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あらためまして皆さま方、どうもこんにちは。 

 今、ご紹介いただきました東京学芸大学の松田と申します。 
 本日は、最初のお話も含めまして、少し皆さま方と子育てをめぐりまして、さまざまな形で議論あるい

は交流ができればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 まず、私のほうから基調講演ということなのですけれども、これは、私事で恐縮いたしますが、副学長

という職に就いてからは大学のマネジメントというのが、かなり大変な仕事なんだなと改めて思いなが

ら日々忙殺されているところがあるんですけれども、以前ですと、現場に出向いていろんな方々といろ

んなお話をしてということが多かったのですが、今年はいろんな形で制限をせざるを得ない状況がござ

いまして、そういう意味では、今日のお話もまさに、貴重(基調)講演だななんて思っているんですけど(笑)。
今のちょっと難しかったでしょうか。多分、気を抜いていらっしゃった方がたくさんいらっしゃるので

はないかと思うんですが、貴重なというところをちょっとかけてみたんです(笑)。 
  冗談はさておきまして、私の方からは最初のお話といたしまして、「つながり」という言葉、子育て

とつながりという言葉についてお話をさせていただければと思っています。そこで、まだまだちょっと

会場の雰囲気が硬い感じがございますので、つながりということを話すに当たって、ちょっと皆さま方

にご協力いただきたいことがありますが、よろしゅうございますか。 



 ありがとうございます。 
 そうしましたら、今お手元のボールペン等をちょっと置いていただきまして、手を自由にしていただ

いて、大変恐縮いたしますが、お隣の方と両手を取り合って万歳していただいてよろしいでしょうか。向

き合った形で結構です。横にずっと、机を越えてもつないでみてください。ありがとうございます。一度

下げてください。 
 続きまして、こんなことをやりたいんです。私が「言うこと一緒、やること一緒、上」と言いますので、

そしたら、手はつないだまま「上」と大きな声で発生しながら、手を上に挙げていただいてもよろしいで

しょうか。ちょっとしたゲームです。じゃ、お願いいたします。ご準備ください。 
 いきます。 
 「言うこと一緒、やること一緒、上、下、下、上。」さすが子育て会議、ご参会の皆さま、一糸乱れぬ

姿で。 
 勘のいい方は気付かれていると思いますが、次が問題でございます。次、「言うこと一緒、やること反

対」と言います。つまり、私が「上」と言いましたら、「言うことは一緒なので上」と言っていただきな

がら、「やることは反対」ですから、「上」と言っていただきながら手は下に下げてください。よろしいで

すか。ご準備ください。 
 いきます。 
 「言うこと一緒、やること反対、上、下、下、上。」 
 では、せっかくでございますので、もっと難しいバージョンを最後に。よくお聞きください。 
 「言うこと反対、やること一緒」です。私が「上」と言いましたら「下」と言っていただきながら、や

ることは一緒ですので、上に挙げていただくと。よろしいですか。 
 ご準備ください。いきます。 
 「言うこと反対、やること一緒、上、下、上、下。」  
はい、どうもありがとうございました。 
 ご協力いただきまして有難うございました。 
 簡単なゲームですけども、大変面白いゲームだなといつも思います。3 回やったんですが、3 回目とい

うのは、物の見事にウェーブを打たれて、大変楽しかったんじゃないかと思います。いつも思うのです

が、こういうゲームをして楽しいというのは、元気が出ます。面白いことというのは、大体元気が出るも

のでございまして、そういう意味では、子育てというのは、元気の出るものなのか、元気がなくなるもの

なのかというのは、子育てが面白いかどうかということにかかわってくるんじゃないかと思います。 
 「子育て」と「面白い」という言葉を掛け合わせるということ自体が、実は、あまりない。むしろ、そ

ういうものではないという感覚も広がっているような気がします。私たち大人にとって、子育ての時間

というのは、実は大変今のようなワクワクするもので、面白いものという、そういう側面がそもそもある

のではないか、そんなことをちょっと思います。  
 もう一つは、今のゲームが面白いのはこういう形で集って皆さんでできたからです。これは、証明する

のは簡単でございまして、今日、ご自宅にお戻りになられたときに、1 人の部屋で今のゲームをやってい

ただきたいですね。そうしますと、家族の方がちょっと心配されるのではないかと思います(笑)。 
 つまり、集うことの持つエネルギーとか、つながることの持つエネルギーというのは、これは相当なも

のがございます。具体的に、今手をつないでいただいたのですが、手をつないだお隣の方が微妙な存在な



んです。上だと思っているのに、ピクリと下に動かれますと、「あれ?」と混乱します。でも、そういう自

分とは違う人とつながったからこそ、その混乱自体がすごく面白く感じられる。1 人でいるのではなく

て、2 人でつながったことで非常に面白いという感情が生まれる。そんなこともつながりという言葉には

非常に含まれているものではないかと思います。 
 そういうことで、本日は子育てということが基本的に私たちにとって面白い時間なのだと。 
 もう一方では、それはつながるということで非常に広がりを持つ営みなのだと、そんなことを、ちょっ

と皆さんと考えてみたいと思っております。 
 そこで、まずスライドを見ていただきたいと思うのですが、そもそも子育てというのは、育つという、

子供自身がすくすくと伸びていくという部分と、育てるという、保護者、あるいは周りの大人の方が子供

に関わること、その 2 つの側面がいつも含まれている言葉だと思います。 
 そういう中で、そもそも子育てというのが、家庭や学校や地域というような場面で行われていると思

うのですが、どうも、「孤立化」と言われる背景に、そもそも子供を育てるというのは、まずは親が責任

を持つとか、1 人で行うものなのだというような、そういう構えが背景にあるような気がしてなりませ

ん。「家庭」というような非常にプライベートな空間に見える、この言葉でさえも、どうも、出自は福澤

諭吉が訳語として使い出したのではないかという説があるようでございますけれども、ホームという英

語の言葉がございます。ホームベースとか、あるいはホームページというホームですが、居場所と言いま

すか、常に戻る場所、そのような意味合いの言葉が、なかなかうまく訳出できなくて、それで「家庭」と

いう言葉に当てはめたのではないかということも言われるようです。 
 このときに、「庭」という言葉が使われたのはすごく面白いことだなと、いつも思うのですが、普通「家」

と言いますと、建物の内部を言います。「庭」と言うのは、ある意味、内部が外部につながる、その空間

を指しているところがあります。そこまで持って家庭という形で範囲を示していくということは、つま

り家庭という言葉の中に本質的につながるとか、余白があるとか、あるいは外部と接点を持つという、そ

んなことが含意されていたのではないか、そんなふうに思えるわけです。 
 この、子育てとつながりということ、これは、考えてみますと本当に奥の深い言葉であります。そんな

ことを背景に置きながら、もう少し子供を育てるということについて、考えてみたいと思うのですが、ス

ライドにありますのは、近年子供が育つ環境として、よく指摘されるようなことです。とりわけ、先程も

少子化という言葉がございましたが、確かに子供の数が減るというのは、社会構造から見ますと、本当に

大きな変化です。私 50 過ぎですけれども、私たちの時代というのは、単年度で子供たちというのは 300
万人ぐらい生まれていた世代もあります。ところが現在は 100 万人から、それを切っていると。さらに、

20 年後、30 年後は、もっと少ない数字が予想されています。 
 そうしますと、家庭の中でももちろん、皆さんよくご存じのように、4 人兄弟とか、5 人兄弟というの

は、本当に少なくなっていて、2 人とか 1 人という子供たちが多い。そうすると、これは仔細な例ですけ

れども、例えば、私なんかがよく経験しました、家庭内での食糧争奪戦と言いますか、晩御飯で唐揚げが

出ても、誰が早く食べるかみたいな、そういう状況に勝たないと、自分のところにはたくさん入ってこな

いというような、そんなことも経験としては無くなっていきますから、本当に、そういうのは小さなこと

かもしれませんけれども、実は、人が育つという意味においては、非常に環境としては大きなさまざまな

影響を与えることではないかと思います。 
 また、特にスライドの一番下にありますような、時代の状況というのが、以前に比べて先行きの方の見



通しが悪くなっている、そんなことをみんなが感じている。そんな中で、確実なというような言葉が、と

ても好まれる時代風潮がございます。 
 そうしますと、子育てにおいても、面白いという言葉がそこで自然に出てくるというよりは、むしろし

っかりとか、あるいは困らないようにというような、そういうメンタリティが、やはり出てきがちだと、

そんな時代でもあるかなと思うわけです。 
 いま一度、子供が育つということを、特に大人との関わりにおいて考えてみたいと思って作ったのが、

次の、このスライドですけれども、このスライド、真ん中の円は、子供たちが、これまでの経験で、少な

くとも小さな子供でも自分の世界というものを持っておりますので、そういう自分の世界というものを

表しているのが、真ん中のちょっと濃い円です。 
 そういう、子供たちの世界というのは、まず、大人が守ってあげるというようなことも必要になってい

ます。多くは、ご家庭ないしは保護者の方などが守られるということが多いと思うのですが、そういう子

供たちの世界に対して、もちろん外側には、子供たちは何も知らないことが本当にまだまだ多いですか

ら、われわれ自身もそうかもしれませんけれども、外部にいろんな知識や技能や、さまざまな出来事があ

って、それを学ぶとか、遊ぶとか、あるいは交流するということを通して、いわば吸収していって大きく

なっていく。つまり円が大きくなっていくということが成長するということではないかと、そんなよう

なことをイメージして書いているスライドです。 
 そうしますと、外部と接点を持って吸収していくということが、自然発生すれば良いけれども、そこが

なかなか難しいところもございまして、そういうときには大人の存在というのは大きいわけです。つま

り、ガイドをするという役割です。いろんな新しい出来事に出会うとか、あるいは知らないことを学ぶと

いったときに、ガイドがいるということは非常に重要なことです。これが、大人というものが役割として

果たしている面が結構ある。 じゃ、守ってガイドをするというだけで良いかと言いますと、もう一種

類、大人の役割というのがイメージできるのですが、それは、何かと言いますと、スライドで、ちょっと

おまわりさんっぽいイラストが書いてございますが、あれは、広い意味で子供を見守るという大人です。

例えば、プールで子供たちが遊んでいるときに、椅子の上に座って、監視されているプールの方がいらっ

しゃいますが、あれは、排水溝なんかへ行って危ない遊びをしないようにということで、そういうところ

へ子供が近づきますと、「ぴー」なんて、笛を吹かれるわけですけれども、子供は、やはり、えてして見

えないときもありますから、そういう広い意味で見守ってくれる大人というのも、やはり必要だと。 
 そうしますと、世話をしてくれる大人、ガイドをしてくれる大人、広い意味で見守ってくれる大人。そ

ういう 3 種類の大人に取り囲まれることというのは、子供が育つということに非常に重要なことではな

いかと思うわけです。もちろん、お父さん、お母さんが 3 役こなされることもありますが、広く社会とい

うことで見ますと、この役割を地域、あるいは学校、あるいは家庭という形で実は役割分担を持ってきた

というのが、私たちの社会だと思います。 
 言い方を換えますと、常に子供は広いつながりの中で育てられてきた、あるいは多くの大人がさまざ

まな役割を持ちながら子供を取り囲むことで、子供は育ってきたのだ。だからこそ子供を育てるという

のは社会総がかりの出来事だということになるのだと思います。 
 ただ、こういう形で、今日のような会が開かれるというのは、このバランスが幾分時代状況やさまざま

な要因から崩れてきていたり、あるいは一部子供たちにとって、その環境が整わないということに対し

て、どうすればいいんだろうということを考えているということではないかと思ったりするわけです。



つながりと子育てというのは、本質的に切っても切れないことなのだということ。そんなことを、改めて

皆さま方と、まずは確認をできたらなと思ったところです。 
 ここで、今日お集まりの NPO やあるいは自治体、さらには企業の方というのは、もちろん、ご自身が

お子さんをお持ちで、親として子供を育てていらっしゃるという方も多いと思いますが、もちろん、それ

だけではなくて、さまざまな形でいわば、自分の子供ではない子供に関わるということを、こちらでも意

図されているのではないかと思うわけです。 
 そういう、いわば、自分の子供ではない子供にも関わるということまで範囲を広げたときに、もちろ

ん、ここでお集まりくださっている方は、図の中で言いますと、ガイドをする大人という、こういう役割

を担われるということが多くなるということがあります。 
 さらには、広い意味で見守るというような役割。これもあると思います。また、逆に、なかなか世話を

してもらえるという環境がなくて、それで、ある種重篤な厳しい状況に置かれている子供たちを支える

という、そういうようなことに携われる方もいらっしゃるとは思います。 
 ただ、そのときそのときで、実は子供との関わり方というのは、少し違いがあるものです。そのことを

考えるのに、ちょっと見ていただきたいのが、次のスライドですけれども、子育てに関わらず私たち社会

生活を送っているときには、大体 3 種類の人間関係に囲まれる場合が多いとよく言われます。それを、

ここでは、私の言葉ですが、「他人、他者、他己」という 3 つの言葉を使って考えてみると、少し整理が

できるかなと思っているところです。 
 簡単に説明いたしますと、例えば、「他人」というのは、冷たい語感もございますが、知らないから関

わらない人のことを言います。例えば、今日、メトロに乗った時に、お隣に立っている方というのは、も

ちろん、知らないから関わらないです。ただ、関わらないけれども、関係が無いかというと、そういうこ

とはなくて、例えば、隣に立たれた方が自分の前に来られて、「わっ」とか叫ばれたらびっくりしますね。 

「わっ」と言って怒られるというのがどういうことかと言いますと、知らないから、関わらないからこ

そ、迷惑をかけないというルールをお互いが守り合っているから電車に乗れているわけです。つまり、言

い方を換えますと、ルールがあるから同じ場所に、知らないけど関わらない人が居られる。そういう関係

であるわけです。だから、これは、言い方を換えますと、さらに、ルールがないと関われない関係を他人

関係というと、そういうことではないかと思います。 
 ルールがないと関われない関係というのは、例えば、交差点をイメージしていただきますと、分かりや

すいと思います。青で進め、赤で止まれ、これが守れなければ、もう交差点はぐしゃぐしゃになりますね。

そんなことが基本的な関係性をなしているということです。それに対して、もちろん正反対の関係があ

ります。それは何かと言いますと、ルールが無くても成り立つ関係です。これは、代表例はご家族だとか、

ご友人だとか。例えば、ご家庭の廊下に点線を引いて右側通行と決めているご家庭は、そんなにないと思

うんですけれども(笑)、つまり、親しさがあるから成り立っているわけです。親しさがあるから成り立っ

ている関係というのを、ここでは己のような他という意味で、他己というふうに呼びます。 
 最近小学校なんかでは、他己紹介ってさせるんですけれど、自己紹介というのは、自分で集団に対して

自分のことを紹介することですが、他己紹介というのは、友達のことを聞いて集団に紹介してあげると

いう、こういうやり方です。自分のようなこと、自分事として人を紹介する。そういうときに他己という

言葉を使います。 

 そんなふうに聞いていただきますと、私たちの社会生活というのは、他人関係と他己関係の 2 種類。



つまり、親しい人と親しくない人という 2 種類しかいないような気がしますが、そこがちょっと違うと

言っているのが、このスライドの面白いところで、もう一種類真ん中に他者という関係があるというの

が、ポイントになっているんです。 
 じゃ、他者は何かと言いますと、知らないけど関わる人のことを言います。例えば、今日、ゲームをや

っていただきましたが、お隣の方はご存じない方も多いと思うのですが、手をつなぎ合ってゲームをし

たわけです。知らないけど、関わっていらっしゃいます。なぜ、そういうことが可能だったかというと、

一つは、知らないからこそ、ルールは守られていると思います。例えば、手を離してくださいと言っても、

ずっと離さないとか、そんな方いらっしゃったら怖くて手を握れませんから。 
 でも、一方では、ルールだけ守っていたから、今ゲームができたかというと、そうではなくてニコニコ

してくださったからだと思うんです。例えば、隣の方が手をつないでこうして手を挙げても、全く表情も

変えられないで、むすっとされていたら、やはり気を使いますね。つまり、親しさというものも関わる以

上、少しコミュニケーションの中に含めなければ難しい。 
 そうしますと、他者の関係というのは、ルールと親しさの半分半分でもって成り立っているというこ

とになります。 
 ただ、この半分半分という関係は非常に難しい関係で、なぜかと言いますと、調整をしないといけなく

なるからです。ルールで関係するだけだったら守っていれば良いですし、親しさで関係するだけだった

ら、何をしても考えても良いわけです。ところが、どの程度ルールを守ったり、どの程度親しくすれば良

いのかなというのを調整しなければ関係が作れないとすると、すごく難しいです。言い方を換えますと、

プレッシャー、ストレスになります。それで、他者関係というのは基本的には、好まれない部分が出てき

たりします。ところが、よく考えてみますと、知らない人と関わるという、その場のことを社会というわ

けです。家庭は知っているから、よく関わりますけど、家庭内を社会とはあまり言わないです。つまり、

社会という形で、私たちは生活の基盤にしている場所というのは、知らないけど、一緒にやっているとい

う人の集まりなわけです。 
 こういうお話を長くさせていただいたのは、どうしてかと言いますと、先ほど来、つながりという言葉

を出していますが、一般につながりというと、仲良しをイメージされる場合が多いです。ここでいう他己

関係です。ところが、むしろつながるというのは、知らないけど関わるというような、そういう、ここで

いう他者関係を考えないといけないのではないかと。そういうことを、ちょっと強調したかったからで

す。 
 さらに言いますと、先ほどのスライドにちょっと戻しますが、子供たちを支える大人の関係というの

は実は、今ご説明しましたが 3 つの関係の原体験になっているというところが、大変重要なところだと

思います。つまり、ご家庭で子供をしっかりと安心の中で育ててくださるお父さん、お母さんというの

は、これは他己関係の代表者です。それに対して、地域で、何か悪いことをしたら怒られるというおじさ

ん、おばさんというのは、これは他人関係の代表者です。それに対して、さまざまな形で自治体や NPO
や企業という形で子供たちに関わられる方々、これは子供から見ますと真ん中のガイドする大人、言い

方を換えますと、他者関係の原形になっているわけです。つまり、皆さま方と子供が関わるということ

は、まさに子供にとっては社会体験のスタートになっているわけです。そんなような意味合いがあるの

ではないかということを確認したかった。逆に言いますと、大人が子供に対して他者として関わる必要

があるのだということが、ちょっと言いたかったというところでございます。 



 ただ、近年、この他者関係というのは大人も苦手になっています。例えば、携帯電話というのは、最近、

本人が出ますけれども、昔は一家一台の黒電話ですから、そうしますと、電話しても、知らない人が出る

可能性が高いわけです。それで、何々君の友達ですけど、何々君いますかみたいな、そういう、他者と関

わる技法をそこで駆使しないとしかたがない。ところが、今は、携帯電話は本人が出ますから、何々君で

すかなんて言ったら、何、他人行儀なという話になります。 
 宅配ボックスがありますと、他者と関わらず荷物は受け取れますし、インターネットで買い物をしま

すと、他者と関わらず買い物ができます。 
 つまりメディアの環境の変化や社会の変化は他者というものを遠ざけているわけです。それは言い方

を換えますと、他者と関わるのがストレスだからです。その当たりのことを、少し背景としては意識する

必要があるのかなと思ったというところです。関わりと言っても他己関係をイメージしてばかりでは、

ちょっとアイデアはとしては進まないんじゃないかということです。 
 次のお話に移りますけれども、スライド見ていただきまして、急に絵が表れましたが、これは、何に見

えますか。これは有名なだまし絵です。うさぎと鳥と言いますか。長い右側のものをくちばしに見ますと

鳥に見えますし、耳に見えますと、うさぎに見えます。これは有名なだまし絵です。ぱっとご覧になられ

たときに、最初に見えたのはどちらですか。鳥だった方、ちょっと手を挙げてください。ありがとうござ

います。うさぎだった方、ちょっと手を挙げてください。すごい 1 対 9 ぐらいですかね。 
 多分、うさぎだった方、すごくびっくりされていると思います。みんなが最初に鳥に見えているんだ

と。これは、よく使わせていただくのですが、大体半分半分が多いんです。今日は鳥派が多いようでござ

います。面白いなと思います。 
 なぜ、このスライドを見ていただいたかと言いますと、同じスライドを見ているのに、鳥に思われたり

うさぎに思われたりした方が同時にいらっしゃいます。もちろん、時間をかけてみると、両方見えるので

すが、最初に見えたものは、人によって違うのです。どうしてそんな違いが生まれるのでしょう。どうし

てと問いますと、右側のところがくちばしに見えたからみたいな理由をおっしゃる方がいらっしゃるの

ですが、それは、そうかもしれませんが、そこが、実は耳にも見えるにもかかわらず、どうして、くちば

しに見えてしまったのかということです。つまり、これは刺激としては同じものを見ているのに、頭の中

で変換されているということじゃないかということ。そこが、ちょっと考えてみたいことなのです。 
 同じようなものをもう一ついきます。 
 早い方いらっしゃいますね。 
 これ、分からないと今日帰れないとかというと、大変なことになりますけれども、ありがとうございま

す。ずっとやっていると、時間がこれで終わってしまいますので、回答を言ってしまいますが、これはラ

イフと書かれています。LIFE です。お分かりいただけますか。 
 うなずいていくださっている方、まだ、2～3 割という感じなので、真ん中のところ、ねずみ色のよう

な色で何か模様が書かれていますが、その灰色のほうを見ては駄目なのです。そうではなくて、真ん中の

帯のところ、青い方を見ていただくと、左側から、LIFE と見えませんでしょうか。見えますよね。1 回

ライフと見えてしまいますと、LIFE としか見えないわけです。 
 これも、面白いなと思うのは、最初スライドが変わってから今までスライド自体は本当に何も変わっ

ていません。ただ、何だと思っているところから、LIFE と分かるのは全て皆さんの頭の中で起こってい

ることなんじゃないかということです。つまり、事実とか現実というのは、自分の外に客観的にあるよう



なイメージがあるのですが、皆さんそれぞれお一人お一人の頭の中に生じているんじゃないかというこ

とが、言いたいことです。 
 同じような感じで、最後にもう一枚見ていただきたいのですが、今日の雰囲気からしますと、先にいろ

いろ説明しておかないとまずいかなと思うような感じがあるんですが、有名な心理学者が使うスライド

ですので、決して私の個人の趣味で持ってきたわけではないということだけ伝えておきたいと思います。 
 いかがでしょうか。やはり、何となく空気感が変わりましたですね。ということは、多分、男女のほう

を見ていらっしゃるんですが、今までの流れでいきますと、もう一種類見えるのですが、お分かりいただ

けますでしょうか。ヒントは、9 匹のイルカという絵です。 
 ポインターを忘れたので、写しにくいのですが、真ん中あたり影の部分を見ていただくと、下向きのイ

ルカが、両側 2 匹ぐらい。一つずつカウントしていっていただきますと、大小 9 匹イルカが泳いでいる

という、そういう絵になります。 
 これは、なぜ心理学とかでよく使われるかと言いますと、小学校 1 年生に見せると、子供たちが何と

言うかということなのです。7 割以上の子がすぐにイルカだと言うそうです。ちなみに、これもよく巷で

使われるものですが、この絵を見て 6 秒以上イルカが見えなかった方は、完全に子供の心をなくされて

いるそうですけど、いかがでしょうか(笑)。 
 少し、だまし絵を見ていただきましたが、だまし絵の話の中で皆さま方にちょっとお考えいただけた

らなと思ったことは、こんなことです。 
 最後の絵を例にとりまして考えてみますと、同じ絵を見て、大人は男女に見えて、しかし子供はイルカ

に見えると。こういうことが起こるのは、絵のほうは何も動いていないわけですから、一人一人の人間の

頭の中のほうにその刺激を意味づけ解釈する装置が入っているということです。それも、1 人ずつ違うわ

けです。ですから、ここにいらっしゃる皆さんも癖を持たれていて、そういう癖を通して、実は現実をご

覧になられていると。ある種思い込みと言ってもいいと思います。ところが、もう一人の方から見られる

と、全く違う現実がそこに見えている。そういうことがあるということです。 
 子供と接していますと、そういうことが、すごくよくあります。私が見ていないことを子供は見ている

んです。それで、子供は一生懸命話しますので、何言っているんだ、みたいな話ですけれども、私の側の

視点を変えると、ああ、なるほどというような時があります。これ、子供と接するときの楽しさだと思い

ます。 
 こういうものを、一般には「物の見方」みたいな言葉で考えることが多いと思うのですが、この他者と

か、つながるとかという、こういうキーワードにとって非常に重要な言葉の一つに、物の見方というのが

あります。 
 例えば、子供の他者として関係する。あるいは NPO や企業の方が連携されて、その子供を育てるとい

う支援事業を何か手を取り合ってなされる。そういう場面、つながるということが生まれるわけですけ

れども、つながるということは基本的に他者がいますし、物の見方が違う人が手を取り合うわけです。 
 そうしますと、同じことをしゃべっていたり、同じことを見ているようなのに、その瞬間にもう既に見

えているものが違うわけです。そういうことを、一体どう考えれば良いのか。こんなことが多分、つなが

りと考える時には重要になるのではないかと思います。このときに、ちょっとしたコツがあるのではい

かと思っておりまして、それを考えたいのが次のスライドです。 
 これは浮世絵ですけれども、親子が描かれている浮世絵です。両方とも、実は共通の構図がありまし



て、何かと言いますと、親と子が同じものを見ているという構図になっています。親と子が向き合ってい

るわけじゃなくて、同じものを見ているんです。浮世絵の中で描かれる日本の親子の像というのは、この

ように同じものを見ている構図が多いというのを発見されたのが、九州大学にいらっしゃった北山修先

生という心理学の先生です。 
 先生が、いろんな浮世絵を集められて確かに浮世絵の中に描かれる親子の構図は、同じものを見てい

るという、こういう図柄が多いと。つまり、日本における親子、あるいは子育ての原形というのは、ここ

にあるのではないか、そんなことを示唆されます。これは、同じものを見てというのはどういうことかと

言いますと、例えば、私なんかも、特によく同僚と飲み屋に行くわけですが、そうしますと、カウンター

に座っているという状態です。 
 ここに、例えば、バーテンダーの人なんかがいらっしゃって、そのときに、同じ方向を見ながら横でし

ゃべっているという、この関係。これを指し示していると思います。それを、「共視」という言葉で、こ

の北山先生というのは本にまとめられるんですね。下の写真を見ていただくと、さらに何を言いたいの

かというのがお分かりいただけるかと思うんですが、左側の写真は、要するにお母さんが子供にシャボ

ン玉を見せたいわけです。それで、ふうっと、目の前で吹いている。そのときのお母さんの気持ちは、子

供をやっぱり大事にされています。子供に、だからこそシャボン玉を見せたい。それに対して、右側の写

真は、同じシャボン玉を見ているんですけど、まさに鏡視をしています。このときの関係性というのは、

子供がシャボン玉を見ているその気持ちに共感しているんですね、親が。 
 つまり、自分の側から見たものを押し付けているのではなくて、子供の側から見えているものに心を

揺さぶられているわけです。 
 そういう意味で、この北山先生は、横にいて同じものを見るというところに生じる、この感情を本で論

じられたんですけれども、言い方を換えますと、子供を大切にするということと、子供の立場を大切にす

るという、そんな言い方になると思うのですが、この子供の立場を大切するという、この見方が重要じゃ

ないかという、そういうことにつながるお話です。 
 元来、見方の違う人同士が一緒に何かをしようとしたときに、まず、相手を理解しましょうとよく言わ

れるのですけれども、理解をすると言っても、その人を大事にしようとしても、自分の側から理解しよう

と思うと、いつまでたっても実は理解ができないわけです。そうではなくて、違う立場だからこそ、その

立場に共感して理解をする。そこから接点を探っていくということが、多分、必要重要なのではないか、

そんなことを、この北山先生の議論は私たちに少し考えさせてくれているのかなと思うわけです。 
 ですので、本日さまざまな形でつながりということを考えるということになると思うんですが、そう

いう立場の違いと立場を理解するということ。この辺りも少しご検討いただけたらありがたいなと思う

ところです。  
 時間のほうが、いよいよなくなってきましたので、少しスライドのほうを飛ばさせていただきまして、

最後にこのスライドだけ見ていただければと思います。 
 そういうつながりを考えていこうとしたときに、アイデアを出すための土俵というようなものを、何

か考えられないかなと思って作ってみたものが、このスライドです。このスライドは、今日は、自治体、

NPO、企業という、少なくとも 3 つの立場の方がいらっしゃるということをイメージして作ってみたも

のですが、例えば、子育てを何かの形で支援する活動を作っていきたい。あるいはそういうことを通して

先ほどの子育ては面白いというような、あるいはつながって元気が出るというような新しい子育ての形



を生み出していきたい。そんなことをしようとしたときに、その活動自体が、収益性を持つものか、収益

性を持たないものか。それと、もう一つは職域が中心になるものなのか、地域、家庭が中心になるものな

のか。そういうような区別をちょっと当てはめてみると、意外と、アイデアの土俵になるのではないかと

思ったというような図です。 
 これは、どういうことかといいますと、例えば、企業の方が子育てということを考えるということにな

りますと、一つは社員の方の中での子育ての支援、つまり福利厚生というようなラインが出てきます。一

方では、社会に対しての責任ということで、CSR というような関わり方をイメージされることもあると

思います。これらは全て企業という職域の中でのさらに、収益性を考えないというような活動になりま

す。 
 一方、それが地域、家庭の方に入っていきますと、例えば、社員の方でもボランティアとして地域の子

育て活動に参画するとか。あるいは、そもそもご自身の子育てを行われるというようなことになってま

いります。 
 一方、子育ての活動といっても収益性を考えてはいけないというような、そういうことはないと思い

ます。 
 ここで、利益と収益という言葉を分けてとらえていただければと思うんですが、収益というのは、何か

活動して、それに見合う形でお金を稼いで、その稼いだお金を財産にするというのはでなくて、NPO で

すと、次の活動に生かしていくことと理解しておきます。つまり、お金が回るということ自体は、別に、

こういう、子育て支援活動において駄目とかいいとかということには当たらないような内容になってい

ると思います。 
 そういうことで考えますと、地域、家庭の範域で、いわばその収益性を伴って行っているものが NPO
だと思いますし、NPO 活動といっても全くのボランティアもあれば、やはり経費がかかりますから、そ

の経費をどこで調達してくるのかという問題ももちろんあるわけです。 
 一方、企業の方から見ましても、収益性のある職域の子育て支援活動というのは、実は、もう少し開拓

されても良いんじゃないか、そんなことも思ったりするわけです。この当たりのところが、自治体、企業、

NPO のそれぞれの立場から、それぞれの立場に共感し合って、そしてつながることの中で新しい子育て

の形というのが、どう生み出せるんだと、そんなことを考えることが、有益なことになるのではないかと

思うわけです。 
 最後に一つだけ、最初のところで、私自身も NPO 活動を行っているというご紹介をいただきましたけ

れども、これは、大学が社会とつながるために作った大学発の NPO ですが、大勢の仲間と行っているん

ですが、スライドで出しておりますような、例えば、企業とのつながりで新しい子育てを支えるようなも

のや、あるいは人を育てる、さらには、そういうことを通して出来事を生み出していくというようなこと

を、盛んにこれまで繰り返してやってきました。 
 そういう中で、面白いと思えることは、やはり続きますし、辛いなと思うことは、やっぱり立ち消えて

いきます。そんなことも、少しご参考にのちの部分でお話ができたらなと思うところでございます。 
 それでは、私のほうのお話はこれで終わらせていただきたいと思います。 
 どうも、長らくのご清聴ありがとうございました。 
 


