＞として自分を位置づけたいと思ったのだろう。 

教師として、もっと単純に。（続く） 
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この『濫觴』が配られる 4 月 28 日は、日本語教師養成課程 Diploma 450 の第 14 期生が入学する日であ

る。明くる 29日はまた、Certificate 80第 17期生の入学式も行われる。 

日本国外での日本語教師養成としてはおそらく最大の規模であろうが（日本国内と比較しても最大級と

いってよいだろう）、わたしはこの入学式や卒業式のたびに新鮮な、そして深いところから心を揺さぶら

れるような感動を覚える。 

入学してきた学生の、実にさまざまな、けれども等しく純粋な志望の動機を聞くとき、わたしは、わた

しが＜生きる＞ということと同意義のものとして選択した仕事＜教育＞というものの責任の大きさと重さ

を感じるのである。 

＜教育＞というものについて語る前に、＜仕事＞とはなにか、ということについてどう考えているかを

少し述べてみたい。 

＜ヒト＞が＜人間＞となるのは、自分以外の＜ヒト＞との関係に自分の＜存在を意味づけ＞ようとする

ときである。つまり、いわゆる＜社会的に存在する＞ときである。 

その存在は、＜ヒト＞に＜働く＞ということを要求する。ただ＜ヒト＞としての生命を維持するために

だけでなく、＜人間＞としての社会的存在への貢献を求めるのである。わかりやすくいえば、みんなで生

きるこの世の中になんらかの役に立つことをしてもらいたいと求めるのである。 

まるで、小学校の先生の言葉のようだが、このことが実は、多くの人間には、多くの良心的人間には、

きわめて苦しい問題意識として、歳を取るにつれて次第にのしかかってくるのである。 

自分のしている仕事が確かに社会に対してなんらかの貢献をしているということはわかるが、＜喜び＞

がない。震えるような＜感動＞がない。自分は本当に＜生きている＞のか。＜人間＞として生きているの

か。ただ＜ヒト＞として、命をつなぐためにだけ働いているのではないか。 

高度化した現代において、＜生きる＞という日常から発せられる呻き声は、静かに、高層ビルの陰のよ

うに冷たく大きく広がっていく。 

＜ヒト＞としてではなく＜人間＞として生きたい、という叫びはそして、＜仕事＞とはなにかという視

線を厳しく変える。 

＜仕事＞とは一体なんだろう。 

たとえば、日本語を外国人に教えようとする諸君にとって、あるいは教育という領域で生きていきたい

という諸君にとって、＜仕事＞とはなんだろう。 

まずそのことから考えてみたいと思うのだ。（続く） 
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湖水地方に旅したときの話である。 

いつものことだが、ぼくの旅は突然出発することになる。計画など立てずに、とにかく今いる場所から

離れたくなって、とにかく旅立つことがメイン・テーマだ。 

だから、じっくりホテルを選んだりすることはめったにない。時には、行き先がたとえ海外であろうと、

その国の空港に着いてからその日泊まるホテルをさがしたりすることだってある。 

それは何も一つのスタイルとしてあえてそうしているのではなく、ただただその直前まではたして旅立

つことが可能かどうかわからないからである。状況的にも気持ちの上でも。 

とにかくこの 4月、ぼくは湖水地方に旅立った。 

湖水地方にはもう何度も旅したが、だからぼくは今回はできる限りじっと動かないでぼんやり湖や山々

を眺めていたかった。 

泊まったホテルは、小さかった。客室が 40 室しかない。だからリフト（エレベーター）なんかもちろ

んなかった。けれども、そのホテルに足を踏み入れたときの不思議なやすらぎは新鮮だった。 

レセプションの女性は自然なほほえみで、まるでずっと前から知っている間柄のように迎えてくれた。

部屋まで鞄を運んでくれたボーイも清潔な印象を与える青年だった。 

窓からは湖とその向こうに赤い小さな山が見えた。まさしくたとえようのないほどの美しさだった。 

夕食のテーブルではネクタイをしめジャケットを着なければならないという窮屈さも、給仕してくれる

スタッフの本当に自然な、気取らずそれでいて気品のある振る舞いにいつの間にか忘れることができた。 

いま＜気品＞と書いたが、彼らの身に付けたものが気品であると確信したのは帰りの列車の中であった。 

一泊した朝、ぼくは、隣の部屋を掃除して出てくる二人の女性従業員に部屋の前で出くわした。ぼくた

ちはごくごく当たり前の朝のあいさつを交わした。中年の女性は隣の部屋の掃除を終え、ドアから出よう

として立ち止まり、若いほうの女性に（女の子と言った方がいいほどの年齢だったが）、掃除用具の一つ

を持ってくるように言った。どうやらちょっとしたゴミでも見つけたらしい。言われたその子はこれもご

く自然に、不思議にさわやかな笑顔とともに、その掃除用具を持ってきた。中年の女性は、ごく自然に、

いやぼくにはものすごく楽しそうに思われたが、それを使ってきれいにするとにこにこしながら若い女性

とぼくの目の前を通りすぎていった。 

ぼくは、このホテルに泊まってよかった、とつくづく思った。この人たちには、自分の＜仕事に対する

誇り＞というものが、＜気品＞となって身に付いている、そう思ったのだ。 

あとで知ったのだが、このホテルの庭に咲き乱れる水仙があの有名なワーズワースの詩を生んだという

ことだ。（続く） 

 



濫觴 RAN●SHOO 

©Institute of International Education in London 

No. 18 
June 10

th
, 1997 

 

教師論 
その 13 

 

2 月に九州の福岡に行ったときのことである。研究所の説明会をする会場はアクロス福岡である。スタ

ッフの二人とともに会場に着いた私は、会場入口のドアにセロテープでとめてある封筒を見つけた。 

封筒には次のように書かれていた。 

「図師先生、研究所の皆様へ。お早うございます。ホテルのほうに TEL してみたのですが、もういら

っしゃいませんでした。大変申し訳ないのですが、今日、12 時 30 分よりレッスンが入ってしまい、お手

伝いすることができません。一目お目にかかりたかったんですが。次回、来られるときにお会いできるこ

とを楽しみにしています。今日は本当にすみませんでした」 

表にそのように走り書きした封筒をあけてみると、中には長い手紙が入っていた。 

「………。レッスン数はかなり多く、一日平均して 5～6 時間あります。慣れるまでしばらく時間がか

かりそうです。今は、寝て、食べて、学校に行っている以外の時間は、ほとんどレッスンの準備をしてい

ます。父や母は、私の体のことを心配しているようですが、私はなんだかとても嬉しいのです。準備で夜

遅くまで起きていると、3 年前にロンドンで頑張っていたころの自分を思い出すのです。………文法に頭

をひねり、辞書と格闘しながら、夜が明けていくのを見ていると、“ああ、また、あのロンドンでの生活

が戻ってきたな”とつい、ニヤッと笑ってしまうのです」 

「………Teaching というのは、先生一人一人の個性が強くでますよね。早く、私らしい授業のできる教

師になれるよう努力していきたいと思っています」 

説明会が始まるまでのわずかな時間に、ぼくはこの手紙を読んだ。仕事の前に会場に駆けつけて、ドア

にセロテープでこの手紙を張りつけていった卒業生に、ぼくはぼくのしている仕事の、ぼくのスタッフが

時には涙を流しながらしている仕事の、この上ない評価をしてもらったようで、「ありがとう」と心の中

でお礼を言った。 

ぼくは、彼女が夜明けまで授業の準備に打ち込む様を 思い浮かべた。そして、研究所の教室で教育実

習の準備のために毎日毎日深夜まで残って頑張る学生たちを思い浮かべた。 

明日の授業はどうすればうまくいくか。授業の流れはこれでいいだろうか。りんごを使うとして、レア

リアにしようか、それとも絵を描こうか。スミスさん、このことばの発音、大丈夫かな。もっと楽しい展

開にしないといけないなあ。 

みんな確かに教師の原点を生きている。学習者の顔を一人一人目に浮かべながら、＜教える＞というこ

とをめざして、時を忘れ、時には自分の体力も忘れて。 

つまり、生きている、ということだ。＜生きる＞ということは、自分以外の人間と自分のすべてで繋が

るということだ。 

福岡の鈴木緑さんは、今日も元気だろうか。 
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先週の金曜日には Certificate 16 期の学生が、今週の火曜日には Intern-Scholarship 8 期の研究生が、それ

ぞれ卒業した。金曜日には Diploma 12期の学生が卒業式を迎える。 

それぞれの数字が物語るように、ずいぶん多くの卒業生を送り出したことになる。不思議なことに、す

べてのクラスが独自の雰囲気をもっていて、よく似たクラスに出会ったことがない。 

卒業式の日には、卒業する学生が一人一人あいさつする。ぼくはそのあいさつを出願書類の動機の欄を

読みながら、また、入学式の時のあいさつを思い出しながら聴く。 

椅子に腰かけながらぼくは、わずか半年や一年の間にずいぶん言葉への神経が行き届くようになるもの

だと感心する。 

卒業生が使う言葉は隅々まで配慮されていて、清々しく、そしてまた重みも感じられる。 

ああ、言葉が彼らのからだの中でその存在を主張するようになったんだなあ、とささやかな喜びを覚え

る。 

正直に告白すれば、ぼくはいつも彼らの言葉を聴きながら、必死に涙をこらえている。もっともっと一

緒に勉強したり、話をしたりしようよ、といった実に幼い感傷が襲うのだ。 

送り出すぼくは、間違いなく取り残される。別れはいつも見送るほうが寂しい。 

見送るぼくはまた、このわずかな期間とはいえ懸命に教育という世界で闘った者たちにいったいいかほ

どのものを与えることができたかと不安になり、あるいは自己嫌悪に陥ることになる。未熟な自分が突き

つけられる。もっともっとしてやることがあったのではという思いは、ぼくに容赦なく襲いかかる。 

巣立とうとする者たちもまたしかし、これからの道に向かって大いなる武者震いをしなければならない。 

君たちが挑もうとする世界は、教育の世界は、既に君たちが予感することができるように、厳しくもす

ばらしい感動に満ちた世界だ。 

ぼくには夢がある。世界のさまざまな国で、だれのものでもない君たち自身が体内から産み出したあた

たかい日本語を教えるために、そう、実習準備のときと全く同じように夜遅くまで懸命に準備する。そし

てその君たちによってつくりだされた授業の一時間一時間が、確かにさまざまな国の人たちをあたたかく

つないでいく。 

研究所はたとえ愚直であったとしても、新たな教育の創造のために一歩ずつ歩を進める。 

君たちもまた、誇りを持って歩んでほしい。誇りを持ち続ける努力を惜しむことなく。 
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メディアの犯罪 
神戸連続殺傷事件を考える 

その 1 

 

戦慄は深いところで重く、そして沈殿するような形で 続いている。 

今回の事件は、わが子が被害者の側だけではなく加害者の側にも立ちうるという恐怖感を、しかもかな

りの現実感を伴って多くの親たちに突きつけたのではないか。 

私たちの愛すべき子どもたちは今、何に苛立っているのか。 

何が、子どもたちをこのような修羅の場へと追い込もうとするのか。 

既に多くの学者や評論家がさまざまな分析をたとえば新聞紙上に載せている。しかしながら、どの記事

を読んでも救われる気持ちにならないのはどうしてだろう。 

それはおそらく、それらの分析に、あるいは報道に、自己批判の視点やいわゆる＜痛み＞の共有が欠け

ているからではないか。そしてまた、明日からの日常に何らの変化ももたらさないと予感できるからでは

ないか。そこには空しさがある。 

今私は「報道に」と書いたが、今回の事件を考えてみる際に、いわゆるメディアというものについて検

証してみる必要があると強く感じている。 

とはいえ、数多くの識者が述べているように、残虐なシーンの多いテレビ番組がよくないとか、ビデオ

をもっと規制すべきだとかそういったことで今回の事件に幕を下ろそうとは思わない。 

もっともっと大きな関わりを、犯罪とも言うべき関わりをしているのは、実はあたかも世の良識を代弁

するかのような大新聞をはじめとしたマス・メディアの病である。マスメディアは実はきわめて本質的な

病に冒されている。 

容疑者が逮捕された後、ある写真週刊誌が少年容疑者の顔写真を載せた。当然のことながら、少年法の

精神をふみにじる暴挙であるが、その編集責任者は、今回の事件は少年法の範囲を超えた犯罪であると判

断したため載せることにしたという。昨今の一週刊誌の編集長は法が判断を下す前に法を超えて人を裁く

力を持っているらしい。    

この週刊誌の編集者だけの問題ではない。この写真週刊誌を批判する新聞もテレビも同様に、恐ろしい

ほどに品格といったものを持ち合わせていない。誤解を招かぬために断っておくが、私は表現の自由を否

定し、さまざまな規制を行うべきだなどとは全く考えていない。ここで下品だと言うのは、ジャーナリズ

ムの精神をいとも簡単に捨ててしまい、ただただ＜ウケ＞を狙ったまるで芸能化したメディアがチンピラ

のようにペンをナイフのように平気で振り回しているという現象に対してである。（続く） 
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メディアの犯罪 
神戸連続殺傷事件を考える 

その 2 

 

8 月 30 日、土曜日の深夜、『水滴』（目取真俊）を読む。日野啓三はこの作品の評のなかでこの作品の

舞台となった沖縄を取り上げ、「中途半端に人工化してしま った内地」においては自然と人間の営みと

が繋がらなくなってしまったという自覚さえも曖昧なものとなって、ゆえに「少年の頭部切断事件に狼狽

する」と言う。今回の事件は、文学の世界で呼吸する作家たちにも少なからず衝撃を与えた。それはおそ

らく、彼らの作家としての創造的かつ想像的空間をいとも簡単に破壊し、しかも現実化することで示して

見せたことへの衝撃である。何人かの作家たちのコメントを読んだが、いずれも事件の破壊力に対する作

家としての対峙力を感じさせるものではなかった。 

そのなかで、おそらく現代作家のなかで最も優れた感性を持つと思われる村上龍の「寂しい国の殺人」

（『文藝春秋』9月号）には共感を覚えた。 

「近代化が終わったのにだれもそのことをアナウンスしないし、個人的な価値観の創出も始まっていな

い、だから誰もが混乱し、目標を失って寂しい人間が増えている、オウムも、女子高生の援助交際も、子

どもたちのいじめもこの国の人間たちが抱える寂しさが原因で発生したことだ」 

「まともな子どもたちが大勢いることは認める。しかし、残虐で、異常性を持つ＜特殊＞な生徒と、そ

の他の＜一般的な＞生徒の＜区別＞は無効になりつつあると思う。（略）すべての子どもたちが置かれて

いる状況に私は危機感を持っているということだ。今わたしがこの国に生きる子どもだったら、想像力の

暴走を阻止する希望を見つけるのは極めてむずかしいと思う」 

村上龍の言う＜寂しさ＞こそが、現代のキー・ワードであると僕は思っている。貧しい時代の＜悲しさ

＞から豊かな時代の＜寂しさ＞という変化は、本来的には人間存在そのものが発する問いであると思うが、

その＜寂しさ＞がいつまでも向き合うことからごまかされ続ける限り、危機感は現実のものとなって我々

に襲いかかってくるであろう。 

日本社会は物質文明という価値観で十分に勝者となったにもかかわらずなお、突っ走ろうとしている。

そこに＜幸せ＞などないと大人たちは十分に知りながらも子どもたちに新たな価値観を語る勇気も術も持

たない。 

かつて僕はメディアはそのことに気付きながらも強かに商品化の波乗りに興じているのではないかと思

っていたが、メディアはそれほど賢くないのかもしれないと思うようになった。メディアは真剣に、そし

て実に愚かに大衆の価値観を旧来のものだととらえ、あたかも世論を代表するかのような醜い陶酔感に堕

ちているのではないか。     

31日、早朝、ダイアナの死を知る。蠅のように群がるメディアの殺人である。（続く） 
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日本語の未来 
 

日本の新聞で言えば「朝日新聞」にあたるだろうか、英国の高級紙の一つ「ガーディアン Guardian 」の

教育面に「Symbols of success」という大きな見出しが踊った。 

英国のデヴォン州にあるタヴィストック・カレッジ（Tavistock College in Devon）は、生徒数 1900 名の

大規模な中・高等学校である。その学校の year 7 と 8（日本の中学 1 年と 2 年にあたる）で、日本語を必

修科目（compulsory）にしたというのである。 

昨年、実験的に year 7 の生徒に日本語を学習させたところ、フランス語やドイツ語といった他のヨーロ

ッパの言語よりも人気が高かったという。他の言語習得で息詰まった子どもや失語症的な子どもが、日本

語を学ぶうちに、日本語の文字の持つ写実性（象形）に興味を持つようになり、失いつつあった自信を次

第に取り戻していったという教師や生徒のコメントもある。 

日本語を担当する Jane 先生は、次のようにも言う。 

“It seems difficult at first, but once you start there is a definite logic to it.”  

“It means you can adopt quite a scientific approach to learning Japanese.”  

一般に、日本語は外国人にとって難しい言葉であると思われている。この記事の前文も以下のように言

う。 

 Believe it or not, Japanese is nowhere near as hard to learn as it looks. Even boys like it! （lead） 

しかしながら、子どもたちの感想は、大人たちの偏見をいとも簡単に乗り越える。 

“I find it very hard to spell and tell the words in French, but I find Japanese is much easier. The symbols are much 

easier to remember.” 

日本語はおもしろい。難しくなんかない。そういった活きのいい言葉が子どもたちの口からどんどん飛

び出してくる。 

日本語教育に取り組む私たちにとってこれはとてもとても大きなニュースだ。 

つい先週のことだが、17 歳の英国人女子高校生が相談にのってほしいと訪ねてきた。英国を代表する名

門私立女子高等学校 St.Paul’s Girls’ School の 3年生である。 

大学で日本文学を専攻したい。英国のどの大学で学ぶのがいいだろうか。日本での学習も考えているの

でアドヴァイスしてほしいというのである。 

将来はどうするのかと聞くと、まだ考えていないけれど、日本という国や日本の文学というものにとて

も興味を持っているので、と言う。 

前述のデヴォンの学校の副校長の言葉。 

“I hope our pupils' early contact with Japanese will blossom into a lifelong interest.” 
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メディアの犯罪 
神戸連続殺傷事件を考える 

その 3 

 

＜誤解＞に似た＜曲解＞ということばがある。似てはいるが、この二つのことばには大きな隔たりがあ

る。 

「誤解を解く」ということばがあるように、＜誤解は解くことができるが、＜曲解＞は解くことが難し

い。＜曲解＞とは、「相手の言おうとすることに対し、わざと素直でない解釈をすること」（『岩波国語

辞典』第 4版）であり、正しい認識を最初から否定しようとする立場である。                                           

ダイアナの死について、作家の林真理子が実に悪意の文章を書いていた（『週刊文春』9 月 11 日号）。

ダイアナの来日中に開かれたパーティーに林が招待された際の体験記であるが、パーティー会場に現れた

ダイアナが黄色人種である日本人の群れに入っていくのがあたかも不快であるかのような表情をしたとい

うのである。ダイアナを一人のタレントと見る見方は日本のマスコミにお いて常識化しているが、林の

文章もまた、日本人読者のそういった関心を十分に意識して実に＜週刊誌的＞である。ダイアナが集団の

中に入っていくときは子どもの頃からためらいがちな表情をとることは彼女の幼いときからの友人が明ら

かにしていることであるが、もちろん林はそういったことなど知らないし、知ろうともしないし、知って

いてもそうはとりたくないのだ。ぼくには林真理子という作家の、作家としての貧弱な、そして卑屈な文

学的想像力を垣間見たようでうんざりした。 

救われたのは、同じ週刊誌に載っていた野坂昭如の文章である。野坂の文章には彼独特の遊びとふんだ

んなレトリックがあったが、しかし一人の人間の死に対するあたたかなまなざしが感じられた。同じ直木

賞の作家でもこれほどまでに筆力と人間に対する、あるいは生に対する洞察力のレベルが違うのかと驚い

た。 

しかしながらまた、売れっ子の林真理子の文章を読んで、少なからぬ人たちがダイアナに対して、必要

とは思われぬ悪意を抱くことになるのだろうと思うと、メディアの恐ろしさについて考え込んでしまうの

である。 

最近、朝日新聞が、「教えてください」という教育問題をテーマとした連載をやっていた。 

第 1 回は、「校長、生徒が主役です」。生徒の要求を受け入れずに制服を復活させたある高校の校長を

攻撃している。実名入りである。おそらくこの報道を読んだ多くの人たちは何とひどい校長だと思うだろ

うな、と危惧しながらぼくの周りの人たちに感想を聞いてみると、やはり「ひどい校長だ」と言う。しか

し、よく読むとその報道が極めて片寄ったものであることがわかる。 

手続きや論理性といったものを無視して、学校当局が常に悪いんだとする、暴力的メディアの無責任な

恫喝である。神戸の事件はこの種のメディアには何も見えない。 
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学校 
 

毎朝、娘を学校まで送っていく。およそ 15 分間の娘とのコミュニケーションはいまや僕の楽しみの一

つである。   

「眠い、眠い」というのが娘の口癖である。そのたびに僕は、「学校、行かなくったっていいんだよ。

お休みしたら？」と優しく言うことにしている。すると、娘はにこっと笑って、それでおしまい。その日

の時間割を詳しく教えてくれる。そしてその後必ず僕の一日の予定を尋ねる。 

ある朝、いつものように「眠い、眠い」の言葉を聞きながら歩いていると、向こうから犬がやってきた。 

「犬は学校に行くのかなあ？」と娘に聞いてみる。 

「行かないよ」と娘。 

「じゃあ、どうして人間は学校に行くのかなあ？」 

「大学に行かなくちゃいけないからでしょ」 

「大学には行かなくちゃいけないの？」 

「うん」 

「じゃあ、どうして大学に行くの？」 

「お仕事をするため」 

「じゃあ、お仕事のために大学に行くの？ 大学に行って、お仕事して、何のために？」 

「幸せになるために」 

「犬は幸せになりたくないのかなあ？ 犬だって幸せになるために学校に行ったらいいのにねえ」 

「犬は学校には行かないよ」 

「じゃあ、犬はみんな不幸せなんだね？」 

「どうかなあ」 

「パパはね、犬だって幸せになりたいと思っていると思うよ。だけどきっと、自分の幸せで精一杯だと

思うんだ。犬のように自分や自分の家族だけを守ろうとするだけだったら、きっと、学校に行って勉強し

なくったっていいんだよ。人間が学校に行くのはね、学校に行っていろいろな勉強をするのはね、他の人

も幸せにしたいからだとパパは思うなあ。他の人を幸せにするってことは、うれしいことでしょ」 

「うん」 

「きっとね、花ちゃんが学校に行くのはね、たくさんの人たちを少しでも幸せにするためだよ。だから

人間は偉いんだよ」 

「うん」 

「自分のことしか考えられないんだったら、犬と一緒だもんね」 

娘の学校が見えてきた。突然、 

「あっ、有り明けの月！」 

と空を見上げて娘が言う。一月ほど前に教えたこの言葉が気に入ったようだ。 

人間が学ぶというのは、きっと人を愛するということなんだ、愛する力をつけるために、僕たちは学校

に行く。娘とのやり取りをしながら、こんなに簡単な、しかしきわめて大切なことを僕は見つけることが

できた。 

学校、何とすばらしい空間なんだ、そう思う。人間が人間であろうとする、人と繋がろうとする空間で

ある。 
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責任 
 

深夜、居間のソファに腰かけて、お湯で割ったウイスキーを飲みながら本を読む。最近の読書は酒と同

じように僕の体内に入っていっては確かに心を揺さぶる。一つ一つの活字が、いや文字が、言葉が、なぜ

か不思議に愛おしいのだ。 

そんなある夜、3 杯めのウイスキーを飲んでいるときである。16 歳の次男が自分の部屋から出てきて、

ソファに座り、突然こう聞く。 

「日本はどうなるの？」 

「えっ？」 

「だって今、日本は大変なんでしょ。BBCでも、CNNでもそう言っていたよ」 

「ああ、経済的にね。大変みたいだね。パパにはよくわかんないけど、今までの日本が少し、力以上に

見られていたんじゃないかなあ。錯覚ってわかるよね」 

「うん。Illusion」 

「日本という国も日本人も、みんな自分の力を錯覚して、努力することを忘れたり、努力する方向を間

違ってしまったんだよ、きっと」 

「……」 

「パパも少し疲れたから、日本に帰ってどこかの大学の先生にでもなってゆっくり暮らそうかな」 

本気ではなかったが、言葉にしてしまうと胃の中のウイスキーがアルコール濃度を高めたような妙な身

体の反応を感じた。 

ところが、その僕の言葉を聞いた次男はすかさずこう言った。 

「それはだめだよ」 

「どうして？」 

「だって、パパには responsibility があるでしょう？  責任が」 

「えっ？」 

「たくさん学生がいるでしょう、スタッフの人たちだって、それから……」 

「陽君だってね」 

はっとした僕は少し茶化したが、次男は笑わなかった。 

＜責任＞。 

権利や義務といった言葉と違って、責任という言葉には法的な拘束力も何もない。そのためかずいぶん

軽い使われ方もされているように僕には思える。 

けれども僕は次男の顔を見ながら、この言葉に、人間が生きるということに深くかかわる、言わば凄み

を感じていた。 

人はだれもが生きる上で逃れることのできない大きな責任を背負っている、そう感じたのだ。 

それは何だろう。 

おそらくそれは、まず＜生きる＞という、「死ぬまでは生き続けなければならない」という責任。そし

て、その＜生きる＞ということと同義としての、他の人間と＜つながる＞という責任。さらに、＜つなが

る＞ということと同義としての、＜愛する＞という責任。 

それらは決して＜義務＞ではなく、＜責任＞なのだ。 
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日本、ニッポン。 
 

日本に向かう飛行機の中で、僕は汗をかいた。体が熱っぽくて、皮膚の感覚がぼおーっと蕩けそうだ。

咽喉はといえば恐ろしいほど乾いていて、水を飲んでもさっぱり効かない。 

風邪が本格的になってきたな、そう認めたときには、立派に風邪だった。 

日本滞在中はホテル生活なのだが、窓の開かない部屋は乾燥していて、ますますのどや鼻は悪化してい

く。 

ホテルの薬局で風邪薬を買う。当然のように胃が荒れる。 

ベッドに横たわりながら新聞を読む。長野オリンピックと青少年のナイフ傷害事件。憤る。と、咳がま

すます出る。 

昼食、明治大学の教授と立正大学の教授、それに武蔵野女子大学の名誉教授が訪ねてきてくれる。 

教育論で 3時間の熱弁。部屋に戻る。発熱。うとうとまどろむ。 

研究所のみんなは元気だろうか。 

実習生は大変だろうな。 

レポートにみんなちゃんと取り組んでいるかな。 

いろいろな思いが全部まとまって頭の後頭部を襲う。汗。 

日本の人たちと会って話をすると、ほとんどの人たちが今日本は大変ですよ、不況ですよ、と教えてく

れる。タクシーの運転手さんも、ホテルのボーイさんもみんな口をそろえてそう言う。 

やっぱり大変なんだな、そう口にしながら、でもホントかなと思ってしまう。レストランには人が溢れ、

高級車がひしめき、ファッショナブルなカッコいい若者が歩いている。 

落語家の立川談志がブラックな笑いを咄す。 

   ある国の先生が子どもたちに作文の題を出す。「貧乏」という題である。 

   まじめな子が書く。 

「僕の家は貧乏です。僕のお父さんは貧乏です。僕のお母さんは貧乏です。僕の 3 人のお姉さん

は貧乏です。僕の 8 人のお手伝いさんは貧乏です。僕の家の 3 人の運転手さんは貧乏です。僕の

家の 2人の庭師さんは貧乏です。僕の家のコックさんは貧乏です。僕はとっても貧乏です」 

日本の貧しさなんてこんなものだよ、何が貧しいものか、行こうと思えばハワイにだって行ける

し、しゃぶしゃぶだって食べられるんだ、こんなの貧しいとか不況なんてことばでは表さないん

だよ、他の国では。 

そうなんだよな、と思う。 

「ざけんなよ」という言葉があるという。その言葉の後にナイフで人を刺す行為が位置づけられる。大

人たちが子どもの顔色をうかがいながら電車の隅に隠れる。 

オリンピックでは日の丸をバックに感動が物語になる。 

僕は僕の学生に心から言いたい。 

負けるな。 

君たちの真摯なまなざしをほんの少しでもこういった日本のどうしようもない愚かさに霞ませてはなら

ない。 

僕は日本という国を愛する。ゆえに、激しく悲しい。 
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一匹の蝶 
 

その頃の僕はあした目が覚めれば全くの新しい一日が始まるということに何らの疑いももたなかった。

夜の時間をどんなに汚（けが）そうとも、必ず眩しく清楚な朝が来て僕を許してくれると信じていた。 

だから、恐ろしいほどに飲んだ。小さな焼き鳥屋のビールを友人 3 人で一本残らず飲み干し、ハシゴで

行ったバーで一人一本ずつのウイスキーを空にし、それからさらにいくつかの店を飲み歩いた。 

いつも何かについて激しく議論をした。酒場で出会った見ず知らずの男たちとも話し込んだりした。い

つもみんな僕よりずっと年上の男たちで、若い僕を徹底的に甘やかしてくれた。ある時など、着流しを着

た、明らかに真当な世界とは程遠い世界で生きている中年の男に背負って貰いながら夜の町をさまよった

こともある。 

周りのすべてに許されながら、しかし僕は怒っていた。 

胃の中に叩きつけるような痛飲も、眠りを削りながらの彷徨も、僕の怒りを抑え込むことはできなかっ

た。 

その頃の僕はわずかな眠りの中でよく夢を見た。くり返しくり返し同じ夢を見た。 

白く大きな一匹の蝶が僕を追いかけてくる。僕は必死で逃げ回る。逃げても逃げても静かに蝶は追いか

けてくる。白い鱗粉（りんぷん）が雪のように降ってくる。 

ただそれだけである。ただそれだけの夢がその頃の僕には怖かった。 

飲んでも飲んでも、その白い蝶は追いかけてきた。どんなに激しく体や神経を麻痺させても静かにその

蝶は現れた。 

僕の怒りはその蝶からの逃避が成就しないことにあった。だから僕はますます飲まなければならなかっ

た。眠らないように努力しなければならなかった。 

当時の僕の手帳には、一文字ももはや書き込む余地がないほどスケジュールが埋まっている。土曜日も

日曜日も隙間を作ることが恐ろしかった。飲んでいないときは働いた。勉強をし、研究発表に明け暮れた。

ある学会で発表をしたときは朝まで飲んでその足で会場に駆けつけた。何にも怖いものなんて僕にはない、

どうだ、若いからといって馬鹿にしてくれるな、お前たちに負けてなんかいないぞ、徹底的に討論してみ

ようではないか、権威が何だ、権力が何だ、僕はいつも心の中でそう吠えていた。 

吠えながら震えていた。 

僕が闘おうとしているのは、そういった権威や権力でないということをよく知っていたからだ。 

闘わなければならないものは、蝶である。白い一匹の蝶である。静かにどこまでも追いかけてくる蝶で

ある。 

しかし、いつの頃からかその蝶が消えた。 

ガリガリに痩せていた僕の体にはいつの間にか醜い脂肪がつきはじめ、偏屈で傲慢で愛敬のなかったま

なざしにも不思議な油がついた。そしてそのころから僕の蝶はいなくなってしまった。酒の量は極端に減

った。吠えようとして犬を真似て四つ足になってもどう吠えたらよいのかがわからない。 

もう一度、今度は僕が蝶を捜す旅を始めなければならない。 
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プライド 
 

大阪のホテルに突然、ある国立大学の学長が訪ねてきた。同じ大学の教授たちも一緒である。 

大阪で開かれた学会に参加した帰りに会いに来てくれたというわけである。僕が日本に帰ってきている

ことを、そしてそのスケジュールをどこからか聞いたらしい。 

たまたま僕がその前のアポイントを終えてホテルの部屋に戻り、次のアポイントの準備をしていたとき

でよかったが、数分ずれるとわざわざ訪ねてきてもらったのに会うことができなかったかもしれない。                 

僕は予定を変更して彼らと夕食を共にすることにした。わずか 2 時間程度であったが、楽しい一時であ

った。その日学会発表をした教授もいて、僕はその内容についてつい突っ込んで質問したりもした。学長

はかつての僕の師であり、彼の前に立つと僕はいつも必要以上に青年になってしまう。挑もうとするのだ。 

 図師 「先生、最近の大学生はいかがですか」       

 Ａ教授 「何となく覇気がなくて……。残念ながら」   

 図師   「教師になりたくてなるとか、教育愛に燃えているとか……」 

 Ｂ教授 「そういう学生はほとんどいないですねえ」 

 図師   「でも 4 年間も大学に通っているんですからねえ、責任は先生方にもありますね。学生にと

っての 4年間が、教育というものとまっすぐに向き合う時間でなければ」     

 Ｂ教授 「耳が痛いなあ」 

 図師   「先生、学長自らが学生一人一人に語りかけたらどうでしょう。教育についていろいろと話

してみては」 

 Ａ教授 「学長はものすごく忙しいから」 

 図師   「他の仕事は皆さんができる限り支えて」 

 学長   「うん、うん」 

 図師   「私のところの学生は、本当に懸命に打ち込むんです。見ていると生きるということはこ

ういうことなんだと、こっちが教えられるんです」 

 学長   「なるほど」 

 図師   「教育っていいなあ、と心から思います。人間は学ぼうとするときに、つまり自分を成長さ

せようとするときに生きているんだと思います」 

 Ａ教授 「図師先生は昔とちっとも変わってないねえ（笑い）」 

 図師   「死ななきゃ治らないという病気なんですよ」 

 学長   「僕も図師君のようなことがやりたいよ。図師君の学校に一度行ってみたいな」 

全国の学会の（いい意味で）ドンと言われる学長に僕は、「ウチの学生はすごいんだ」と繰り返した。 

親馬鹿という言葉があるが、きっと周囲の者たちはそういった印象を受けたに違いない。しかしいつも

こうなってしまう。これが外部の人たちと話すときの僕のワンパターンである。 

空回りしたっていい。本当に心からそう思っているのだから。僕の学生たちはどこの学生にも負けない、

そう信じている。だからつい自慢したくなる。僕が自慢しないでだれがするのか、とさえ思ってしまう。 

無論、うちの学生が完璧だとは思っていない。未熟であることは相当未熟だ。しかし、その未熟をよく

認識している。そして、今できるすべてをかけて少しでも成長しようと真摯に努力している。そして何よ

り、人間の生きる呼吸を感じるのだ。 

この僕の思いはきっと関係ない者たちには鼻につく類いのものだろう。 

でもいい。この思いが、僕のプライドである。僕の学生に対する思いこそが僕の誇りであり、僕がまさ

に生きるということであるのだから。 
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卒業 
 

小学生の僕は、いつも＜良い子＞でありたいと思っていた。そしてまた、＜良い子＞になりたいと願っ

ていた。小学校の図書館の本棚に『良い子になるには』という本を見つけて、早速借りた。そのことが同

級生の知るところとなり、僕はみんなから囃（はや）された。どうして＜良い子＞になろうとしたらいけ

ないのだろうか、僕にはわからなかった。ただ何となく恥ずかしさを覚えた。 

けれども僕は＜良い子＞になりたかった。小学校からの帰り道、大きな樹があり、日差しを浴びて陰を

作っている。その陰を踏みながら、この陰を出たところで、僕は＜良い子＞になろう、そういった、今思

うと不思議な決意を、不思議な真剣さで、したものだった。 

つまり、僕は自分が＜良い子＞ではないと自己分析していたのである。その良い子の座標軸を当時の僕

はどこに引いていたのだろうか。 

父も母も教育者で、極めて厳格な家庭環境であった。いつもいつも自分を分析していたような気がする。

息苦しさのようなものはなかったが、そこには確かに、＜ネバナラナイ＞という自己規制があった。 

＜ネバナラナイ＞、この囁きは今でも僕の耳に聞こえてくる。それを嫌ってはいないが、聞こえてくる

ものを次の瞬間、目の前の愛すべき者たちに囁いてはいないか、強制してはいないか、僕は最近、時々そ

う思うようになった。 

僕は常に＜卒業＞を欲した。小学生のころは早く中学生になりたかった。中学生も 2 年生になると高校

生になる日を夢見た。高校生になるや否や早くくだらぬ勉強から逃れて大学で呼吸をしたかった。「論理

の通じるところに行きたい」というのが、小学生の頃からの口癖になっていた。理屈の通じない社会を嫌

悪した。今自分のいる社会から逃れたかった。 

＜卒業＞、僕はどれほどその瞬間を待ち焦がれたことか。 

＜良い子＞でありたいと願った僕は、常に＜今の自分＞を分析し、否定していた。今を否定したい僕は、

＜卒業＞するしかなかった。 

しかしそれは、『良い子になるには』という本を図書館から借りて、一人の部屋で姿勢を正して読んで

いる少年の世界の痩せた想像力の所産に過ぎなかった。 

＜卒業＞が意味するものは、たとえば跳び箱に挑むときの確かな踏み台である。息を矯（た）めて、じ

っとねらいを定めて、助走にその第一歩を踏み出し、一歩一歩に確かな力を込めて踏み台までたどり着き、

助走のすべてを踏み台を踏む両足に集中させて未知の世界に飛ぼうとする。そこに必要なものは、それま

での助走に対する自信であり、誇りであり、信頼である。 

そして何より、未知の世界への期待であり、希望であり、理想であり、夢であり、同じく信頼である。 

私たちの研究所を巣立つ諸君、今まさに諸君は毎日の確かな助走から踏み台にたどり着き、力強い跳躍

を試みんとしている。君たちは自らの助走を胸を張って誇るがいい。自信を持つがいい。打ち込んだ自分

を信ずるがいい。 

そして、あしたからの世界に大いなる希望を持ち、夢を語り、自らを強く信じながら生きていってほし

い。 
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『地球が舞台』の人 
 

長い会議が終わり、会議机が食卓に変わり、みんなでお疲れ様の乾杯をしていると、電話のベルが鳴っ

た。 

電話をとったＭさんが僕のところに来て、 

「Ｈ先生があした日本人学校の補習校の前でビラ配りをしていいか、ということなのですが」 

「えっ、ビラって何？」 

「母国語教室の生徒募集をしたいって言っておられるんですけど」 

「だれが配るの？」 

「Ｈ先生がご自分で、それにＯ先生も誘って一緒にと考えていらっしゃるようなんですけれど」 

激しい会議の後であり、僕はかなりの疲労感を感じていた。しかしこの電話は僕を、僕の体中を大きく

揺さぶった。 

Ｈ先生には 30 年近くの中・高等学校における教職経験があり、その後、研究所の Diploma 課程に入学

され、Diploma 課程修了後は研究所のインターン・スカラシップ研究生として一年間精力的な研究をされ

た。卒業後は EBS ヨーロピアン経営大学にて講師をされるとともに、研究所の母国語教室の講師研究員

として子どもたちに日本語を教えておられた。 

僕はＭさんに言った。 

「何をしてもらってもいいよ。Ｈ先生の思われるようにしてもらいなさい」 

そして、その場にいた他の所員に言った。 

「完敗だね、僕は」 

「どういうことですか」 

「完璧に負けたということだよ。Ｈ先生はね、30 年近くも教壇に立っていた先生なんだよね。その先生

が、補習校の門の前でビラ配りをしようというんだよ」 

僕は体の中に大きなものが蠢くのを感じていた。 

「Ｈ先生はね、母国語教室の研究会の度に何とか母国語教室の生徒数を増やしたい、こんなにみんなす

ばらしい授業をしているのだし、みんなに認めてもらいたい、いつもそう言っていてね、頼みもしないの

にいろいろな調査をしてくれてね、有難いなあ、といつも思ってはいたんだけどね」 

Ｈ先生が補習校の校門前でビラを配る場面を想像する。 

「30 年近くも学校の先生だったんだよ、補習校の若い先生の前でビラを配るって言っているんだよ、み

んなわかるかい？」 

先生と呼ばれる人間の不思議な傲慢さを僕はよく知っている。理屈では反発を感じながら、僕自身そう

いった傲慢さを体に染み込ませている。 

Ｈ先生は僕などとても敵わない大きな大きなプライドを持って教育というものに打ち込んでいる。本当

の教育をしようというのに恥ずかしさや表面的なプライドなんか何になる、Ｈ先生の清々しい行動は、さ

あ、頑張りなさい、と僕を揺さぶり続けている。 

そのＨ先生が本を出した。『地球が舞台』。あたたかい教育愛と研究所愛にあふれた体験記である。 

塹江美沙子（ほりえみさこ）、この偉大なる教育者はまだまだ動きを止めようとしない。 
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普遍的であること 
 

スティーブン・スピルバーグの新しい作品「Saving Private Ryan」（米国）を観る。映画が始まって数十

分間、観客は第２次世界大戦の激しい戦場に引き摺り込まれる。確かに画面に映っているのは人間なのだ

が、そのあまりの悲惨さに、そこでのたうちまわっているのは別の動物ではないかと思いたくなるほどで

ある。 

被弾して片腕を瞬時に吹き飛ばされた兵士がその片腕を捜してもう一方の手で拾い挙げる様子や、内臓

が露出した兵士や死にゆく兵士たちの「マーム!（mum=mother）」という叫びには、手に持ったコーラや

ポップコーンを二度と口にできなくさせる、恐ろしい、しかし本当にそういったことがあったのだと感じ

させる迫力が、説得力がある。 

生と死の境をさ迷うとき人間は、人間らしさを少しずつ捨てなくてはならなくなる。たとえば芥川龍之

介の小説『羅生門』にあるのは善と悪の葛藤ではなく、生か死かといったぎりぎりの状況の中でただただ

生きんがために選択する人間性喪失の黒洞々たる夜への疾走である。 

そういった極限状況は大岡昇平の『野火』や武田泰淳の『ひかりごけ』等にも散見することができる。 

この「Saving Private Ryan」という作品では、4 人兄弟の 3 人までもが戦死したことを知った軍の司令官

から、残りの一人・末弟を捜し出し親元に帰すようにとの命令が下る。（大国のこの種の思いやりには大

いに興味を持った。）  

ある部隊がその任に当たる。その兵士 Ryan を救うために激戦地を命がけで進む兵士たち。そこには当

然のことながらわだかまりが生ずる。その男一人を故郷に帰すために死んでいく仲間がいるのだから。 

しかし次第に、兵士たちはその Ryan を守ろうとし始める。Ryan を親元に帰すことが、ぼろぼろになっ

た自分の人間性を唯一取り戻す拠り所でもあるかのように。 

人間はやはり人間として死にたい。 

映画が終わる。多くの観客が目頭に指を運ぶ。 

こういった感動には普遍性がある。英国人も日本人もドイツ人も、みんな同じ涙を浮かべることだろう。

つまりそれは等しく皆幸せを欲するということである。 

どんな肌の色をしている人も、どんな言葉を話す人も、どんな宗教をもつ人も、みんな等しく幸せにな

りたいと願う。 

このきわめて単純なことを、我々は繰り返し繰り返し思い出さなくてはならない。 

たとえば外国語としての日本語を学ぼうという人たちに我々が教えようとするものは、日本語という言

葉であるとともに、日本語のもつ、人間を暖かく包み込もうとする豊かさでなければならない。日本語を

学ぼうとする人たちの幸せにつながる言葉でなければならない。 

ということはつまり、日本語に、人間の幸せにつながる普遍性がなければならない。僕たちの日本語と

いう言葉の分析にはその普遍性についての座標軸がいつも引かれていなければならない。 

日本語は、ゆえに試練のときを迎えている。 
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学校という空間 
 

最近、深夜、毎晩のように不思議な汗をたっぷりと掻く。その汗で僕は必ず目を覚まさなくてはならな

い。目を覚ました僕が思うのは汗の正体ではなく、深い静寂の中に潜み、息を殺しながらじっと僕を見つ

めるもう一人の僕の存在だ。 

数日前の夜のことである。眠ろうとした僕は、その瞬間、あの「寅さん」映画の監督の顔を思い浮かべ

た。しかし、どうしても彼の名前が思い出せない。「山田」まで浮かぶのだが、そこから先がなかなか思

い出せないのだ。日本の映画監督の中では最も好きな監督であるはずなのに、どうしたわけか焦れば焦る

ほど思い出せない。その日僕は、眠る前にもじっとりと汗を掻いた。 

3 週間に及ぶ日本出張で疲れていた僕は、帰英の前日の午後、数時間だけスケジュールを空けてもらっ

て、その日に封切られる映画「学校 3」を見に、映画館（有楽町マリオン）に出かけた。山田洋次監督の

最新作である。 

初日ということで、山田監督、大竹しのぶ、小林稔侍、ケーシー高峰、それから名前は知らないが映画

の中で大竹しのぶの子ども役を演ずる青年の、舞台での挨拶も見ることができた。 

この「学校」シリーズの第 1 作は夜間中学が舞台だった。昼間の中学校に通いながら複雑な家庭事情も

影響して学ぶことに疑問を持ち、登校することができなくなっていたある女子生徒がその夜間中学で学ぶ

ようになる。学ぶということや学校の意味がわかりかけてきたその女子生徒が、卒業が近くなってきたあ

る日、「私はやはり高校に行って、大学に進み、それからこの中学校の先生として戻ってきたい」と担任

の教師（西田敏行）に言うラストシーンには涙を押さえることができなかった。僕はその生徒の言葉をそ

の夜間中学生の先生として、つまり映画の中の西田敏行になって聞いていた。教師にとってその女子生徒

の言葉は他のなにものにも代えがたい、＜あなたの生き方を私もしてみたい＞という意味の勲章であるの

だ。 

第 2 作は養護学校であった。養護学校における教師と生徒たちとの格闘は無論、その場で闘った者でな

いとなかなかわかるものではないだろう。だから誤解を招きそうで怖いが、あえて言うなら、僕は養護学

校で働くあの若い教師たちに嫉妬を覚えた。彼ら教師もまた子どもたちによって生かされている。人は成

長しようともがく姿が一番美しい、心からそう思う。つまり、教師たちもまた子どもたちとともに確かな

生を生きているのだ。そのことに気付く教師たちは残念だがまだまだ少ない。 

そしてこの最新第 3 作は、職業訓練校である。そこには今極めて切実な、リストラ等で職を失った大人

たちが複雑な挫折感を持ちながら集まってくる。 

話は大竹しのぶと小林稔侍のやや中年の苦（にが）さを感じさせる恋を軸として進むのだが、山田洋次

監督が描こうとしたのは単なる恋物語ではない。それは、その職業訓練校という「学校」が持つ、社会と

いう空間で疲れきった人間に、人間にとってかけがえの無いものが何であったのかを思い出させ、見つめ

させ、いとおしいものとして育もうとする、そういった空間の描写である。あるいは、そういった空間で

あってほしいという願いである。 

「学校」とは本来そういうところではないのか、山田洋次はそう問いかける。 

「学校」とは人間が人間として生きるということがどういうことなのかを、つまり人間にとって幸せと

は何なのかを学ぶところなのではないかと、必死に、しかも静かに、そしてあたたかく語りかけてくる。 

恥ずかしい話だが、映画館の窮屈なシートで僕はあふれる涙をこらえることができなかった。 

僕が、もしも心の内を素直にそのまま言うことが許されるならば、命をかけて作ろうとする「学校」も

そういった空間であってほしいと、震えるような思いに揺さぶられたのだ。 

スクリーンで展開されるドラマに僕は、僕たちの学校を重ねながら見ていた。 
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握手の後で 
 

西洋の習慣のひとつに、握手というものがある。 

よく言われることだが、われわれ日本人は初めての人と会った場合、まずは警戒し、親しくなるのには

時間がかかる。しかしながら一旦親しくなると、やや煩わしいほどに相手の懐（ふところ）の奥深いとこ

ろにまで入っていく。 

一方、西洋の人たちは、まずにこやかな微笑とともに握手を交わし、（日本人から見れば）一見親しそ

うな雰囲気がそこには漂う。ところが、その距離はあくまでほどほどの距離であって、時間が経ってもな

かなか縮まろうとはしない。東洋と西洋のコミュニケーションのスタートのかたちはかなり異なったもの

なのである。 

ところでこの握手であるが、よく観察してみると、右利きの人も左利きの人もまずほとんどは右手でし

ているようだ。左利きの人は左でするというものではない。もっとも、自分が左利きであったとしても、

相手が右利きなら右を出さなければ握手にはならない。そして今のところ右利きの人のほうが左利きの人

より多数を占めているようなのである。 

このことはつまり、ぼくが右の手を出して相手と握手をしようとするということが、相手に自分と同じ

右の手を出すことの強要となっているということでもある。これはずいぶん面白いこととしてぼくには感

じられる。 

握手という習慣（あるいは文化）はつまり、相手と向かい合って、相手に自分と同じ立場をとるよう強

要することなのである。視点を変えれば、相手と同じ立場で自分もまた向かい合っているということを示

しているのである。心配しなくても私はあなたに危害を与えるような武器はほらご覧のように手に持って

いないし、あなたと同じ立場で向き合っているのですよ、といったことの意志表示でもある。 

そして、その握手は極めて静的な行為であるともいえる。握手をしているときにはじっと相手と見詰め

合うしかない。握手をしたまま動こうとすると、くるくると二人してその場で回転しなければならなくな

る。ダンスでもするように。 

つまり、握手はその場で見詰め合ったり、ダンスをしたりして時間をつぶすには適しているが、一緒に

どこかに移動しようとするには都合が悪い。一旦握手は解除されなければならない。もし握手の後でも手

をつなぎ、たとえば仲良くひとつの方向に向かって進んでいこうとするなら、ぼくが右の手を出すときに

は相手は左の手を出さなくてはならなくなる。今度は握手の場合と反対で、必ず異なったほうの手をつな

がなければならない。 

人間のコミュニケーションのあり方も実は、握手（相手と向き合うこと）からはじまり、その後でその

握手した手をもう一方の手におきかえるときにはじめて前向きになる。相手に求めるものが自分と同じ種

類のものだけでは、向かい合ってお互いを確かめ合ったり味わったりすることはできるが、ともに何かに

向かって進むことはできない。前に進もうとすれば、相手の、自分とは異なった個性と手をつながなけれ

ばならない。 
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幸せを見つけながら 
 

 1 

朝、14 歳の娘は必ず僕のところに走ってきて、キスをして、行ってきます、と言い、それから、迎えに来

たフローレンスという友達と家を出ていく。そのとき僕が髭を剃っていたりすると、シェービング・フォ

ームが口の周りについているので、娘のキスは省略される。僕はなんだか大変な損をしたような気がしな

がら、研究所へと向かう地下鉄の中でそのことを思い出したりする。 

 2 

リージェンツ・パークの入り口あたりで、研究所の学生が急ぎ足でキャンパスに向かっていく。僕もつら

れて急ぎ足になるが、到底追いつかない。あの学生は遅刻しないかな、間に合うかな、と少し心配する。

春の訪れを確かに告げるように、水仙が芝生の間に顔を見せている。足を止めて、軽く深呼吸する。 

 3 

休み時間、学生の間を縫うように教員室に向かう。途中、学生たちと「おはよう」や「こんにちは」を交

換する。廊下にはたくさんのあいさつがあふれている。みんな笑顔で、しかも充実したまなざしを向けて

くる。 

 4 

講義を終えて部屋に戻ると、入れたばかりのお茶が待っている。 

 5 

「先生、もう帰るの？」と明日の教育実習の準備の為に教室に残っている学生が言う。「私たちと一緒に

もう少し残ってくださいよ」とも笑いながら言う。ケチャップのついたポテトを頬張りながらそうおどけ

て言う学生たちは深夜になっても輝いている。 

 6 

日本に行って大学で日本語の勉強をしてきましたが、この研究所の日本語の教え方が一番いいですよ、と

日本から帰ってきてまた研究所で学び始めた英国人が言う。 

 7 

日本から送ってきた書籍の間に、梅干が入っている。 

 8 

深夜、コンピューターに向かって仕事をしていると、体を壊すから早く寝なきゃだめだよ、と自分も起き

て勉強している次男が僕に忠告する。 

 9 

私が作ったんです、少しですけど、と学生がおむすびを持ってきてくれる。スタッフで分けて食べる。 

 

幸せというものが、もしも青い色を持っているとするなら、僕はおそらく青の世界で呼吸をしている。幸

せというものが、もしもかすかな花の香りを持っているならば、僕はその香りに満たされている。幸せは

自ら作っていくものではあるが、静かに周りを見渡すと、たくさんの幸せの中に自分がいることが分かる。

幸せはまた、見つけていくものなのだ。 
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ぼくたちの明日 
 

早朝の 4 時前に起きたぼくはベッドの中で伸びをする。シャワーを浴びて、それから朝の空気を吸う。ここ一

年ばかり前から時々襲ってくる胃の痛みが、朝の空気がしみたせいか、やや鋭い。 

ぼくの頭はすぐに働き始めて、いや正確に言えば、眠っているときも考えていたような連続性のある思考の疲

れがあるのだが、とにかく数多くのことが襲いかかってくる。 

日本語の文法のこと、今年の夏の学会について、巣立っていく学生たちともっと触れ合うことができたらよか

ったのだがという申し訳ない気持ち、新しい講師を含む講師陣のこと、今日からフランスに行って一週間ほど勉

強してくるという次男のこと、児童英語教育のセミナーがうまくいくかなあという不安、などなど。 

朝ぼくに襲いかかるのはそのほとんどが不安や心配事である。 

少し、つらい。 

不思議なほど毎日正確に生えてくる髭を剃りながら（髪の毛もこんなに誠実に生えてくれればよいのだけれ

ど）、ガンバルノダ、などと口に出してみる。 

万歩計をズボンのベルトに差し込んで地下鉄の駅まで歩く。近所の小学校に登校する子どもたちといつものよ

うにすれ違う。 

車で送ってきたダディやマミィと別れ際にキスをする子どもたち。学校に走りこむ子ども。その子どもを見守

る親たち。 

この風景には確かな明日がある。明日が必ずやってくることを信じて疑わない子どもたちの、実に平和なまな

ざしがある。 

ぼくはそういった子どもたちの豊かさを吸い込みながら、地下の駅にもぐりこむ。 

そしてもう一度地上に顔を出すとき、ぼくはもう子どもたちに負けない明日を持っている。 

ぼくの明日！ 

ぼくの明日は、ぼくたちの明日との言い換えが可能である。  

ぼくの毎日は、はっきり感覚できるほどに向き合う学生やスタッフの仲間、友人、家族、そういった者たちと

の関わりの中で間違いなく過ぎていく。 

だから、ぼくの呼吸は多くの仲間たちの呼吸を無視しては成立しない。 

教育の二文字に関わるぼくは、この二文字を共有する仲間たちといったいどんな明日を迎えようか。どんな明

日を夢見ようか。 

まずなによりその二文字が、人間の幸せに関わるものでなければならない。 

ぼくたちはそのことをぼくたちのキャンパスで自ら努力することで感得することができた。 

これから巣立つ者たちを前にぼくは、このすばらしい仲間たちとの大いなる明日という夢を見ている。 
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新しい権威 
 

 1. 

勧められて、えたいの知れないワインを飲む。まずい。マスターに聞くと、出来立てのワインだと言う。なる

ほど、と思う。 

どうしても会って欲しいと言うので、気のすすまぬ人と会う。会っている間はそれでも真摯に向かい合う。激

しい疲労感が襲う。 

後味の悪さとでもいうのだろうか、そういった夜はなかなか寝つけず、しかも早々と目が覚めていっそう虚し

さがつのる。 

いずれも身から出た錆である。それはよくわかっているのだが、蟻地獄のごとくなかなか抜け出すことができ

ない。 

僕の価値観の中にそういった時間や嗜好を完全には打ち消し得ぬ何かが巣食っているのである。 

 2． 

どの世界にも権威と言われる人たちがいる。 

それぞれの世界で功成り名を遂げた人たちである。 

しかも、多くの場合それらの人たちはそれぞれの世界における政治力も持ち合わせている。 

さらに、その政治力をどのように使ったらより効果的かについても熟知し、秀でている。 

そして悲しいことに、それらの権威と呼ばれる人たちの中にはそういった政治力の行使によってもっぱら晩年

を送る人たちもいる。 

権威に手の届かぬ者たちは、手っ取り早い成功の方法としてそれらの権威（の政治力）を利用しようとする。 

それは一種の＜商い＞である。 

けれども権威にはその言葉の響きはそぐわない。 

そぐわないが権威によって生活を始めた者は実は極めてその＜商い＞に積極的でもある。 

その権威を利用しようとする者たちは、これは＜商い＞ではないと表向きは説明し権威のプライドを傷つけな

いように配慮しながらも、最大限にその政治力を利用しようとする。しかし、もしもその権威に政治力がないと

わかると潮がひくように遠ざかっていく。 

権威のほうは何とかその政治力を示そうと躍起になるが、そうすればそうするほどその権威は失墜し始めるこ

とになる。 

その後味の悪さは、例えようのないものである。 

 3． 

野球選手がこう言ったそうだ、昨日のホームランで今日の試合に勝つことはできない、と。 

 4． 

もはや既成の権威には魅力を感じない。十分過ぎるほどその権威の表と裏を見た今、僕たちは自らの新しい権

威を産み出すために、できうる限り爽やかに歩んでいこうと思う。 
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もう一度 
 

小学生だった頃、ぼくは作文に「先生になりたい」と書いた。 

父も母も教育者だった。通っていた小学校の校長先生は伯父だった。 

家には大勢の、そしてさまざまな学校の先生たちがやってきた。 

ぼくはその人たちが好きだった。 

彼らのする話は面白かった。 

彼らの話の中にはいろいろな生徒たちの名前が出てきた。 

むろん誰一人としてその生徒たちにぼくは会ったことはなかったが、まるであたかも知っているかのような錯

覚を覚えた。 

それほど、彼らの話には臨場感があった。 

彼らは自分が教えている生徒たちのことを話しながら酒を飲んだ。 

ときに笑い、ときに深刻に考え込んだ。 

激しい怒りを口にする教師もいた。 

父はいつもそういった彼らの中心にいた。 

父もまた、笑い、目に涙を浮かべ、そして怒った。 

殴り合いになるようなことさえあった。 

ああ、この人たちはどうしてこんなに激しいんだ、とぼくは大人の迫力に怖ささえ感じた。 

我が家で繰り広げられる勉強会とも研究会ともとれるような、しかし不思議な熱気にあふれた連夜の宴会は子

どもの頃のぼくの懐かしい風景である。 

そういった彼らに対して父が繰り返し言っていた言葉がある。 

なかなかまじめな生活を送ることができないいわゆる問題児について（こういった子どものほうが当然と言え

ば当然であるが話題に上るのである）、父は若い教師たちに言った。  

「もういっぺん、信じてやることだよ」 

「もう一回、話を聞いてやるんだよ」 

「もう一度」 

だれよりも激しい怒りに震えていた父はしかし、そう言うのだった。 

その頃のぼくには、よくわからなかった。 

繰り返し繰り返し裏切る生徒をもう一度信じてやれ、というのである。 

父はまさに 24時間教育に打ち込む男だった。 

たまの休みには、早朝から釣りに出かけた。 

母の申し出で、ぼくも連れて行ってもらえることがあった。   

一日中釣り糸をたらしながら父は、ぼくに話しかけることはなかった。 

黙って繰り返し繰り返し餌をつけてはさおをしならせた。  

ぼくたち人間が生きるということはつまり、相手を信じるということではないか、父が静かに若い教師に言っ

た言葉をぼくはぼくに父から言って欲しかった、もしもぼくがそのとき大人であったなら。 

そして、教育の基本は、この「もう一度、信じよう」とする姿勢にあるようにようやくぼくにも思えるように

なってきたのである。 
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知らない自分まだある 
 

昨年 12月 9日の朝日新聞にサッカーのスター選手である三浦知良さんのインタビュー記事が載っていた。 

恥ずかしいことに、ぼくはサッカーのルールについてはまったく知らない。ぼくの子どもの頃のスポーツと言

えば野球だった。 

だから、何年か前、日本サッカー協会の役員の方に招いていただいて、ウェンブリ－・スタジアムで日本と英

国のナショナルチームの試合を見たときは、とんでもないところで喜んだりして周りから笑われ、居心地が悪か

った。 

そんなサーカー音痴のぼくでも三浦さんの名前は知っていた。 

屈辱的経験から立ち直るということは凡人にとっても大変なことであるが、三浦さんのようなスター選手にと

ってはより一層の苦しみがある。 

Ｗ杯でメンバーからはずされた三浦さんはしかし、「自分がやってきた結果だから、すべてを受け入れた。そ

うすることで自信を持ちつづけられたし、ポジティブな気持ちで前に進んでこられた」と言う。 

そして、その不屈の精神の原動力として、「自分の知らない自分がまだあるんじゃないか、という気がする」

「ぼくはまだサッカーがうまくなれると思っている。今の自分より、何かが良くなるんじゃないかって」と言う

のである。 

「自分の知らない自分」。その未知の自分を探し求める旅が生きるということではないかと三浦さんは言うの

である。 

そして、「みんながイメージするカズは、ドリブルでも二人でも三人でも抜ける、点も入れる、センタリング

もする。でもそういうことはもうできない」「気づいてみると年齢は三十を超えている。悲しい現実だね、それ

は」と語りながら、でも、「ぼくはまだサッカーがうまくなれる」と言うのである。 

三浦さんによって、サッカーの世界が豊かなものに思えてくる。スポーツの世界が大きなものに思えてくる。 

そして、なんとすばらしい言葉ではないかと思う、「知らない自分がまだある」とは。 

今の自分で諦めてはならない、それは自分に対して失礼だ、自分の中の未知の可能性を信じて、それとの出会

いを信じて努力していこう。 

ぼくたちはまだまだ人間としてうまくなることができるのだ。 

 

  

みうら・かずよし 

1967年静岡県生まれ。高校一年のとき、プロサッカー選手を目指して単身ブラジルへ渡る。 

1986年サントス FCにてプロデビュー。 

1990年帰国。日本リーグ一部の読売 SC（現ヴェルディ川崎）に入団。 

1993年チーム優勝。最優秀選手賞獲得。 

1994年イタリアプロ 1部リーグのジェノアに移籍。 

1995年から 98年までは再び川崎でプレー。96年にはＪリーグ得点王。 

1999年 1月にクロアチア・ザグレブに移る。8月に京都パープルサンガに入る。 

1990年から日本代表に選ばれる。 

1998年のＷ杯フランス大会では、最終合宿でメンバーからはずされる。 

1999年、日本代表候補に復帰。 
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学習する力 
 

日本から帰ったばかりのぼくは、おそらく日本でもらってきたのだろうが、体が熱っぽく、いわゆる風邪を引

いてしまったようだ。 

日本出張は、いつもそうなのだが、かなりハードなスケジュールだった。東京に入り、札幌、東京、福岡、大

阪、長崎、広島、東京、名古屋、東京と日本全国を飛行機や新幹線で飛びまわった。 

研究所の講座の説明会や公開講義、あるいは国際教育についての教育講演といった仕事に加え、さまざまな大

学の教授たちとの会議等で一時間刻みのアポイントラッシュであった。次の約束の教授をロビーで待たせ、今会

っている教授との会議が終わると同時に紹介したりと、数珠繋ぎの毎日だった。 

深夜、ホテルの部屋に戻ると、たくさんはいっている fax や E-mail 、それにボイス・メールの処理に追われる。 

深夜でないとぼくがつかまらないと知って、11時や 12時に電話をかけてくる者もいる。 

そういった多忙な時間も、研究所を離れているため、日常とは異なった時間であることには違いない。日常を

離れてみないとよく見えないことは確かにある。 

名古屋での話である。名古屋の国際センターでの講座説明会には 50 名を越す人たちがやってきてくれた。20

～30 名だろうと予想していたぼくたちは慌てた。準備は当然忙しくなる。いつもはぼくは公開講義の準備に専念

するのだが、その時はみんな忙しそうだったので展示等を手伝った。あのブルータックというものを使って英国

の旗を壁に貼ろうとした。 

公開講義中に壁に貼られたいろいろな展示物が落ちてくることがあったので、ブルータックは多めに使うよう

指示しておいたが、自分で貼っていくうち、何箇所にもブルータックを使ってもしばらくするとはがれてくる現

象に出くわした。 

どうしてだろうと確かめてみて、わかった。 

ブルータックの粘りが消えているのだ。何度も使ううちに壁のさまざまなゴミやほこり、その他のものをとり

こんでしまい、本来の粘着力を劣化させていたのである。手でよく揉んだり、あるいは新しいものと代えてもら

ったりしてぼくは何とかその作業を済ませた。 

もしもぼくが自分でその作業をしてみなかったら、ぼくにはおそらくそういったことはわからなかったに違い

ない。そうか、そうなのだ、とぼくは一人頷いた。 

3 月号の月刊『文藝春秋』において、永六輔が「風にあたった人と、風が吹いたことを知識として知っている

人には差があります」と言っている。「60年安保」に関する発言である。 

「安保」については、今回の出張中に酒を飲みながら何度か話題になり、話題にした。当時青春を送った人た

ちにとって、「安保」は肌が覚えている体験である。 

われわれは大小さまざまな経験や体験を積み重ねて生きている。その一つ一つから多くのことを学ぶことがで

きるのだが、全く同じ経験をしても、すべての人が等しく同じことを学びうるわけではない。 

経験から学ぶためには力が要る。学習するための力が要るのである。いまこれを学習力と呼ぶことにしよう。

学力は学習した結果獲得された力であり、学習力は学習するために備えられた力である。つまり、学習力がなけ

れば学力はつかない。 

ならば、学習力とは何か。おそらく二つの成分からなるものであろう。一つは知識等の学力である。もう一つ

は、学ぼうという意欲や、学ぶ際の謙虚さである。成長しようという素直な向上心と言ってもよい。 

粘着力を失ったブルータックをいくらたくさんくっつけても貼り物は落ちるだろう。ヘルメットをかぶり、角

材を振り回した経験もそのまま封印される体験となることだってある。 

風を感じる力が必要なのである。 
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思い出と 
 

次男の陽（よう）は 17歳である。身長は 190センチに届かんとする。ひょろっと瘠せている。 

心優しい彼は、家の中に飛び込んできた虫をそっと本の上に乗せて窓から外へ逃がしてやる。雑誌で打ち落と

そうとすると本気になって怒る、「かわいそうじゃないか」と。 

キングス・クロス駅でケンブリッジ行きの列車を一緒に待っていると、そこにホームレスの男が近づいてきた。 

「20ペンスを持っていないか」 

「いや、ない」 

今度は、陽に向って尋ねる。 

「20ペンスを持っていないかね」 

「えっ、ああ、多分持っていると思う、ちょっと待って」 

といいながら、財布の中を捜す。彼がその男に渡したのは 1 ポンド硬貨だった。男は驚き、陽に握手を求め、名

を聞いた。 

男がその場を去り、ぼくは陽に尋ねた。 

「どうして 1ポンドをあげたの」 

「20ペンスがなかったから」 

「そうか」 

そう言えば、かつてこんなことがあった。10 年近く前のことである。日本から訪ねてきた教え子をつれてソー

ホーの中華街に出かけた。食事を終えてレストランを出たところにホームレスの男が立ちはだかった。 

「小銭を持っていないか」 

「いや、ない」 

すると、3人の子どもたちがそろって自分の小銭入れからコインを差し出した。 

家に帰り、ぼくは子どもたちに言った。 

「自分で努力して作ったお金でもないのに恵んでやって良いことをしたつもりになってはいけない。恵んでや

りたくても自分にはまだまだ力がないと思わなければ」 

陽にとっていまだにその状況は変わらない。まだまだ学生の身分の陽は、ぼくのすねをかじっている。 

しかし、ぼくはもう忠告はしない。10 年前のぼくの考え方が間違っていたとは思わないが、陽の優しさにも筋

金が入っていた。 

ぼくははっとしたのだ。ぼくの言ったことは論理にすぎない。そしてそれはおそらく論理的には正しいだろう。

しかし、ぼくたちは論理を主食にして生きているのではない。 

その陽が数ヶ月前からギターを始めた。全くの独学で少しずつうまくなっている。自分で書いた詩に曲をつけ

て、歌っている。ボブ・ディランが好きで、おそらくボブ・ディランにでもなったつもりなのだろう、同時にハ

ーモニカをくわえたりもする。 

彼のいないとき、彼の部屋に残されたギターに触る。アルペジオで音を出してみる。指が痛い。ぼくも大学生

時代にギターに触れたことがある。自分の詩や中原中也や立原道造の詩に曲をつけて歌った。 

右左と交互に足を動かして前に歩みつづけるぼくはしかし、歩むために歩んでいるのではない。かつて犀星や

白秋、道造や辰雄がいた軽井沢や追分を詩を諳んじながら歩きまわったぼくは、もう一度背伸びをして、たくさ

んの空気を吸い込み、大地の鼓動を聞いてみたいと思う。 

青春はまだ手放してはいないのだから。 
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死ぬということ 
 

庭の枝垂桜の下でぼくは、人間が死ぬということについて考えていた。 

見事な桜の花の下で、親族は記念写真を取っている。 

義父の葬式が滞りなく終わり、誰ともなく桜の花の下に集まってきたのである。 

ぼくはその桜の美しさにことばなく驚嘆した。 

今まで見た桜の中で、これほどまでに美しい桜はなかったように思えた。 

義父の葬式はまるで方程式に放り込まれた数字のように機械的に処理されて、そして終わった。 

その夜、ぼくは骨と化して小さな箱に納まった義父とともにまんじりともしないであくる朝を迎えた。 

その義父が逝去する 10日ぐらい前、ぼくは英国から日本のその病室に電話をかけた。 

電話口で義父は言った。 

「図師君、わしは懸命に生きたよ、本当に一生懸命に生きたよ」 

それが義父がぼくに言った最後のことばである。 

しばらくして彼は意識を失う。 

それからは、いわゆる医学の力によって「生かされる」ことになる。 

義母や義弟、そして妻たちはなすすべもなくただ病床の義父のそばで彼を見守るのである。 

ぼくもまた、ぼくの父や母が死んだとき、ともに命を削っているような思いで病院に詰めたことがある。 

意識がなくなり、病室に備えられた機械がひとり、彼のかすかな命の存在を証明する。 

そこにいる者たちはいったい何を待っているのだろうか。 

回復の見込みのない命は、科学の力によってか細く、しかし確かに生かされ続ける。 

そこにいる者たちが待ち続けるのは、横たわる者の死ではないか、ぼくははっと気づくのだ。 

その時が来ると誰もが泣き崩れるのであるが、しかし、その時を待ち続けたのも彼ら自身である。 

ぼくにはそのことがひどく悲しいことに思える。 

愛する者と別れたくないという思いの純粋さに対して、科学の力はその別れの瞬間を延期してくれる。 

一秒でも長く生きていてほしい、そう願う気持ちがそこで叶えられる。 

しかしながら、その一秒は一日や一週間となって、当初願った一秒の生とは異なった生が突きつけられる。 

そして、次第に待つようになる。 

その死の瞬間を。 

無論、それは意識されることはないが、心のどこかにそういった思いがあったことに、ぼくたちはたとえば葬

式の機械的なプロセスを通して思い至るのではないか。 

それは本当にひどく悲しい邂逅である。 

かつては、つまり医学がそれほど発達していないころ、人はもっと自然に死んでいった。 

何とか一秒でも長く生かすことはできないものか、生きていてほしい、そう思う気持ちに包まれながら、人は

死んでいった。 

ぼくたちは文明の進歩とともに、複雑な感情や感性を要求され突きつけられるようになっている。 

このことをぼくたちはしっかりと認識していなくてはならない。 

ぼくたちはもはや、人の生き死にといった極めて原初的なことに対しても不思議で不可解な状況に追い込まれ、

それらに対応することを要求されるようになっているのである。 

桜の花はしかし、いつものように散ろうとしている。 
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ぼくたちの挑戦 
 

ぼくは、すぐに酔ってしまう。 

たとえば、である。 

ひとりの青年が突然来訪する。 

大学卒業後およそ 7 年間、北海道の高校で国語教師をしていたその青年は、行詰りを感じて大学院に進学する。

大学院を修了し、ロンドンにやってきて英語を学びながら、教育について彼は考えを深める。 

彼はこう言う、 

「私は申し訳なかったと思うんです、当時の生徒たちに。当時、私には力がなかった、だから逃げ出した」と。 

そして、続ける。 

「日本に帰ってもう一度教師になります。そして頑張ってみたいと思います」と。 

読んでもらおうと思って手紙を書いてきました、と彼はぼくに一通の封書を手渡した。 

彼と別れてぼくはその手紙を読んだ。 

丁寧な手書きの文字でぎっしり書き込まれたその手紙を読みながら、ぼくは体に熱を感じた。 

教育に対する真摯な、そして清々しい情熱がそこにはあった。 

そしてまた、たとえば、である。 

日本の大学の教師をしている男が e-mail をよこす。 

「ぼくは教師として失格なのではないか、そう思ったりするんです」。 

あえぎ、苦しみ、もがく。 

大学の教師として懸命に学生と向かい合う彼はしかし、教育者としての自分を誰よりも厳しく見つめようとす

る。 

昨日彼から届いたばかりのメールには、ナスとピーマンとインゲンと枝豆、そして大根を植えました、とあっ

た。 

自分をいろいろな角度から見つめながら磨いていこうとしている。 

さらにまた、たとえば、である。 

ぼくの詩を読んでください、と現役の学生が訪れる。 

時間を見つけて、何篇かの詩をぼくは丁寧に読む。 

その学生を呼んで、いくつか指導する。 

学生は一つ一つをそのまま、砂地に水が染み込むように聞く。 

しばらくしてまた、やって来る。 

書き直された詩と新しい詩。 

あれっ、これは、という顔をすると、先生の詩を参考にしました、と恥ずかしそうに言う。 

彼のまなざしは清々しく澄んでいる。 

最後に、たとえば、である。 

卒業して日本に帰るある学生と約束した。 

彼女の涙ながらの決意の話を聞いたぼくは、まず支えてくれた人たちに感謝することから始めることだ、と言

った。 

日本に帰った彼女から手紙が届く。 

「日本に帰って、父親と母親に約束通りきちんとお礼を言いました。けれども、まだまだ足りません。どうし

たら私を愛してくれ、支えてくれる親に報いることができるか、今そう考えています」 

ぼくは、すぐに酔ってしまう。 

弱い人間が少しずつ強くなろうとする。 

しかもその求めようとする強さは、ただただ自己本位のわがままなものではない。 

そのあたたかく清々しい思いにぼくは、どうしようもなく酔ってしまい、彼らと一緒にもう一歩、明日を信じ

て挑戦してみようと思うのである。 
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手前味噌 
 

総選挙が終わった。どの政党が「勝った」といえるのかはっきりしない、つまり極めて日本的な結論が下され

たように思うが、その選挙戦において今回も、教育問題が争点の一つとなっていた。 

青少年のさまざまな犯罪や学級崩壊や学校崩壊といわれる教育現場の状況が取り上げられ、このままではいけ

ないという国民の思いに訴えようという選挙対策としての戦略である。 

教育基本法を改定しようという動きもあり、確かに今までの取り組みとは違ってやや具体的な展開が予想され

る。 

しかしながら、何か肝心な点が欠けているように思う。 

5 月から 6月にかけてぼくは日本に出張した。3週間ほど滞在したが、その間に東京と福岡で講演をした。2002

年に改訂実施される新学習指導要領によって始まる総合的な学習の時間、その柱の一つである国際理解教育につ

いてぼくは話した。聴衆はほとんどが現場の教師たちである。 

会場の一人一人の顔を見ながらぼくは話したのだが、なかにはこういった表情の人が子どもたちに向かい合う

教師なのかといった実に生気のない人たちがいた。 

ぼくは思わず言った。先生である皆さん自身が変わらなければ、教育は変わらないのです、そのための勇気が

皆さんには必要です、と。 

さまざまな教育改革のアイデアが出されても、面倒くさそうに、なにかの処理でもするかのように教育に向き

合っていく教師たちがいたのでは、子どもたちにとって豊かな状況など生まれるはずはない。 

親は確かにもはや親ではなく、まわりを見渡せば子どもと何らかわりのない歳をとっただけの未熟な大人たち

が行き来していて、こんな状況で子どもたちにまともに育てというほうが無理だとは確かに思うけれども、それ

でもしかし教師はプロフェッショナルでなくてはならない。 

教師が変わることで、子どもたちはかなり変わり得るとぼくはそう信じている。 

夢を語る教師、理想に向かっていく教師、その教師たちのまなざしに触れる子どもたちは人間がいきるという

ことの意味を体感するに違いないのだ。 

そのことを実は、ぼくは研究所の学生である君たちから学んだ。 

君たちの研究や実習に打ち込む姿は本当に尊いと思う。 

明日の実習のために寝ないで準備をしていく君たちを見ていると、人間はこんなにも一つのことに懸命になる

ことができるのだと思う。 

しかも、いくらだって手を抜くことはできるのだ。 

こうすればあの学習者は喜んでくれるだろうか、この方法でわかってくれるだろうか、やっぱりこのほうがい

いか、などと考えられる限りのことを一つ一つ克服していこうとする君たちの姿は、本当にすばらしい。 

もしも君たちが、日本語教師というだけでなく学校の教師であったらどんなに子どもたちは幸せだろう、ぼく

はついそう思ってしまう。 

君たちの教育にかける情熱が活かせる場を何とか広げていかなければと心からそう思う。 

こういうことを手前味噌というのだが、そう言われて結構、ぼくは君たちのまなざしや取り組む姿勢に自信を

持っている。 

こんなにもすばらしい者たちがまずはことばの教育から豊かな世界を創り出そうとしているぞ、とぼくはもっ

ともっと大きな声で言いつづけなければならない。 

 



濫觴 RAN●SHOO 

©Institute of International Education in London 

No. 44 
September 12

th
, 2000 

 

オリンピック 
 

もうすぐ､シドニーオリンピックである。 

オリンピックの思い出といえば､やはりなんと言っても東京オリンピックだ。 

いや､東京オリンピックで僕のオリンピックに対する関心はほぼ終わったといっていい。 

そこにはバレーボールの東洋の魔女がいて､重量挙げの三宅兄弟がいた。日本選手の体操における活躍も､そし

て柔道のヘーシンクの恐ろしいほどの強さもすべてが昨日のことのようによみがえる。 

しかし､東京オリンピックにはもうひとつ忘れられない重い思い出がある。 

マラソンである。 

マラソンという競技はオリンピックの中でも最も注目を集める競技のひとつであるが、東京オリンピックでも､

あの裸足の王者アベベがいた。東京では靴をはいて走ったが､その哲人のような走りは歓声を送るその声を沈黙

に変える静かな怒りさえ感じさせる迫力があった。 

そんな中で円谷幸吉は、日本中の期待を背負いながらスタジアムに姿をあらわし､見事銅メダルを獲得する。 

歓喜する日本の応援団を背に､まもなくして彼は､銃を使って自殺する。「もう走れない､申し訳ない」という

遺書を残して。 

彼は明らかに「日本」という国のために走った。 

そこにはある種の美学があった。 

と同時に､切ない悲劇があったのだ。 

円谷とともに東京オリンピックで走った選手には寺沢や君原がいた。 

君原健二。 

いつも彼は苦しそうに首を振りながら走った。 

見ていると今にも立ち止まりそうなのだが､いつもきちんと完走するのである。 

東京に続くメキシコ大会で銀メダルを獲得した彼には､有名な逸話が残っている。 

銀メダルを獲得したその夜､君原はメダルの返上を申し出る。 

レース中に腹痛のためトイレに駆け込んだ自分にはメダルを受け取る資格がないというのである。 

ルールを犯しているわけでは無論ないが､君原のマラソンの美学として､その走りは美しくないというのである。 

マラソンはそのプロセスこそが命であると考える彼にとって､銀メダルはむしろ重荷であった。 

君原は出場したすべてのマラソンで完走している、たとえ順位が下位となっても。 

君原は言う､「練習場はアトリエ､レースは展覧会場､ランナーは芸術作品」と。 

さて､われわれの教育の世界､君原流の美学はあるか。 

アトリエに充満する絵の具のにおい、それと等しく教材分析や授業の準備に汗する姿があるか。 

展覧会場に漂う期待感は、学習者と教師との出会いの場である教室に張りつめているか。 

芸術作品としての完成度を教師やその授業は志向しているか。 

「教材研究や授業準備がアトリエ､教室は展覧会場､教師や授業は芸術作品」、そう言いたいものである。 
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ことばの責任 
 

ぼくが子どもの頃は、日本という敗戦国が国づくりにもう一度大変な努力をしている頃であった。 

その頃、ぼくたちはアメリカという国を強く意識した。 

学校では教師たちがアメリカという国のすばらしさを教えてくれた。 

外国はすなわちアメリカであった。 

ぼくたちは数多くの偉人たちの中からアメリカのリンカーンやまだ生きていたケネディを読んだ。 

アメリカのお菓子はなぜかおいしかった。 

アメリカについてさまざまな自主研究が課せられた。 

友達が発表するアメリカはどれもこれもがすばらしかった。 

教師は言った、 

「アメリカ人は、思ったことをはっきりと発言する。言いたいことは遠慮しないではっきりと言うのがこれか

らの人間に求められている」と。 

学級会では、はきはきとした発言が評価された。 

そして、カッコよかった。 

みんなどんどん発言するようになった。 

日本語教育に従事している今、日本語には含みというものがあるとか、言外の言というものがあるとかと学ん

でいるが、そういった日本語の形が少しずつ変わってきているように思う。 

今までの日本語ではなかなか言えなかったことが、あるいは言い方が、ためらいなく言われるようになってき

ているような気がする。 

男は女に「愛している」とはなかなか言えなかった。 

だからといって愛していなかったわけではない。 

むしろ昨今のように「愛している」と気軽に言う形よりももっと愛していたのではないか、そんな気もする。 

こんなことを書くと、おじさん扱いをされそうだが、正直に言ってそう思うのだ。 

「愛してる？」と聞かれて、「馬鹿だなあ」としか言えない男は、「愛している」ということばでは表せぬ思

いを、表しきれぬ思いを、持っていたりするのだ。 

それでもなお、「愛している」ということばを聞きたいという思いは確かにあるだろう。 

それはそれでいい。 

いいのだが、そういったなんとも表しにくい思いとことばとの関係については知っていてもいいと思う。 

日本人はかなり変わったと思う。 

ことばとの関係が最も変わったのではないかと思う。 

つまり、日本人の精神性や文化の根幹に座る価値観が大きく変わってしまった。 

平気で他人の攻撃をする。 

友達同士でも公的にでもである。 

確かであるかどうかわからないうちに、つまりいいかげんな情報で気安くことばによる攻撃をしてしまう。 

新聞や雑誌、テレビやラジオ等のメディアに関わる者たちの無責任な報道姿勢はほとんど狂気といっていい。 

それが間違っていると指摘されると、そんなつもりではなかったと逃げようとする。 

発言の自由や報道の自由は守られなければならないが、それと等しく、発言したことについて重い責任が伴う

ということを、西洋について学ぶとき忘れていなかったか、そういう気がしてならない。 

西洋では、ことばの責任をたとえば名誉毀損等の訴えによって裁判で裁くというのが日常的である。 
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くに 
 

仕事が忙しくなって、人に会うのはほとんど外である。どこかの会議室であったり、レストランであったり、

ホテルのラウンジであったり。 

昔はひとの家に招かれたり、招いたりということがよくあったように覚えている。 

それでもたまに、イギリス人の家庭に招かれたりすることがある。 

招かれて楽しいときをすごすことができるのは、なんといってもピーターとメアリーの家である。 

ピーターとメアリーはぼくのイギリスの父と母といっていい。もう隠居の身分のおじいちゃんとおばあちゃん

だが、気のいい、しかし頑固な人たちだ。 

「英語はもはや世界の言語なのだから何も日本語なんか英国人が勉強する必要なんかないよ」とか、「だいた

い外国人が英国にどんどんやってくるから英国がおかしくなってしまうんだ」などとぼくの前でぬけぬけと言う。 

ピーターがそう言うと、メアリーが何てこと言うの、と怒る。 

しかし、ピーターに言われるとなんとなく、「そうだよなあ」と彼の前で彼の家のソファに寝転びながらそう

思ったりする。 

ぼくの顔をみると必ず説教をするピーターは、「テリー（ぼくのこと）、人生は短いんだ、どうしてそんなに

働くんだ、もっとゆっくり人生を楽しんだらどうだ」というのが口癖だ。 

ぼくはこのことばをこの 14年間にいったい何度聞いたことか。 

そのたびにぼくはピーターのことが好きになる。 

何か飲むかと聞くので、じゃあ、ウイスキーをと答えると、クレージーだ、ウイスキーなんか飲むなんて、と

言いながらグラスに注いでくれる。 

会員制のジェントルマン・クラブにはじめて連れて行ってくれたのもピーターで、そこでぼくにスヌーカーを

教えてくれた。 

実は彼も猛烈に仕事をこなす男だった。それをぼくはちゃんと知っている。 

現役の頃は休みにもコンピューターに向かって仕事をしている姿をぼくはちゃんと覚えている。 

ぼくに隠れて日本語を勉強しようとしたことだって知っている。これは志半ばでギブ・アップしたようだが。 

彼の家はいつもきちんと整理されている。 

上品な色合いでコーディネートされ、必要なもの以外は何もないが、しかし必要なものはきちんとそろってい

るといった具合の、なんとも心地よい空間である。 

そうか、一つ要らないものがある、いやいる。 

猫である。キャンディーという名前で、ぼくのひざにすぐ乗ってくるのだが、ぼくは動物は苦手だ。 

メアリーの料理はいわゆるイギリス料理なのだが、実にうまい。いつもおなかいっぱい食べることになる。 

ただ、最初の頃、すなわち 14 年前にメアリー手製のアップル・パイをおいしいと言ったばっかりに、いつも

必ずデザートの一つはアップル・パイが用意されていて、ぼくはそれ以外のものに手をつけることができない。 

そうすると、テリーは本当にアップル・パイが好きだねえ、となって、ますます他のデザートに手を伸ばすこ

とができなくなっている。 

この人たちはたった 14年前からの知り合いである。 

しかし、ぼくは彼らになんともいえない懐かしいものを感じてしまう。 

ぼくの愛する日本という国を遠くはなれて、ぼくはしかしもう一つの母なる空間を手にしつつあるような気が

する。 

ぼくの子どもたちはもっとそうだろう。 

ぼくの子どもたちは、彼らの人生のほとんどを、少なくとも今までは英国で送ってきた。 

しかし、やはり日本人ではあるのだ。 

彼らにとっては英語ということばが最も親しみのある言語で、とすると、彼らにとっての国とはいったいどん

な意味を持つことになるのだろうか。 

キャンディーの背をなでながら、考えている。 

 

 

このNEWS LETTER[濫觴]は、英国国際教育研究所で学ぶ皆さん
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確かに生きたということ 
 

長い日本出張から帰って、ぼくはやや体調を壊した。 

ほぼひと月間、一日の休みもなかったのだから、体が疲れているのは当然だが、この気持ちの悪い感触は一体

なんだ。 

とうとうこの前の日曜日にはベッドから抜け出すことができなかった。 

旅に出ると、＜生きる＞ということについて考える。 

いやむしろ＜生きざま＞について考える。 

そこでぼくは、ぼく自身をじっと見つめて、嫌になるのである。 

自分を否定し始めると、これはしつこい。四六時中、あらゆる場でその思いが襲いかかってくる。 

ぼくはぼくの納得のいく生きかたをしてはいない、そういう思いがぼくを責めるのだ。 

ぼくがぼく自身を納得させる生き方というものがどのようなものであるかについては、ようやく少しずつ見え

てきたような気がする。しかし、現実のぼくとそれとのギャップがつまりは明らかになり、ゆえにぼくは苦しむ

ことになる。 

ベッドの中でぼくは、不規則な呼吸をしながら、ベッドサイドに積まれた雑多な書物の山に手を伸ばす。 

手にしたのは、月刊『文藝春秋』の 2月号である。 

第 2 特集として、「20 世紀を彩った 60 人に捧げられた鎮魂歌」として、さまざまな「弔辞」が編まれている。 

司馬遼太郎へ田辺聖子、手塚治虫へ加藤芳郎、遠藤周作へ安岡章太郎、石原裕次郎へ勝新太郎、芥川竜之介へ

菊池寛、小林秀雄へ永井龍男、田村隆一へ佐々木幹郎、美空ひばりへ中村メイコ、三船敏郎へ黒沢明、市川房江

へ藤田たき、尾崎士郎へ川端康成、円谷幸吉へ三宅義信、星新一へ筒井康隆、江戸川乱歩へ松本清張、小津安二

郎へ里見弴、武満徹へ河毛二郎、壇一雄へ尾崎一雄、青田昇へ長嶋茂雄、中上健次へ柄谷行人、フランキー堺へ

小沢昭一、杉村春子へ新藤兼人、谷崎潤一郎へ丹羽文雄、太宰治へ井伏鱒二、江藤淳へ石原慎太郎、開高健へ司

馬遼太郎、……。 

いずれも葬儀の場で読まれた、まさに別れのことばである。肉声である。 

「いつも電話で最後になると＜お前、幸せか＞って聞いてくれたんだけど、もうそんなふうにいってくれない

のかなあと思うと本当に寂しいよ、お兄ちゃん」（渥美清へ倍賞千恵子） 

「＜張さん、どうしてもホームラン王を取りたいんだ。苦労をかけたお袋と家族を幸せにしてやりたいんだ＞

君は言ったな。俺は、何を言うか、取りたいんじゃないんだ、取るんだ。そして最後の本当の最後のゲームで君

がホームランを打った瞬間、泣きながら、ベースを一周してきたなあ。かつてそんな純情な野球選手がおっただ

ろうか。帰ってきて、大きな体でわたしにだきついて、互いのユニフォームがぐしゃぐしゃになるまで泣いたも

んだなあ」（大杉勝男へ張本勲） 

「本当に惜しい。本当に残念。けれども美千代さんの嗚咽を背中で聞き乍らガーゼをめくると実に、金子さん、

あんたの平穏な美しい貌があった。これは死んだんじゃあない。昼寝だ。永遠に昼寝にはいったんだと思ひまし

た。それにしても月桂樹の葉つぱ位、その眠りの額におきたいな、ともふと思つたのですが、そんなものない方

があんたらしくサツパリしてゐていいナ、とも思つたのです。嗚呼」（金子光晴へ草野心平） 

これらのさまざまな人たちの＜生きた＞という重みを、＜確かな生＞を、微熱があるのか体中に汗をかきなが

ら、そしてまた、どうこらえても浮かんでくる涙を、ぼくの具合を心配してときどき優しいことばをかけにやっ

てくる娘に気づかれないようにしながら、ぼくは貪り読んだ。 

「ぼくもそろそろぼくの人生の重さについて考えなくちゃいけないな」、少しおどけて声に出してみる。とす

ぐに、また体中にじっとりと汗をかく。 

ぼくが確かにぼくとして生きるということとは一体何なのか、そして、そのぼくの生がぼく以外の人間にとっ

てどのような意味を持つことになるのか、ぼくはぬれた下着を替えながら、「うん、そうだな」とある一つの思

いに至るのである。 
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繋
つな

がろうとする力 
 

新しい世紀が歩みを始めてはや 3ヶ月が過ぎようとしている｡ 

しかし、ぼくにはその感慨がさほどなかった｡ 

20世紀と 21世紀がどのような違いを持たなければならないかについて､ぼくは興味を持ってはいなかった｡ 

というよりむしろ､さまざまな新世紀を迎えるセレモニーに対してなんとなく違和感を持ったほどである｡ 

けれども､あしたについてはよく考える｡ 

あしたはあさってをうみだし、つまりは人類の未来へとつながる｡ 

教育は人間の幸せについて考えようとするシステムであるから､あしたの人間の幸せとはなんだろうといつも

無意識にもといっていいほど考えつづけている。 

しかし､なかなか分からない｡ 

見えてこない｡ 

ぼくは一日にいろいろな本を読む｡ 

ある夜､なかなか眠ることを許してくれない不快な疲れを例のごとくさまざまな書物の乱読と強いアルコール

とで紛らわしながら、眠りの訪れを根気よく待っていた｡ 

どうした拍子だったか､なぜ今ボランティア活動に関心を持つ人や老人介護を志す若者が増えているのだろう､

とそう考え始めた｡ 

ウイスキーのストレートの怒るような熱さがのどから胃へ降りていく｡ 

ぼくは目を瞑った｡ 

そうするうちに少しうとうとしていたようだ｡ 

ソファから立ち上がり､眠れそうだなと思いながらボトルを元の棚に置こうとしたとき､ぼくに不思議な思いが

走った｡ 

そうか､そうなんだ｡ 

21世紀のキー・ワードは､「繋
つな

がろうとすること」だ｡ 

20世紀の幸せは「モノやカネ」であった｡ 

ほぼそれらを手にした人間はそれらで満たされることのない空腹感をどうやって満たしたらよいのかと悩むよ

うになった｡ 

コンピューター・ゲームもしばらく遊ぶと飽きて新しいものが欲しくなる｡ 

次から次へと新しいゲームを買い込み､しかしやはり飽きてしまう｡ 

そういった感覚が生活のすべてに蔓延する｡ 

もはや「モノとカネ」とでは満たされなくなってしまった人間は､気持ちの悪い空腹感と苛立ちに襲われるこ

とになる｡ 

「モノもカネ」も手にしたとたん完結してしまうのだが､その完結してしまう感触が寂しい｡ 

終わらないものはないのか。 

ずっと静かに体内に残りつづけるような､そういったものが欲しい｡ 

それは､自分以外の人間と「繋
つな

がる」ということであった｡ 

ぼくたちの幸せはもはや「モノとカネ」とによっては得られない｡ 

そのことに気づき始めた人間は､どうすれば周りの人間たちとあたたかく繋
つな

がることができるかと考え始めた｡ 

それは､ささやかな行為であった｡ 

たとえば､バスの中で老人に席を譲ったときの不思議な喜びであり､被災地の人たちを手伝ったときのそれであ

る。 

あるいは、父親の肩を揉んでやったときの触感であったり､食事の後片付けの手伝いであったりする｡ 

そういった当たり前のふれあいをぼくたちはずいぶん長い間忘れていたのではないだろうか。 

そしてまたたとえば､外国のことばを覚えてその人のことばで「ありがとう」と言いたい、「ごめんなさい」

と言いたい､という思いである｡ 

ぼくたちが関わろうというたとえば日本語の教育や英語の教育はつまり､新しい世紀の幸せの真中に座る「繋
つな

がろう」という思いを具現化していく喜びにあふれた仕事であるのだ｡ 
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ふたたび、教師論 
その 1 

明るいということ 

 

学生たちが卒業していくと、Diplomaや Certificate授与のための判定会議が開かれる｡ 

学科の成績や教育実習の成績､学習態度や姿勢､それに出席率等が報告される｡また､自主的に提出されたレポー

ト等も検討の対象になる｡ 

そのさまざまな観点から一人一人の卒業生について審査判定するのである｡ 

そのため､その会議はかなりの長時間となる｡ 

そこでは科学的・客観的な分析審査とともに､判定会議の委員の先生方の主観的といおうか､それぞれの教育観､

教師観といったものも現れてくる｡ 

それらはいずれも真摯なもので､ぼくはいつも会議の後、心からのお礼を委員の先生方に申し上げるのである｡ 

はじめてその会議の委員となった方はいつも､その会議の持つ厳密さや教育に対する真摯さや愛情に驚かれる｡ 

その会議の際､毎回話題となるのが、教師の「明るさ」についてである。 

「Ａさんはとにかく明るいんです｡その明るさが教育実習の授業の際に学習者から好感を持たれて､実に楽しい

授業になっていました」 

「Ｂさんはグループ学習の際のトラブルを持ち前の明るさでまとめていました」 

以前にもこの『濫觴』で書いたことがあったと記憶しているが、人間には誰にでも苦しみや悩みといったもの

があるものだ｡ 

しかし､その苦しみや悩みがあるにもかかわらず､いつも笑顔を絶やさぬ人がいる｡ 

ぼくはそういう人に強く魅
ひ

かれる｡美しいと感じる｡ 

逆に、いつも暗い雰囲気を漂わせている人のことは心配になり何とかしてやりたいとは思うが､美しいと感じ

たり､魅
ひ

かれたりはしない。 

教師もまた､その明るさが必要だと､判定会議の委員のすべての先生方がそう言われる｡ 

いつもネガティヴな雰囲気を漂わせていては学習者の学習意欲を引き出し伸ばすことはできない｡ 

にもかかわらず､いつも不満ばかりを口にする学生がいる｡友達のことやステイ先のこと､イギリスのこと､すべ

てが気に入らないようにさえ見える｡ 

しかし､話を聞いてみるとそれほど強く不満をもっているわけではないのだが､なんとなくそういう表現をして

しまうようだ｡ 

正当で必要な分析力と批評する力､批判する力は大切である｡ 

しかし､大した根拠のない暗さには､正直言ってうんざりしてしまう｡ 

いや､きちんとした理由のある場合だって､それに打ち勝っていこうとする明るさには心打たれ､そういう人に

は傍にいて欲しいと願う､それが本音である｡ 

教師は､人に愛される存在でありたい｡ 

学習者は愛する人から学びたい､そう願うからである｡ 

明るさは､愛される必要条件である｡ 

明るさは、教師が教えようとする土俵を守る必要条件である｡ 

その明るい表情は､幸いなことにいつからでも始めることができる｡先天的に暗い人間なんて絶対にいないのだ｡ 

まず､あしたを信じようとすること｡ 

そして、目の前の人や状況にあきらめようとしないこと｡ 

日本を代表するある大学の教授が言った､「自分の大学の学生の受講態度があまりに悪かったので､言ってやっ

たんです｡俺だって教えたくて教えてるんじゃないんだ､とね」 

教えたくて教えていない教師の授業はつまらないに違いない｡ 

わたしはこんなにも教えることが好きなんだというような教師の明るさに学習者はどれだけ学ぶ喜びを感じる

ことか｡ 
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マイクを向ける者よ、 

あなたもまた、 

いやあなたこそが犯罪者である。 
 

6 月 8 日午前 10 時過ぎに、大阪府池田市の大阪教育大学付属池田小学校に男が乱入し、小学１、2 年の児童 8

人を刺殺、教諭 2人を含む 23人に重軽傷を負わせた。 

インターネットでそのニュースを読んだぼくは、滅びへとひた走る日本に悲しみを覚えた。 

しかし、その悲しみは、翌日の朝日新聞を読んだとき激しい憤りへと変化した。 

むろん第一面のトップニュースとして扱われたこの事件は、記事報道とともに数多くの報道写真が掲載されて

いた。その中のひとつの写真を見たとき、ぼくは驚きに声をあげた。 

なんだ、これは！ 

「友だち」というキャプション（写真の下につけられた説明文字）のつけられたその写真は、一人の幼い女子

児童を報道陣が取り囲み、数多くのマイクを突きつけているものだった。おびえた表情のその少女に無残に突き

つけられたそれらのマイクに、ぼくは子どもたちの命を奪った凶器と同じ匂いを嗅いだ。 

その少女から何を聞こうというのか。 

どんな言葉を期待しているのか。 

その朝日新聞の社説は、「異常な事件に言葉を失う」と題したものであった。 

冗談じゃない。新聞は言葉でもってものを伝えるものだ。そしてそれを売って、つまりビジネスにしてその社

説を担当する者も生計を立てているのである。言葉を用いるプロではないか。その新聞記者が「言葉を失う」と

堂々と言っている事態なのに、どうしてその当事者の幼い子どもたちにマイクを向けるのだ。自らは言葉を失う

といいながら、言葉を失って当然の幼い子どもに何を語らせようとするのか。 

この写真の載った新聞を手にして、まるでぼく自身もその新聞を読むことでそのマイクを少女に突きつけてい

る者たちの仲間の一人であるかのような錯覚を覚え、後ろめたさと戸惑いを覚えた。 

何もかもお金儲けにしてしまう日本のマス・メディアの本質がこの写真にある。 

そうなのだ、新聞はひとつの商品に過ぎない。新聞社はメーカーであり、新聞記者は商品を作る工場の工員で

あり、セールスマンである。ゆえに、その商品にはコストをカットするための巧みな工夫も、人工着色料も人工

甘味料もありとあらゆるものが混ぜられている。売らんがための誇張や虚偽は日常茶飯事であり、繰返される誤

報や曲解による報道はたまたま起きた事故やミスではなく確信犯である。 

しかし、大衆にはそれを見抜く力が不足している。テレビはさすがにあまりに馬鹿馬鹿しいものを流し続けた

ので、「そのすべてが本当であると信じてはいけない」というような感覚になりつつある。週刊誌を読んでその

多くが信ずるに値しないという思いをだれもが持っているのと同じ感覚である。 

しかし、新聞はまだそういった厳しいまなざしから何とかうまく逃れている。 

まず、文字が大衆に信頼感を与えるのである。音声や画像は文字ほどには言葉の重みがないのである。そして

また、新聞のあの紙質が不思議な信頼感を与える。あの紙質がツルツルの高級紙であったら、その商業主義が表

面に出る。しかしながら、最近のカラー化や文字の拡大化は徐々に新聞を週刊誌的なあるいはテレビ的な媒体へ

とそのイメージを変えていくであろう。 

もちろんそれはいいことである。なぜならそれが本質なのであるから。新聞は決して権威あるものとして読ま

れてはならない。新聞記者は決して権力者ではないのである。もしも、記者の中にそういった勘違いを漂わせて

いる者がいたら、その記者はジャーナリストの名に値しない三流記者に過ぎぬ。 

読者もそのことをよく認識するだけの知性が必要である。 

メディアは華やかでついつい擦り寄っていこうとする者が多いが、そのことがメディアの暴走を許しているこ

とに気づかなければならないのだ。 

この少女にマイクを突きつける者たちが、浮ついた日本の民主主義をはびこらせ社会を腐らせてきたのであり、

人間の尊厳を商品化してはぎ落としてきたのである。 

受験戦争を批判しながら売らんがために大学入試の高校別成績ランキングを特集する新聞社系週刊誌、一面の

下に位置する看板コラムの内容の間違いを指摘されると謝罪する代わりに他の問題とすりかえようとする卑劣さ、

一面連載の特集記事はほとんどまるごと他紙からの盗用であることが指摘されるとその謝罪がだれも読まないよ

うな面の隅にわずかな面積で載せられ処理される新聞社の精神、こういった姿勢はことごとく新聞ジャーナリズ

ムの死滅を意味しているのである。 

そして、その上でも尚、彼らはこの社会を蝕みつづける、正義の仮面をつけながら。 

彼らにとっては、少女の壊れそうな小さな心を守ろうとするよりも、その少女を傷つけながらもお金儲けの材

料にすることのほうが大事なのである。 

もしぼくがその場にいたら叫びたい、「帰れ、おまえたちなんか、消えてしまえっ」と。 

 

 

このNEWS LETTER[濫觴]は、英国国際教育研究所で学ぶ皆さん



濫觴 RAN●SHOO 

©Institute of International Education in London 

No. 51 
July 3

rd
, 2001 

 

落ちてきたら  

今度は  

もっと高く 
 

息子の大学の卒業式に参列した。 

式が行われる会場に入るためにはチケットが必要で､参列する親たちに対する服装のチェックも厳しい。携帯

電話の電源を切らされるのはもちろん､カメラやビデオで我が子の晴れ姿を撮影することも禁じられている。式

は全てラテン語で進められ､卒業する学生は椅子に腰掛けた学長の前に一人ひとり進み出て跪き、学長から言葉

をもらう。 

厳かな式には一切音楽も拍手もない。マントを纏った者たちの晴れやかな､誇り高い表情が主旋律である。伴

奏はいらない。 

驚くことに､式場の外には卒業成績が張り出されている。だれがどんな成績で卒業したかが一目瞭然である。

しかし､人だかりはない。 

式が終わると､卒業する者たちは開放感に溢れ､芝の上でさまざまな記念写真に興ずる。友との別れを惜しみ､

親への感謝を言葉にし､グラスを片手に教授たちと語り合う。 

ぼくはその一つ一つにぼくの研究所の学生たちの旅立ちを重ね合わせていた。 

研究所の学生たちも､この学生たちに負けず大変な努力を重ねてきた。研究所の学生たちが纏う心のマントは

いったいどんなものなのだろうか。 

人は人生のうちで幾度も旅立ちの瞬間を迎える。 

たとえば､ぼくもいくつもの区切り目があった。 

晴れがましいステージでいくつもの賛辞を浴びての旅立ち､下唇をかみ締めながら「負けてたまるか」と心の

中でひとり叫んだ旅立ち､それぞれの瞬間を思い出しながら､「ああ、ここまで来てしまったんだな」と思う。 

しかし､「ここ」とはいったいどこだろう。いかなる座標か。 

そして､明日からの歩みはどちらへ向かって進めていこうというのか。 

ぼくの歩みにはかつて､激しい＜怒り＞があった。なぜかいつもなにものかに怒っていた。こんなことではい

けないんだ､そうじゃないんだ､変えなければ､と心の中で叫んでいた。 

しかし､それが何に対してのものなのかが思い出せない。社会に対して､大人に対して､政治に対して､それらは

あらゆるものに向けられたが、ひとつとして満足できる回答は得られなかった。 

それはひとつ､しかもあらゆるものの基盤となるものをごまかしていたからである。ぼくがもっとも怒りを感

じていたのはぼく自身に対してであることを､なにものかに置き換えながらごまかしながら頬かむりをしていた

のである。 

ぼくはぼくを認めることができないまま、ここまできたのである。 

ゆえに､その怒りは恐ろしいほどの大きさに膨らんでいる。 

詩人の萩原朔太郎は､その精神分析によると､常人とは異なっていた､つまり病んでいたと言われている。彼の

エピソードの中に､こういったものがある。 

朔太郎は､家を出て､右に行かなければ目的地に着かないということがわかっていても､どうしても左へ曲がっ

てしまうことがあったという。 

ぼくにもある。 

この目の前のコーヒーに砂糖を五杯も六杯も入れては飲めなくなるとわかっていても､それがいかに愚かしい

ことであると思われても､どうしても入れてしまいたいという欲望がそうさせてしまうのだ。飲めなくなったコ

ーヒーを眺めながらぼくは､不思議な充実感と疲労感に満たされている。 

おそらくこういった感覚は､朔太郎やぼくに限られたことではないのではないか､と思う。 

人はときに自分の感覚を否定したくなるのである。 

なぜだろうか。 

黒田三郎に､「紙風船」という詩がある。 

「落ちてきたら／今度は／もっと高く／もっともっと高く／何度でも／打ち上げよう／美しい／願いごとのよ

うに」 

もっともっとと願いながら､ぼくたちは常に旅立つ瞬間に生きている。 
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原点へ 
 

自殺を図った姉が父とともに家に戻ってきたとき、ぼくは姉に向かって何も言えなかった。新婚間もない姉は

突然の事故で夫を失う。出産のため入院していた姉はそのショックで胎内の子どもを流産してしまう。生きるこ

とに絶望した姉は家を出て遠く離れた地のホテルで死のうとする。幸い発見が早く何とか一命を取り留めた。 

ぼくはその時中学一年生になったばかりだった。姉の無事な顔を見た瞬間、ぼくはことばでは表せない感覚に

襲われた。ぼくはそういったときの自分の気持ちをことばで受け止める年齢にまだその時達していなかった。恥

ずかしいような不思議な表情をしたぼくに、母はどうしたの、と聞いた。 

ことばの、あるいは表現するということのもどかしさをぼくはその時鮮烈な形で知らされた。ぼくはやはり何

らかのことばを用いて姉をいたわってやりたかった。 

＊ 

人間は自分以外の人間とつながることでようやく人間になりうる。そして、その中心に座るものはことばに違

いない。 

ぼくはそのことばの教育にかかわりながら、しかしいつももがいている。 

たとえば、日本語教師の養成に関して思うのは、この目の前の学生たちが教師になって巣立っていくとき、確

かにことばというものをあたたかく見つめながら、あるいは教育というものを厳しく愛しながら生きていってく

れるだろうかということである。いや、もっと直截的な表現をするならば、この者たちは「センセイ」と呼ばれ

るに値するかどうか、ということである。 

日本語ということばを文法や語彙や意味などといったさまざまな角度から分析し、研究し、その教授法を学び、

教育実習を体験して研究所のコースは終了する。これまではそれでまずはよしという思いがあった。さまざまな

教育機関から高い評価を受け、英国の大学や中･高等学校やその他の学校からの採用も広がっている。むろん英

国以外の国においてもありがたいことに順調である。しかし、そうであったとしてもぼくは、卒業生をくり返し

送り出しながら、何か忘れ物をしているような思いにとらわれるようになった。何か足りない、何かを遣り残し

ている、ぼくはその思いにいつもとらわれていた。 

そしてまた一方、社会における語学教師の位置付けにも不満を持っていた。すばらしい知識と教授能力を持ち

ながら、語学教師にはいわゆる「語学屋」といった烙印が押され、なんとなく社会の傍流といった印象がある。

社会で生きていくための一つのツールを提供してくれるもの、といった位置付けである。 

卒業生たちの毎日の努力を見ていると、もっと胸を張らしてやりたいと思うのだ。彼らをもっと大切に取り扱

ってもらいたいと願うのだ。 

ではそのためにぼくには何ができるのか。 

＊＊ 

養成課程における学習が工場における生産過程のようなものになっていないか、とぼくは自分に問うようにな

った。知識や技術というものはむろん必要だが、それらを支えるものがしっかりしていないと、たとえばおいし

い食事を創出する刃物が人を殺めることに使われることもあるように、学習者を傷つけていく危険性もある。 

それは、ことばによるコミュニケーションを支える、「コミュニケーションとは本来何なのか」という原点と

も言うべき視点であった。 

人とのつながりの大切さやそこでのことばの重さをよく認識している教師を育てたい、ぼくは次第にそう欲す

るようになった。そしてそのことが、きっと彼らのプライドとなり、社会からはもっともっと認知されることに

なるだろう。 

どんなに知識が豊富で、教育技術に優れていても、つまり、日本語の授業でいくら巧みに教えることができよ

うとも、その教師自身が、「ありがとう」の一言を素直に言えなかったり、「ごめんなさい」ということばが口

から出てこなかったり、とそういうことであれば、おそらく学習者の言語能力は次第に後退していくに違いない。

なぜなら、その教師から学びたいというモティベーションが減少するからである。 

＊＊＊ 

研究所の教員養成には、その心を注入しよう。人と繋がるとは一体どういうことか、という原点をこの英国で

なければできないモデルとして完成させよう、ぼくはいま、高まる思いの中にいる。 

今を越えて、明日を創造していく教師を育てたい、と心から思う。 
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良い教師とは 
 

「明日から、空手を始めることにしたよ」と娘が言う。17歳である。 

またどうせ続かないんだろうと冷やかしながら、いろいろとやろうとすることはいいことだとも思う。 

フルート、クラシック・バレエ、……、娘が挑んだ世界は多い。その中で珍しくずっと続けていた声楽（コー

ラス）を一年前にやめた。世界レベルのコンクールで優勝したりしていたコーラスをやめることになったのには、

ややほろ苦い思い出がある。 

さまざまなコンクールやリサイタルで国を超えて活動してきたこのコーラス・グループは、あるベテラン教師

によって指導されていた。 

ぼくはコンサートに出かけたり、遠征旅行から帰る娘を迎えに行ったりした。そのたびにその教師を垣間見た。

言葉遣いを、まなざしを。 

そしてなんとなく違和感を覚えていた。それは同じ教育の世界で生きる者としての直感ともいうようなものだ。

この人には教育者としての空気が感じられない。しかし、そのことは娘には黙っていた。 

時がたつにつれて、娘の表情に不思議な疲労感が漂うようになった。苛立ちも感じた。何より楽しくないとい

う感じなのだ。 

ぼくは言った、「やめようか」と。 

「うん」、それだけしか娘は言わなかった。 

娘の明るさが戻った。 

＊＊＊ 

「どんな教師を良い教師というのですか」という問いに一言で答える無謀が許されるならば、ぼくはこう答え

るだろう。 

「自分の子どもをね、預けられるかどうかだね」と。 

きちんとした専門性を持ち、教授法に長けている先生が良い。しかし、それだけで、たとえば娘を預けられる

かといえば、そうではない。その教師との人間的なふれあいが多かれ少なかれおこるのだから、その教師の人間

性は特に気にかかる。 

いやむしろ、まずは人間性である。いくらたとえば語学の力が優れており、その教え方がうまいとしても、そ

の教師が醸し出すものに問題を感じたらぼくは、娘の教師としては認めたくない。なぜなら、たとえばその教師

の屈折した考え方が娘の人生にとって大変な影響を及ぼし、ひいては娘自体が屈折した考え方を持つことになる

かもしれないからである。 

恐ろしいことに、世の中を斜めにしか見ることができない者、人を信じる力のない者、平気で人を攻撃するこ

とや傷つけることのできる者、人を悪く言うことでしか自分を支えられない者､そういった者たちと多くの時間

を共有するようになると、いつのまにか気付かぬうちに自らもそういった者と同じようなまなざしを持つように

なり、そして顔の表情もゆがんでいく。 

そういった屈折したものに打ち克つ力は、知性に他ならない。知性があれば、前をまっすぐに見ることができ、

ポジティヴに生きることができるようになる。ポジティヴということは、明日の可能性を信じ、自らその可能性

を見つけ、あるいは創り出していこうという姿勢である。 

この人は自分の大切な人を預けられる人かどうか、この基準は単純だけれど教師の良し悪しの判別にはきわめ

て有効であると信じている。 

あるいは、この人は自分の同僚として一緒に仕事をしたい人かどうかという基準も、その人を自分は本心では

どう見ているかということを確かめるのに役に立つ。 

さらにこういう考えも成り立つだろう。もしも自分がたとえばその人を教師として雇用するとすると、その人

を雇いたいと思うかどうか。 

われわれの心の内を覗くには、時にこういった単純な問いが役に立つ。 

これは教師について考える場合に限らない。友人として付き合う場合、ああこの人はいざとなったら自分のこ

としか考えないんだろうな、と感じたら、友達にはなれない。にもかかわらず、なんとなく友達のように振舞っ

ていると、とんでもないしっぺ返しを食うことになる。 

逆に、自分は本当にこの人のことを考えているかと問うてみるのもよい。相手のことを考えているようでいて、

実は身勝手な考えが支配している場合もよくあるものだ。 

繰り返そう。われわれが、たとえば日本語教師を目指そうとする場合、その理想とするよい教師とは、自分が

習いたいと思ったり、自分の大切な人を預けることのできる教師のことである。 

研究所が志向する教師像とはつまりはそういうものだ。 
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もういくつ寝ると 
 

濫觴の第 13号でも書いたが、ぼくの年末の持ち歌は「もういくつ寝るとお正月……」というあの歌だった。 

こどもの頃の話である。 

父が大勢の先生たちを連れて帰宅し、いつものように宴会が始まると、ぼくは決まってそのにぎやかな場に引

っ張り出され、時に父の大きな胡座の上に抱かれながら、「もういくつ寝ると……」と歌った。 

この思い出が、ぼくはとても好きだ。 

酒臭い父の匂いも、ドンチャン騒ぎを繰り返しながら実に温かい眼差しで話しかけてきたりぼくの頭をなでた

りする先生たちも、そしてまたその人たちを優しく見守る母も、みんな幸せで、真面目だった。 

その頃の日本はまだ、決して豊かな日本ではなかった。 

しかし、近所のおじさんもおばさんも、ときどき訪ねて来る父の教え子たちも、みんな同じように真面目で明

るく、そして安心できる人たちで、こどもの頃のぼくには大人の世界の豊かさが感じられた。 

そして今、ぼくももうどうやら大人である。 

大人のぼくは、子どもたちに何をしてやっただろうか。 

ずいぶん前のことだが、妻がぼくにこう詰め寄ったことがある。 

「パパは、自分の子どもと学生と一体どっちが大切なの」 

土曜も日曜もなく仕事をし、たまの休みに家族旅行をすれば仕事の夢でうなされたり、眠れなくなって体調を

壊したり、学生に何か問題があれば真夜中であろうが旅先であろうが、旅先からでも家族を残して駆けつけたり

するぼくに、父親としての温かさを求めたのだろう。 

論文の締め切りに追われ、執筆に打ち込むために家族を実家に帰したこともあった。 

高熱が続き苦しむ娘を残して、学生の SOSに駆けつけたこともあった。 

思い出せばいくつもいろいろなことが浮かんでくる。 

震えてしまいそうなほどすまないという思い出もいくつかある。 

なんという父親だろう、とぼくは自分を責めずにはおられなくなる。 

だから、もしも今父が生きていたら、とつい、そう思ってしまう。 

あの頃、父はどうだったのだろうか。 

まさに仕事の鬼として、徹底的に教育に打ち込む父は、何を考えていたのだろうか。 

いや、その答えはわかっている。 

死ぬ直前まで教育の尊さや厳しさについて語ってくれた父もまたきっと、繰り返し繰り返し自らを責めていた

ことだろう。 

彼もまた、教育という世界で死んでいった。 

＜せんせい＞という人のまま死んでいった。 

ぼくにとって、教育という仕事は、大変な化け物として膨らみ、ぼくを飲み込むほどになっている。いや、疾

うの昔に飲み込まれている。 

しかしぼくは、この飲み込まれた世界がとても好きだ。 

喜びは大きな苦しみの隙間にほんの少しずつ顔を覗かせる程度だが、しかしこの教育という世界の大きさと深

さ、温かさと真面目さに身を委ねていると、ああ、ぼくはここから生まれてきたんだなあ、というような、胎内

の音楽に身を任せているような安心感を覚えるのだ。 

ぼくは仕事としては教育の世界しか知らない。ずっとこの世界で呼吸をしてきたが、まだまだ大きな世界を数

歩歩いたに過ぎない。未熟だと思う。 

ゆえに、明日からのこの歩みを楽しみながら味わっていこうと思うのだ。 

「もういくつ寝るとお正月……」 

長男が今、先生一年生として七転八倒している様を横目で見ながら、ぼくは小さく口ずさんでいる。 
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昨日、今日、明日。 
 

小澤征爾の指揮するウィーン･フィルの新春コンサートから、ぼくの 2002年は始まった。 

小澤の踊るような、そしておどけるような指揮に、世界でも最高の演奏技術を持つウィーン･フィルの団員た

ちが柔らかなまなざしをおくりながら融けあっている。いかにも楽しそうに、そしてあたたかく演奏しているの

だ。 

ぼくは激しく心を揺さぶられた。 

ナイジェル･ケネディやヨー・ヨーマのコンサートでもそれを強く感じたが、一流と評される者たちのだれも

が、そこに楽しさとあたたかさを漂わせている。 

あたたかさは美しさである。 

そして、その美しさは確かな努力に裏打ちされている。 

日常の厳しい自己管理と練習によって獲得した力に関する自信が美しい顔を創り、あたたかいまなざしを産む

のだ。 

おそらくそこには明日というものを信じることのできる強い知性があるに違いない。 

昨日よりも今日、今日よりも明日と、少しずつ成長していこうとする、そしてその自分の尽きることない成長

を信じようとする意志の力である。 

人類の明日の可能性を信じようとする力はしかし、昨年 9 月に起きた NY のテロ行為などによって揺らぎ、あ

るいは狂牛病などの新しい病の出現によって衰え始める。 

今、未来に対する不安を口にする者たちが暗いため息をつく光景があちこちで見られる。 

そんな中で、私はある学者の言葉を思い浮かべる。 

講演等でも何度か紹介したコロンビア大学のエドワード･サイード教授の発言である。2000 年 1 月 3 日、つま

りテロの起こる 8ヶ月前のものだ。（朝日新聞「新世紀を語る」） 

彼は言う。 

「過去にない大きな変動の時代だと私は考えています。重要なのは国境を越えて地球を一つにする大きな力が

働いていることです」 

「深刻な問題は、グローバル化の波がわれわれをどこに連れていくのか、不安が広がっていることです」 

「民族や文化がまざりあう中で、自分はだれなのかという自画像がゆらいでいる」 

「私が心配しているのは民族主義、ナショナリズムは自己愛と自己陶酔におちいりやすいということです。自

己愛が行きすぎると、どうなると思いますか」 

「集団的な愛国心や民族主義も、行きすぎると国や民族のためには何をしてもいいということになってしま

う」 

「コソボの人たちやパレスチナ人の自己主張は正当なものです。ただ、民族自決の主張も、実現のためにはど

んな犠牲を払ってもいいというものではない。他の共同体を破壊したり、他の民族を滅ぼしたりする権利はだれ

にもないのです」 

しかし、テロは起こってしまった。サイード教授の指摘は悲しいことに現実のものとなった。米国の対応にも

「不当な自己主張」のにおいがある。 

だが、サイード教授はこう続ける。 

「一番大切なことは、決してあきらめないことです。困難を前に運命だとあきらめ、自分にできることを何も

しない。それが最悪の選択です」 

「いかに現状が凍りついたように見えても、そこからもっと違った未来を想像する。歴史も未来も、人間の力

でつくられるのです」 

たとえため息をつくような今が自分を苦しめていても、その昨日や今日を自分自身が導いたように、明るい明

日もまた自分の力で創造することができるのだ。 

その明日の可能性を信じようとする、力強くあたたかい知性をつけたい。 
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縮む 
 

全てが縮んでいこうとしているのではないか、ぼくはそういった思いに今、沈んでいる。 

日本に戻り、たとえばテレビで国会中継をみる。そこで交わされる論戦はとても一つの国を代表する者たちが

国民の未来の幸福についてする種類のものではなく、極めて幼稚である。 

街を歩けば、明らかに知性とは程遠い若者たちが漂っている。 

ことばを交わせば、ねじれた感性と澱んだまなざしに吐き気をさえ覚えてしまう。 

いったいどうしたのだ、と叫びたくなるのだ。 

いったいどうしたのだ！ 

人の悪口に喜びを感じる者たち、人の幸福を妬む者たち、自分の劣等意識を隠すためにひたすら他者に責任転

嫁を図る者たち。 

ありがとうが言えない者、ごめんなさいが言えない者。 

お金のためならどんなことだってやる者、やせ我慢なんかとっくに忘れてしまった者たち。 

ああ、とため息をつきながらぼくは、できればしばらくは人間と会うのはよしたいなあ、とできもしない願い

を口にしたりしてみる。 

男たちは自信を失い、うつろに時間を消費している。筋肉が衰えてしまっているのだ。 

女たちは愚かな、薄っぺらな知性をひけらかし、さまざまな厚化粧に果てしない執着を示す。柔らかな、豊か

な脂肪を捨ててしまったのだ。 

おかしいぞ、おかしいぞ。 

大学というところに通う学生と呼ばれる者たちは勉強をする代わりに、いや代わりのものが何もないのだ。何

もしない。どんどん澱んだまなざしを身に付けていき、しかし自分だけを守るための稚拙なのだが狡猾な知恵だ

けは身につけていく。自分の幸せを考えて何が悪いんだよ、と幸せについて考えたこともないくせして偉そうに

しかも激しい口調でのたまうのだ。 

彼らの学費なんて大学を運営する費用、つまり彼らを学生として預かるためのコストの一部分にしかならず、

大変な額の税金で補われているということを彼らは、彼らの軽すぎる脳みそは知らない。みんなが懸命に働いて、

このみんなの中には彼らよりも若い労働者だっているのだが、そういった者たちから税金が徴収されて、それが

彼らの無駄な学生生活を支えている。 

ある大学から講演を頼まれてぼくは言った、君たちは道路の真中を偉そうに歩いたりしてはいけない、申し訳

なさそうに端っこを歩け、と。 

大学生に限らない、世の中の全ての者たちから、品位と知性が消えつつある。 

かつては本音と建前という言葉があり揶揄されたが、いまや建前なんてモノはすっかり消えうせ、居直った、

醜い、低レベルの、卑しい、腐ってしまった本音ばかりが闊歩している。 

教育に関わる者たちもまたすっかりだめになってしまい、こんな者たちに愛する者をあずけたりするものかと

言いたくなるような輩が、こちらも本音が人間らしさであるというような動物的低次元の論理にもならない屁理

屈でもって武装して、教壇に立っている。 

斜めにしかモノをみることのできない者たちに先生がつとまるものか！ 

みんなみんな、小さく醜く縮んでいく。 

日本だけの現象ではないのだ。 

世界中の人間たちが縮みつつある。 

数字でしかモノを対象化できない者たち、お金が全ての座標軸。 

このままだと、本当に気持ちの悪い世界になっちゃうぞ。 

もっと伸びやかに、さわやかに、人を信頼し、信じあい、あたたかく抱きしめる、そんな社会をみんなでつく

らなくちゃあ、とどこなのか判らないがたくさんの人が集まっているところでぼくは声を高めた。そのとたん、

目が覚めた。 

飛行機の中の座席に横たわりながら、ぼくはびっしょりと汗をかいていた。 
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みえないもの 
 

日曜日、日本の友人が送ってきてくれたビデオを見る。 

山田洋次監督の学校シリーズの一つで「十五歳」と題された作品である。一人の不登校の中学生が東京から屋

久島の縄文杉を見に行こうと家出をする。そこにたどり着く過程で彼は、＜学校＞とはいったい何だろうと問い

つづける。 

なぜ子どもは学校に行かなければならないのか、学校で学ぶことなんか役に立つとは思えない、大人は一人前

になれって言うけれど一人前って何なんだよ、と出会う人間たちに片っ端から少年の搾り出されるような問いが

激しくぶつけられる。 

そしてまたそれらは、次第に人間存在そのものについての問いへと深化していく。樹齢 3000 年を超える縄文

杉は静かに佇むばかりであるが、人間はわずかな生に喘いでいる。ふとしたことから少年が身を寄せることにな

った老人は大戦の生き残りである。勇ましく荒々しい彼はしかし、歳には勝てず失禁するようになり、そのこと

で苦しむことになる。恥ずかしい、と思うのだ。 

人は誰もが年老いていく。老いていくことに何の恥ずかしさがあろう。少年は息苦しいほどの生の喘ぎやもが

きを目の前に突きつけられ驚き、戸惑いながら、しかし人間たちの確かな肉声の中に学ぶことの意味を見つける

ことになる。 

少年は自己存在の意味を問い、そしてその答えとなるべきものが彼自身の内部にあるのではないかと感覚する。 

少年の眼差しは、見ているぼくを繰り返し繰り返し直撃した。 

涙が溢れた。 

見ている途中に 17 歳の娘がやってきた。ソファに横になって見ていたぼくは娘にわからぬように涙をぬぐっ

た。 

＊ 

ドイツ初期ロマン派を代表する詩人ノヴァーリスは言う、「すべてのみえるものは、みえないものにさわって

いる。きこえるものは、きこえないものにさわっている。感じられるものは、感じられないものにさわっている。

おそらく、考えられるものは、考えられないものにさわっているのだろう」と。 

見えるもの、聞こえるもの、そういったものばかりを求めてぼくたちは、ついあくせくしてしまう。 

少年の問いは幼さゆえに本質をえぐることになったのだろう。 

＊ 

ぼくは染色家志村ふくみさんを思う。彼女によれば、あの桜の花の桜色を染めようとして、桜の花弁ばかりを

集めてみても桜色には染まらない。うす緑色に染まるのだそうだ。桜色に染めるには、桜の花弁ではなく、桜の

木の幹で染めなければならないという。志村さんの言葉を借りれば、「桜が花を咲かすために樹全体に宿してい

る命」と向きあわなければならないのである。 

「本当のものは、みえるものの奥にあって、物や形にとどめておくことの出来ない領域のもの」なのだろう。 

ぼくたちは教育という仕事に従事しながら、少年が搾り出すように発するこの本質的な問いの前に佇むことが

あるだろうか。みえるものばかりを追いかけようとしてはいないか。樹に宿された命を見据える、あるいはその

命に思いをはせる力があるだろうか。 

表面的な言葉の形にのみとらわれようとはしていないか。 

言葉が人間にとってどのような意味を持つものなのかと問う力を持っているか。人と人とがつながるというこ

とについて、表面的な安易さの中でしか捉えることが出来なくなってはいないか。 

教師として旅立つ者たちを前にしながら、そう自問している。 
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残効 
断章 1～7 

 

１ 

＜ヒト＞という動物が＜人間＞という社会的存在に進化したその日からぼくたちは、常に歩み続けなければな

らなくなった。これはとても辛いことだ。 

確かにヒトは進化した。 

ほかのどの動物よりも速く、はるか彼方の目的地まで移動することができるし、空高く飛び上がることもでき

る。記憶力を補うためにコンピューターのような機械も創った。 

時に立ち止まることがあったとしても、それもまた次に歩き出すためのつかの間の休息にすぎない。 

 

２ 

ぼくは小学校を卒業したそのあくる日、遊んでいて頭を強打し、気がついたときは病院のベッドに横たわって

いた。 

その日からぼくを襲う不安は始まった。 

ぼくはいったいいつから＜ぼく＞なのだ。どんなに記憶を遡っていってもその始まりを思い出すことができな

い。そしてまた、ぼくの明日の重なりの行き着くところがわからない。仮にそれが＜死＞というものであったと

して、その死をどのように位置付けたらよいのかがぼくにはわからない。 

十代のぼくはいったい幾度、その果てしない闇の中で震えたことか。 

昨日と明日の間（はざま）で呼吸するぼくは、歳を重ねていくうちにしだいにその不安にいくつかの意味付け

をするようになる。それらの多くは詭弁に過ぎない。昨日と明日を同質のペンキで塗り込めつけようとする行為

に過ぎない。解答と呼ぶには程遠いものだ。 

ぼくはつまり座標軸を持たぬ空間に浮かんでいる。 

 

３ 

感覚は無意識を限りある意識の中で解釈しているに過ぎない。 

ぼくはその限界を無理やり無限の世界に置き換えようとしている、そんな気がする。少なくとも、ぼくの日常

はそういった矛盾する意識が支配し、あるいは支配されたかのように振舞うぼくがいる。 

 

４ 

だから、ぼくはぼくを否定しながら、朝を迎える。 

 

５ 

コンピューター画面で手前に近づいては消える正方形のパターンを 2 秒間ずつ、60 回繰り返し見た直後に一定

の音量の音を聞くと、その音はだんだん小さくなるように聞こえる、という。反対に画面の奥へ遠ざかる正方形

を見た場合、音が大きくなるように聞こえる。 

ある方向の動くものを見つめていて、動きが急に止まると、それまでとは反対の方向に物が動いているように

見えることがある。＜残効＞と呼ばれる現象である。 

 

６ 

立ち止まったとき、そのときぼくたちは立ち止まることができない。 

 

７ 

たとえば＜愛する＞ということも、常に歩みつづけない限り、立ち止まった瞬間、後ろへ向かって壊れ始める

ということである。 
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離陸 
 

そのとき、ぼくはまだ 10代だった。 

突然思い立ち、家を飛び出して夜汽車を乗り継ぎ、まだ夜の明けきらない長崎にたどり着いた。早朝の駅の構

内でぼくは、全身に疲れを感じた。のどの渇きを覚えた。そしてベンチにもたれながら、疲れた、とため息混じ

りにそうつぶやいた。 

「生意気言うんじゃないよ」 

いつの間に近づいていたのか、ホームレスの老いた男が立っていた。 

「生意気言うんじゃないよ、何歳だよ、疲れたなんて言葉は、もっとちゃんと生きてきたモンが使う言葉だ

よ」 

ぼくはその男の言葉に素直にうなづいた。 

「はい」 

大声でしかりつけたわけでもない男の言葉はしかし、疲れからか少し熱を持ったぼくの体と不安感さえ感じず

に空虚に漂っている心に静かにしみた。 

それから男は何かつぶやくといつの間にかいなくなっていた。 

そのとき、ぼくはいったい何のためにそこにいたのか。 

＊ 

ぼくはいったい何のために、そのときそこにいたのか。 

ぼくはいったい何のために、今ここにいるのか。 

＊ 

風景の中心には常に<自分>がいる。そのことから逃れられないと知ったときぼくは、時の流れもまた恣意的な

ものに過ぎぬのだなと不思議な安心感を覚え、と同時に、果てしない来し方と行く末に鈍く重い疲れを感じるの

だった。 

纏わりつくような<自分>という意識は、ゆえに疎ましい。 

にもかかわらず、その<自分>が＜他者を認めながら存在する＞ということに偽善的ないやらしさを感じていた。 

＊ 

土を触るのが苦手だったぼくは最近、たまの休みには好んで庭いじりをするようになった。虫の嫌いなぼくの

指の間を、土の中から這い出してきた名も知らぬ茶色い虫がすり抜けていく。その虫の這っていく先をゆっくり

目で追いながら、ああ、ぼくは何かを求めているんだな、と思う。 

変わりたいと思っているんだな、今の自分とは違う自分を見つけようとしているんだな、と刈り取った芝を箒

を使わず手で掻き集めながら、そう考えるのだ。 

＊ 

なぜだろう。 

疲れたのか。 

いや、まだまだちゃんと生きてきたとは言えない。 

自分の今が嫌いなのか。 

そうかもしれないなあ。 

では、どう変わりたいのか。 

＊ 

幼い男の子が、さっきからじっと見つめている。 

なんとか登ったのはいいが降りられなくなった樹の股に腰かけ、固い表情で下を見つめている。 

男の子の鼻は膨らみ、口はへの字だ。 

＊ 

飛べ。 

勇気を出して飛ぶんだよ。 

けがをしたっていいじゃないか。 

痛くったっていいじゃないか。 

今飛ばないと君はずっと飛べなくなる。 

大地を蹴り、地球を蹴り、昨日を蹴り、自分を蹴ってみろ。 

そしてもう一度、ぼくたちは何のために今ここにいるのかを考えてみよう。 
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コミュニケーション原論から 
 

赤池清隆先生に招かれて 6 月 14 日、研究所のチャールトン・ハウス・キャンパス内のグランドサロン（講義

室）に向かう。日本語教師養成課程の D28 期の学生が取り組んだ「コミュニケーション原論」における個人リサ

ーチのプレゼンテーションが行われるのだ。 

櫛田由紀さんは「難民のための英語クラスでのコミュニケーション」と題して発表した。さまざまな困難と向

き合う難民たちの second language となるべき英語の獲得に取り組む姿にあたたかいまなざしを向ける櫛田さんの

報告は「ことば」と「生きるということ」との密接な関わりを再認識させるとともに、ことばの教育に従事する

者たちの責任の大きさとその教育の可能性を感じさせるものだった。たとえば日本語教育は難民教育に関して何

ができるだろう、とそう思いながら発表を聞いた。 

瀧達さんの発表は「メキシコの問題を通してみたコミュニケーション」というものだった。メキシコ生活の経

験のある瀧さんはメキシコの子どもたちの貧しい学習環境に関心を寄せ、ロンドンのメキシコ社会にアプローチ

する。 

「言葉を主体としないコミュニケーションの可能性」と題して発表したのは村上知子さん。村上さんは障害を

持った子どもたちの学校や老人ホームに通い、折り紙を使ってのコミュニケーションに挑んだ。頑なな表情の子

どもたちが次第に心を開いていく様子が村上さんの熱のこもった語り口から窺える。 

「コミュニケーションにおける積極性」というテーマを掲げて自分自身の消極性を克服したかったと語るのは

飯尾聡太郎さんである。飯尾さんは教師として生きていくためには積極性が必要なのではないかと考え、Tai Chi

のグループに加わったり、英国の現地の小学校に出かけ日本語や日本文化を教えようとする。自分を成長させた

いという飯尾さんの思いとそれが少しずつ実を結んでいく過程は彼の周囲の仲間たちの協力とともに感動的であ

る。 

最後に発表したのは小森千佳江さんである。「日本語の歌による発音指導の試み」というのがそのタイトルだ。

日本語の促音や長音、あるいは撥音といった特殊音節の発音を歌を使って教えられないかという実践である。録

画されたビデオには実に楽しそうに小森さんの授業を受ける子どもたちの姿があった。「子どもたちの素敵な笑

顔と接することで、忘れかけていた＜人と人との繫がり＞を肌で感じ、心で感じることができるすばらしい経験

となった」と、小森さんは感想を綴っている。 

よかった、本当によかった、とぼくは発表した 5 人に、そして同じように懸命に個人リサーチに取り組んだ

D28期の学生諸君に心の中で感謝した。 

「コミュニケーション原論」という科目を半ば強引にカリキュラムに盛り込んだぼくは、その方向性には自信

を持っていたが、果たして学生諸君が本当にまっすぐに取り組んでくれるだろうかと実は心配していた。 

指導する先生たちはもちろん、この新しい取り組みをどのように取り扱うかについては研究所のスタッフも含

めて何日も何日も深夜に及ぶまで激しい議論を重ねた。 

ことばを教えようとする人間に何が必要なのか、日本語を外国の学習者に教えるということは、あるいは外国

語としての日本語を学ぶということは、それぞれ教師に、あるいは学習者にどんな意味があるのか。そもそもコ

ミュニケーションとは何か、人と人とが繋がるとは何か。 

ぼくはこれからの日本語教師や英語の教師たちにぜひとももう一度原点に立ち戻って考えてもらいたかった。

単なる技術では教えられないものがあるということや先生と呼ばれるものに求められる基本的なまなざしを体感

してもらいたかった。 

学生諸君やスタッフの皆さんの大変な努力によってそれらは力強く歩みを始めた。しかし、まだまだよちよち

歩きである。＜触れ合い＞が確かな＜繋がり＞となるための＜静かな努力の蓄積＞が明日からの課題である。常

に原点から教育を見つめようとする力ある教師として明日を生きるために。 
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失くしたもの 
 

最近、食べたいと思う食べ物が思い浮かばなくなった。そしてまた、どうしても手に入れたいというものもな

くなった。  

食事時になっても、「ああ、あれが食べたいなあ」といった思いになかなかならない。「何か食べておかない

といけないなあ」とつい義務的になってしまう。 

何かを買いにお店に行っても買わずに帰ってくることもある。「まあ、いいか」と買うのをやめてしまうので

ある。つまりは買う必要がないのである。にもかかわらず買ってしまうと、そういうものはいつの間にか失念さ

れてほこりをかぶることになる。 

求める思いが弱いとそのことが達成されたときの喜びが上質ではない。 

まだ 20 代のときの論文でぼくは、「涙とともに食べて初めてパンの味がわかるのである」という先人の名言

を引用し、「それは間違っている。笑顔で食べて初めて、パンの味が、おいしさがわかるのである」と否定して、

比喩的に教育論を展開したことがある。しかし、時が経ち、その涙の意味が少しずつわかってきた。 

＊ 

1960 年に作られた教育番組をつい最近ビデオで見た。田舎と都会のそれぞれの小学校の風景である。そしてそ

の頃、ぼくもまた少年だった。 

田舎の、山深い小学校の分校で学ぶ子どもたち。貧農といってもいいその集落で、子どもたちの学習意欲は極

端に低かった。 

その学校で教えるのは年老いた先生夫婦の二人だけである。この集落の子どもたちに何とか学習意欲を持たせ

たいとその夫婦は懸命にさまざまな工夫を試みる。 

その一つにまだ珍しくて高価な存在であったテレビを、大変な努力を重ね、やっとの思いで手に入れる。 

ある日、番組では弦楽器の音色を特集していた。見たこともない楽器が演奏される映像を食い入るように見つ

めながら子どもたちは、思わず演奏者の指を真似ている。 

ぼくは、はっとした。 

ある少年の強いまなざしと、真似て自然に動く指先。 

あのまなざしをぼくは、そしてぼくたちは忘れてはいなかったか。 

失くしてはこなかったか。 

番組が終わるとテレビに向かって手を振り、拍手をし、頭を下げる子どもたち。 

そういえばそうだったなあ。 

映画館で映画が終わったときもその頃はみんな拍手をした。 

体育館で幻灯機を見た後もやはり拍手をした。 

ぼくたちは食い入るように画面を見、スクリーンを見つめた。 

＊ 

同じ 1960年の映像が都会の子どもたちを映し出す。 

受験戦争の激化が子どもたちを塾に追い立て、家庭教師を生む。まるですでに将来がわかっているかのような

子どもたちの言葉を聞きながら、今の子どもたちとぜんぜん変わらない風景にため息が出る。 

こんなにまで異なった田舎と都会の子どもたちのまなざしは時が経つに連れて都会の子どもたちのそれに統一

されていく。 

学ぶ風景は競争論理に支配され、学びから発見や喜びが消えていく。 

＊ 

ぼくたちは本当に進歩したのだろうか。 

確かに多くのものを生み出した。しかしぼくたちは多くのものを失ってもきたことにしばし思いを寄せるべき

ではないか。 

ぼくたちが失くしたものには、しっかりと抱きしめて離してはならなかったものがあるような気がしてならな

い。 

教育というものの形と理念についてももう一度静かに振り返ってみたいとそう思う。 
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醜い日本人 
 

テレビの画面では、若者たちが汚い言葉で怒鳴っている。 

ぼくの感覚ではそれらの言葉を使う者たちは、たとえ普通の身なりをしていたとしてもチンピラ以外の何者で

もない。 

怒鳴られているのは背広を着た中年男性で、ひたすら頭を 

下げている。 

テレビドラマではなく、ニュース番組である。 

北海道のあるスーパーマーケットが表示とは異なった牛肉を販売していたことが発覚した。お詫びするため、

その店はレシートがなくても返金することを決め、実施したところ、販売した額の何倍もの請求が殺到した。し

かもその返金を求めて並んだ者たちはほとんどが若者で、日ごろそのスーパーマーケットでは見かけない者たち

であった。二度並んだ者までいたという。あそこに行けばお金が貰えると聞いてはるばる遠方からやって来た者

もいた。 

吐き気を催すほど醜い者たちである。 

確かにその店のやった行為は、つまり偽りの販売行為は許しがたいものであるが、それに乗じて群がる者たち

の気持ちの悪さは、現代の日本人の素顔の一面に思えて愕然とするのだ。 

しかも、それに対して、たとえばあの久米宏はまったくコメントしないのである。自らが主役の番組でニュー

スとしては報道しながら、一言も語らないのだ。 

どうして、「みっともない」の一言が言えないのだろう。 

かつて「恥の文化」がさまざまな優れた日本人論や日本文化論で指摘された。 

今やそのような美意識はなくなってきている。 

ある調査によれば、日本人の恥の意識は、たとえば他の人たちが持っている物を自分が持っていないことへの

思いであり、人としてとか大人としてといったものではないという。   

そういえばかつて揶揄された＜本音と建前＞などというものすら消えうせた。本音ばかりがお日様の下であろ

うが闊歩している。 

若者に限らない。 

社会的な立場を持つ大人たちも、きわめて気持ちが悪いのだ。 

国民の公僕たる官僚たちは自分の出世のことしか考えず、また官僚になりたかったがなれなかった特殊法人の

者たちは役人でないのに役人風をふかせ、自らの劣等感をごまかそうとしている。 

社会のためとか人間の幸せのためなどという理念は書き表された説明書の中でほとんど息絶えようとしている。 

恥ずかしくないのか！ 

いったいどうしたのだろう。 

少なくともぼくたちの父親たちはもっと美しかった。 

東京の町を歩くと、おじさんたちの身なりがずいぶんとこぎれいになったことに驚くが、その顔つきやまなざ

しの下品さには身震いを覚えてしまうのだ。 

おーい、みんなどうしちゃったんだよッ。 

ある政党の党首に自分の番組に出てくれないかと出演依頼をしたが断られたからと、「あんな政党つぶれてし

まえ」とテレビの生番組で叫ぶ田原総一朗という似非ジャーナリスト、何を勘違いしたかタレント大学教授をや

めて比例区から立候補して政治家になり、その政党のことはあまり知らなかったからとその政党を離れたにもか

かわらず議員辞職しない厚顔の田嶋陽子、そのおろかさにはとっくに気付いていながら、つまりは心の中では馬

鹿にしているくせにエヘラエヘラと笑いながら付き合っている政治家や大学教授や評論家たち。 

ぼくは激しい怒りの中で、しかしながら顔を赤らめてもしまうのだ。 

そういった現実やニセモノの権威といったものにぼくもいつしか取り込まれてきてはいないかと。 

もう一度、じっくり足下を見つめてみよう、ささやかでもさわやかな呼吸をするために。 
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プライドの在処
あ り か

 
 

北に住むぼくは、毎朝 5時半に起きる。家を 6時 20分に出て、キャンパスに着くのは大体 8時頃である。 

駅に降りて、なだらかな坂を登っていくと、Charlton House が迎えてくれる。ぼくはこの朝の清新な空気が好

きだ。春の初々しい若葉も、夏の力強い青葉も、秋の紅く燃えた葉も、そして身を硬くした冬の裸の木々も、ぼ

くは好きだ。新しく生まれた朝の中で、ぼくもまたもう一度生き返ることができるのだ。堕ちていくような疲れ

た夜の闇の中から戻ってくることができた喜びである。 

その朝もまたぼくは Charlton House の前庭にたどり着くと、大きく深呼吸をした。すると傍らに座り込んでい

る一人の学生に気付いた。 

「やあ、おはよう。どうかしたの？」 

「おはようございます。ここにこの前せっかく植えた球根が掘り起こされているものですから」 

見ると、黒い土の上に球根が露出している。つい先日、MADD（Make A Difference Day）という日に学生の有

志の皆さんが植えたばかりの球根である。このことは地元の新聞などに、大きく写真入りで報じられた。 

「大風が吹いたためか、あるいは栗鼠のせいかもしれません」 

「そうだねえ」 

頷きながらぼくは、とても温かい思いに包まれた。派手なイベントの後、忘れ去られたようになっている庭の

花壇をこの学生は何度か見に来ていたのだろう。植えた後の成長を見守り続けていたのだ。だからその変化に気

付くことができた。一人静かに球根を植えなおすその学生の姿にぼくは、つぶやいた。 

「教育もおんなじなんだよね」 

＊ 

11 月 23 日、土曜日。朝 9 時から D29 期の学生の「コミュニケーション原論」の「個人演習研究発表会」に参

加した。午前中は二つのクラスに分かれて行われたので発表のすべてを聞くことはできず残念だったが、いずれ

も意欲的で真っ直ぐな姿勢の感じられる気持ちの良い発表だった。それぞれの発表に確かな触感が感じられた。 

直接手で触り、相手の温もりを感じて始めてわかるものがある。相手の目を見、声を聞く。そうした営みは、

ぼくたち人間という動物が＜他者と共に生きる＞というときの最も基本的なコミュニケーションの形だと思う。

コンピュータを核とした通信媒体がめまぐるしいスピードで進んでいくが、それらは決してぼくたち人間が互い

に繋がろうとするときの媒体の中心に座るものではなく、また中心に座ってはいけないものだと思っている。 

教育の世界も大変な勢いでコンピュータ化が進んでいる。あるいは国際化が進んでいる。それらの持つ特性は

認めるが、なんだか表面の華やかなものばかりに目が奪われていて、確かな質感を伴わないモノや人間たちばか

りが闊歩していて、ぼくには愚かな現象に思えてならない。 

教師たちのまなざしも変わった。キーボードを打つ指先は鍛えられたが、心の陰影をわかろうとするまなざし

や意欲ははるかに劣化した。 

人が人を育てる。この偉大なる場に立ち会う者は、触れたものの温もりを、悲しみや喜びや怒りを、絶望や希

望をしっかり抱きとめようとしなければならない。 

コミュニケーション原論の発表会がぼくたちに教えてくれたことは、そういった場から何を学んだかというこ

とだけでなく、そういった場から学ぼうとした、その姿勢の尊さである。 

＊ 

球根は大丈夫だろうか。もうすぐまた、卒業の季節である。君たちは誇るがいい。君たちには君たちのプライ

ドがいったいどこに存在するのかということへの確信があるのだから。 
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夢、そして祈り。 
 

新しい年である。 

2002 年の終わりは風邪を引き、全身が不快な熱に包まれてぼくは、一息ひと息、確かめるような呼吸をして横

たわっていた。 

横たわりながら、いろいろなことを考えた。 

2002 年、夏、ぼくの長兄が死んだ。死ぬ直前に彼は、ぼくに長い手紙をよこした。「まだ死ぬわけにはいかな

いんだ、会いたい」と書いた彼はしかし、まもなく死んだ。 

人は死ぬのだ。 

ぼくだけは死なないと強く思っていたぼくが、いつからだろう、死んでもいいな、と思うようになったのは。 

そう思うようになってからぼくは、ぼくが死んだ後のことを考えるようになった。 

ぼくが死んだ後、ぼくとかかわりのあった人たちがみんな幸せであったらいいな、ぼくは静かな気持ちでそう

思う。 

そしてまた、死を迎えるまでの間、つまり生きている間にぼくがしようとすることとはいったいなんだろうと

考える。 

生きている間にどうしてもしたいこととはなんだろう。 

そのことを仮に夢と呼ぶことにすると、ぼくの夢とはなんだろう。 

夢。 

夢を持ち、理想を掲げ、それらについててらうことなく語ることができ、それらを懸命に追い求める人間であ

ってほしいと、ぼくは学生たちに説いてきた。 

しかし、そのぼくの、ぼく自身の夢とはなんだろう。 

＊ 

学校に通うようになると次第に目の輝きを失っていく日本の子どもたちの教育を変えたい、先生と呼ばれる人

たちが本当に教育の力や可能性といったものを信じることができるような、そんな豊かな教育の世界を創ってみ

たい、言葉の力を持った詩で満たされた詩集を出したい、人間存在の意味を問うような小説が書きたい、などな

どと思い浮かべながら、それらがぼくにとって夢というべきものなのか、そう問う時ぼくは、少し違うな、と思

ってしまうのだ。 

ぼくが求めようとしているものはもっと得体の知れない異質のものではないか。 

それは闇の中に隠れていて、もがいてももがいてもぼくには見えない。 

そこに潜むものはあるいは恐ろしいほど危険なものではないか、と不安さえ覚えてしまうのだ。 

その不安は、ぼくが生きるということは何なのかといったものに通じている。 

あるいは、ぼくはどこから来たのかということや、ぼくはどこへ行くのかといったことについての解くことの

できない問いに対する苛立ちでもある。 

＊ 

そしてまた、さらに思うのだ。 

もし仮にぼくの夢といえるものが見つかったとして、ぼくは果たしてその夢というものの実現のためにいった

い何に祈るのだろう。 

祈り。 

宗教的な響きを持つが、それはまた信ずる心と言い換えてもいいだろう。 

ぼくは何を信じることで夢を追うことができるのだろうか。 

いや、ぼくには何かを信じる力があるのだろうか。 

そもそもぼくは何かを本当に心から信じようとするのか。 

＊ 

新しい年が来た。 

窓の外では、静かに雪が降っている。降り積もる雪を眺めながら、子どもの頃ぼくは何を夢見ていたのだろう

と思う。 

いつの間にか大人になってしまったぼくが、けれどもまだ佇んでいる姿は、きっと幼く、滑稽だろう。 

しかしなおぼくは、時にじっとりとした汗をかきながら、求めながらなかなかその姿を現さない夢を想い続け

ている。 
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丹田 
感動するとはなにか 

 

まてよ、と思うのだ。 

ぼくたち人間はさまざまなことに感動する。たとえば名古屋を発ち東京に戻る新幹線から見えた大きな大きな

富士山にぼくはじっと見とれた。海外で永く暮らしているせいか、こういった日本の質感は涙腺を緩ませる。 

D29期生の渡辺未知さんが写したホスピスのおばあさんの笑顔は、日常に汚れたぼくを洗浄する。 

そういった心打たれる思いをぼくはいつまでも大切にしたいと願うが、直後に起こる下世話な諸事にすぐにそ

ういった感動は蒸発してしまう。 

感動したことは確かなのだが、その感動をいつまでも確かなものとして心の中に抱きしめておくことができな

いのだ。できているような錯覚はあるのだけれども、それはほとんどニセモノだ。得られた感動を貧しい言葉と

卑しい智恵によって形あるものとして整理し、納得し、そこからやや道徳的な教訓を導き出し、そして安心して

いる。そんな気がするのだ。 

そういうとき、ぼくの心のどこかが、「なにか違うな」と呟き、かすかに自分自身をあざ笑っているような不

思議な感覚を覚え、ぼくは考え込むのである。 

そしておそろしいほどの寂しさが襲う。 

日本に出張しているおよそ 3 週間は無機質のホテルの部屋の天井を毎日早朝、睨み続ける。ああ、たまらなく

寂しいと思う。ロンドンの朝も同じで、通勤の車窓がぼくを慰めてくれたりはめったにしない。 

激しい感動が、人という動物を確かに充実させ、成長させ、安心させるならば、ぼくはその感動を求めて彷徨

しよう。 

がしかし、もはや薄っぺらな感動はいらない。感動ごっこはぼくの貧弱でかつ尊大な精神をよりいっそう蝕ん

でいく。言葉もまた、表層を滑っていくような、そんな気持ちの悪い戯れには訣別しよう。 

ぼくが今欲しいと思う激しさは、たとえば丹田のあたりが、あるいは胸の奥深くがいきなりわしづかみされる

ような、つまりはぼくが生きるということに本当に確かに絡み付いてくるような、そんなものなのだ。表面的な

智恵で構成され仕組まれた感動などいらない。 

いや、かすかな感動を、あるいは表面的な感動と思われるものを、確かなしっかりとしたものに育てていくと

いう取り組みもまた必要かもしれない。 

努力するということだ。 

学生諸君の学習に組み込んだコミュニケーション原論は、その発表会で見聞きする限り感動にあふれている。

いずれもさまざまな出会いや活動を通して得られた感動が「人と人とが繋がるとはなにか」という視点から報告

されている。 

発表を聞きながらぼくもまた心が動くのを感ずる。 

しかし本当の学びはそこにとどまってはならない。本物の感動に出会った者は必ずや成長をするのだ。 

たとえば、年老いた人たちの世話をしたり子どもたちの真っ直ぐなまなざしと出会うことで感動したと報告す

る者には街を歩く人たちに対するまなざしの変化が表れてくるだろう。老人ホームやホスピスの人たちにはやさ

しく接することができた者が電車の中では席を譲ることも思いつかないとしたらなにをかいわんやである。 

人と人とのつながりについてさまざまな活動を通して学び感動したという者が傍らの同級生や先生たちに対す

る思いやりを欠いた言動をするなら、そんな感動なんかまったくのニセモノなのである。 

こういったことについてよく考えてみる必要がある。 

イベントや他人が見ているときでなければゴミを拾うことができない人間や、活動の一つとしてホームを訪れ

たときにしか老人たちに微笑むことのできない者たち、人と人とのつながりに感動したと言いながら日常の生活

では挨拶一つ満足にできない者たち、言葉遣いが乱暴で相手に対する配慮のない者たち、そういった者たちはつ

まり、本物の感動なんかしてはいないし、本物の感動に出会う力もない者たちなのだ。 
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猫 
 

少し強い酒が飲みたいとウイスキーのボトルの封を切り、そのままストレートで味わいながら、Can the 

Japanese change their education system?（Goodman & Phillips）を読む。  

ソファーからずり落ちるように床に座り込み、時折辞書を引きながら、少しずつアルコールに侵されていく感

触を楽しむ。 

深夜、ぼくは自分の感覚が遠くへ旅立つように必死になっている。置き去りにされ、抜け殻となる自分を求め

ている。しかしぼくの小さな精神はそれを許さない。旅立とうとする精神を解放する勇気がないのである。 

Andrea Bocelliの Ariaを流す。盲目のオペラ歌手の声に青い匂いを嗅ぐ。 

ぼくのなにかを壊さなくては、とそう思ったとき、窓の外から猫がのぞく、「ミャアァオーゥ」と。近所の住

人が引っ越す際に無情にも置き去りにしていったようで、野良猫になってしまったのである。 

ぼくは猫が苦手である。 

その猫はいつからか、まずは庭に面した食堂にやってきた。庭の芝の上に上品に座った彼女（?） は、食堂の

ガラス戸越しに食事をするぼくをじっと見つめている。そして時折、「ミャアァオーゥ」となにか話しかけてく

るのだ。ぼくは家人に「おなかがすいているのではないかな」と話しかけるのだが、といって、だからなにかや

りなさいとまでは言わない。 

だが、次第にみんなで食べ物を与えるようになる。「そんなことをすると、習慣になって、あの猫はいつもや

ってくることになるのじゃないか」と、ぼくは冷たく忠告する。 

その猫には好き嫌いがあるという。いわゆる残飯などは一切食べない。 

食べ物を与えられることに慣れた猫は、空腹のとき以外も訪れてくるようになる。絶対に家の中に入れてはい

けないよ、だってどんな病原菌を持っているかわからないのだからね、というぼくに娘が、「パパ、猫が怖いん

じゃないの」とからかいの言葉を投げつける。 

馬鹿な、猫なんかが怖いはずないじゃないか、と娘を睨むぼくは、実は怖いのだ。いや猫に限らず、犬もネズ

ミも、鳥だって、生き物はすべて怖い。 

食堂のガラス戸を引っかきながら「ミャアァオーゥ」と訴えるのに負けた心優しき次男は、食堂以外には行か

せないし、彼女（?） がいる間はぼくが一緒にいて悪さはさせないからとその猫を家の中にとうとう入れてしま

った。ぼくはその間、食堂には入らない、入れない。 

今日も来たのか、食べ物はあったのか、気がつくとついそんなふうに尋ねている自分に気付く。それどころか、

ワインを買いに行ったついでにキャットフードを買ってきて、娘に鼻の辺りで笑われる。いや、たまたま傍にあ

ったから買ったまでだ、と必要のない言い訳を行ったりする、だが酒屋にはキャットフードはない。 

しかし、ぼくは未だにその猫と目を合わせることができない。怖いのだ。目を合わせてはいけない、なぜかそ

う思っていた。 

だからその夜、居間の窓越しに訪れた彼女の「ミャアァオーゥ」というささやきについ目を合わせてしまった

ぼくは、そのまま彼女と果てしない会話をすることになってしまった。合ってしまった視線をはずす勇気がなか

ったのである、怖くて。 

「君はどうして猫なんだ？」 

「あなたはどうして人間なの？」 

「一人で彷徨う君は寂しくないかい?」 

「あなたは寂しくないの?」 

ぼくはウイスキーと論文と Bocelli の混ざった頭で猫との会話を続けた。彼女（?） は能弁で、時にぼくの論理

を論破した。しかも彼女（?） のまなざしには少しのいやらしさもなかった。それがなんとも心地よく、ぼくは

彼女を真似て四本の足で部屋の中を歩いてみたりもした。 

気が付くと彼女（？）はいなくなっていた。ぼくは短い旅を終えた。   
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駅 
 

１ 

寄り道をしたため、いつもより遅い列車に乗る。Charing Cross から研究所の本部のある Charlton へは 20 分程

度である。 

ぼくはほぼ毎日、この Charing Cross から出かけて、同じ Charing Cross に戻ってくる。当たり前じゃないかと

思われるかもしれないが、そのことが今日はどうしたわけか気にかかる。 

２ 

駅は出発の地であるとともに、到着地でもある。始まるとこるが終わりの地でもあるということだ。 

見送る人がいて、出迎える人がいる。 

３ 

ロンドンには Charing Cross以外にいくつかの大きな駅がある。Euston, Paddington, King’s Cross, London Bridge, 

Waterloo, Victoria 等、いずれも東西南北に列車が発着する。平地でドームになったこれらの駅の佇まいがぼくは

好きだ。まるでデパートの中にいるような日本の駅とは根本的に違う。そこには永い歳月が埃や煤の形で積もっ

ている。そしてそれらの埃や煤が、始まりと終わりの地であるそれぞれの駅に、そこで生まれては消えていく人

間の夥しい数のドラマの劇場としての風格を与えている。 

４ 

この春、日本の小学校ではたくさんの新小学一年生が真新しいランドセルを背負って登校したことだろう。

「行って来ます」と言って家を出た子どもたちは必ず、「ただいま」と戻ってくる。もともと「行って来ます」

という言葉は「行」き、そして「来る」のだから当然である。 

５ 

人は＜帰って来る＞ために＜出かけて行く＞のだ。 

けれども、出かけて行ったまま帰ることのない旅立ちというものもある。 

６ 

嫁ぐ日の花嫁は、「お世話になりました」と家を出て行く。その娘が「ただいま」と帰って来たのでは親とし

ては困るのである。 

７ 

戻って来ることを拒否した旅立ちが、時にぼくを誘う。 

たとえば、こうだ。英国でも日本でも大学その他の機関の日本語教育の関係者や英語教育の関係者たち、ある

いはその他のいわゆる先生たちに会うことが多いのだが、会う者の中には、会って話をしているうちに、ああつ

まらないなあ、とそう思わせる者たちが少なからずいる。斜めにしかものが見られない連中はいつも愚痴ってば

かりいる。汚臭のするため息をつき、そのくせ極めて打算的で＜今＞に迎合しながら苦笑いをしている。「現実

は」という言葉や「世の中というものは」といった言葉でもって明日という可能性を封じ込めようとする者たち

である。旧来の権威にしがみつき、そこでしか呼吸のできない者たちである。教育者だけではない。国という虎

の威を借りて小ずるく動き回る役人や半役人たちにはむしろこの種の人間が多い。 

そういう者たちと会っていると、「さようなら」とつい言いそうになる。しかし、こういった連中と時を過ご

すぼくはつまり、同じ穴の狢というわけで、格好をつけてたまに遠くへ出かけて行ったとしても、結局黄昏時に

なるときちんと戻ってきて、そういった連中と同じ空気を吸っているのだ。そう思えて息苦しくなるのである。 

早く「さようなら」を言わなければ、明日も同じ駅からぼくは偽りの旅に出かけるだろう。そういった時に必

ず掻く気持ちの悪い汗から、きっぱりと訣別したいのだ。 

８ 

ぼくは戻らぬ旅に出よう。たどり着いた駅を新しい基点と定めてさらに新たな旅に出る。駅はいつも出発する

場所である。 
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表現するということ 
 

今、ぼくは日本にいる。日本に戻ってからもうすぐ 3 週間になるというのに、午前 2 時前に眠ることがない。

時差の影響もあるが、徹底的な仕事ラッシュである。忙しいのはいい。ぼくはもともと仕事が好きなのだから。 

仕事が好きだということは、恵まれたことだと思う。もしも好きでやっているのでないならば、きっと苦しい

んだろうなあ、と思う。 

つまり、ぼくは幸いなことに好きになれる仕事とめぐり合ったということだ。けれども、仕事をしながら全く

苦しいことがないというわけではない。いやむしろ苦しいことのほうがはるかに多い。しかしぼくは教育という

仕事の持つ<喜び>というものを知っている。 

その<喜び>をどのように言葉で言い表すかといえば、なかなか難しい。喜びや悲しみといった感情を表す言葉

はいつも不十分なのである。不十分であるということは、それを言葉で表そうとするときに、ある程度の妥協を

迫られることを意味する。実際の感情と表された言葉の意味世界とのギャップに対する妥協である。妥協するこ

とが嫌ならば詩的言語を用いるか、あっさり言葉での表現をあきらめ、他の表現方法を選択するかしなくてはな

らない。 

たとえば、こうである。ある人を愛し、その思いを表現しようとするとする。「愛している」という言葉は確

かにある程度の思いを表現するであろう。しかしこの言葉一言ですべてを表しうるほど恋をする者たちの思いは

単純ではない。それを表そうとするには、恋する者は詩人になるしかないのである。「愛している」と言う代わ

りに「君の視線の先に何があるのかが気になってきょろきょろしていたから、喫茶店で飲んだのがコーヒーだっ

たか紅茶だったか覚えていないよ」と愛のひとつの思いを伝えようとするのにも大変なエネルギーを費やす。そ

の恋する者が突然、ハイネやボードレールに変身したからなのだ。いわゆる現代詩の表現が、藤村や道造、ある

いは啄木といった近代詩と比べて難解だと言われるのは、複雑になった現代人の苦悩の表現にはより抽象性を帯

びた象徴性が求められ、強まるからである。いずれにしても古今東西の詩人たちがその作品を表すことで闘った

のは、言葉の可能性への挑戦であり、安易な言語表現に妥協することへの拒絶であった。裏返せば、あくまで言

葉の力を信じようとしたのである。だから言葉にこだわったのだ。しかし、言葉の力を信じようとし、言語表現

の可能性を信じようとすると、挫折が繰り返され、裏切られることになる。けれどもなお、あくまで言葉による

表現に挑戦しようとするのである。いつだったか、ロンドンにやってきた谷川俊太郎が「ぼくはもう詩は書かな

い。現代にはもう書くものがなくなったから」とまるで現代社会のせいで彼の詩的表現が不可能になったかのよ

うに言っていたが、なあに、谷川には書けなくなったというだけのことである。詩人としての力が、まなざしが

消えたということだ。 

他方、言葉の力に頼らない方法とは、愛する者を抱きしめ、接吻するなどといった<行為>によるものである。

触感的にお互いの思いを確かめることができるだろう。けれども、そういった<行為>に不純なものが含まれない

かと言えば、否、大いに危険なのである。 

言葉による表現に見られる妥協や作為をそれらの<行為>にたやすく見出せるような現代である。つまりはウソ

の思いがよりはっきりとした<行為>という表現方法によって表されることによって、ウソをカムフラージュして

いこうとするのである。哀しく、寂しく、醜い。 

こうしてみていくと、われわれ人間の表現はいつも充たされていない。しかし、そのことを嘆く必要はない。

言葉も行為もそれが確かな思いにつながってさえいれば、すべては象徴性を帯びて<伝わる>からである。言葉も

行為も十全たるものではない。それは言葉そのものが本質的に象徴的な、比ゆ的な存在であるということを意味

する。<行為>も同様である。もっと言えば、われわれの<生>そのものが象徴的存在であり、時に抽象的でさえあ

ったりするのである。だからこそ、表面的なものについてできうる限りの厳密さを求めるとともに、それが伝え

ようとするもの自体についてより確かなまなざしを向ける努力が必要だろう。 
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予感 
 

人には予感する力がある。 

ものごとが芽生え、始まろうとする予感、あるいは、こわれ、くずれ、終わろうとする予感、そういったもの

を人は感じることができる。 

平家物語の言葉を借りずとも、すべてのものごとがいつまでも同じ形でとどまることができないことをぼくた

ちは識っている。 

どんなに美しい人も時とともに顔には皺を刻み、髪は白くなり、老いてゆく。植物も動物も、いや命のあるな

しに限らず、時は変化を義務付ける。 

そしてその変化の兆しを人は感じ取ることができる、そう思うのだ。 

予感する、とはそういうことだ。 

人を愛するということもその予感から始まる。「私はこの人を愛することになるのかもしれない」という無意

識の認識が起きる。それは素直な笑顔となって現れることもあれば、まったく逆の表情となって現れることだっ

てある。嫌いという感情は好きという感情と同じ座標軸の上に位置するといえるからである。 

あたかも自然に湧いてきたかのような恋情は、もしかしたらという予感とそれを現実のものにしようとする意

志によって生み出されたものなのである。 

その意志もまた、自覚される場合とされない場合とがある。愛そうとする意志の存在は、ただなんとなく愛と

いうものが漂うがごとく存在していると考えるような若者にはわかりにくいものであろう。 

まったくなんらの努力もないところには愛というものは存在し得ない。そこにあたかもあるかのように漂って

いるものは予感なのである。愛の予感なのであり、愛ではない。 

その予感を意志が確かなものに変えていく。その意志には、その者の知性や人格などといったその人間のすべ

ての力（ぼくはそれを人間力と呼んでいるが）が作用する。 

言葉を換えて言うならば、愚かな者は愛することができないということである。 

始まりが心地よい予感であるとするなら、終わりは不安といった穏やかならぬ思いである。 

恋愛の喩えで続けるならば、心がすれ違いうまくいかなくなったとき、人はその恋の終わりを予感する。別れ

たくないという思いはしかし、別れることになるのではないかというおそれと同義である。 

まずは予感すなわち不安との闘いが始まる。多くの場合その予感は当たるのである。始まるときも終わるとき

もそれらの予感にはそれぞれ根拠というものが存在するからである。 

つまり、予感を生み出したのは他ならぬ自分であり、自分たちなのである。 

予感はしかし、予感に過ぎない。始まりが予感と意志によって始まるとするならば、終わりもまた同じく予感

を意志の力によって現実のものにする。 

終わろうとして終わるのである。 

このことはしかし，愚かな者たちにはわからない。自然にそのようになったとしかとらえられないのである。

人間力のなにかが足りないのである。 

もしも終わりたくないならば、予感に克つ意志力を持つことだ。予感の根拠を一つずつ克服していこうとする

意志力を持つことである。 

始まるのも終わるのも自らの選択なのである。始まるのではなく始めるのであり、終わるのではなく終えるの

である。 

予感することのできる人間はしかし、その予感に支配される必要はない。予感を希望の思いに変える力こそが、

その人間の人間力なのである。 

変化を避けることはできない。その変化を予感し、好ましくない変化であるならば、その予感に縛られず予感

を希望に変える意志を持つことだ。望ましい形に変えていくことだ。 

学ぶということは、そのための力をつけようということであり、予感という呪縛から解き放たれんとすること

なのである。 
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形式的桎梏、あるいは権威 
 

深夜、読書とウイスキーを楽しみながら居間で寛いでいると、長男がやってきて目の前のソファに腰を下ろす。 

飲むか、と聞く。 

いや、もう寝るから。 

そうか、もう寝るか。 

パパ、これ、すごくいい詩だよ。 

なんだね。 

ボードレール。 

そうか、ボードレールを読んでいたのか。 

彼が手渡した一枚の用紙には左右対照の形でフランス語と英語の詩がタイプされていた。 

パパもね、ずいぶん昔だけれどもね、そう、高校生になったばかりの頃、ボードレールの詩集を買ってね、読

んだことがあるよ。 

＊ 

高校生だったぼくは毎日のように本屋に立ち寄った。文芸書、文庫本、雑誌、学習参考書・問題集とあらゆる

コーナーを見て回った。図書館もいいが、本屋には新鮮な＜今＞という時代の息遣いが感じられた。 

ある日ぼくは詩集を集めたコーナーで、ほぼ正方形をした本を手に取った。 

開いたページを読む。飛び込んできた言葉に、ぼくは顔が赤らむのを覚え、すぐに周りを窺った。再び開く。

次のページも、そしてその次も。 

ボードレール Charles-Pierre Baudelaire という詩人と出会った瞬間である。手にした詩集は『悪の華』 Les Fleurs 

du Mal。 

真っ赤な顔をしながらも購入したその詩集を家に持ち帰り、自分の部屋でこっそりと読み耽った、そういった

日々が今、たまらなく懐かしい。そしてそれには父の本棚から持ち出したモーパッサンの『女の一生』をある種

のたかまりとともに読んだ記憶も含まれる。 

＊ 

朔太郎（「新しき欲情」。引用は、漢字表記を除き原文のまま）は言う。 

「阿片喫食者の夢にみる月光のやうに、いつも蒼ざめた病魔の影に夢遊して居たボドレエルのやうな人が、そ

の反面の人格に於て、あんなにも明徹な、白日のやうな理性を隠してゐたといふことは、推察するだにも痛まし

い近代の悲哀である」 

「その理知的な映像は、到底また一つの最も切実な情緒<永遠への郷愁>を慰めることができない」 

「この＜自ら信じない幻像の実在>に向つて、たえず霊魂の悲しい羽ばたきをした人」 

「真の近代的神秘詩人」 

これらはそのまま、かく言う朔太郎自身に当てはまる。 

＊ 

産業革命はイギリスからフランスへ。それまでの貴族に代わってブルジョワジーが台頭する。労働と節約、勤

勉と堅実、家族・健全・平穏、すなわちあらゆる過激さを退けてほどほどの「中庸」を重んじるのが彼らのモラ

ルであった。 

その時代に生きたボードレールは、そのモラルに反逆し、現代人が無縁ではありえない「悪」の諸相を描こう

とする。 

淫蕩、嗜虐、同性愛、病的倦怠といったテーマが取り上げられ、1857 年 6 月に刊行された『悪の華』は当局に

より告発され、「公衆道徳良俗紊乱」という理由で裁かれ、有罪となる。 

しかしそこに貫かれ希求されていたものは、絶望的なまでの＜理想＞であった。＜死＞である。 

＊ 

朔太郎の一つ一つの詩作を推敲過程研究という形で追いかけた若い頃のぼくはいつしか、朔太郎やボードレー

ルのまなざしを身に纏うようになっていたのかもしれない。冷たいほど研ぎ澄まされた論理と破壊的な情念、そ

れらを追いかけてきたような気もする。 

ゆえに今のぼくは、日常的なる形式的桎梏、あるいは陳腐な権威を前にして、いつも歯噛みして疲れてしまっ

ているのではないかと、息子が去った居間で独り、考え込むのだった。 

苛立ちや焦りが自らに起因することはとうにわかっていたが、まさに「守ろう」として「縮んでいる」だけな

のだろう。  

もう一度、闘ってみるか。 
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偽りのコミュニケーション能力 
 

先週は三つの日本の大学から教授たちがやって来た。それぞれの大学から履修単位に関する提携等の相談を受

けた。会議が終わり、最近の日本における教育事情について雑談をしていたとき、実に不思議かつ不愉快な話を

聞いた。 

ある小学校に外国人の ALT（Assistant Language Teacher）が派遣された。ところが、その学校の校長はすぐに

教育委員会に抗議の連絡をした。「外国人教師を派遣してくれると聞いて期待していたが、なんと黒人ではない

か」と。 

どうやら、たとえばイギリス人というものが、あるいはアメリカ人というものが、白い肌をした人間だけでな

く黒い肌の人も黄色い肌の人もいろいろな肌の色の人たちでもって構成されているということをこの校長先生は

ご存知ないらしい。 

国際人養成を謳い文句にしている幼稚園の園長が自分の娘の留学先のホームステイの大家が黒人だというので

カンカンになって抗議してきたという話もかつて聞いた。 

国際理解教育の一環として導入された外国語教育（英語教育）であるが、そこで教育されようとする<国際理

解>や<言語コミュニケーション能力>とはいったいどのようなものなのか。私は寒々とした思いを抱くのだ。 

＊ 

日本人は白人になりたいのである。 

英語を話す力は、白人に少しでも近づこうとする日本人にとって必須のツールなのだ。 

アメリカのような強い国になりたい日本は、いやアメリカの弟分を気取ったりアメリカの一番の子分になりた

かったりする日本は、日本国民に、とりわけ子どもたちに英語を習得させて、なんとか「私たちはあなたたちア

メリカの人たちに極めて近い国民ですよ」と言いたいのである。 

日本では「アメリカ」という言葉と「外国」という言葉とは多くの場合、同義である。また同様に、「外国

人」とは「白人」のことであって、それ以外は「外国人」という言葉の範疇にはすんなりとは入れようとしない

のである。自らの皮膚の色が黄色いということを忘れている、いや忘れようとしているのである。 

＊ 

英語は、言葉は、そのために習得されるべきものとして位置づけられ、その教育は、国際理解教育なんて意識

は、たとえあったとしてもそれは少なくとも表面的なものであって、まったくどうでもいいのである。 

英語帝国主義という言葉がある。英語が世界を征服していくのである。英語という言葉や英語人的価値観や発

想が何よりも正しいこととして位置づけられていく。 

そして、日本という国や日本人はその帝国主義の植民地化を進んで受け入れ、自ら支配されることを望んでい

るのである。支配されることを自分が欧米人になることと錯覚しているのである。肌の色が少しずつ白くなって

いく、との愚かな妄想の中でにたにたと気持ちの悪い笑い顔を浮かべている。 

＊ 

そのような価値観の中で、国際教育の一環と位置づけられた外国語教育が、いや英語教育が始まっていく。21

世紀は国際社会であり、国際人にならなくてはというわけで、コミュニケーション能力としての英語力をつけよ

うと騒いでいるのである。 

騒いでいる者たちのコミュニケーション能力とは何かといえば、つまりは白人社会におもねる力である。裏返

せば、白人社会の一員に加えてもらい、その他の社会、たとえば有色人種の世界を見下す優越感を得たいという

ことである。 

＊ 

コミュニケートしようというのは、相手を愛そうということでなければならない。その愛する対象は自分とは

異なった、しかし自分と同じ尊い生命をもった存在である。異なったものの存在を正確に理解し、相手を同化さ

せようとすることなく愛そうとする、つまり異なる存在を認めようとする、そのための能力こそがコミュニケー

ション能力と呼ばれるべきものではないか、ぼくはそう思っている。 

そして、その能力をつけるための教育の一つが外国語教育、たとえば英語教育なのである。日本語教育ももち

ろんそうだ。 

ぼくたちは偽りのコミュニケーション能力やそれを養成しようとする教育の幼稚な暴力性に打算的な迎合をし

てはならない。 
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旅館に泊まる 
 

ブーンという羽音で目覚める。 

蚊である。 

眠れなくなったのだが、真夜中の暗い部屋でぼくは枕元の明かりをつけて、ああ、いいなあ、と呟く。 

今回の日本出張では、旅館に宿泊したいという前々からの願いが叶えられた。 

数ヶ月前、ぼくの友人が家族でロンドンにやってきた。東京の大学の教授である彼とは 15 年近く前から親交

がある。彼らと食事をしながらいつもの口癖でぼくは、「もう無機質のホテルはうんざりだ。どこかいい旅館は

ないかなあ」と彼に言った。 

「じゃ、ほら、例の旅館に泊まらない？」と彼のおばさんが経営する旅館をすすめてくれた。 

「例の旅館」とは特別な旅館で、いわゆる「ものかき旅館」といわれている。作家たちが小説や脚本等を書く

ために泊まりこむ旅館である。 

ぼくがその旅館に泊まりこむ前日まで、映画監督の山田洋次がそこで書いていた。彼の「寅さん」シリーズや

「学校」あるいは「たそがれ清兵衛」といった作品群はここで生まれた。野坂昭如もここで搾り出すようにモノ

を書き、その小説の出来上がりを待って隣の部屋でつめている出版者の社員にはいまや人気作家となった村松友

視などもいた。伊集院静もあるいはアニメーションで世界的作家となった宮崎駿もここで執筆する。NHK の朝の

ドラマや大河ドラマもここから生まれた。ぼくの隣の部屋は NHK 御用達作家専用の部屋である。ここで執筆の

ためカンヅメにされるということはつまり一流の作家として認められたということで、玄関で感極まって泣き出

した作家もいたという。 

東京の神楽坂の象徴のようにしっとりと佇むその旅館は、女優の小暮実千代（故人）が実妹に始めさせたもの

で、利用者は華やかである。高倉健や吉永小百合が訪ねてきたりするのである。 

ふすまで仕切られた部屋は 5 部屋程度しかなく、よって一般には公開していない。ひっそりと隠れ家のように

佇み、その内部ではモノを書く人間たちの頭を掻き毟りながらの闘いが繰り広げられている。 

設備等はまったく質素で、前回まで使っていたホテルと比べるとはるかに不便である。メールも使えない。部

屋には洗面所もお風呂もなくすべて共用。小さなお風呂に入っていると、間違ってほかの人が入ってくることだ

ってある。 

「明日の朝食は何時にいたしましょうか」と聞かれたので、「8 時にしてください」とあんまり早いと悪いか

らと遠慮がちに、それでも遅めの時間のつもりでお願いする。何日かはそれですんだが、なんとなくぼくだけが

早い時間から活動している気配を感じる。 

それで一応、「あのー、もっと遅くてもいいんですけど」と言ってみる。 

すると、「あ、そうですか。じゃ、10時にしましょうか」と返ってきた。 

なるほど、友人のその教授からは「朝食は遅ければ遅いほどいい、たとえば 12 時ごろとか」と聞かされてい

た。作家たちは夜行性で、朝は寝ているのである。 

確かにいろいろと不便ではある。しかし、それはたとえば日本とイギリスの違いのようなものである。日本と

いう国はとにかく便利な国である。朝も昼も夜ももはや時間によってできないというようなものはない。いつで

も何でもできる。区切りのない社会である。昼も夜も、大人と子どもも、女と男も、先生と学生も、親と子の区

切りも何もかもなくなってしまった。お金さえあればそんな区切りは楽に取り除くことができるのだ。 

街はおそらく世界一清潔だろう。地下鉄も新幹線もすべて時間通りにやってくる。 

それに比べロンドンは、大人の社会では子どもの発言権はない。先生は敬われ、敬われる存在として厳しく教

育される。街ははっきりと線が引かれ、ごみだらけの街があれば、おとぎの国のような地域もある。地下鉄や電

車が時間通りに来なくても客はまったく驚かない。 

日本に比べればロンドンは本当に不便なところである。 

しかしぼくは、そのロンドンの不便さがそれほど嫌いではない。頭にくることはしばしばだが、それほどスト

レスにはならない。便利だと思っているものがなくなっても実はそれほど不便ではない、そんな気がするからで

ある。 

豊かな緑や重厚な歴史に囲まれて厚みのある文化を味わっていると、便利さは多少我慢してもいいかといった

思いになるのである。 

旅館の方が、玄関で靴をはいているぼくのそばに正座して、今日はいい天気になってようございましたね、と

言葉をかける。そして出かけるぼくに三つ指突いて、行ってらっしゃいませ、と送り出してくれる。 

この風景は懐かしい。母の姿である。 
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墓前に立つ 
 

日本出張の際、時間を割くことができれば、できる限りぼくは父と母の永眠る故郷を訪れる。 

墓の前でぼくは語りかける。 

＊ 

ぼくは今、さまざまな闘いの中にいます。そのいずれもぼくにあいまいな対応を許さない極めて厳しいもので

す。 

お二人が生きていてくれたらと思うと、ロンドンで電車に乗っているときでさえ涙が浮かんでくることがあり

ます。 

生きていてくれたらと思いながら、しかしもし生きていてくれても、ぼくはきっとあなたたちに何も語らない

だろうなとも思います。 

ぼくはお二人が生きているときも結局、ぼく個人の苦しみや悩みについては直接的には何も話さなかったよう

に思います。 

そしてまた、お二人からも尋ねられなかったように思います。 

話したことといえば、「自衛隊は違憲かどうか」、「安保は必要なのか」、「地域開発のどこが問題なのか」、

「筆はどうやって持つのか」、「円切り上げをどう解釈するのか」、「学校の先生が考えなくてはならないこと

とは何か」、「いま自分が何を考え、何をしなければならないか、それだけを考えていなさい、後は自分で決め

ることだ」。 

お父さんとの会話で思い出すのはこの程度ですべてです。社会情勢以外のことは抽象的な短い言葉を貰っただ

けで、たとえば大学を卒業するとき、まだ大学に残って研究を続けたいというときも、結婚するというときも、

「わかった」で終わりました。 

お母さん、あなたとはたくさんのことを話したような気がしますが、ほとんど覚えていません。 

お嬢さん育ちでお手伝いさんたちにいろいろお世話をしてもらって育った頃の思い出話や、まだみんなが下駄

をはいて学校に通っていた頃に、一人だけ革靴で登校していたという話をするときのまるで少女のような表情が

思い出されます。 

しかしぼくは、ぼくの悩みや苦しみといったものは話さなかったのです。 

そのことがごく当たり前の親子関係なのかどうか、ぼくにはわかりません。きっと、みんなそうなんだろうな、

という気もします。 

そしてそのことが悲しかったり、残念だったりはしません。言葉によるコミュニケーションは、特に寡黙だっ

たお父さんとはあまりしなかったけれども、たくさんのことが、たとえばモノの見方や生き方といった、そうい

うものが体中にしみこんでいるという気がします。 

親父もぼくのこの歳の頃、激しい不安感や苛立ちと闘っていたんだろうな、きっとあの頃、とぼくが若い頃垣

間見たお父さんの表情を思い出したりしています。 

とにかく優しかったお母さんの、しかし強い愛情は、優しさの強さというものをしっかりと教えてくれたよう

に思います。 

こうやって墓の前に立ち、あなたたちに語りかけるぼくは、実はまだまだ甘えん坊の、泣き虫の、幼い子ども

以外の何者でもない、そんな気がします。 

けれどもまた、ぼくの子どもたちはすでに大人になり、そのうち子どもを持つようになるかもしれません。 

つながっていく命は、一本の線ではなく、それぞれの生が終わるたびに途切れる一点鎖線のようなもので、そ

の一点が前の生を生きた者と後の生を生きる者とのメッセージのやり取りであるように思えます。 

親が子に残すものは結局、私たちはどのように生きてきたかというメッセージではないかと思います。そのメ

ッセージをどう受けとめるかは、子どもの責任であって、親の責任ではありません。一人の人間の生は、あくま

でその人間のものであって、その人間の中で、一点鎖線のように完結し、途切れていくものであると考えるから

です。 

ぼくは教育者夫婦のお父さんとお母さんのメッセージをぼくの勝手な解釈で引き継ぎ、ぼくの子どもたちや教

え子たちにつなげたらいいな、と思っています。 

もう空港に行かなくてはならない時間になりました。ロンドンに戻ります。 

またいつか、いろいろと話を聞いてもらうために、戻ってまいります。 
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明日を信じる力 
教師の必要な力について考える（1） 

 

1 

ある程度の年齢になると、若者の言動に対していろいろと愚痴を言いたくなるものらしい。 

「最近の若いやつはなってない」とか、「世の中ってものがわかっていない」とかの類である。 

この者たちにとっては、自分が経験した事柄が世の中の全てであり、常識である。 

彼らは「終わった人間」として、その狭い世界と限られた経験から、「これからの人間」の未来の可能性を矮

小化するのである。 

先生と呼ばれる者たちにも結構この種の輩がいる。 

たとえば学校教育の場において、教師たちは勉強の成績でもって児童生徒を序列化し、その人間の評価を固定

化する。 

教室にはただ一つの観点を根拠に、できる子とできない子が生み出される。 

できる子は勉強することで成績が上がり、いわゆる成長する人間として認められるのだが、できない子は勉強

しても成長しない人種として位置づけられることになる。 

こうなると学校なんて面白いはずはないから、できない子とレッテルの貼られた子どもたちは大人たちへの反

逆を企てることになる。 

本当に学ぶことができれば成長しない人間などいない。 

にもかかわらず、いわゆるできない子は、限られた世界しか知らない大人によって未来の可能性を摘み取られ

ることになるのである。 

2 

子どもたちはいったい何のために学校に行くのだろう。 

あるいはまた、人間はなぜ学ぼうとするのだろう。 

それは、変わろうとするのである。 

変わりたいのである。 

昨日までの自分を変えようとするために人は学ぼうとするのである。 

少しでも成長したいと願うのである。 

それはつまり、学ぶことで自分は変わることができる、成長することができると信じているということである。  

だからこそ学ぼうとするのである。 

さらに換言すれば、学ぼうとする者には、あるいは学ぼうとする姿勢には、明日を信じようという希望のまな

ざしがあるということである。 

このことを先生と呼ばれ、教えようとする者たちはよく認識していなければならない。 

今教えようとするとき、目の前の学習者の全てが等しく、自分が成長することを、新しい明日を信じているこ

とを。 

そしてそのためには、教師自らが、成長を続けなくてはならない。 

自らの成長を信じることのできる人間でなければならない。 

そうでなければ、学ぶ者たちのまなざしをうけとめることはできないだろう。 

残念ながら、にもかかわらず、先生と呼ばれる者たちの貧しく、ひたすら立ち尽くす姿のなんと多いことか。 

明日を信じられずに佇む者たちは、ため息をつき、異なった価値観や論理で明日をもっと豊かにすがすがしく

生きようという者たちの目の輝きがまぶしすぎて、ゆえにその視界を狭めようとするのである。 

現実はそんなに甘くはないよ、という言葉の腐臭に気付かぬ者はいない。 

世の中というものは、と始められた長々とした言い訳の卑屈なコンプレックスに心から頷く者はいない。 

それでもなお同調する者たちはすでに、明日を信ずることができなくなった者たちである。 

明日を信じることができない者はゆえに、今日の終わりが怖くなる。 

その恐怖感を紛らわすために、愚痴るのである。 

「世の中というものは、……」 

「現実は、……」 

と。 
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論理と情 
教師の必要な力について考える（2） 

 

  Ⅰ 

ほぼ 3 週間に及ぶ日本出張を終えて、帰英のためぼくは成田空港にいた。空港内の寿司屋のカウンターに腰か

けたぼくに、その愛すべき男はこう言った。 

「先生は、やっぱり理系なんですね」 

「ウン、そうかもしれないねえ」 

ぼくはその男が言わんとしたことがよくわかった。だから、その場はそれで終えた。 

「先生はなんでもかんでも論理的に整理しようとするけれども、人間の世界はもっと情というものが重要なの

ではないか」と彼は言いたかったのだろう。 

そして彼がなぜそう言いたかったのかも、ぼくにはよくわかっていた。 

  Ⅱ 

理系であるか文系であるかといった分類法にはぼくはあまり与しようとは思わないが、一般に言われているよ

うに、学校の成績でどの科目が良いか悪いかといったことで片付けるなら、確かにぼくは数学や物理が得意だっ

た。 

だから、周りの者は理系の学部に進学するのだろうと思っていたらしく、ぼくが教育学部の文系を選択すると、

不思議な顔をした。学校の先生も理系の学部を勧めた。しかし、教育者になりたいというのは小学生の頃からの

夢だった。 

数学や物理は好きだったが、それよりももっと国語に魅かれた。受験勉強はまったくしなかったが、国語の成

績はいつも安定して高かった。模擬試験の設問はその出題意図までわかった。古文も漢文も何度か読むと自然に

意味が取れた。辞書は好んで用いたが、学習参考書は要らなかった。漢字の勉強などはまったくしなかった。た

だ、小説や詩はかなり読んだ。下宿先の部屋の中をうろうろと歩き回りながら道造や中也、朔太郎の詩を、ある

いは漢詩を心を込めて朗読した。 

数学や物理の論理に遊びながら、詩歌や文学の世界に酔った。 

ぼくの中ではそれらはごく自然に共存していた。 

だからぼくは、理系でも文系でもない。 

   Ⅲ 

三好達治に、「雪」という二行詩がある（『測量船』）。 

   太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。 

   次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。 

小学校の教科書にも、中学校、高校の教科書にも登場するという珍しい詩である。 

この詩の解釈には諸説がある。たとえば、この太郎や次郎を眠らせるのはいったい誰（何）かというものであ

り、この太郎と次郎は兄弟なのか、そうではないのか、などといったものである。 

これらについては「詩的言語の詩教育理論」といった拙稿にまとめており、ここでは触れないが、その論旨は、

この詩の言語構造にそれらの解釈のふくらみ（多様性）を産み出す要因があるというものであった。 

文学の解釈・鑑賞に論理的アプローチを試みたのである。 

そうすることで、作品理解の深部に近づくことができると思ったのである。 

   Ⅳ 

しかし、論理は、あくまで論理である。 

ぼくは論理の絶対を謳おうとは思わない。人間社会のすべてが論理によって説明し尽くせるなどとは全く思っ

ていない。ゆえに、哲学の論理性は楽しいと好んでいるが、しかしそれは、文学の宇宙の一部に過ぎないとも思

っている。 

けれどもまた、論理を蔑ろにする輩には、どうしても違和感を覚えてしまう。 

情は、あるいは心というものは、いい加減な曖昧さや、低レベルの論理性によって支えられてはならないと信

じるからである。 

ぎりぎりまで、考えられる限り、整理できるものは整理して、その後そういったものを超えた世界、すなわち

心の世界でつながりたいと思うのである。たとえば、愛するということは、そういうことではないかと思うのだ。 

情に甘えて、自らの情の質を貶めるような、つまり論理性の否定は、ぼくにはできない。 
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臍の緒 
教師の必要な力について考える（3） 

 

  Ⅰ 

研究所の Diploma 課程 32 期の学生たちの教育実習の指導に当たる。学生たちが懸命に準備したことが、作ら

れた教材からだけでなくその顔の表情からもよくわかる。Certificate 課程 35 期のクラスの学生たちも同様だろう。 

授業中は必死だ。学習者（learner）のあたたかい眼差しに誠実に応えようと、実習生（学生）たちは汗をかく。

真摯な緊張感から唇や指の先が震える。 

「頑張れよ」と心の中で励ます。 

授業（実習）の準備にはいくら打ち込んでも完璧という終わりはない。どうすればあのやや飲み込みの悪い○

○さんに理解してもらえるか、どうすればもっと楽しくみんなに発話をしてもらえるか等々、工夫をしようと思

えばいくらでも課題が見つかる。寝る時間を削って、練習をする、絵教材を作る。 

一人実習までのグループによる授業の準備も大変だ。一人一人の個性や考え方は当然ながら異なる。その異な

るものをみんなで話し合いながらどのようにまとめて、一人ではできない充実した学びの場を産み出すか。異な

るものと向き合うということはつまり、自分自身と対峙することを意味する。自分という人間を見つめざるを得

なくなる。自分の対人間観や授業に対する姿勢、教育観を検証しなくてはならなくなる。それらは時に辛い。今

まで生きてきた自分を、部分的にせよ否定されているような苦しさを覚えることもある。どうしてわかってくれ

ないんだと泣きたくもなる。 

そんなふうな毎日がしかし、あっという間に過ぎていく。 

そこで見えてくるものは、厳しいほどの、激しいほどの人と人との繋がりのありようである。 

同級生に向き合うということ、学習者に向き合うということ、先生との繋がり、すべてがコミュニケーション

とは何を求めて存在するのかということの具体的な事例である。 

  Ⅱ 

ぼくはよく考える。ぼくはどこから来たのだろう、と。 

ぼくは母親から生まれたのだという。今やぼくは、強い自我によって、自分の意識から逃れることは到底でき

ないが、いつからぼくはぼくになったのかがわからない。 

とはいえ、ぼくは母親の胎内にある期間いたことになっている。 

そのときのことである。 

ぼくは胎内で、母親の栄養分や酸素といったものをいわゆる臍の緒を通じて搾取し、そればかりか要らなくな

ったものや汚れたもの、あるいは二酸化炭素といったものを母親の血液の中に捨て続け、じっと外に出る機会を

窺っていた。時折聞こえる声は母親の優しい声であり、父親の厳格な声であった。時折兄や姉の笑い声も聞こえ

てきた。 

ぼくは胎内で母親の命を食べながら息を凝らしていたのである。 

臍の緒は、ぼくのわがままな思いをかなえる通路であった。一方的に自分に必要なものを求めるだけ求めて、

不要になった老廃物を捨てるための通路でもあった。 

悲しいコミュニケーションである。 

その悲しみをしかし、母という存在は喜びとして受け止めるのである。 

そしてまた、その母も母の母から生まれた。 

  Ⅲ 

人は繋がろうとする。繋がることで生きようとする。 

そのコミュニケーションはさまざまな形をもって存在する。 

たとえば、教育という世界では、授業の場における教師と学習者とのコミュニケーション。その授業を生み出

すための仲間とのコミュニケーション。学習者同士のコミュニケーション。 

そこで用いられる言葉は、いったいどのようなものを運んでいるのだろう。どのような思いを運んでいるのだ

ろう。 

そして、ぼくたちが教えようとする彼らにとっての外国語である日本語は、彼らの何を運ぶのであろう。 

臍の緒は命の不条理を運んだが、しかしそこには確かな愛があった。 
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満点の星 
教師の必要な力について考える（4） 

 

「図師くん」とその老人はぼくを呼んだ。 

深夜、宿泊施設の門限を破り、森歩きを始めたぼくたちは連歌に倣った連詩に遊び、それに疲れるとそれぞれ

勝手に散らばった。どんどん遠くへ行ってしまう者やその場に座り込んで持ち出した酒を静かに飲んでいる者。 

広い草原を見つけたぼくは草に寝て満天の星を仰いでいた。 

「図師くん、こっちに来ないかね」 

老人は、近づいたぼくに言った。 

「地面に耳をあててみなさい」 

「えっ?」 

「耳をあてると地球が動く音が聞こえるから」 

言われたとおりにしたぼくに老人は 

「どう、聞こえるかね?」と聞いた。 

「いえ、聞こえません」 

「そうか、聞こえないか。どうしても聞こえないか」 

「はい、やはり聞こえません」 

「そうか、聞こえないか。うん、それでいい、それでいい」 

 大学で英文学を講ずる彼は、うれしそうに笑った。 

 彼の主宰する同人誌と別の同人誌の詩人たちが集まって開催された三日間の合同合宿勉強会は、初日から深

夜に及んだ。お互いの作品を批評し合い、また朗読をする。 

その数年前、一度も会ったことのないぼくに、彼は突然電話をかけてきた。 

「Ｓという者です．あなたはどこかの同人になっていますか」 

「いえ、私はどこにも所属していません」 

「じゃ、一緒にやりませんか」 

彼の主宰する詩誌の同人にならないかという誘いである。 

「あなたの詩は読みました。どうですか、一緒にやりませんか」 

その数日前、ぼくの詩はある団体の年間最優秀作品賞を受賞していた。彼はそれを読んだようだ。                                                                                        

けれどもぼくは、そのＳと名のる詩人の詩を読んだことがなかった。ずいぶん乱暴な話である。 

しかしなぜかぼくは、はい、と返事をしていた。 

Ｓとはそれからたびたび会うことになる。同人の集まり以外にもぼくたちは差しで飲んだ。ずいぶん年上の彼

は、ニコニコしながらぼくの青臭い詩論や芸術論をだまって聞いていた。彼の右手にはいつも盃があった。 

世界の著名な文学者たちが集まって開かれたあるホテルでの平和会議になぜか招かれたぼくは、まわりはみん

なコーヒーや紅茶であったが、会議中からＳと二人で日本酒を飲んだ。その日のテレビの全国ニュースではしっ

かりそれが放映されていた。別のところに出張中で、その日その場にいるはずのないぼくはテレビカメラから顔

を隠したつもりだったが、しっかり映っていた。 

そのことを後でＳに話すと、ははは、といかにも愉快そうに彼は笑った。 

ある日いつものように彼と二人で飲んでいた。 

「実は話がある」 

彼が真面目な顔で話し始めた。 

「図師くん、ぼくが死んだ後は、君がやれ」 

「先生はまだまだお元気ですよ」 

「いや、死んだらという、仮定の話だよ」 

詩の世界のさまざまな役職にも就いていた彼は、しかしいつもひとりの朴訥な詩人だった。昔話をたっぷり聞

かされた。絶対に自分からもう帰ろうなどとは言わず、放っておけば朝まででも飲み歩くような彼から初めて自

分が死んだらという話を聞いた。 

「わかりました」と応え、喜んでくれた彼に、しばらくしてぼくは英国に行くことになったと伝えた。 

「そうか」と頷いた後、もう一度頷いて彼は、「飲もうや」と酒を勧めてくれた。それから、彼の知り合いの

英国人の英文学者の名前をメモ用紙に書いて渡してくれた。 

その酒の数日後、ぼくは彼の通夜の席にいた。 
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青春、か 
教師の必要な力について考える（5） 

 

昨日（5月 19日）のテレビ・ニュースが国語学者・金田一春彦先生のご逝去を報じた。 

あれはずいぶん昔のことだ。そのころ、ぼくはまだ 20 代の青年だった。岩手県盛岡市である学会が開かれた

のだが、そのときの会長が金田一先生で、記念講演は詩人の石垣りん氏だった。  

ぼくはその講演を会場の最前列の中央、すなわち石垣りん氏と向き合う形で聴いた。りん氏は完璧なまでに準

備された原稿を下に、まったく隙のない講演をした。無駄な表現など一言もなかった。それはまるで氏の詩作品

そのもので、不必要な女性的媚などもまったく存在しなかった。 

上質のワインを一滴も残さず飲んだ後の充実感に似た快さを覚えながらぼくは、その後の研究発表から抜け出

すと、盛岡城址へと向かった。 

城跡には観光客がほどほどにいたが、かまわずぼくは、地面に横たわった。そして真っ青な空を仰いだ。「空

に吸われし十五の心」と歌った啄木を真似てみたのである。観光客はヒッピーでも見るように、視線でぼくを露

骨に非難した。 

それからぼくはローカル線で渋民村へと向かった。啄木一家が「石をもて」追われた啄木のふるさとである。

啄木がかつて教員をしていた小学校の木造校舎の二階に上がり、詩集をバッグから取り出して、年月を経てゆが

んだ床にぼくは座り込んだ。 

その小さな校舎は啄木の記念館の一部となっている。誰もいなかったその校舎に突然大勢の足音が響くと、お

じいさんやおばあさんの集団がやってきた。観光バスが着いたのである。 

人の群れを避けるため、レンタ・サイクル（自転車）を借りると、村をゆっくりと走り回った。北上川河畔の

啄木の歌碑もめぐった。すると突然、空が暗黒にその色を変えた。そしていきなり大粒の雨が落ちてきた。 

雑貨屋の軒を借りてしばらく雨宿りをしていたが、激しく地面をたたきつけるその雨に誘われるようにぼくは

外に飛び出した。 

自転車をこぐ。激しい雨の中をゆっくりと進む。全身がびっしょりと重くなっていく。 

＜もっと、もっと、恐ろしいほどにたたきつけてくれ＞とつぶやきながら進む。 

ぼくはそのとき、＜自分＞を否定しようとしていた。 

嫌いだったのだ、＜自分＞が。 

教育者としての肩書きで生活を支え、詩人としての自分に陶酔し、いずれにおいてもきわめて未熟だったぼく

はしかし、実力とはかけ離れた評価を得、その偽りの評価を誇示し、ゆえに恐れおののいていた。 

たしかな呼吸がしたいと願いながら、自ら進んで潜めるような呼吸の世界に身をゆだねていた。 

ホテルに戻り、シャワーを浴びて、空腹を酒で満たす。 

頭が痛い。割れるように痛い。 

雨にぬれたズボンとシャツは、ハンガーに掛けられて、いやなにおいを放っている。 

＊ 

もがき、喘ぐような青春は、いつも自己否定と同居している。その自己否定はしかし、他者のまなざしを意識

しながらの陶酔によっていつも美しく飾られている。 

なあに、つまりは遊んでいるだけなんだよ、と齢を重ねた常識人がつぶやく。 

青春だけでなく、人間の存在そのものが遊びということなのだ。生きているということはいつも未熟で、闘っ

ても闘っても、傍から見ればじゃれあっているようなものだ。 

たしかにそうかもしれない。いやきっとそうだろう。 

けれどもぼくは、もう少し闘おうと思う。 

それは遊びに過ぎない稚拙なものであるかもしれないが、人のまなざしなんかに耐えられなくたってかまわな

いけれど、自分のどうしようもない怒りや悲しみ、喜びや寂しさ、そのようなものにひとつひとつ向き合って、

雨に打たれながら走り回って、泣いて、笑って、のた打ち回って、転んで、立ち止まって、そして、もう一度、

もう一度と一歩前に歩いていこうと思う。 
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ストップウオッチ 
教師の必要な力について考える（6） 

 

成田を飛び立った飛行機が漸くヒースロー空港へと高度を下げ始める。ぼくはヘッドフォンを耳からはずして、

レンガと緑の配色を楽しもうと窓から下を覗き込んだ。 

ひと月に及ぶ日本出張はさすがにぼくを疲れさせた。いつものように機内の落語を楽しむ気力もなく、静かな

音楽を聴きながらさまざまな思いの中でうとうととしては汗をかき、その気持ちの悪さに耐えていた。 

その気持ちの悪さの一つに、小学 6 年生の女の子が同級生を殺害した事件があった。例のごとくマスメディア

は刺激的に大きく報じた。教育学者やタレントたちが眉をひそめながら事の重大さとその分析を語った。 

多発する少年少女犯罪に大人たちは戸惑うふりを見せながら、しかし日常は何も変わっていこうとはしない。 

＊ 

日本に滞在していたある土曜日の朝、落語家・桂文珍が司会をするテレビのワイドショーをぼくは見ていた。 

広島県のある公立小学校の校長の教育方法について特集したその番組でその校長は、「カリスマ校長」と呼ば

れていた。カリスマが開発したという算数の「百ます計算」は全国の保護者たちに支持され、その練習帳はベス

トセラーになった。 

そのことはロンドンで生活をしながらでも新聞等で知っていたが、その実際の授業風景を見て驚いた。 

ストップウオッチを手にしたカリスマの掛け声で子どもたちは一斉に計算問題に取り掛かる。できた子どもが

「できました」と手を上げると、彼がたとえば「5 分 24 秒」などとその子どもが計算を終えるのにかかった時間

をストップウオッチで読み上げるのである。 

カリスマは言う、「2週間後には半分の時間で同じ計算ができるようになるぞ」と。 

言われた子どもたちは、懸命に練習する。そして 2 週間後には、半分の時間で計算できた子どもたちが誇らし

げに次々と手を上げていく。 

番組は言う、「すばらしい」と（文珍は揶揄していたが）。 

カリスマに批判的だった教師も次第にストップウオッチを手にするようになっていく。 

有名中学入試に出題された難問（つまりは奇問・悪問・愚問）を持ってきて子どもたちに解かせたカリスマは、

何人かが正解を答えると、こんなに効果があると胸を張る。 

そんなのは思考力や応用力をつけることにはならないといった当然予想される批判に対してもカリスマはちゃ

んと反論を準備している。「応用力とか思考力とか創造力とかいったものは、こういった基礎力がついてから後

でつけていけばよい」と。 

最近の子どもたちの学力が落ちたと嘆く輩にはとても頼もしい論理（もどき）である。 

保護者たちにとってこのカリスマはわかりやすく、現実的で、頼もしい。保護者たちに応援団を形成してもら

ったカリスマは、戸惑いを見せる教師たちを蹴散らして前へ前へと進んでいく。 

子どもたちも、そうか、勉強って、ストップウオッチでする競争なんだと思い込むようになり、ストップウオ

ッチがなければ思考が開始しなくなる。 

「でもね」などと考え込むような子どもは、「お前、そんなこと言ってるから 3 分を切れないんだぜ」と馬鹿

にされるようになり、じっくり考えることはできなくなる。 

答えが一つしかないものが大切にされ、いろいろな角度から考えたり、回り道をして考えたりすることは愚か

なこととして位置づけられる。 

どこかでそんな単純な教育もどきが重宝される場面があったなと考えていたら、あった、あった、町中にいく

らでも転がっている稚拙な塾の教育である。優れた学習塾も中にはあるが、多くは保護者や愚かなメディア、単

一の価値観に縛られた社会におもねった教育そのものなのである。 

そういった塾の普通の教師が公立小学校に現れたから、カリスマになっただけである。少しも新鮮ではない。 

子供たちを追いやり、愚かな大人に媚を売る教育者もどきたちがストップウオッチで囁くのだ、「ほら、もっ

と速く、考え込んじゃだめだよ、負けるよ」。 

殺した少女も殺された少女も、カリスマたちが滅ぼした。 
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稚拙なる論理の汚臭 
教師の必要な力について考える（7） 

 

今年の日本の夏は記録的な暑さで、死者まででているという。暑さの苦手なぼくは、日本にいなくて良かった

なあと心底思う。 

どうやらぼくは大変な暑がりらしく、日本に出張すると春や秋でさえ、研究所日本事務局のエア・コンを強冷

房にして顰蹙（ひんしゅく）を買う。ぼくが事務局に到着すると、スタッフは上着を羽織り始めるのだ。 

ハンカチはいつも二枚持つことにしている。二十代までは、ほかの人がどんなに汗をかいていても涼しい顔を

して驚かれたものだが、三十歳を越えたあたりから、汗が噴出すようになった。おそらく体内に余計なものが住

み始めたからだろう。 

アルコールである。アル中でないことは一月（ひとつき）の間完璧に飲むことをやめてもまったく苦しくもな

んともないのだから証明済みだが、体内のどこかに安心してアルコールの一味が暮らしているのだろう。 

なにしろお酒を飲まなくても、何かを体内に入れるとすぐに発酵して顔が赤くなるのだ。寒いのは我慢できる

のだが、とにかく暑いのはだめだ。 

そのぼくがしかし、たとえばスペインやポルトガル、あるいは南フランスあたりの海岸で真っ裸になって日光

浴をすることを愛するのだから、話はややこしい。 

砂浜でしばらく強い日差しを浴びていると、突然何も考えられなくなる。「ああ、軽い日射病だな、これは」

と思いながら、けれどもぼくは動かない。「考える」ということから逃れることができた喜びに浸るのである。 

ぼくはいつから考え続けているのだろう。 

いつもいつも分析する対象を探し、論理という道具でそれらを味わってきた。ぼくは論理絶対主義者ではまっ

たくないが、論理を軽んずる者は嫌いだ。 

論理を軽んずる者は、いや正確に言えば論理的思考のできない者はしばしば、「この世の中は理屈だけでは割

り切れない」などとのたまう。「論理ではなく大切なのは心だ」と陶酔気味に主張する。 

その通りだよ。 

論理がすべてでなんかあるものか。 

しかし、論理的思考のできない者が、逃げ道として「心」や「情」といったものを振りかざすのは、みっとも

ない。 

「心」や「情」といったものはもっともっと大切なもので、いい加減な整理しかできない者が振りかざすこと

ばではけっしてない。 

ぎりぎりまで論理や理屈で突き詰めて、そしてじっと沈黙の時間が流れた跡に、突然天空に浮遊するがごとく

（そう、ふあーっと）、「論理なんてものくそ食らえ」というようになってはじめて、「心」や「情」が見えて

くる、そういうもんだ。 

「心」や「情」や「感動」を甘く見てはいけないゾ。 

だからといって、論理的思考も稚拙なくせに、いかにも論理的にものを言っているかのように物申す輩にも閉

口する。そういう者たちは多くの場合、大きな錯覚をしており、自分が論理的に考えることができると信じてい

る。 

もっとも、それはそれほど悪いことではない。 

が、はなはだ困ったことに、論理的に破綻した際の謙虚さがないと、まわりの者は後味の悪い疲労感を、徒労

感を覚えてしまうのである。 

それが、期待すべき人物や仲間である場合の周囲の後遺症は深刻である。論理的思考ができ、しかも論理と情

との位置づけができるはずの人間だと信じていた者が、あっさりと稚拙な論理に堕していくのはさみしい。 

論理的な物言いで言おうとしたその内容ではなく、そのレベルでものを言ってもいいだろうという傲慢さが、

醜いのである。 

その醜さは、成長を止めた者の醜さである。 

ゆえにさみしいのである。 

ぼくも未熟で稚拙であるが、不毛な、稚拙な、論理もどきに甘えようとは決して思わない。 

さらに、非論理の塊みたいな者が、人から何か言われるとすぐにとんでもなく見当はずれのことを言い訳がま

しくぺちゃくちゃと、しかも長々と話すのを聞かされるとぼくは、その空間を共有していることすら恥ずかしく

なるのだ。 
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狐 
教師の必要な力について考える（8） 

 

   １ 

深夜帰宅するぼくの目の前に突然現れたのは、一匹の狐である。 

狐！ 

道の中央に立ち、ぼくをじっと見つめている。 

ぼくもまた立ち止まり、狐の目を凝視する。 

   ２ 

学生時代に原文で読んだ D.H.ロレンス（David Herbert Lawrence 1885-1930）の The Fox は、濃密な妖しい雰囲

気を漂わせる小説である。 

さまざまな詩人たちの作品を読み耽っていたその頃のぼくは、この作品に登場する女たちの殺したような息づ

かいに魅かれた。 

ロレンスの作品世界の虚構はそれゆえに、そしてしかしながら極めて生々しくリアルであった。 

   ３ 

狐は深夜、猫を獰猛にしたような声で鳴き、吼える。 

その哀しい声を聞きながら、なかなか眠りに落ちることのできない頭が、痩せていた若い頃を想う。 

学生運動はもはや下火であったが、住んでいるアパートにも時折激しい足音がして、誰かが官憲に追われ逃げ

込んだのだなと思わせる夜があった。 

逃げ込んだ輩もまた痩せていたに違いない。 

その頃は、みんな痩せていた。 

学生も教官も、町も田舎も、文化も文明も、昨日もあしたも、みんな痩せていた。 

だから、皮膚に感じたものがすぐに毛細血管に伝わり、絡みつく神経細胞を震わせた。 

痛いという感触があり、浮遊するような快感があった。 

   ４ 

ぼくはウイスキーのボトルや日本酒の一升瓶を部屋に置いて、群れることなく一人で飲んだ。 

酒の味などわからなかったが、酔うことはできた。 

飲んで横たわった畳の床が、遊園地の乗り物のように激しく揺れることもあった。 

畳が斜面となり滑り落ちそうに思えて、畳にしがみついた。 

ぼくの痩せて麻痺をした精神が仮想の斜面の上でのた打ち回っていたのである。 

   ５ 

狐を見つめたぼくは狐に見つめられていた。 

   ６ 

あれからぼくは少し歳をとった。 

痩せた体には贅肉がつき、こけていた頬に丸い肉がついた。 

近視は進み、手許が見えなくなった。 

髪は抜け、残った義理堅い髪はしかし、白くなってきた。 

声は太くなり、走ろうと思っても無理をするなという声がすぐ自らを押しとどめる。 

   ７ 

だが、とぼくは路上に立ち尽くしながら狐に語りかける。 

ぼくは、狐よ、ようやくその頃感じた痛みというものの正体や、震えるような快感の純情や欺瞞や偽りを静か

に、そして確かに受け止めることができそうに思えるのだ。 

痩せたぼくが感じた痛みや喜びは、驚くべきことに今もまだぼくの細胞に絡み付いているのだよ。 

その頃つかむことができなかったある種の痛みは、油断すると時に＜絶望＞ということばで括られたり、＜堕

落＞ということばの器に入れられたりする。 

したり顔した＜納得＞である。 

それで終わりにしようという汚臭のする＜溜息＞だ。 

そしてそういった愚かな＜知恵＞を今ぼくは、全身を震わせながら、そうお前のように四本足になって高く吼

えながら脱ぎ捨てようとしているのだ。 

   ８ 

狐よ。 

ぼくの疾走についてくるがいい。 

ぼくはほら、ぼくは今もぼくの感性で呼吸をしている。 

繊毛のような神経細胞を持ったお前に、伸びやかでたくましく、そして豊かな、眩しい疾走を見せてやろう。 



濫觴 RAN●SHOO 

©Institute of International Education in London 

No. 82 
October 21

st
, 2004 

 

石を投げる 
教師の必要な力について考える（9） 

 

   １ 

中学 1年の途中で転校したぼくは、革靴を履いて通学を始めた。 

父親が買ってくれたのである。 

しかも一足ではなかった。 

周りはみんな運動靴のようなものを履いている中でピカピカ光る茶や黒の革靴を毎日履き替えて登校するぼく

に、新しい学校のあまり柄の良くない連中が話しかけてくるようになる。 

このあたりを案内してやろう、とぼくを誘った。 

ぼくは彼らの誘いに乗り、放課後はいろいろなところを見て回った。 

時々彼らはぼくに聞いた、「君はどんなものが好きか」と。 

好きな食べ物を言うと、あくる日にはそれを持ってきてくれた。 

読みたい本の名を告げると、しばらくしてそれを貸してくれた。 

彼らはぼくに対して不思議に丁寧な言葉を遣った。 

顔を赤らめながら話す彼らに、ああ、緊張しているんだな、とぼくは思った。 

ぼくが彼らにようやく仲間意識を持ち始めた頃、ぼくは学校の先生に呼びだされた。 

君は Aや Bたちと放課後遊んでいるようだけれど、やめたほうがいい、との忠告だった。 

どうやらぼくだけではなく、彼らにも注意がなされたようだ、「図師君を巻き込むな」と。 

彼らがぼくを誘うことがなくなった。 

柄はいかにも良くなかったが、いつも彼らは親切で、優しかった。 

そして何より、真面目だった。 

彼らは時に自分の夢を語った。 

恥ずかしそうに、しかし本気で自分の将来を語った。 

   ２ 

先生から注意された翌日からぼくは革靴を脱ぎ、みんなと同じ運動靴に変えた。 

   ３ 

ぼくは自分のことは何も語らなかった。 

転校する前のことやこれからのこと、聞かれたことに最小限答えるだけであった。 

勉強はつまらなかった。 

授業は真面目に受けていたから成績はまずまずだったが、少しも面白いとは思わなかった。 

けれどもぼくは真面目な良い子として先生たちにかわいがられた。 

クラスや生徒会の役員に選ばれ、バレーボール部のキャプテンでもあった。 

生徒会新聞をガリ版で作っているときや、隠れて詩を書いているときがぼくの大切な時間だった。 

   ４ 

そのころ、ぼくはよく一人で近くの河原に行った。 

そこでつぶやきながら石を投げるのである。 

30分も 1時間も投げ続けるのである。 

ぼくはぼくの心の中に突如芽生えた得体の知れないものを石を投げ続けることで沈めようとした。 

怒ったようにぼくは石を投げた。 

   ５ 

あるとき、父が言った、「河原で石を投げているんだってね」と。 

「はい」 

「そうか、石を投げると気持ちいいか」 

「はい」 

「そうか、そうか」 

父にはぼくの心の中に芽生えた得体の知れないものの正体がわかっているように思え、ぼくは顔を赤らめた。 

  ６ 

ぼくが沈めようとした思いは、しかしながらずっと消えないで生き続けた。 

それはときに大きく膨らみ、ぼくを苦しめた。 

そしてある日、投げた石は切ない音をたてて砕けた。 
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美しい人 
教師の必要な力について考える（10） 

 

   １ 

プラットホームで電車を待つ間、久しぶりに晴れた朝の空を仰ぐ。淡い青の上にかすかな白い雲が掃かれたよ

うに組み合わせられていて上品だ。 

ぼくは晩秋の高い空に心を吸われながら、静かに深呼吸をする。 

<もう一度、始めなくては> 

   ２ 

自分自身の未熟さや醜さといったものに押しつぶされそうになりながら、それでもなお<もう一度>とつぶやく。

つぶやかなければ、転がり落ちていくような不安な思いに襲われる。 

そんなぼくは今、自分のことを棚に上げて、＜美しい人＞と一緒にいたいと強く思う。 

   ３ 

十数年前から書き始めた長詩のタイトルは｢ヨーロッパの神々たち―ぼくはもっと美しかった｣というもので、

今は休筆中である。ロンドンの地下鉄の汚れた線路の隙間を動き回る鼠やポルトガルの寂しい村の公園の水道を

使い暗いまなざしで一日中洗濯をしている幼い子どもたち、そういった風景の中にあるかすかな光を見つけよう

とした。 

気が付くとぼくこそが鼠となって、埃とゴミを食しながら動き回っていた。 

   ４ 

毎日のように決意をする。 

毎朝のように決心する。 

もっと美しくならなければ、と。 

そして、重い気持ちを引き摺りながら帰ってくる。 

   ５ 

優しい人。 

どんな痛みを加えられようが、微笑む力のある人。 

痛みを加えようとする者を抱きしめようとする人。 

相手の痛みを自らの痛みとして受け止めることができる人。 

人の幸せや喜びを心から喜べる人。 

妬まぬ人。 

疑わぬ人。 

信じることのできる人。 

信じようとする人。 

美しいものを美しいと思える人。 

ごまかさぬ人。 

間違いを犯したとき、心から謝ることができる人。 

間違いを犯したあと、今度は間違いを犯さぬように努力する人。 

間違いが間違いであるとわかる人。 

驕らぬ人。 

優れた力というものが人を威圧するものではないということがわかっている人。 

優れた力というものが人を暖かく抱きしめようとするものであるということがわかっている人。 

幸せになりたいと思っている人。 

幸せを見つけることができる人。 

幸せを自らの手で創ろうとする人。 

昨日より確かに 1センチ身長が伸びている人。 

   ６ 

簡単なことだ。 

愛することだ。 

   ７ 

＜美しい人＞と時間をともにしながら、自らも美しくなろうとする。 

そんな時間がぼくには今、とても恋しい。 

   ８ 

晴れた空に飛行機が飛んでいる。 

背伸びをする。 

生まれたばかりの朝の空気がぼくを押して、ホームに滑り込んできた電車に乗せる。 

＜もう一度＞とつぶやく。 
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記憶の中の微笑 
生きるという旅、あるいは<そのころのぼく> 

（1）3歳で行った小学校 

 

   １ 

幼稚園に行きたがらないぼくを家まで迎えに来た先生は「おッはよッ」と元気よく話しかけると大きな手でぼ

くの手を握り、大股で幼稚園へと連れて行った。 

そうか、思い出してみると、ぼくは小学校時代だけでなく幼稚園児のときも登校拒否をしていたのだ。 

そして、そのころがぼくの思い出が始まる最初である。 

   ２ 

記憶のその場に再び立つことはできないが、今に至るそれらの思い出を大切に抱きしめ、守りたいと思う。幼

く稚拙な時代の思い出には時に赤面さえしてしまうが、未熟なりに懸命で純粋なまなざしを今の価値観で醜く否

定してしまおうとは決して思わない。 

あのころ、と語り始める思い出は、やさしく、美しいものでありたい。そのころ口にした理想や夢がたとえ現

在の状況と異なっていたとしても、ぼくはそのころの思い出を汚したくはない。 

そのころは確かに、そのころの空気を吸い込み、吐き出していた。 

   ３ 

大学時代にはほとんど毎日日記をつけた。その日記は今も大切にとってあるが、積み重ねられた日記を今、燃

やしてしまおうかとぼくは逡巡している。ぼくの大切な青春の思いを連ねたそれらの日記が、今のぼくを苦しめ

るからである。 

大切に守りたい＜そのころのぼく＞が、知らぬ間に汚されていっている、そう感じるのである。＜あのころは

理想的なことばかり言っていたのに＞という声が聞こえてくる。醜くゆがんだ声である。 

＜今のぼく＞をあざ笑うために、＜そのころのぼく＞が貶められるとすれば、ぼくはもっともっと遠くへと逃

げなくてはならない。遡らなくてはならない。けれども、貶めようとする執拗な追っ手はさらに追いかけてきて、

生まれたときからの、つまりは幼稚園時代からのぼくの人間性を否定しようとする。いや、それにとどまらない。

ぼくを産んだ母や父の遺伝子さえもその攻撃の対象となり、徹底的なぼくの抹殺を図ろうとするのだ。 

   ４ 

逃れることができないならば、と居直ることにしよう。ぼくはそのとき確かに笑い、泣き、呼吸をしていた。

園児のころからつい最近までの＜そのころのぼく＞をかつて書いた事柄と重複することもあるが、しばらくは書

いてみようと思う。 

   ５ 

6 人兄弟の末っ子として生まれたぼくは体の大きな子どもだった。姉が一人の五男である。すでに両親と長兄

は逝った。 

すぐ上の兄が小学 1 年生のときだったと思う。兄はぼくより 3 歳年上だから、ぼくは 3 歳か 4 歳ぐらいだった

のだろう。ある日、小学校に登校する兄についていったぼくは、兄の席の隣に並んで座った。二人机である。小

学生でもないぼくは兄と一緒に授業を受けた。不思議なことに、そのぼくを先生が受け入れてくれたのである。

給食の時間になると、ぼくは興奮した。何しろ初めての経験である。パンは落とす、おかずはこぼす、しかし兄

は文句も言わずやさしくそれを拾い、汚れを拭いてくれた。 

数年前、その兄と酒を飲んだ。そのときのことをぼくが話すと、彼もよく覚えていた。昨日のことのように、

笑いながら兄はそのときのことを語った。 

歳の近い彼にはよく泣かされた。頭がよく、ゆえにいたずらを次から次へと考案する彼はよく親に怒られた。

それを見て育ったぼくはいわゆるよい子で、つまりは今のぼくがあまり好まぬタイプの子どもだった。いたずら

っ子の兄はぼくに絡んだ。ぼくは泣くことで、親やもっと年上の兄たちを味方にした。 

中学生になったぼくはすでに兄より背が高くなり、知らぬ間に筋肉もついていた。ちょっとしたことで喧嘩に

なり、気がつくと兄を倒していた。そのときのショックは忘れられない。取り返しのつかないとんでもないこと

をした、とぼくは自分を責めた。兄を倒したのはそれが初めてで最後だった。 

＜そのころのぼく＞が手にしていた兄とのじゃれ合いが今、とても懐かしい。 
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記憶の中の微笑 
生きるという旅、あるいは<そのころのぼく> 

（2）音楽の匂い 

 

   １ 

学校の放課後には朝とは違ったもう一つの始まりがある。教室からは子どもたちが勢いよく飛び出していく。

これからが子どもたちのわくわくするような一日の始まりなのである。 

小学校の土のグランドにズック靴の踵で丸い円を描くと、相撲が始まる。若ノ花や大鵬が何人も名乗りを上げ

る。若秩父や明武谷も控えている。 

グランドの隅をホームベースにして野球が始まる。長嶋や王、柴田や国松がいる。どうしたわけか金田や杉浦

の制球はもう一つである。 

ゴム跳びをする女の子たちはちらちらと男の子たちを見ている。 

突然、先生が呼び止める。「放課後、先生のところにちょっと来なさい」と。 

ぼくには予定がある、今日は長嶋になることになっているのに。 

「実はね」、優しい声で音楽の先生が話し始める。ぼくは男の先生の、この柔らかい口調が苦手だ。 

「君に鼓笛隊のソウシキ（総指揮）をやってもらおうと思うのだけれど、ね」 

「えっ、ソウシキ（葬式）ですか?」 

「ウン、ソウシキ（総指揮）」 

「はあ、……?」 

「やってくれるね」 

「はい、……?」 

またある日、呼び止められる。「この歌を大きな声で歌ってごらん」 

「うん、いい。じゃあ、合唱団のメンバーに入れておくからね」 

またまた呼び止められる。窓の外から、柏戸や朝潮が不安そうにのぞいている。今日は一緒に遊べないのかと。 

「これ、持ってごらん。弾いてごらん」 

「はい、……?」 

「コントラバス。やるね」 

  ２ 

たまたま背が高く、少し目立っていただけで、ぼくは音楽の世界に引きずり込まれた。その練習のために、学

校帰りに土手で格闘する喜びが奪われた。力道山になれなくなった。長嶋になれなくなった。 

音楽室に集められ、選ばれた者たちはなんとなく「ぼくは選ばれました」といった顔をしている。「私、選ば

れたンです」という澄ました顔である。後年、「思い出まくら」という曲をヒットさせた小坂恭子もいる。 

ぼくは自分に音楽の才能がないことをよく自覚していたので、それらの練習はきわめて苦痛であった。何しろ

音痴である。ああ、早く時間が過ぎていかないかなあ、といつも願っていた。 

人の前で歌うことが恥ずかしかった。その頃ぼくはいろいろな役員をさせられ、人前に立つことが多かったが、

それでもいつも緊張した。 

高校生になって、芸術科目は書道、音楽、美術の中から選択することになり、ぼくは迷わず美術を選んだ。 

   ３ 

初めて就職した日、新任歓迎パーティーが開かれたホテルの華やかなステージで歌を歌うように求められたぼ

くは困った。仕方なく、100 名を越す教職員を前にして与謝野鉄幹の「人を恋ふる歌」を歌った。カラオケなん

かない歌である。歌い終えてトイレに行くと、音楽の先生がいた。並んで用を足しながらその先生は、「気持ち

のいい歌い方だねえ。うまいねえ」と褒めてくれた。詩を棒読みしたような、そして怒鳴るような歌い振りを褒

められて、ぼくはしかし、うれしかった。いや、その先生の口調が朴訥だったからである。こんな音楽の先生も

いるんだと思った。 

    ４ 

子どものぼくは大人の匂いに敏感だった。ものごころついたころからずっと、「先生」と呼ばれる多くの大人

たちに囲まれて育ったぼくには、大人を見分ける、先生の質を見分ける嗅覚が普通の環境に育った人たちよりも

多少発達していたようである。 
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＜「ゆとり教育」批判＞を批判する 
学力低下を嘆く者たちの狡猾 

学校は死ぬのか 

 

机の上にある一冊の書物にぼくはため息をつきながら、しかし怒りにも似た思いが沸き起こるのを感じている。 

「Education at a Glance, OECD INDICATORS 2004」という分厚いそのレポートはいまや日本の教育を大きく揺

さぶり、そして破壊しようとしている。 

日本の子どもたちの学力が低下し、このままでは日本が危ういと言うのである。 

レポート自体がそう言うのではなく、それらのレポートのデータを根拠にして大臣を始めとした日本の政治家

や教育学者たち、そして一部の現場教師が騒いでいるのである。 

愚かで、下品で、ジャーナリズム精神などはとっくの昔に捨ててしまい、商業主義一辺倒の無恥と権威主義の

汚臭を放つ新聞や雑誌、テレビがそれらを煽（あお）っている。 

そして、そのように日本の子どもたちの学力が低下したのは「ゆとり教育」が原因だとみんなが声をそろえて

合唱しているのである。週 5 日制なんて早くやめてしまい、土曜日の学習を復活しなければ大変なことになると

慌ててみせる。 

とにかく暗誦させることが大切だとある大学教授が言うと猫も杓子も「つれづれなるままに……」となる。 

ストップウォッチで計算競争をさせるある小学校の校長が作ったといういかにも貧しい算数ドリル（かつては

流行らない小さな学習塾でよく見かけた代物）がベストセラーになり、母親たちが競って本屋に買いに走る。 

とにかく基礎力をつけねばと詰め込み教育の復活を主張する者たちがしたり顔をブラウン管に曝（さら）す。 

訓練が何より大切なので、ゆとり教育や個性重視などといった悠長なことを言っていたのでは日本はアジアの

諸国にも追い越されるぞ、とまるで右翼の宣伝車から流される大音響のようながさつな声で教育評論家たちが眉

をひそめる。 

＊ 

なるほど、残念ながら確かに日本という国は滅びるだろう。日本人は決して誇るに足らぬ民族となっていくこ

とだろう。 

なぜなら、これらの教育における迷走は尋常ではない。 

知性も品格も何もない。 

「何とか様」といった韓国の男優を追いかける日本の婦人たちのあられもない姿をテレビで見ながら、この人

たちはもうしばらくするとどんなモノを追いかけようと厚化粧をするのだろう、メディアによって操作誘導され、

どんなモノを追いかけさせられるのだろうと哀れに思ったが、日本という国自体がまさにこれと一緒で、いつも

その時の権力者がある意図を持って作った＜旬あるいはブーム＞に右往左往させられている。いつもみんな一緒

に駆けっこなのである。 

日本という国にはいつもブームというものが用意されていて、それを追いかけているうちにたとえば憲法問題

といったような大きな問題は見えなくなってしまう。 

そういう＜可愛い国民＞は、政（まつりごと）を担当する者や情報という名の凶器で大衆を支配するメディア

という権力者にとっては頗（すこぶ）る都合がいいのである。 

そして、そういった愚かな国民にしてしまった者たちが今度はさらにもっと愚かな国民、すなわち笛を吹けば

どのような方向に向かっても何もためらうことなく素直に走り出す国民をつくろうと最後の仕上げにかかった。 

若者の学力が低下して大変だぞ、アジアの国々に負けるぞ、と嗾（けしか）けている。日本人にとってアメリ

カやヨーロッパの国々に負けるのはなんともないが、アジアの国の後塵を拝するのは我慢できない。その不思議

な優越感すなわち劣等感を巧みに利用して、笛を吹けばすぐ走り出す国民を作らんと、詰め込み教育つまり考え

させない教育の復活が正当化されていく。 

熟考する人間や疑問を抱き考え込むような人間は国際競争力を強めたい日本株式会社には要らない。一部の人

間が支配していくようなシステムには、ごく一部の者たち、いわゆるエリートを生産する特別な教育と素直に黙

ってついてくる大衆を生産する単純詰め込み教育とが都合いいのである。 

「ゆとり教育」の象徴としてたとえば「総合的な学習の時間」が創設されたが、こういった、考えて自ら課題

を発見設定して学ぼうとするような学習は権力を守り拡大したい者たちにとっては甚だ迷惑なのである。だから

やめることにするというのである。そして「ゆとり教育」も全部やめようというのである。 

＊ 

学校とは人間の幸せについて考えるところである。 

その学校を今、大人社会の権力構造にとって都合のよい人間を生産する工場にしようとしているのである。 

「ゆとり教育」が求めようとした方向性は正しい。その理念達成のための環境整備を意図的に怠った行政や大

人社会にこそ非はある。このままでは、学校は死ぬ。（続く） 
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＜「ゆとり教育」批判＞を批判する 
学力低下を嘆く者たちの狡猾 

続・学校は死ぬのか 

 

全国の小学 5年～中学 3年の約 45万１千人を対象として実施された 2003年度学力調査の結果が公表された。 

今や日本の子どもたちの学力低下の元凶とされる［ゆとり教育］導入後初めての学力調査のその結果は、それ

以前の教育のもとで行なわれたものを上回った。学習意欲に関する調査においても改善された。 

単純に解釈すれば、［ゆとり教育］が成果を挙げたことになる。 

確かに、たとえば朝日新聞（2005 年 4 月 23 日 1 面）が［解説］するように、「＜ゆとり＞が学力低下につな

がっていないかどうかは１回きりの学力調査で判断できるものではない。国際的な調査や自治体独自の学力テス

トも踏まえ、時間をかけた冷静な分析と判断が必要だ」。 

文部科学省も今回の調査結果を受けて［ゆとり教育］の見直しを躊躇しようとはしない。 

朝日は同日の［社説］でも「額面通りに受け取るわけにはいかない」と主張する。 

中山文部科学相も「手綱を引き締めて取り組む」と「ゆとり教育」からの脱却を突き進むと宣言する。 

＊ 

詰め込み教育や受験競争を批判してきた朝日などの新聞を始めとしたメディアはいまや「学力低下」を嘆く者

たちの先頭を切り、「ゆとり教育」を批判する。そのいやらしい不節操にぼくは嘔吐感を覚える。報告されるそ

れぞれの学力調査の位置付けの身勝手さにも呆れてしまう。 

＊ 

大学教授や教育現場の教師たち、教育行政に携わる者たちの間で問題になっている「学力低下」について考え

るために、もう一度＜学力＞とはいったいいかなるものであるか整理してみる必要がある。 

 ＜学力＞はまず、「学習した結果、獲得した力」（学力Ⅰ）と定義される。計算能力などはこの範疇に入る。 

次に、最近声高に主張されるところの「学習する力」（学力Ⅱ）としての＜学力＞がある。基礎知識・基礎技

術としての＜学力＞で、＜学力Ⅰ＞の計算能力は、その計算能力を用いて次の学習をする際はこの＜学力Ⅱ＞に

位置付けられる。 

この＜学力Ⅱ＞が貧弱になってきているというのが最近の「学力低下」論なのである。 

確かに、計算能力や漢字力、あるいは語彙力は数十年前に比べてかなり劣ってきているだろう。学生たちと話

したり、日本から届く手紙などに誤字や用語法の誤りを見つけることは日常茶飯事である。 

しかしながら、数十年前の学力は、たとえばそれらの漢字力を比べてみてそのさらに数十年前と比べると劣っ

ていたのではないか。 

明治や大正の時代におけるある程度の層の教養や文章力は、今「学力低下」を叫んでいる有名大学の教授たち

のそれと比べるとはるかに優れているだろう。漢文教育が重視された時代とコンピュータ社会で学ぶものたちの

時代とが、ほとんど変わらぬ物差しでその＜学力＞を論じようとする愚かしさになぜか気付こうとしない。 

前回も書いたが、今回の「学力低下」論に基づく教育システムの見直しは、国と国民、あるいは国民と平和と

いった観点からもきわめて危険である。 

「学力」の定義にはもう一つ重要な視点がある。「学力」は確かに学ぶことによって獲得される。その学ぶた

めの基礎能力としての力は、有無を言わせず叩き込まねばというのが今主流となりつつある＜学力Ⅱ＞であるが、

どんなに叩き込もうとしても自ら飲もうとしない馬に水を飲ませることはできない。 

＜学力Ⅱ＞には、＜学ぼうとする意欲＞が位置付けられなければならない。詰め込み教育を否定し「ゆとり教

育」が導入された背景には、詰め込み教育の殺伐とした枯れた学びの場への反省があったからではなかったか。 

＜学ぶ＞ということは、人間にとって何を意味するのか、ぼくたちはもう一度真摯に考えてみなければならな

い。＜なぜ学ぼうとするのか＞＜学校は何のためにあるのか＞等々、まずは大人たちが汚臭のする打算的なまな

ざしを捨てて討論する必要がある。 

＜学びたい＞という思いはもちろん、「何とか計算」などといった競争意識のみを煽るような方法では育たな

い。それらをもし、＜意欲＞などと誤解して評価するようになれば、まさに日本の知的水準は低下するだろう。

（続く） 
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＜「ゆとり教育」批判＞を批判する 
学力低下を嘆く者たちの狡猾 

続々・学校は死ぬのか 

 

暑いな、とつぶやいてぼくはポケットからハンカチを取り出し吹き出る額の汗を拭った。 

中国・上海の空港は大きく新しかった。ぼくを出迎えた二人の中国人は車の後部座席のぼくに時々話しかけた。 

「こんな馬鹿でかい空港や高速道路をどんどん作って、本当に将来どうなることやら」 

「今はいいけれど、将来が不安で」 

周りの景色に見入りながらぼくは彼らのことばを聞いていた。 

＊ 

上海は都市開発計画の 15周年を迎え、活気があった。 

東京の副都心・新宿にひけをとらない高層ビルが林立し、ヴィトンやシャネルといったブランド店が立ち並ぶ

華やかな空間も見られた。 

高級ホテルのラウンジにはファッショナブルなたくさんの中国人が屯し、酒を飲みながら歓談していた。 

街を歩く若者たちの中には日本やロンドンの若者たちと同じようにおへそを出している者たちも見られた。 

アメリカの大統領だったクリントンが食事をしたという高級中華料理店に案内されご馳走になったぼくは、そ

の食事の代金が上海の普通の人の月収の半分を優に超えていることに驚いた。そしてそこもお客はいっぱいだっ

た。 

＊ 

けれどもホームレスは増え続けているという。 

いわゆる貧富の差が拡大しているのである。 

上海に滞在中、お世話いただいた車の運転手の方に聞いた。 

「新しい経済体制はあなたたちを幸せにしましたか」 

「かつて私たちは党（中国共産党）の指示に従って与えられた仕事をしていればそれでよかったのです。明日

についての不安はなかった。しかし今は、不安でいっぱいです。あしたは自分で作らなければなりません」 

＊ 

ぼくたちはいったいどこへ向かって走っているのだろう。 

科学や文明の発達は確かに、目に見えるものを華やかにし、便利にし、そして豊かにした。 

けれども人はゆえに、常に走り続けなければならなくなった。 

立ち止まり、ゆっくり辺りを見回し、考え込んだりするということが許されなくなったのである。 

そんなことをしていると取り残され、負けてしまうのである。 

＊ 

けれども、いったい何に負けるというのだ。 

そして、勝つというのはどういうことなのだ。 

上海の高層ホテルで深夜、ぼくは夜景を眺めながら自問した。 

＊ 

ぼくたちは何か大きなものを忘れたまま、必死で走り続けているのではないか。 

ただその走るための脚力をつけようと懸命なのではないか。 

走るというただそのことを目的にしているのではないか。 

たとえば子どもたちの学力を考えるとき、その学力が子どもたちにどんな幸せをもたらすのかといった、そう

いう基本的な問いを避けてただただ走らせようとしてはいないか。 

子どもたちはなぜ学ばなくてはならないのだろう。 

ヒトはなぜ学ぼうとするのだろう。 

何を学べばいいのだろう。 

学校にはなぜ行かなくてはならないのだろう。 

こういった問いに、子どもたちだけでなくまずは学校の先生たちがどう応えるのか、ぼくは聞いてみたい。 

そしてまた、教育行政を担当している文部科学省の大臣や官僚たち、地方の教育委員会の人たちに一人ひとり

訊ねてみたい。 

もちろん子どもたちの親にも聞きたい、あなたはなぜ自分の子どもを学校に送るのかと。 

そういった問いにきちんと応えることができて初めて、きちんと応えようとして初めて、ぼくたち大人や教育

者は子どもの学力について論じることができるのではないか。 

走れ、と言われた子どもがふりむいて、どこへと聞いた時に大人はどう応えるのか。 

走るためのテクニックや筋力は方法であって目的ではない。 

見据えられたぼくたちが子どもたちに何を語れるか、それこそが今、論じられなくてはならない。 
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記憶の中の微笑 
学力低下を嘆く者たちの狡猾生きるという旅、あるいは<そのころのぼく> 

（3）母 

 

   １ 

参観日の朝には運動会や学芸会の朝とも共通する一種独特の緊張感があった。 

小学校の参観日に父が来ることはなかった。父親参観日というのは確かそのころにはなかったように思うが、

たとえあったとしても父が自分の子どもの参観日にやってくることはなかっただろう。 

いつも母が来た。そして、母はいつも和服を着ていた。ぼくは華やかな和服を着た母が好きだった。 

だから、参観日は好きだった。 

時に登校拒否に陥るぼくはしかし、優等生の一人であった。参観日の授業時間に他の保護者とともに教室の後

ろに立つ母のまなざしが心地よかった。授業中、ぼくはまっすぐに挙げた右手の指先まで母の視線を感じた。 

授業が終わり母に駆け寄り抱きついたぼくは母の着物に柔らかな匂いをかいだ。母は優しく微笑んで抱きしめ

てくれた。 

中学、高校と進み、母は PTAの役員等を引き受け、卒業式などで挨拶をするようになった。そんな母のことを

疎ましく思ったことは一度もない。母が整理された美しい日本語で挨拶するその姿をごくごく自然にほほえまし

く見ていた。 

   ２ 

小学 1 年生の頃は幼馴染の久美子ちゃんと一緒に登校した。すぐに他の子たちから囃されるようになり、母は

久美子ちゃんの母親と相談して少しだけ登校時間を早くしてぼくたちを送り出してくれた。母はそんな朝ぼくを

起こす時にいつもぼくのおでこにキスをした。ぼくはずっとそれを内緒にしていた。なんとなく恥ずかしかった

のである。 

きれいな字が書けるようにと母はぼくに字を書く練習をさせた。母が物差しで線を引きこしらえてくれたマス

の中に一文字一文字ぼくは丁寧に書き込んでいった。ああ、上手だねえ、という母の褒めことばがぼくを喜ばせ

た。ぼくは母より数等きれいに書くことができるようになったが、母のような素直な文章でこまめに手紙を書く

ことはいまだにできない。 

小学校に入学する前にはプロの画家の個人指導も受けさせてくれた。ぼくはよく植物の絵を書いて、母にプレ

ゼントした。 

合奏団にいたぼくのコンサートにはいつもやってきてくれたが、ただ静かにそばに微笑んでいて、よかったよ

というだけで決していわゆる批評はしなかった。 

いつもやわらかくぼくを抱きしめてくれていた。 

   ３ 

その母を、ぼくは蹴ったのだ。 

中学一年が終わろうとする頃のある日、ぼくは不思議な苛立ちの中にいた。何が原因だったか覚えていないが、

ぼくはぼくの半分ぐらいしかない小柄な母を足で蹴ったのだ。 

母は怒らなかった。 

ごめんね、と母は言った。 

蹴られた母がぼくに謝った。 

このことは誰も知らない。 

もしそのとき父や兄姉が知ることになったら、ぼくはきっと恐ろしいほど厳しく叱られただろう。いや、ただ

叱られるだけではすまなかっただろう。 

良い子のぼくは母を蹴ったのである。 

反抗期における苛立ちがさせたことなのかもしれないが、とてもそういった都合のいい解説が慰めをくれる程

度の事件ではなかった。 

ぼくは家を飛び出し、近くの河原まで走った。河原につくと、川に向かってしゃにむに石を投げた。投げた石

が河原の石にぶつかり、割れる。投げた石が川の水に突き刺さるように消える。 

ぼくは自分を生まれて初めて激しく否定した。 

ぼくはぼくを憎んだ。 

日が暮れて家に戻ったぼくに母はもう一度、ごめんね、と言った。 

   ４ 

ぼくのこの傷については初めて文字にする。文字にすることで傷の疼きがなくなるわけではないが、ぼくとい

う人間のどうしようもないほどの愚かさや醜さを記しておくべきだと思うようになったのである。 

母は 18年前のぼくのロンドン行きの直前、突然逝った。68歳であった。 
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涙の意味 
生の在処と比喩> 

 

 １ 

女優の竹下景子さんから手紙が届く。中にワープロ打ちされた芝居の分厚い脚本（戯曲）が入っており、読ん

で感想を聞かせてくれないか、この脚本を芝居にすることができるだろうかというのである。 

休みの日、一気に読んで返事を書く。 

読み終えたぼくは、竹下さんへの手紙の中で、その作品（David Hare「Permanent Way」）における＜metaphor

（隠喩）>について少し触れた。 

描かれるものは具体的な現象（たとえば、ある事故や事件）であるが、観客はその具象からいったん抽象（こ

ういう＜状況・場面＞ではこの種の喜びや悲しみが生まれるという思い込みや一種の錯覚やイメージなどといっ

たことがら）というプロセスを経て自らの具象（＜私＞の問題）へと戻っていく。そのプロセスは多くの場合、

意識されない。観客は次第に芝居の中の人物に同化していくとよく言われるが、実はそうではない。観客がたと

えば芝居のある場面に涙するのは、登場人物と一体化して、つまり登場人物になりきり、その境遇や状況に涙し

ているのではない。あくまで観客は自分という存在のどこかにその状況を結び付けて、喜び、悲しみ、涙してい

るのである。ゆえに、描かれる世界はむしろ、自分の日常と遠い世界のほうがその比喩性が高まり、普遍性が生

まれてくる。ピカソの抽象画がそうであるように。 

そういった思いでぼくは感想を記（しる）した。 

竹下さんからは、「実際の事故について、先入観を持たないほうが、正しい観客になり得るという御意見は目

からウロコでした。後押ししてもらったようで、意を強くしました」といったお礼の返事をもらった。 

しかし、ぼくはそれからも考え続けることになる。 

 ２ 

なぜ涙が出るのだろう。 

整理したはずの論理が何か大切なものを見落としているような、そういった気持ち悪さを感じ始めたのである。 

ある日、ぼくは仕事を終えるとホテルのバーでお酒を飲みながら時間を潰していた。次男がシンガー・ソング

ライターとして出演する会場のすぐ近くのホテルである。 

時間になりその会場に行くと、いつもとは違った、つまりはファッショナブルなロンドンっ子たちとは異なっ

た連中が集まり始める。若者たちも少しはいたが、そのほとんどは優しくも鋭い目つきをした中年の男たちであ

る、いや女性もいた。 

いつもは何組かのグループが演奏し、コンサートは進んでいくが、その夜は違った。 

次から次へと詩人たちが前に立ち、自作の詩を読み上げていく。アイルランドから来たという詩人は有名らし

く、彼の番になると期待するような心地よい緊張感があたりに漂った。いわゆる詩人たちの集まりである。次男

もまた詩を書き続けているが、彼はその夜、ゲストとして自作の歌を歌った。ことばの一つ一つがギターの音と

ともにマイクを通さない肉声で響いた。 

残り少なくなったウイスキーのグラスを見つめながらぼくは、日本で詩を書いていたころのことを思い出して

いた。 

そして、それはいわゆる普通の人たちの日常とはかけ離れた思い出であった。激しく、切なく、暗く、閃光の

ような輝きと黒滔々たる闇を感じさせる世界だった。 

しかし、いや、だからこそ、そこでぼくは生きていた。 

 ３ 

芝居を観、音楽を聴き、絵を鑑賞して、体が揺さぶられるような感動を覚えるのはどうしてだろう。 

それらの中にこそ人間の生につながる真実があるからではないか。 

それらは確かに比喩的で、象徴的であるが、確かな生の姿を瞬間であるにせよ、比喩的であるにせよ、象徴的

であるにせよ、見せてくれるのではないか、突きつけてくるのではないか。 

それに比して日常の何がより具象的で実感できるというのか。 

ぼくたちは日常という繰り返しや惰性の中で、むしろ実感できない戯れ、すなわち嘘の世界を彷徨ってはいな

いか。 

日常こそが嘘ではないのか。 

あるいは嘘であるからこそ安息できるのではないか。 

それらを無理やり実感できるものとして受け入れようとしているのではないか。 

そして、あるとき、芸術などが持つ生の裸の姿に触れたとき、慄（おのの）くのだ。 

その姿にあこがれ、怖れ、そして涙するのではないか。 

 ４ 

今は、確かにあるのだろうか。 

そして、ぼくは確かに生きているか。 
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記憶の中の微笑 
生きるという旅、あるいは<そのころのぼく> 

（4）どうして、苦しいと、もっと生きたいと言わなかったのですか 
 

先週の半ばから、しつこい風邪に悩まされている。咽喉に激しい痛みを覚え、薬も咽喉を通らない。熱のせい

か、大変な汗をかいて夜なかなか眠れない。 

しかし、そのわずかな眠りの中でぼくは、夥しい数の夢を見た。それらの夢のほとんどはフィクションではな

く、実際に経験したことが断片的に表れた息苦しいものだった。 

＊ 

父が死ぬ前だ。 

「会いたいので、できれば帰ってこないか」という父には似つかわしくない誘いのことばに従ってぼくはロン

ドンから帰国した。 

末期の癌に父は淡々と向き合っていた。 

病院は嫌だというので、大きな機械を運ばせて自分の部屋で横になっていた彼は、ぼくが帰ると部屋から出て

きて、ぼくが買ってきたスコッチ・ウイスキーをストレートで口にした。 

うまい、ありがとう、と言うとまた部屋に戻って横になった。 

病人にウイスキーなんか買ってきて、と兄姉からは盛んに責められた。ぼくにはそれらのことばは耳に入らず、

わざわざ起き上がりウイスキーを口にした父の横顔が目にしみた。 

ロンドンに戻るぼくを、父は門の外まで送ってくれた。握手をしたぼくに彼は、これでさよならだ、と言った。 

にっこり微笑み彼は、頑張れと言った。 

それが最後だった。ロンドンに戻ったぼくを父の危篤の報が追いかけ、その数時間後には訃報が届いた。 

医者によれば、全身に転移した癌によって相当な痛みがあったはずだという。 

しかし彼は、痛みを訴えることをしなかった。 

＊ 

父が死ぬ直前、ぼくは父との静かな時間を持った。 

そのとき、ぼくは衝撃的な話を聞かされた。 

ぼくが幼稚園児だったころ、京都に住む伯父が亡くなったというので母に連れられて通夜に駆けつけた。その

ときのことは少し覚えてはいたが、なぜ伯父が死んだのかは知らなかった。 

あの時、伯父さんは自殺したんだよ、父は静かに語り始めた。伯父が学校長を務めていた学校の教員が不祥事

を起こした。その責任を取って、伯父は死んだというのだ。京都・左京区の哲学の道の傍らに住んでいた伯父は、

その丘に登り、辞世の句を詠んで自決した。 

教育というのはね、そして責任を取るというのはね、厳しいものなんだ、父はそう言うと、またベッドに横に

なった。 

＊ 

江戸時代、先祖に図師慈円という人がいた。彼は寿命が尽きるまさにそのとき、枕元に家人を集めるとこう言

った。 

私は今まさに死なんとしている。私が死ぬとき家を継ぐ者もそれを支えんとする者も決して見苦しいことがあ

ってはならぬ。今、脚のところが死んだ。腰が死んだ。胸が死のうとしている。 

そして、別れを継げると死んでいった。 

＊ 

長兄が長い手紙をよこしてきたのは彼が死ぬ数ヶ月前である。癌に侵された彼は、会いたい、ということばで

その手紙を結んだ。 

ロンドンから東京の病院に駆けつけたぼくの顔を見て、兄は泣いた。 

ぼくが病室を出た後、兄は義姉に、まだ死にたくない、と言ったという。 

英国に戻り、ケンブリッジ大学で仕事をしているとき、彼の死が知らされる。 

＊ 

痛みをのみこみ、耐え、背筋を伸ばしたまま死を迎える姿は確かに美しい。悲しいほどに美しい。けれども、

その美しさは何なのだ。 

人は愛する者たちと別れねばならなくなったとき、涙し、苦しい、死にたくないと叫びたくなるのではないか。 

いや、その瞬間、もう一度、あるいは初めて、本当に人を愛そうとして、背筋を伸ばし、微笑んで、さような

らと言おうとするのかも知れない。 
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Hunger is the best sauce 
吉朝とカズ生きる 

 

年に数回、日本に出張する。滞在期間はいつもおおよそ三週間前後である。日本滞在中は土曜や日曜日も仕事

で、つまりは一日も休みがない。おまけに、昼間は日本時間で働き、夕刻からは英国時間に切り換えて働くこと

になる。時差のいたずらで、日本が休もうとする頃、英国は目覚めるのだ。ゆえに日本出張中のぼくは、一日を

48時間生きることになる。 

むろん、疲れる。 

毎朝自分を叱咤激励してベッドから抜け出す。天井を見つめながら声に出して言うのだ、「がんばれ」と。 

自分の好きな仕事を、自分のしたいようにしているのだからぼくは幸せなのであるが、それでも疲れを感じる

ときがある。贅沢な疲れであることはわかっている。 

＊ 

日本滞在中の仕事のわずかな隙間を利用してぼくは寄席に出かける。大体は「新宿・末広亭」である。かつて

好んでいた漫談や漫才は最近あまり好まなくなってきた。面白くないのだ。落語が良い。特に古典落語が面白い。

同じ演目をいろいろな落語家が演じるのを聞くと落語家の味や力量の違いが感じられて楽しめるのだ。しかしな

がら、寄席の落語は時間がもう一歩十分でない。短いのだ。じっくりたっぷり聞くには独演会が良い。 

談志の独演会に行きたいが、なかなか機会がない。ようやく手に入れたチケットを仕事のためにフイにしたと

きはしばらくの間立ち直れなかった。談志の落語をかぶりつきでたっぷり聴きたい。早くしないと彼もこの世か

らいなくなってしまいそうなのだ。 

＊ 

吉朝が死んだ。関西落語家の桂吉朝である。50 歳の若さで彼は癌に倒れ、11 月にこの世を去った。ぼくの最

も好きな落語家の一人だった。数年前、東京の国立演芸場での彼の独演会にも駆けつけた。CD や DVD も何度も

何度も聴いている。話の切れ味は秀逸で、だからといって小朝のような薄っぺらさはない。これからどんどんう

まくなり、どんな味を重ねていくのだろうと楽しみにしていた。 

入院していた病室では周りが寝静まった深夜稽古に打ち込み、その病院から最後の高座となった大阪・文楽劇

場に駆けつけた。彼はまさに命を削るように演じ、アンコールの拍手も聞こえぬまま酸素マスクとともに消えた

という。 

死ぬことを悟った彼は残りの時間をさらに芸を磨くことにあてた。そのことで彼はあるいは死期を早めたかも

しれないが、間違いなく最後の最後まで落語家・吉朝として生きたのである。 

＊ 

1 月 20 日付の朝日新聞を読むと、あのサッカーの三浦知良（カズ）が J2 横浜 FCの選手兼監督補佐に就任した

という。前もこのコラムで書いたが、ぼくはサッカーには興味はない。しかしこのカズと呼ばれる男は無視でき

ない。 

十代半ばから日本のサッカー界のスターとして君臨した男の W 杯フランス大会代表漏れに始まる挫折の中で

の苦闘は、人が何のためにどう生きるのかといった問いに対する一つの答えのようなものにぼくには思えるのだ。 

代表に選ばれなかった彼は、しかし黙々とサッカーを続ける。「ぼくはかつてのようには華やかなプレーはで

きないだろう。しかし、ぼくはまだまだサッカーがうまくなれる」「ぼくはまだぼく自身の知らないぼくを追い

求めなくてはならない」 

カズの挑戦は、J1から二軍に当る J2の選手に格下げになっても続いている。 

＊ 

吉朝やカズにとって＜仕事＞とは何なのだろう。 

会社帰りに居酒屋で、上司の悪口や仕事の愚痴をこぼす輩にとっての＜仕事＞の位置付けとはずいぶん異なっ

ているように感じられる。生活の糧として、あるいはただただお金儲けのためとして＜仕事＞に従事する者たち

とははるかな隔たりを感じる。 

吉朝もカズも、彼らは＜仕事＞を自分の＜生＞（生きるということ。自分が生きているということの証し）と

重ねるのだ。そしてその＜生＞はいつも飢えている。 

＜空腹＞なのである。 

何かを獲得して喜びを感じた瞬間、そのまなざしはもう次の獲物へと向けられている。彼らの＜生の胃袋＞は

満たされることはない。＜空腹＞であればそこに飛び込んできた食物はいつもおいしい。どんなにおいしいと評

される、たとえばミシュランの星の付くようなフランス料理であったとしても満腹であったりすると味わえない。 

彼らはいつも自らを＜空腹＞にすることができるのだ。もっと、もっと、と彼らは成長する自分を、あしたを

見つめようとする。 

あしたを信じようとする。 
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照ちゃんが来てくれたよッ！ 
 

空港のターン・テーブルから大きな鞄を取り上げるとぼくは、出迎えた宣幸兄の車に乗った。日本出張中の一

日を故郷の墓参りに当てたぼくは、日本到着後の激しいスケジュールにやや疲れを感じていた。 

前回の出張時にも故郷まで足を伸ばしたが、ようやく墓に着いたときはすでに陽は落ち、真っ暗だった。最近

は故郷も仕事の場と化し、テレビやラジオへの出演、あるいは講演等を頼まれることが多くなり、私的な時間を

とることが困難になった。 

墓に眠る両親や長兄(靖幸)とゆっくり語り合いたい、そう思い、今回の帰省は兄姉以外には知らせなかった。 

ぼくより 3 歳年上の宣幸兄はいつも空港まで出迎えてくれる。帰省するたびに彼や義姉の時間を奪ってしまい

申し訳ないと思うが、つい甘えてしまう。建築設計事務所を経営する彼は、時間の都合はつけられるからと、ぼ

くの頼みを断ったことがない。 

車に乗り込むと、｢お昼、まだだろ？｣と彼が聞いた。   

｢ウン、途中でうどんか何か食べようか｣ 

途中の民芸調のお店に立ち寄り、ぼくたちはその大きなお店の奥の畳の上に座った。 

｢なかなかいいお店だね。ここには来たことがあるの？｣ 

｢ああ、ちょっと前にね。実はね、そのとき、ここで順ちゃんに会ったんだよ、偶然｣ 

｢えっ、順ちゃんて、誰？｣ 

｢ヒロちゃんのお姉さんの。ここでパートで働いているんだって。家がこのすぐ近くらしくて｣ 

｢えっ、……。そうか、困ったなあ、会うのつらいなあ。まいったなあ｣ 

｢でも、仕事、毎日ではないらしいから、今日いるとは限らないしね｣ 

｢そうか、……。でも、まいったなあ」 

メニューを見ているぼくたちのテーブルに注文をとるためにお店の方が近づいてきた。 

その女性は兄を見るとすぐに笑顔で挨拶した。 

複雑な顔つきになった兄が、ぼくの表情を伺いながら彼女に言った。 

｢テルだよ｣ 

｢えっ、テル、ちゃん？｣ 

彼女は数十年ぶりのぼくを見つめると顔をくしゃくしゃにした。目にはすぐに涙があふれた。 

｢照幸です。ごめんなさい。本当にごめんなさい｣ 

｢テルちゃん。テルちゃんなの？｣ 

ぼくも涙をおさえることができなかった。 

＊ 

ぼくの幼馴染の高橋弘は 5年前に突然この世を去った。 

彼が死ぬ一月ぐらい前に、ぼくたちは会って子供の頃の昔話をした。彼とぼくとは小学生時代、ほとんど一緒

にいた。 

「次に日本に戻ってくるときに、昔の仲間たちに会いたいなあ」とぼくが言うと、「ぼくが幹事をしてみんな

を集めるよ」と彼は言ってくれた。 

「ヒロちゃんは体でどこか悪いところはあるの」と尋ねたぼくに、彼は明るく、「まったくどこも悪いところ

がないよ」と胸を張った。 

ロンドンに戻り、講義のため教室に向かおうとしていたぼくに、彼の訃報が届いた。たった一日で、突然彼は

この世を去った。心臓発作と聞いた。 

我慢をしながら教壇に立ったぼくは、しかし講義の途中、こみ上げるものを抑えることができず嗚咽した。 

所長室に戻り、ぼくは手紙を書いた。彼の母親に何か書いて送らねばと書き始めたぼくは、にじむ文字に最後

までそれを書き進めることができなかった。 

それから何度も故郷に戻ったぼくは、しかし彼の霊前に立つことができなかった。 

彼の前に立つことが怖かったのだ。彼の母親や姉に会うことが怖かったのである。 

何が怖いというのだろう？ 

＊ 

そのお店からぼくは、ヒロちゃんのお母さんが彼のお姉さんと一緒に住む家へと向かった。 

玄関のドアが開き、年老いた彼の母はぼくを見つめた。 

｢テル、ちゃん、来てくれたのね｣ 

｢おばさん、ごめんね｣ 

額縁に納まったヒロちゃんに手を合わせるぼくの背後から、彼の母は叫んだ。 

｢ヒロッ、テルちゃんが来てくれたよ、テルちゃんだよ、来てくれたんだよ、ヒロッ。一番待っていたテルち

ゃんだよッ｣ 

まるでたった今息子を失ったかのように、彼の母は叫び、泣き崩れた。 

ぼくは 5年も経って、やっとここに立つことができた。 

｢ごめんね｣ 
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迷走する知性 
 (1）外国語教育論争の軽薄 

 

小学校からの英語教育についての論争が盛んである。文部科学相の諮問機関・中央教育審議会の外国語専門部

会が、小学 5年から週 1時間程度の英語を必修化する必要があると答申したのである。 

ぼくは日本で、このテーマについて幾度も講演し、あるいはパネルディスカッション等で日本の大学教授たち

と討論し、考えを述べた。 

早期外国語教育については賛成である。小学校から英語教育などの外国語教育を取り入れるのはいいことだと

思っている。幼児教育に取り入れられてもいいとさえ思っている。 

けれども今、日本の早期英語教育論者たちが主張するその論理には与しない。与しないというよりも反対の立

場である。 

たとえば、中教審・外国語専門部会主査で国際教養大学長（元東京外国語大学学長）の中嶋嶺雄は次のように

言う。 

「開国か鎖国か。それに近い激論が起こる要素が、この問題にはある。子供たちを鎖国時代的な状況に閉じこ

めておいていいのか。英語優位はいかんともし難い。国家百年の計と思う。英語の必修化は、日本が国際文化国

家として生きていくために不可欠な、国家のあり方にかかわる問題だ」（朝日新聞 2006.4.24） 

早く手を打たなければ、他の国に遅れをとるぞと警告するのである。開国か鎖国か、などと中嶋のまなざしに

は国を背負った意気込みがある。 

このような力瘤はどこから生まれるのだろう。 

バブルがはじけて慌てた日本の大人たちはこのままでは国際競争に勝てなくなると叫び始めた。国際競争力と

はつまり、国際経済競争力のことである。 

早期 IT 教育も早期英語教育もすべてはそこから発想された。国際経済競争力のツールとしての IT 技術であり、

英語力なのだ。 

ついでに言えば、昨今の百マス計算や朗読ブームなども、そのような不安感に乗じて声高に叫ばれ始めた学力

低下論だけではなく、国家意識の高揚政策とも巧みに連鎖している。いやむしろ、国家意識の高揚にこそ狙いが

あるようにも思えるのだ。 

いま、＜国家＞が旬なのである。とても品格というものとは無縁の者たちが、好んで「国家の品格」を語るの

である。ここで取り上げられる<品格>とは、人間としてのそれではなく、日本人（日本国民）としての品格であ

る。ゆえに、時にそれらが他の国の人たちに理解しがたいものであったとしてもかまわない。日本という国にと

っての品格であり、国際社会にとっての品格ではない。 

しかし、そうでありながら、たとえば中嶋に見られるように、一見国際社会を意識しているかのような衣をま

とい、それらは語られていく。「グローバル・スタンダード（地球標準）」などという言葉を都合よく歪曲化し

て利用する。 

われわれの子どもたちが、これからの国際社会においてどのように生きていくのか。どのような教育が子ども

たちを幸せにするのか。 

まるで武器のように設定された英語力や IT技術が本当に子どもたちを幸せにするのだろうか。 

英語を教える力のない教員に無理やり押し付けて、「さあ、やれ」と命令する、それらはまるで、戦闘機を竹

槍で叩き落そうとした戦争当時の愚かさに似てはいないか。 

いや、まさにそうなのである。中嶋のように、今、小学校英語を必修化しようと躍起になっている者たちは、

＜戦争感覚＞の中にいるのである。負けてはならぬと身構える彼らこそが、それゆえ国際社会の孤児として彷徨

っているのである。 

ぼくが早期外国語教育を推進したいと思うのは、皮肉なことだが、子どもたちを、彼らのようにはしたくない

からである。 

早期であるかないかという議論の前に、なぜ子どもたちに外国の言葉を学ばせようとするのか、ぼくたちはも

っともっとそこから議論を積み重ねなくてはならない。 

日本の知性は迷走している。 

勝つか負けるかといった極めて単純で稚拙な座標軸のもとで狂奔している。 

ぼくは、日本の教育が忘れてしまっているものが、外国語教育によって取り戻せるのではないかと期待する。 

そこで得られるものは、＜価値の多様性の認識＞である。 

一人ひとりがそれぞれ異なった存在であり、それゆえ等しく尊いといったことを学ばせたいと思うのである。 

一人ひとり異なっているんだから余計なお世話だなどとは、いまや不良の高校生だって生意気に口にする。 

異なるということや尊重するということがまったくわかっていないのであるが、なぜそれが間違っているかに

ついては誰も教えてはくれない。（敬称略。この稿続く） 
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小学校英語は何のために 
迷走する知性（2） 

 

小学校からの英語教育導入に関する賛否両論の論点は、概ね以下のように整理することができる。 

① グローバル化した世界において日本が対応し勝ち抜いていくためには、国際共通語としての英語力

が必要である。その英語力の養成のためには従来の中学校からの文法中心の英語教育ではなく、

「話す」・「聞く」といったコミュニケーション能力をつけるような小学校からの英語教育を行わ

ないと間に合わない。〔導入賛成派〕 

② 小学校からの英語教育導入は日本人の母語である日本語力（国語力）の習得への悪影響が危惧され

る。また、早期英語教育が英語力をつけるのに効果があるという科学的根拠はない。〔導入反対

派〕 

＊ 

前号においても述べたが、ぼくは早期外国語教育導入については賛成である。小学校から英語教育などの外国

語教育を取り入れるのはいいことだと思っている。もっと早めて幼児教育に取り入れられてもいいとさえ思って

いる。 

けれども、日本の早期英語教育論者たちが主張するその論拠には与しない。与しないというよりもむしろ反対

の立場である。そしてまた、それと同時に反対派の論拠にも与しない。 

＊ 

子どもたちの教育について論じるにはまず、その教育が子どもたちにとって、子どもたちの未来にとってどの

ような意味を持つのかといった視点から出発しなければならない。 

外国語を学ぶということは人間（子どもたちも含めたすべての人間）にとってどのような意味を持つのだろう

か、と考えるのである。 

世界にはまだ、生まれた土地（たとえば、ムラ）を一歩も出ることなく死んでいく者たちがたくさんいる。そ

の者たちはそこで食べ、働き、寝て、愛し、子どもを育て、そして死んでいくのである。その者たちにとってソ

トの世界は「絶対に知らなければならない世界」ではない。異なった文化や異なったことばはなくとも、彼らは、

笑い、泣き、怒り、許し、喜び、生きていくのである。 

その者たちにもなお、外国語や異文化を学ぶ意味があるだろうか。もしも彼らにおいてその意味が見出せない

とするのなら、おそらくすべての者たちにとって、その意味などはありはしないのだ。 

結果的に、限られた者たちの＜わがままな生（欲望）＞を満足させるためだけの＜学習（習得）＞はないほう

がいい。限られた者たちの経済力や軍事力等の僕（しもべ）となるためにぼくたちは生まれてくるのではないの

だから。 

＊ 

 すべての者が異文化を学ぶべきだ、とぼくは考えている。 

また、異なった文化を学ぶには、つまりその方法であるが、文化を産み、あるいはその文化によって産み出さ

れたことば（その人たちのことば・外国語）を学ぶのがいい。  

ことばにはそれを使う者たちの＜呼吸としてのまなざし＞が実に正直にしみ込んでいる。したり顔した文化論

や文明批評よりはるかに迫力があり、正直で、何より新鮮だ。 

そして、そこで獲得することのできるまなざしは、ときに衣や食や住に匹敵するほど価値あるものである。 

ぼくたちは一人では生きられない。 

一人で生きていくことのできないぼくたちは＜社会＞というものを形成する。それは大きいものも小さいもの

もあるが、いずれにしてもぼくたちはそこで＜自分以外の者と関わる＞ということである。 

残念ながら、＜自分以外の者と関わる＞ということは、いつも楽しく喜びにあふれていることとは限らない。

ときに苦しいことであったり、悲しいことであったりする。＜相手＞を好きになったり嫌いになったりするので

ある。 

どんなに努力をしても、ぼくたちは自分の目でしかまわりを、つまり＜関わる他者＞を見ることができない。

自分の目で見て、眺めて、見つめて、そして判断するのである。 

自分の目が、まなざしが、｢嫌い｣と断じたらそれは絶対であり、なかなか｢好き｣には転じない。学校に行き、

勉強して、大人になっていくにつれて、｢好き｣よりも｢嫌い｣がどうしたわけか増えていく。自分の周囲に気に食

わぬ者が増えていくのである。 

それは不幸だ、とぼくは思うのだ。 

ぼくたちは嫌いな者たちに囲まれて生きていくよりも、愛する者たちと一緒に生きていきたい。貧しい価値観

やまなざしは多くの｢嫌い｣を産む。自分の目でしか他者を見つめることのできないぼくたちは、その自分の目を、

まなざしのありかを豊かなものに変えていくことでしか、｢好き｣を増やすことはできない。 

＜異なる＞を学ぶということはそれを育もうということだ。外国語教育はそこに基点を持つのである。（この

稿、続く） 
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小学校に教科なんかいらない 
迷走する知性（3） 

 

小学校からの英語教育導入について考えるとき、ぼくはいつも自分が子どもだった頃のことを思い出す。 

＊ 

ぼくの通った小学校は、お城の中にあった。いくつもの大きな石を積み重ねて作られた城壁は、その、たとえ

ば大手門をくぐるとき、学校のウチとソトに確かな境界を作った。 

学校は家とは違った。町とは違った。 

だから学校に、家で母親に甘えるぼくはいなかった。町の本屋で立ち読みするぼくも、学校にはいなかった。 

父も母も教育者だったが、ぼくが通う学校の先生はその父や母とはどこか違った。 

学校は特別だった。 

幼稚園を卒園し小学生になったぼくは、突然ずいぶん大きくなったような気がした。 

配られた教科書はすごかった。本屋さんで時々買ってもらっていた学習雑誌とはまったく異なっていた。薄い

それらはなんだか気取っていた。汚してはいけないように思えた。並んでいる文字は一頁一頁に丁寧にそっとお

かれているといった感じだった。挿絵は雑誌などとは比べ物にならないくらいおとなしかった。だから、真面目

さを感じ、ぼくは成長したように感じたのだった。 

国語や算数という教科は不思議だった。算数の問題にも文章で書かれたものがあり、しかしその文章に出てく

る太郎君や花子さんは国語の太郎君や花子さんとは異なって怒ったり喜んだりはしなかった。だから太郎君は一

郎君であっても明君であってもよかった。 

次第にぼくは考え込むようになった。ぼくが知りたいことや隣の席の久美子ちゃんが知りたいこととは違った

事柄が教科書の中にはたくさん詰め込んである。 

そして授業も、アメリカのことを勉強したかと思ったら休憩時間の後は顕微鏡をのぞかされた。給食が終わる

と、もうとっくに知っていたけれど初めて習うような顔をして漢字の練習をした。それにしても教科書の文字は

大きかった。ぼくは本を読むのが好きだったから、教科書の文字を見たとき、スーパーマーケットなんかで見か

ける広告の文字を見ているようで、なんだか読むというより見るというような感じがした。 

小学生になってやっぱり一番緊張したのはこれらの、社会、理科、国語という名前の付いた区切られた授業だ。

時間割があって、先生はほとんど同じ先生なのだけれど、くるくるとその中身が変わる。 

さっきのアメリカの大統領のケネディとかいう人のことについてもっと知りたいなあと思っていると、先生は

病院のお医者さんが着るような白い服を羽織って現れるんだ。へえー、葉っぱってこんなふうになっているのか

と驚いていると配られた紙にそれを描き写さなければならない。よし、きれいに描こうと描き始めるとどうやら

いろいろと覚えなければならないようだ、それぞれの部分の名前を。マ、ちょうど聞きたいと思っていたところ

だからいいけれど。他の葉っぱも顕微鏡でのぞいてみたいなあと思うのだがどうやらもう時間のようだ。 

＊ 

小学校で英語を教える計画がどんどん進められていく。まずは「必修化」が実現し、そして「教科化」へとい

くのだろう。 

「必修化」とは、まだ教科としては位置付けないが英語についていろいろな活動を通して学ばせようという段

階である。評価等はしないでのびのびと、しかしきちんと時間割の中には位置付けようというものである。 

それに対して「教科化」とは、いわゆる国語や算数、理科、社会といった教科の一つとして英語科を小学校に

位置付けようというものだ。 

繰り返し言ってきたようにぼくは早期外国語教育（英語とは限らなくていい）には賛成である。しかしそれは

おそらく為政者の発想にあるような英会話力をつけさせるためのものではない。さまざまな角度からものを見、

考えることができるような人間の育成のためにはできうる限り早い時期から異文化や外国語について学ばせるの

がいいと思っている。「英語がぺらぺら話せる人間」は鳥飼玖美子立教大学教授が言っているように中学校から

の教育でも十分なのだ。（中学校からの英語教育については別の機会に述べる） 

今盛んに取りざたされている小学校英語の教科化には反対だ。いや、もしも現在の小学校における教科という

枠組み自体が見直されるということならば積極的に賛成する。 

小学校には中学や高校と同じ国語や理科といった枠組みとしての教科は必要ない。もっと大きく、たとえば、

｢ことば｣とか、｢つながる（コミュニケーション）｣とか、そのような枠組みの中で、子どもたちの知的好奇心を

育てるようになるといいだろう。それを新しく「教科」と呼ぶならば、それはきっと豊かな果実を結ぶに違いな

い。（続く） 
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壊れたままの玩具
おもちゃ

 
迷走する知性（4） 

 

女の子がお人形さんで遊ぶとき、ぼくたちはミニチュアの戦車や車、あるいはロボットを手にしていた。買っ

て貰ったばかりのしばらくの間は、それらは大切に大切に扱われるのだが、その遊びに慣れ、やや飽きてくると、

ぼくたちは次第にそれらの玩具がどうして動くのかとか、どうして走るのかといったことが気になりだすのだっ

た。 

分解された玩具はしかし、元の形に戻ることはなかった。どうしようもない悲しさを覚えながら立ち尽くすこ

としかできなかった。 

玩具をばらばらに分解するとき、元に戻せるかどうかといった心配は子どもの心には生じない。ひたすら奥へ

奥へとまなざしは向かうのだ。 

そして、知る。部分となったものはそのままでは走ることができないということを。 

＊ 

小学校英語の是非について交わされる意見を見聞きするとき、子どもたちの＜まなざし＞といった視点が皆無

であることに驚いている。子どもたちの知的世界への誘（いざな）いがずいぶん乱暴な形で取り扱われているよ

うで心配なのだ。 

英語を学ばせることが、子どもたちの何を豊かにするのかが問われぬまま、大人たちは大人社会の表面的な損

得で教育を弄んでいる。 

学力低下論が跋扈し、｢学力をつけてやる｣と上から押し付けようとするような強引で稚拙な教育手法が復活し

つつある。｢百マス計算｣のもてはやし方がその一例であり、象徴である。 

外国で暮らしながら眺めていると、日本社会の意識構造が根本から大きく変わりつつあるように思えてならな

い。問答無用で突っ走る小泉首相への圧倒的な支持率（民意なのだろうか、本当に）は、日本という国が戻って

はならない価値観へ、たとえば｢国家の品格｣などと化粧をしながら実に巧みに、そして急速に歩んでいることの

現れである。 

日本という国は、大変な選択の時を迎えている。 

そういう時、教育者も含めた識者たちはいったい何をしているのだろうか。 

＊ 

小学校での英語教育を充実させるために、AET(Assistant English Teacher．ALT=Assistant Language Teacher とも

いうことがあるが、ほとんどは英語教師) の数を増やそうと文部科学省は計画し、来年度の概算要求に約 38 億円

を盛り込んだそうだが、ぼくにはとても奇異に感じられる。 

なぜなら、この AET となって日本にやって来る者たちは、（小学校）教育の専門家でもなければ英語教育の

専門家でもないのだ。ただ英語圏の出身者（強い訛りのある英語話者も含めて）であり、ほどほどの教育を受け

てきた者たちに過ぎない。教育に対する情熱も言葉に対する姿勢も皆無といった者たちが、日本の子どもたちの

大切な教育の場で不思議に重用されている。 

教育における専門性とはいったい何なのだろうか。 

そしてまた、この国の教育を預かる者たちは本当に本気で子どもたちの未来について考えようとしているのだ

ろうか。彼らは、表面的に目に見える実績を上げれば、自分の仕事は終わったと思おうとしているのではないか。 

実はそうなのだ。 

この国は今、稚拙で自分のことしか考えない気持ちの悪い大人たちによって、次第に貧相で見せ掛けだけの社

会になろうとしている。 

たとえばあの「学力低下論」も、「学力とは何かについては考えていないが、低下している」といった奇妙な

公言をする東大教授たちによってプロパガンダされている。学力とは何かについて定義しないまま学力低下を主

張することの愚かしさをこれらの者たちは気付いてもいない。 

こういった者たちが今、懸命に、子どもたちの教育を壊そうとしている。いや、すでに壊してきたのである。 

今仮に日本の教育に問題があるとするならば、それは今の大人たちの責任であり、その張本人の大人たちに改

革の力はない。 

＊ 

小学校英語の必修化、ましてや教科化の導入は間違いなく失敗する。 

この国の根本的な骨組み（モノの考え方）を変えない限り、恐ろしい結果が現れるだろう。そのとき、いった

い誰が責任を取るのだろうか。 

＊ 

壊れた玩具を見つめながら佇む子どものそばで、愚かな親・大人が囁くのだ、「大丈夫だよ、また新しいのを

買ってやるよ」と。（続く） 
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小学校英語と児童英語 
迷走する知性（5） 

 

昨今話題を集め、もはやその必修化が確実視されていた小学校における英語教育について、安倍内閣の伊吹文

明文部科学大臣はその就任会見の席上、消極的な見解を述べた。国語や算数の力をつけるのが第一であり、英語

教育については余裕があればといった程度でよいというのである。 

「ゆとり教育」の見直しの際もそうであったが、日本という国の教育行政には理念というものが欠落しており、

ゆえにその政策や方法は極めて表面的、刹那的、かつ打算的である。（ぼくは今でも｢ゆとり教育｣が学力低下を

招いたとは思っていない、念のため） 

小学校現場では、教師たちのさまざまな努力がまたもや徒労となりかねない。無論、そこで翻弄されるのは何

より子どもたちである。 

伊吹大臣の見解が具体的な政策としてどのように展開していくかについては注目していきたいが、その見解が

どのような根拠や経過で構築されたかをまず問いたい。 

＊ 

文科省がどのように動くかはともかく、小学校における英語教育についての私見を以下、まとめることにする。 

まず前提として、「小学校英語」と「児童英語」という二つの言葉について整理しておきたい。これらの言葉

の混用が、この問題をわかりにくくしているように思われるからである。 

「小学校英語」とは、あくまで「小学校において取り扱われる英語」のことである。 

そこでは、学校教育である初等教育において、英語という外国語の学習がどのような目的を持つものであるか

が明確にされなければならない。 

そして、その目的が達成されたとき、子どもたちの何が変化し、子どもたちの未来にどう影響し、子どもたち

の幸せにどう関わるかといったことがらについて整理されていなければならない。 

その教育を担当するのは当然ながら、その小学校の先生たちでなければならない。現状の AET・ALT

（Assistant English Teacher/Assistant Language Teacher）や英会話学校等の外部教師の力を前提とした教育は不安定

かつ無責任であり、教育現場に少なからぬ混乱をもたらしている。昨今の教育現場への社会人の登用にみられる

安易な教育改革には強い危惧を抱いている。教育には専門性が必要なのである。 

また、この小学校英語教育は中等教育（特に中学校英語）にどのように引き継がれ、発展していくかについて

の一貫したコースデザインも必要となる。 

次に「児童英語」であるが、これは学校教育の枠に関係なく、「小学校の学齢の子どもたちが学ぶ英語」であ

る。 

町の英会話教室や英語塾が中心的な役割を担うであろう。従来、英語を学ぶ子どもたちは少なからずいたが、

「国際社会の到来」というメディアの喧伝で、その数は倍加している。英語に劣等感を抱く母親たちがこのブー

ムを後押しする。 

＊ 

この二つの言葉やその概念が小学校英語教育の是非論においてしばしば混用されてきたように思う、時に意図

的に。 

「小学校といった早い時期から英語を学ばせれば将来英語の話せる人間になれる」というのが小学校英語教育

導入推進派の論理であるが、小学校から英語を学ばせることによって英語コミュニケーション能力が飛躍的につ

くという科学的根拠はない。その量や質についての精査が必要である。 

また、日本という国がその生活環境において、日本語以外の言葉を必要としないといったことを無視して、多

言語社会の外国における言語習得の例を引用しても説得力に欠ける。 

加えて、仮に英語の必修化が導入されたとして、誰が教えるかとなるとことはもっと厄介である。小学校英語

に、町の英会話教室や英語塾がやっているような英会話力をつけるための教育をイメージしても意味がなく、そ

れは無理なのである。ところが現状は、小学校の先生たちが、英会話教室でやっているゲームや歌を用いた指導

の研修に走り回っている。小学校英語の場に児童英語を持ち込もうというのである。 

では、中学校英語を早送りさせるということはどうか。これも小学校の先生にはできない相談だ。従来の中学

校で行なわれてきた英語教育を小学校の先生たちができるはずもないし、そのための教員養成や研修だけでも恐

ろしいほどの時間と資金が必要となるだろう。そして何より、ますます子どもたちの英語嫌いを増やすだろう。 

＊ 

小学校英語が目指すべきはそういったことではない。 

それはあくまで、小学校でなければできないし、他の誰でもなく複数の教科を教える小学校の先生でなければ

できない、そんな豊かな教育であってほしいと思う。たとえば、＜まなざしの教育＞ともいうべきものである。

（続く） 
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続・小学校英語と児童英語 
迷走する知性（6） 

 

小学校英語教育と児童英語教育といった二つの言葉については、それぞれの意味するところを明確に定義し、

使い分ける必要があると前号で書いた。 

「小学校英語」とは、あくまで「小学校において取り扱われる英語」のことである。そこでは、学校教育であ

る初等教育において、英語という外国語の学習がどのような目的を持つものであるかが明確にされなければなら

ない。そして、その目的が達成されたとき、子どもたちの何が変化し、子どもたちの未来にどう影響し、子ども

たちの幸せにどう関わるかといったことがらについて整理されていなければならない。その教育を担当するのは

当然ながら、その小学校の先生たちでなければならない。現状の AET・ALT（Assistant English Teacher/Assistant 

Language Teacher）や英会話学校等の外部教師の力を前提とした教育は不安定かつ無責任であり、教育現場に少

なからぬ混乱をもたらしている。昨今の教育現場への社会人の登用にみられる安易な教育改革には強い危惧を抱

いている。教育には専門性が必要なのである。また、この小学校英語教育には中等教育（特に中学校英語）にど

のように引き継がれ、発展していくかについての一貫したコース・デザインも必要となる。 

次に「児童英語」であるが、これは学校教育の枠に関係なく、「小学校の学齢の子どもたちが学ぶ英語」であ

る。町の英会話教室や英語塾が中心的な役割を担うであろう。そこでは、発音指導や英会話能力重視のより特化

した英語教育が行なわれればよい。従来、英語を学ぶ子どもたちは少なからずいたが、「国際社会の到来」とい

うメディアの喧伝で、その数は倍加している。英語に劣等感を抱く母親たちがこのブームを後押しする。 

あるいは広義の「児童英語」の中に「小学校英語」を位置づける形であってもかまわないが、要するに「小学

校英語」については学校教育の枠の中に位置づけられたものとして、その意識化、すなわち小学校教育における

英語教育といった明確な目的や方法等についての理論化を図る必要がある。 

＊ 

小学校英語を考えるためには、小学校教育のありかたについて考えることから始めなければならない。いろい

ろな場で繰り返し述べてきたことだが、小学校における教科は中・高校のそれのように国語・算数（数学）・理

科・社会等である必要はない。子どもたちが初めて体系的な学習を始めるそのときに、すでに分化された教科は

知的好奇心を矮小化する。 

ことばの学習については、母語である国語・日本語のきちんとした教育がまず必要である。「きちんとした教

育」とは、＜ことばへの意識＞を持たせる教育のことである。 

ことばがわれわれ人間にとってどのような意味を持つのかを具体的な言語運用の一つ一つの事例によって学ば

せたい。すなわち、コミュニケーションといったものが、われわれ人間にとって何なのかについて子どもたちに

考えさせるのである。その学習においては、当然ながら日本語以外のことばを母語とし、異なった文化を持つ人

たちとのコミュニケーションというものについても関心や興味が広がるであろう。それらの関心や興味が向けら

れる方向は、大人たちが想像だにできない事柄についてのものかもしれない。しかしそれらは、子どもたちの知

的好奇心を圧倒的なエネルギーを持って満たすことになるだろう。そしてそのとき、アカデミックに整理された

思考が始まる。知識は必要なものが選択され、選択された知識が次の興味や関心を呼び起こし、より大きな知的

空間を産み出していく。 

英語が仮に子どもたちの未来に大きく関わるとするならば、子どもたちはその英語が自分の知りたいことに絡

み付いているということに直接触れる必要がある。それは大人が大人の論理で適当に見繕った幕の内弁当のよう

な、あるいは子どもの誰もが振り向きもしなくなった安っぽいブランコやジャングル・ジムが配された小さな公

園のような、そのような英語教育ではだめなのだ。一見楽しそうに見えるゲームや歌に終始しているうちに子ど

もたちはずっと向こうに離れていってしまうことだろう。 

＊ 

「英語を通して『人とつながっていく力』を子どもたちにつける、世界の国々、外国の人々に興味を持たせ、

考えさせ、調べ学習をして発表する、そこに実践活動が加わればさらによいのですが、そのような国際理解教育

を取り入れたテーマ別学習を推進したいと思っています。これは平和教育にもつながっていくものだと思います。

子ども一人ひとりの人生がより豊かになり幸せになる、……」と、東洋学園大学の坂本ひとみ教授から手紙が届

く。同封されていた論文原稿「国際理解教育としての小学校英語活動の可能性」は大学の研究紀要に載せる予定

だという。そこには、「小学校英語」の位置づけとその可能性が豊かな具体的提案とともに示されている。 

小学校英語に平和教育の可能性をも位置づけるような豊かな坂本教授のまなざしが本道ではないかとぼくは思

っている。 
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はずされる視線 
濫觴 100号 

 

きのう、日本に戻る。 

眠れないので、薬の力を借りる。そのためか、今日は一日、気だるい。ホテルの近くのうどん専門店で昼食を

とる。ああ、うまいなあ。 

店を出て、ホテルまで歩く。歩きながら、何か違和感を覚える。変だなと思う。うどん屋さんでも同じものを

感じた。電車に乗っても、薬屋さんでも。 

すれ違うのだ。 

合った視線が瞬間的に外される。視線は、たとえばお店で、店員のそれと確かに合っているのだが、その人の

視ているものはぼくではない。 

二人連れや三人連れの者たちはお互いのコミュニケーションにおいては饒舌だが、それらはそれら自身で完結

し、閉ざされている。まなざしは内側に終始する。 

ぼくたちはわずかな時間で地球の反対側に行くことができる。インターネットはイギリスにいながら瀬戸内海

の連絡船の今日の運行状況を教えてくれる。一度も会ったことがない人と毎日のように E-mail で交信する者もい

るという。コミュニケーションはダイナミックに拡大しているように見える。 

けれども、それらに触感はない。距離や時間を飛び越えるということはそこに確かに存在しているはずの座標

を否定することであり、つまりは仮想のものの受容である。 

ものやものごとは、時間や位置を持たないで存在することはできないのだ。それらを意識せずに、それらの存

在を感じることはできない。 

テレビの画面に映る戦地の子どもたちの暗いまなざしや涙を、ぼくたちは知り、理解したように思ってはいな

いか。 

コタツにはいってあたたまりながら、かわいそうにねえと言い、同時に、このみかん甘いわねとも言えるのだ。

もしも、その場に、つまり戦地にいたら、子どもたちと同じ煙硝のにおいをかぎながら、みかんの甘さを語るこ

となどはできないのだ。 

隣に腰掛けため息をつく老人も転んで泣き出した子どもも、たとえそれが目の前で起きている現象であったと

しても、関係ないこととして見えなくなってはいないか。いや見ようとはしなくなってはいないか。視線を外そ

うとはしていないか。 

街行く者たちはそれぞれがそれぞれにとって単なる物体に過ぎず、はずみで視線が合ったりするとそれに戸惑

い、瞬時にその視線を外そうとする。 

家族関係も同様に、お互いの視線がしっかりと合い、一緒に何かについて考えたり、喜んだり、悲しんだりと

いった関係が薄れていき、それぞれがお互いの視線を外しているのではないか。 

ぼくたちは急速に縮んでいきつつある。文明はぼくたちの表面的な、あるいは物理的な空間的移動を飛躍的に

拡大し、あたかもそれによって多くの者たちとのコミュニケーションや共生といったものが可能になったかのよ

うな錯覚を覚えさせる。 

しかし、そうではないのだ。ぼくたちが触り、視ているのは、ただただコンピュータのキーボードにすぎない。

それがつなぐ世界の表面的な知識に過ぎない。知識はそれ自体暖かくも硬くもないのだ。 

外される視線は、ぼくたちの生が次第に非人間的なものに変質化していくことを表している。ぼくたちは自分

以外の者たちとどう関わるかということから目をそらし始めたのである。それは、ヒトという動物が人間という

社会的な存在となった歴史の否定である。皮肉なことだ。なぜなら、人間が他の動物との差別化をはかろうとし

た方法としての文明が、逆にヒトへの回帰をもたらしつつあるのだから。 

＊ 

濫觴が 100 号を迎えた。この拙文も何とか書き続けることができた。いろいろな活動が増えていくにつれ学生

たちとの接点が少なくなることが寂しくなったぼくは、学生への発信をこういう形で始めた。学生の中には入学

前にバック・ナンバーをすべて、しかもことばそのものまで覚えるぐらい読み込んでくる者もいるようになった。

日本の大学教授を含む教員たち、企業の幹部たち、あるいは市長さんや新聞記者も読んでくれる。ありがたい。 

この拙文は、ぼくのそのときの心のすがたを映している。読み直してみて、そう思う。だから、面はゆくもあ

る。 

けれども、こうやって生きていこうと思う。できうる限り自分の生を見つめながら、検証しながら生きていこ

うと思う。 

この濫觴が 100 号を迎えることができたのは多くの人たちの支えがあってのことだ。とくに、いつも裏方とし

て大変な働きをした所長補佐の松本直子先生には感謝したい。早く原稿を書いて欲しいとほとんど毎号ぼくを責

めた。だからこそ書き続けられた。続けることには大変な意志の力が必要である。彼女の濫觴への、研究所への

愛情がなければ、100号を迎えられなかっただろう。心から感謝したい。 

拙文は今年、出版する予定である。 


