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「学者たちはみんなそれが不可
能であることを知っていた。
ところがある日、一人の無智
な男がそれを成し遂げた」
岩(波新書・笑いについて・三頁 )

教育が普及して一億総学者
の日本には新路線を開くこと
は不可能なのだろうか。学者
たちを沈黙させる無智な男の
出現こそ待

たれる。

のぞみ ９
心のささえ

夜明け前の子どもたち 〟

〝

を見て

和田重正
先日小田原で梅香園という精薄
児施般が主催して「夜明け前の子
どもたち」という映画のチャリテ
ィー・ショーがありました。千五
百人ほど入る中央公民館の会場は
ほぼいっぱいになり、その入場者
の六割ほどが高校生大学生程度の
若い人たちで占められていたこと
は何か頼もしいものを感じさせら
れました。
この映画は、ご存じの方が多い
と思いますが、心身障害児の父と
呼ばれる近江学園の糸賀一雄先生

とその情熱に動かされた人々の協
力によって作られた重度心身障害
児養育の実際をうつしたものでした。
私はこの映画を東京で一度見た
ことがありますので、この度は二
回目なのですが、一回目とはまた
異った、そして一層強い感動を与
えられました。もし機会があって
三回、四回と見れば恐らくその感
動は更に新たなものになるであろ
うと思います。その感動を一言に
して言えば「ホントの人間教育と
いうものはこのようなものであっ
たか」という驚きと反省と更に希
望との入れ混ったものであると言
えるでしょう。
さてこの映画を見た人は、一人
の背の高い少年が手にヒモを握っ
ていて、作業をするときもそれを
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離そうとしない。それを指導員が
なんとかして離させようと試みる
が成功しない、という場面を憶え
ていらっしゃると思います。また
同じ場面で、箒を固く握って離す
まいとする少女が出て来たのも印
象に残っていることと思います。
この二人の少年少女がどんなに必
死でヒモやホーキにしがみついて
いるか、その真剣さが画面によく
出ていました。殊に少女の方はホ
ーキを取られると不安のために体
が硬ばってしまうのです。
ここで映画の解説は、このヒモ
やホーキが少年と少女にとっては
離すことのできない心のささえに
なっているのだと説明していました。
これを見ていて私は
「なるほど」
と思いました。はたの者の目には

何の頼りにもならないように見え
るくだらないものを後生大事に握
り、心の支えにしているのはこの
精溥児たちに限らず、一人前の顔
をしている人たちの中にもたくさ
んあるような気がするのです。
「いわしの頭も信心から」後光が
射すと祐われますが、われわれは
何かの拍子にフト思い込むと、あ
れやこれやと屁理屈をつけて辻褄
を合わせ正当視しようとして、な
かなかそのバカらしさに気付こう
としないものです。
当節最も多くの人々が心のささ
えにし、またはささえになると思
って求めているものはやはりお金
でしょう。金さえあればと思い、
何はともあれ纏まったお金を握ろ
うと努力し、既に握っている人は

、り
、心
、地
、によって心を
いつもその握
安定させています。つまり今差し
当たって何に必要ということはな
いが、ただ一千万円或いは一億円
所有している、という事実によっ
て何となく心にゆとりを生じ、そ
のおかげである程度の自由な働き
が可能とされている人がかなり多
いように見受けられるというのです。
同様な意味で、肉親の愛情、親
の威光、自分の地位や権力、或い
は家柄などを心の支えとしている
人も少なくないでしょう。また自
分の手腕才能技能などを心の支え
としている人もあると思います。
それからもう一つかなり多くの
人々によって心の支えとされてい
るものに、いわゆる「神」
とか「仏」
とかがあります。
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しかしこれらのものは本当に心
のささえとして頼もしいものでし
ょうか。どんな場合にもしっかり
とわれわれの心を支えてくれるで
しょうか。
もう一度言い換えれば、
どこまでも身心の硬直を防ぎ自由
を保証してくれるものだろうか、
というのです。
むろんそれらはそれぞれ一定の
条件の下では心の支えとなり得る
でしょうが、その条件が一度崩れ
た場合には何の力にもならなくな
るということはわかり易い事実だ
と思います。ということは、ある
見方からすると、先に挙げたお金
から神さままでのすべてのものは
精薄児のヒモやホーキとあまり違
わないということです。夕コ壺に
入って懸命に壺に吸い付いている

タコのようなもので、頼りになら
ないものを握り締めて安心してい
るという点では同じだというので
す。傍から見ればこっけいとも悲
惨とも見える仕草です。
こう言って来るとあなたは憤然
として「バカ言うな」と思うかも
知れません。
「お金やその他のも
のはいざ知らず、神さま仏さまま
でを頼りにならぬもの、とはとん
でもない暴言だ。すべてこの世的
なものに絶望して最後に頼りにな
るのが神さまではないか」と。
なるほどそうかも知れません。
いや、そうであってほしいと思い
ます。しかし私は世の中に行われ
ている神さまや仏さまは、神や仏
の実物ではなく、自分で無理矢理
に言い聞かせ描き上げた、いわば

自家製品に過ぎないのが多いと思
うのです。
「こういう神さまがあ
るから信じなさい」
「こういう有
難い仏さまがありますよ」と言わ
れて一生懸命にそういうものがあ
ると思おうと思って、どうやら自
己暗示にかかっている場合が圧倒
的に多いのではありませんか。も
しそうならば、それは骨董屋に並
、て
、にな
んでいる仏像よりもっとあ
らないのではありませんか。いつ
も目を離さず、その袖にしっかり
とつかまっていないと、いつの間
にか変形したり消え失せたりして
しまいます。そんなものはヒモや
ホーキとあまり大きな違いがない
と思うのです。
では心の支えとして無条件に役
立つものはないのか、ということ
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になりますが、残念ながら「ない」
と言わざるを得ません。でももし
どうしても「ある」と言わなけれ
ばならないならば、それは自分自
、の
、ち
、――だと言いましょ
身 ――い
う。そして最も寛大な言い方をす
れば、それは自分自身と隔りのな
、の
、ち
、である神仏 ――実物の
い、い
神仏 ――であるということもでき
るでしょう。
’
しかしこの場合は実は支えたり
支えられたりという二者の関係で
はないのですから前のいろいろな
場合とは全く異なっていると言わ
なければなりません。この神仏な
ら、
こちらがよそ見をしていても、
つかまえていなくても、消え失せ
たり、都合によって肩すかしを食
わせたりされる心配はありませ

ん。
さて話が門外漢の立ち入るべか
らざるところへ来てしまいました
ので、本筋に戻りますが、前述の
映画の中で、指導員ははじめはヒ
モを邪魔物だと思って捨てさせよ
うと努力するのですが、しまいに
ヒモを取り上げて少年を不安にお
とし入れ、うろうろさせるよりヒ
モを握ったまままでできるだけの
ことをさせる方がよいと気がつい
たようです。ここに面白い問題が
あると思いました。
はじめ指導員は、普通の人を標
準にして考え、ヒモを握っている
という異常なことを取り除いてや
るのが進歩への道だと思ったので
しょう。ところが無理にヒモを取
り上げてみると、少年は極度に不

安になって、
（あの場合は石集め
の）仕事が手につかず、ヒモを取
り返すことのみに熱中してしまい
ます。そしていよいよヒモを取り
返すことができないと知ったとき
ヒモの代りに草を取って握ってい
ました。そこで指導員は、知らず
知らずのうちに、勝手に一つの常
識的な標準を設けて無理にそれに
合わせようとしていることの不自
然さに気付いて、ヒモを持ったま
までできることをさせる方が実際
的な指導であると反省したのだと
思います。
われわれは現実の生活の上で、
先に挙げたお金から神さまに至る
までのいろいろなものへの執着に
ついて、この指導員のとった態度
に追随することができるだろう
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か、と考えさせられたのです。
先に私はお金やその他のもの
も、頼りにならないという点では
ヒモやホーキと五十歩百歩だと言
いました。しかしよく考えてみる
と、あの少年少女にとってヒモと
ホーキは（それが何の象徴である
かは知る由もありませんが）全く
象徴的な意味をもっているので、
物を縛るとかゴミを掃くといった
その物の本来の用法とは直接には
関係がないのだと思います。とこ
ろがお金などはその物本来の用法
に従って用いれば何等かの役に立
つので、全く象徴的意味ばかりと
は言えません。それだけ客観的に
も、心の支えとしてある範囲では
役立つことを承知せざるを得ませ
ん。しかしもう一面、それらのも

のへの執着によってわれわれが常
に、それを失うことの不安におび
え、その故にそれによって強い拘
束を受けなければならないという
ことも否定できません。そして第
一その支えを失ったときわれわれ
は、あの少年少女と同様に、不安
のため身心が硬直して自由を失い
滑かな活動ができなくなってしま
います。
「貧して鈍す」と言われ
る状態に陥ります。
それで、もし教育が人の能力を
素質いっぱいに伸ばす事であると
するならば、一般青少年の教育に
於ては、そうした不安と拘束の原
因になるものを心の支えにさせな
いように常に心を配らねばならな
いと思います。またもしすでにそ
のようなものを握っている場合に

は、それを握らせたまま安易姑息
な道をとらせることなく、その支
えを打ちこわしてやるのが本道だ
と思います。近頃の生半可な心理
学応用の教育はこのあたりにも間
違いを犯しているところがあるよ
うに思われてなりません。
精神薄弱児の場合は別かも知れ
ませんが、普通の青少年ならばそ
の支えを収り去られたとき一時は
狼狽するでしょうが．必ず支えは
なくても自ら立つことができ、そ
の方がより広く自由に生きること
ができるのだということを体験す
るでしょう。

まみず第四巻 第九号

昭和四十四年九月号
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自ら、
い、
ら、
だ、
ち腹を立てて人
を指導しようとするほど愚か
なことはない。言うことが
理に適っていて、その時相手
を従わすことができても、尊敬

と信頼を失いただ恐れられる
だけである。憎しみや怒り
を感じたときは、もの言わぬ
方がどれだけましか知れない。

のぞみ

ひっくるめて一つ
和田重正
夫婦の問がうまく行かない家庭
がたくさんあるようです。毎日喧
嘩を実行するというほどではない
が、何年も何十年も一緒に生活し
ながらなんとなくしっくり行かな
いといったような程度の仲の悪さ
は、むしろ普通であるかも知れま
せん。
それでも平生はお互いに
「ま
あまあ」と思って見過ごしている
が何かの事件にぶつかると意見の
対立が表面化して、激しい言葉の
やりとりをしなければならないと
ころまで行ってしまいます。そう
なったとき夫婦は日頃漠然と感じ
ていた相手の面白くない点を、お

く

互いに更めてハッキリと見届けま
す。
「そうだ、あいつはこういうとこ
ろがいけないんだ」
と片方は思い、
もう一方は「あの人はここが欠点
なんだワ」と結論を出します。そ
して互いに蠟を嚙んだような思い
を味わいます。しかしよほどのヒ
ステリーでない限り、相手が悪い
ばかりではなく、自分にも悪いと
ころがあるんだろう、と思って反
省してみるでしょう。すると確か
に自分にも相手を怒らせる原因が
あることがわかります。そこで悔
い改めて夫婦が円満になった、メ
デタシ
。となるならばそれは
むしろ聖人君子の夫婦でしょう。
凡人のわれわれはなかなかそうは
行きません。自分にも悪い点があ
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10

るけれどもやっぱり向こうも悪
い、
と両方共が思うのが普通です。
そのような場合に教養のある人々
は、徒らに感情に走ってはいけな
い、冷静にどちらのどこが正しい
か間違っているかをよく検討して
正しい方に従うのが問題を解決
し、家庭生活を向上させる道であ
ると考えるでしょう。そして双方
の善悪正邪を丹念に比較衡量して
妥当な線を打ち出すことによって
夫婦間の不快な蟠りを解消しよう
とします。
ところがこういうやり方で双方
が釈然として ――或いは釈然とま
では行かなくとも、どうにか平和
を維持し当面の問題の解決に協力
して家庭全体の進歩向上を図るよ

うになることができるものでしょ
うか。それは非常に困難なことだ
と思います。何故かと言えば、夫
婦間がそのような不快な状態に陥
るのは大体、二人の処世観、従っ
て生きる姿勢の食い違いが根本的
原因であるからです。そして例え
ば派手好みと地味好み、ケチ臭さ
と鷹揚、薄情と温情家、物質本位
と精神的などといった相反する色
合いが出て来るのは要するに各々
の持つ価値の尺度が違うというこ
とですから、その尺度を反省によ
って変えるということはそう簡単
なことではありません。それは相
手を人間的に非常に尊敬している
場合にのみ実現することで、それ
ならばそもそも不快な関係などは

生じなかった筈です。
不快が生じ、
争いが起こっているというのはお
互いに尊敬の念が薄いことを表出
しているのですからその場合には
自分の持つ価値の尺度を改めると
いうことは容易なことではありま
せん。それならば尊敬の念を起こ
せばいいではないか、とどこかの
道学者や流行の擬似宗教のような
ことを言つてもはじまりません。
尊敬の念などというものは努力に
よって無理に起こすわけには行か
ないものではありませんか。
とにかく夫婦間の不快のような
根の深いものを、善悪、正邪など
という標準を以って比較衡量して
改善しようという努力は全く無駄
とは言えませんが、多くの場合対
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立を益々鮮明にし却って不快を深
刻にする結果になるでしょう。実
際多くの教養人の考える「合理的
処理」はこのような人間関係の問
題に関してはいつも「勘定合って
銭足らず」というまことに興冷め
な結果をもたらすものです。
、わ
、ゆ
、る
、理性的
ではそのようない
な道の他に何かもっと実際的な
「現状打開」の道があるのでしょ
うか。私は明らかにあると思って
いるのです。
「勘定合わなくても、
銭を足らして行く道」があると思
うのです。個々の事物が対する正
邪の評価を越えた道があると思う
のです。
前に述べたようないわゆる合理
的な考えではいつも自分と相手と

いう別々のものを見ているわけで
す。この別々のものがケンカをせ
ずに行くには片方が完全に相手に
屈伏するか、そうでなければ比較
衡量して妥協点を見出すより他に
ないということになりますが、実
際には、上に述べたような事情の
ため、そのようにして新しい向上
の道に入ることには困難な場合が
多く、
大ていその辺で行き詰まり、
あきらめようとしたり、また悩ん
だりして楽しからざる月日を過ご
しているのだと思います。
そこでちょっと、眼を変えてみ
ればよいと思うのです。つまり、
、っ
、く
、る
、め
、て
、一つのものと
夫婦をひ
見、今その間に成立している協調
や反発その他の具対的関係がその

家庭的、社会的環境の中でどうい
う意味を持っているかを観察した
ならば、その中で自分はどのよう
に考え、どのように行動すべきか
ということに対する答えは自然に
出て来ると思うのです。
、っ
、く
、る
、め
、て
、一つのもの、
このひ
と見るということは、決して昔か
らよく言われる「夫婦は一心同体
であるから云々。
」などと乱暴な
ことを言おうとするのではありま
せん。相対立する二つのものは一
応それはそれとしておいて、対立
のままもう一枠大きな視野に入れ
てみるという簡単なことを言って
いるのです。そうすれば全体とし
て何を意味するか何が要求されて
いるかを知ることができ、その中
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で自分はどのように行動したら全
体の進歩のために役立つかという
ことが見えて来ると言うのです。
さて、私が何故自分にあまり実
績のない夫婦ゲンカの話などを持
ち出したのか、というと実はこの
、っ
、の
、く
、る
、め
、て
、一
、つ
、というも
、の
、見
、
ひ
、の説明に好都合だと思ったから
方
なのです。そしてこの見方を身に
つけることによってすべての紛争
に創造的な打解の道を見出す可能
性ができると信ずるからなので
す。
われわれが小さい時から受けて
来た教育は事物について、その一
つ一つが何であるか、どんな価値
があるかという知識を与えられる
のが主な内容でした。ところが事

実の世界はそのようなバラバラの
事物の偶然な寄り集まりではな
く、それは、本来一つのもので事
物はその内容だと考えるのが正当
だと思います。
そうすると事物
（人
間もあらゆる文化を含めて）相互
間には何等かの必然的関係がある
に違いありません。その関係の意
味するところを正しく捉えるので
なければ事実を理解したとは言え
ないし、本当に事実に即した生活
も行動もできないわけです。そこ
でその意味を知るのには事実に即
、っ
、く
、る
、め
、て
、総合
して関係事物をひ
的に一つとして理解しなければな
りません。ところが過去及び今日
の教育はこのような事実を見る眼
を養う努力は全然していないので

す。事物をバラバラに見るばかり
でなく、それに何らかの色づけを
してみる練習ばかりしています。
例えば朝顔の花を見ても科学的
に、芸術的に、経済的になどと観
察し、何的でもなく花そのものを
何心なくながめるという態度が失
われて行きます。社会現象に対し
ても同様まず虚心にして見るとい
うことをせず、初めから何らかの
色眼鏡をかけてみて正邪善悪を論
ずるように慣らされています。そ
のために、教育が普及すればする
ほど世の中は騒々しくなりケンカ
紛争が激しくなるのだと思いま
す。
事実の世界のありさまは事物が
バラバラに存在するのではなく、
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それらが互いに関係を保って何か
の意味を生じているのだ、という
ことは前に述べましたが、実はそ
の事物も相互間の関係も静止した
状態であるのではなく、無数の事
物が互いに影響し合いながら常に
変化を続けているものでありま
す。この絶えず変化を遂げている
事物の相をそのままにとらえるこ
とによって、われわれは的確に事
態の改善向上に貢献することがで
きるのだと思います。
今日の多くの知識人のように、
紛争が起こると、どっちが正しく
ないかを論じどちらの陣営に加担
しようか、などと思い惑っていて
は全体としての新しい進歩の道を
拓くことはできません。それは個

人間の争いでも集団や国家間の争
いについても同様に言えることだ
と思います。
しかし、どんな問題でも関係事
項は決して簡単なものではありま
せん。夫婦の不快というような単
純そうにみえることでも、それに
直接間接関連する事項はかなりな
数にのぼるでしょう。まして例え
ば大学紛争によって明らかにされ
た現在の大きな社会問題 ――険悪
な国際情勢の中での保守と革新と
の闘争・その内容は実はこのよう
な簡単な表現では言い表わせない
複雑な要素を含んだものですが ―
―こういう大きな問題になるとそ
の動向決定に働く要因となる事物
は恐らく無数と言ってよいほどで

あろうと思います。とするといっ
たいわれわれ人間にそのような複
雑な事実を処理して、その中にお
いて自分の行動を決するというこ
とが可能だろうか、という疑問が
起こります。
それについて私は次のように考
えています。
まずわれわれには、もし必要に
迫られて精神集中度が極度に高め
られたときには驚くべきある種の
能力を発揮する素質が具わってい
るという事実を明らかにしなけれ
ばなりません。
ここに私が自分で体験した一、
二の実例を挙げて考えてみたいと
思います。
昔私はいろいろな恐怖症に悩ま

- 11 -

された時代がありましたが、その
一つに雷の恐怖がありました。雷
が遠くで鳴っても、こわくて膝頭
がガクガクするほどで、近くでピ
カ、パリンとやられては全く生き
た心地がなくなったものです。二
十歳台の若者がみっともないと思
うので蚊張を吊ってお線香立て
て、お念仏をとなえる、というこ
ともできないので、その恐ろしさ
は全く気を失うばかりでした。そ
のように雷が恐ろしいので夏にな
ると全神経を尖らせて雷を警戒し
たのでしょう。しばらくのうちに
私は驚くべき雷予知能力を獲得し
てしまいました。
当時私は東京の郊外の西荻窪に
住んでいましたが、あの辺に来る

雷は大体秩父あたりの山地で発生
するもののようです。朝からカン
カン照りで人々は雷雨が来るなど
とは考えてもみないときに、私は
十時頃早くもその日の二時半か三
時に襲って来る雷を確実にキャッ
チして身の置き場所に苦慮してい
たものです。むろん稲光りが見え
たり音が聞こえたりするわけはな
く、いったいどういう徴侯によっ
てそのような判断が出て来るのか
その当時にもわかりませんでし
た。ただなんとなくわかったので
す。
もう一つ小さな事実ですが、私
が中学二、三年の頃よく下校途中
で不良少年に待ち伏せされて喧嘩
を売られたものでした。二、三回

やられているうちに私はなんとな
く、
「あの曲がり角のところにか
くれているな」という気配を感ず
るようになりました。それでも初
めのうちはその感じを信用せずに
進んで行って不良につかまりまし
たが、後には確実に彼等の待ち伏
せ場所を避けて通れるようになり
ました。この時も、どんな徴候に
よって彼等の隠れ場所がわかった
のか自分でも非常に不思議に思い
ました。
また昔、空巣の専門家に聞いた
ことですが、彼にはある家を外か
ら見て、空巣であるか人がいるか
ピンと来ると言っていました。私
は空巣を働いたことはありません
が、
親しい人の家を訪ねて行って、
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不在のときにはかなり離れたとこ
ろからそれがわかるという経験が
幾度でもあります。この他もっと
複雑な大きな事件に処して幾つも
同種の体験をしておりますが、そ
の真実性は証明しにくいので遠慮
しておきます。
これを読んだ皆さんはきっと
「なんだ、くだらない」とお思い
になると思いますが、決してくだ
らなくはないのです。
、常
、の
、よ
、う
、
どうしてこのような異
、こ
、と
、が起こり得るかを考えてみ
な
なければならないのです。
私は、人間の心というものは生
まれてからこの方経験したあらゆ
ることを蓄積保存する性質を持っ
ていると思うのです。つまり一度

経験し知ったことは、知識として
心のどこかに蓄えられているのだ
と思います。そして何か解決を要
する問題に遭遇すると、その問題
に関連のある知識が一斉に出て来
て、しかも解決に最も役立つよう
な組み合わせを作って答えを意識
の表面に送り出す、という仕かけ
になっているのだと思います。
これはコンピューターの仕組み
によく似たものだと思いますが、
コンピューターと違う主な点は、
蓄積されている知識の数は例えば
二十歳の人でも恐らく何億或いは
何百億かも知れないこと。もう一
つは解決に役立つ知識の選択やそ
れらから答えを引き出すための組
み合わせ方の方式に制限がない、
と

いうことです。
このコンピューターとの差異が
人間に創造の可能性を与えている
のではないかと想像しているので
す。従ってまたそれが人の生き甲
斐の元であるとも言えると思いま
す。
それは余談ですが、ともかく人
間の心は、ある問題について判断
を必要とするとき意識の下の部分
で一般の知識を点検し物凄い活動
を演じて答えを出す能力を具えて
いることを認めるならば、先の雷
や不良や空巣のような神秘的と思
えることも別段異常ではなく当然
あるべきこととして認めることが
できます。つまり意識的に「これ」
と指摘できる特別な徴候はないに
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しても、何かの現象の組み合わせ
の幽かな差異をとらえて、それを
過去に蓄積された経験上の知識に
照らし合わせて答えとか否という
答えを出し、それを意識の表面に
送り出すのだと考えられるので
す。
かん
（ついでながら、いわゆる勘が
働くというのはこういう現象を言
うのではないかと思いますが、も
しそうだとすれば勘はテレパシー
とは性質の違う現象で五官を通し
ての判断だということになりま
す。実際に耳・目をつぶしたらそ
れの代替器官が発達するまではカ
ンが働かないという事実からこの
推測は正しいと言えると思いま
す。
）

ただ ――そのような素晴らしい
心を持った人間が何時でも、何の
問題についてもそのような素晴ら
しい判断ができているかと言え
ば、全くその反対で、大ていは行
き詰まったり、或いはとんでもな
い浅はかな判断によって自他を破
滅の方向へ駆り立てているという
のが実状です。
何故そういうことになっている
のでしょうか。恐らく事実をあり
のままに見ることができなくなっ
たからだと思います。つまり本来
一つのものをバラバラのものとし
て見る習慣を養い、そのバラした
事物の間の対立矛盾に執着しなが
らそれを解決しようとする自己撞
着に陥っているのだと思うので

す。
そのような誤った見方を克服し
て、対立するように見えるものを
ひっくるめて一つとして理解し、
その全体が何を要求しているかを
知らなければ、問題の解決はあり
ません。そして、それには我執を
脱し、精神の集中度を高めなけれ
ばならないということを言いたい
のです。人間がこれ以上不幸にな
らないために、これからの教育の
問題としてこの辺のところを積極
的に取り上げて考えなければなら
ないと思うのです。

まみず第四巻 第十号

昭和四十四年十月号
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座談会

「自己一致」をめぐって
意外に気付いていない
自分の中での不一致

出席者（発言順）
外岡豊彦
（外岡心理技術研究所）
青木茂
（開業医）
和田重正 （はじめ塾）
呉守夫（カウンセラー）
昭和四十四年十一月八日
外岡氏宅にて

、
外岡 ロジャースの本を読んで自
、一
、致
、という言葉に出あい心を深
己
くひかれました。私なりにもいろ
いろ自分の体験と照らしあわせて
考えましたが、今日はこれを中心
にしながら、皆さんのご体験など
と一緒に、理解を深めたい ――ロ
ジャースのいう意味を下敷にしな
がら、あんまりヽそれにこだわら
ずにお互いによりよく生きる何か
を汲みとる ――そんなことで一つ
大いにしゃべっていただきたいと
思います。
呉さんは、或る会社でカウンセ
リングや社員訓練 ――特にセンシ
ティビティ・トレーニシグ（感受
性訓練）をやっておられ、又昨年
ロジャースの所に行かれ、そこの

トレーニングにも参加された方で
す。

「自己一致」とは

青木 自己一致ということは簡単
に脱明していただけばどういうこ
となんですか。
和田 それを先ず ――。
外岡 一番短かく定義みたいに書
いてあるのは、
「意識と経験と一
致することである。更に拡げて言
えば、経験と意識と、コミュニケ
ーション（伝達・表現）が一致す
ることである」という定義をして
いますね。
呉「私が自分自身の経験によく
耳を傾けて自分自身であることが
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できるなら」ともいっていますが
――。
自己一政した人間だというのは
最もイキイキとした最も人間とし
ての機能を発揮できる人間なんだ
というようなことを言ってるわけ
ですね。
そうなると、経験と意識の一致
というと大変難しくなって分から
なくなってきます。企業なんかに
いてもですね、余りイキイキした
人間がいなくなっちやうわけです
ね。しょっちゅう心配事をしたり
自分のやりたいことができないと
か ‥‥。別の言葉で言えば素直と
でもいうのでしょうか。
外岡 ええ、素直とかあるがまま
とか ――。

呉 あるがままの人間というの
はですね、非常に大事なんではな
いかということを言ってるんだと
思うんです。ところが実際には会
社の中で見ていても、たとえば自
分の本当にやりたいことをやると
か、自分の本当に感じていること
を相手に伝えるということは、ふ
だんはなかなか難しいわけです
ね。そういう状態で長く暮らして
ますと、終いに自分は何を本当に
感じているのか、何を本当にやり
たいのかということも分からなく
なって来ている、ということが非
常に多いんじゃないか、そのへん
がどういう形になったならば、人
間が人間らしくなるのか、みなさ
んの種々の経験から、こういうこ

とが自分のイキイキとした経験と
してあったとか、 ――そんなこと
を出し合っていくうちに、ロジャ
ースの意味もはっきりして来るん
じゃないでしょうか。
経験と意識と伝達が一致した状
態であるというふうに入ってもい
いんですが、むしろ不一致の方か
ら、現実の生活の方から入った方
が判りやすいと思うんですがね。
青木 今、自分のやりたい事をや
り、述べたいことを述べると会社
なんかで変な目で見られたりする
と自分の出世なんかの関係から気
になることが多い。そんなことを
どんなにして調節すればいいの
か、そんな状態が蓄積されれば例
えばノイローゼになるとか ――こ
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の頃そんな青年がわりに多いので
はないでしょうか。自由自由と言
ってますけどそこへ来るとハタと
止まってしまう。殊に上役との関
係とか同僚との関係とか、そこの
ところはどういうふうにやったら
良いのでしょうか。一致させると
いう観点からすると。
呉 危険をおそれるとそう簡単
に一致させることが社会生活の上
でできるのかということですね。
例えばロジャースが今やってる
ことはカウンセリング、一対一の
話から、私が行ったころは何人か
メンバーを集めまして、その中で
本来のもっと人間らしい人間がど
ういうものであるかお互いに感じ
とったり感じ合おうじゃないかと

いうことをやっているわけなんで
すね。我々の経験からしましても
会社の中にいると上役というのは
部下からあまり嫌われたくないと
か本当のことを言って相手にショ
ックを与えたくないとか、言いた
いことも相手に言わない、まさに
不一致なわけですね。下から言え
ばそういう上に下手なことを言え
ば損をするのではないかという形
があるわけですが、自分の経験か
ら言うと、たしかにそういうこと
もありますけれども、印象深い上
役とか人間というのは、結構かな
り耳に痛いことを言ったりしたり
する、本当にその人の人間を表わ
してくれる方が遙かに記憶に残っ
てるんですね。なんか親しみとい

うような感じで ――あたりさわり
のないことを言ってるような人は
結局なんか触れ合いを得ないんで
すね。
和田 ちょっと、ロジャースさん
は自己一致というのはどういう原
語で言われたんですか。
呉 コングルーエンス
（ congruence
）
です。言葉を換えて言いますと、
自分はこういう自分であるとい
う、その自分の概念というのは、
本来の自分ではなくて、たとえば
大きくなっていく間に親がこうい
うことをしてはいけないとか、周
りの物の見方が植付けられてゆが
んだものが出来上っている、現実
の自分は別の自分というのがある
んでノイローゼなどというのはそ
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れが非常にずれている場合にでき
てくるんだということを言ってお
られるんです．
和田 少し話が違うかもしれませ
んけれど、この間神奈川県の青年
の指導者の集りで私の本（
『葦か
びの萌えいずるごとく』
）の中の
〝
本心を生きる 〟 というところを
読んで、何人かの青年が、
「本心を生きていたらメチャクチ
ャになってしまいませんか」
というんですね。
「ナルホドみんなが本心を生きて
メチャクチャになる、もしそう
いうものを考えてだったら、ま
さか中学生や高校生に本心を生
きろとは言わなかった。だから
みんなが考えてる本心と私が考

えてる本心は違うということは
分かるだろう」
と話したんですが、それでは一体
どういうことなのかと、六十人位
の青年がいろいろ意見を出しまし
た。ところが、本心といっても、
これが本心だといって見せるわけ
にもいかないですね。あるがまま
の自分、と言っても、これ食いた
いからサッと取って食べる、とい
っても、人のもの取って食べたら
変に思われたりしないかなぁ と
いう気も起こる。どっちが本当か
ということになるんではないか、
そんなことが我々生きてゆく上に
年がら年中あるわけですね。そう
すると、どっちが本心かといって
考えたときにどっちが本心だと言

えるか、あるいは、もし言えると
したらどういう標準で言えるのか
ということになりますね。
私は、
「これは一つの理屈にすぎないけ
ど、人間、人間というより生命
というものは自己発展を本来求
める性格をもっているんだ、だ
から自己発展に添う考えの方が
より本心に近いと一応判断して
いいと思う」
と言ったんです。そうしますと今
度は自己発展ということが一体ど
ういうことかということが次の問
題になりますね。エゴイスティッ
クな行動の方が自己発展にそうか
どうか。それは少し考えればダメ
なことは分かって来ます。それで
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は実際の経験上ではどうなのかと
いうことですが、こいつを食って
やろうかな、よそうかなというと
きに、
経鹸上は何か安定感がある、
何となく安定感のある方がよりい
い自己に忠実な道であるというふ
うに経験上思うわけですね。そん
なふうに話したんですが。
編集部 ロジャースの言う 〝経
験 〟 というのは、和田先生のお
っしゃる本心といったようなもの
ですか。
外岡 この 〝経験 〟 というのは一
寸普通の意味とちがっています。
いわゆる学識経験のそれではない
ですね。刺激やなんかがあって何
か心身（有機体という言葉を使っ
ているんですが）
に動きがおきる、

アタマを含めてその全てを経験と
言っているようです。そして、経
験の中でアタマに意識されないも
のが沢山あるというわけですね。
特に大人になって来ると。そこで
経験と意識の間の不一致もある
し、それから意識と表現する言葉
や行動との間には大人になればい
ろんな場面を考えて不一致も充分
あるわけです。
ですから「意識とコミュニケー
ションのところまで拡げてもよ
い」というところに含みがあると
思うんですよ。自己一致というの
は何でもかんでもアタマに思った
ことを全部言えということではな
い。拡げてもよいということです
ね。嘘をつくというのは不一致の

行動になりますけれども、
重点は、
経験と意識がまず一致することで
しょうね。

自己不一致が私たちの実情

編集部 経験と意識の不一致とい
うことを具体的に脱明して下さ
い。
外岡 相手が非常に憎らしいと思
うときに、その憎らしいという気
が本人に意識されないということ
が随分あるんだそうですね。
編集部 その憎らしいというのは
経験なわけですか。
外岡 そうです。腹の底では憎み
ながら頭の中であの人を憎んでい
ると思えない場合が随分ある。
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青木 思えないというのはどうし
てですか。思えなければ意識にも
上がらないではないですか。
外岡 そうです。上がらないんだ
けれども手がふるえたり、目がに
らんでいたり、よそ目から見れば
判ることがけっこうありますね。
青木 それはやはり意識に上って
いるんじやないでしょうか。
外岡 ところが本人に聞くと、憎
んでいるなんてとんでもないとい
う訳です。
呉 それは、人間はあまり怒る
べきではないとか、怒りを発する
のは人間として未成熟なんだと
か、そういう価値概念があるとし
ますね。現実の場面の中における
自分は本当は怒っているんで、そ

れが本当の自分であり現実なわけ
ですね。ところが人間は怒っては
いけないと教育されたりして自分
のアタマの中に根をすえてると、
その本にあるものに気がつかなく
て、怒るべきでないということと
怒るということと、一緒になって
きて現実がそのまま自分に受け入
れられなくなってきていることを
言ってるんだと思います。
和田 それは親が自分の子供に対
して、先生が生徒に対して沢山あ
ることですね。これが大へんなこ
となんですね。
外岡 ロジャースの言っているの
は憎しみとか怒りだけじゃないと
言うんですよ。例えばひどいこと
をされた人に後でその人にある好

感を持つときに、その好感が頭に
浮かばないこともあるというんで
す。
呉 和田先生、生徒さんに憎し
みを感ずることがよくあるという
んですが、その辺をもうちょっと
具体的に‥‥
和田 自分の子供でもかわいくな
い親がいますね。本当はかわいく
ないのだけれど、自分はかわいく
ないなんて思いも及ばないと思っ
ている。ところが叱り方を見てる
と、決してかわいいと思ってない
叱り方をしてますね。これは小さ
な子の場合多くあると思うんで
す。教師が中学生なんかに接して
本当は可愛いくないと思っている
のに、そういうことは、ありうべ
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からざることであると思って一所
懸命修正しているみたいなもんで
す。だから言葉の上でいくら優し
くしても、どこかに冷たいものを
感じとられるんですね。こんな不
一致の例はすごく沢山ある。ない
方が少ないくらいだと思います。
その程度はいろいろあるでしょう
が。
それを気どったりして、自分の
子を可愛いくないなんてとんでも
ないと思っている。とんでもなく
たってそう思っていることをハッ
キリさせることによって、親子、
教師と生徒との間が、非常に改善
されますね。
呉 ロジャースのいいたいこと
をそのままおっしゃっておられる

ようなんですね。
ロジャースも
「自
分がありのままの自分になりやす
くなってきている。最近、自分が
不完全な人間であり、自分は望み
通りに能力が発揮できるような人
間じゃないんだということを、前
は辛くて受け入れられなかったけ
れども、最近は、受け入れられる
ようになってきた」と書いていま
す。ところが普通に言うとそんな
ことは、受け入れたってどうとい
うことではないだろうと思ってい
ますが、現実にそう受け入れられ
るようになると自分が変わってく
る、そしてそこから自分のハッキ
リした形が出てくるんだとも言っ
てます。
外岡 そのロジャースの言葉にち

ょっと足しますと、自分以上の自
分でもなくなるし、自分以下の自
分でもなくなる ――見せかけのも
のから離れるとも言っています
し、複雑な感情に気がつくように
なるとも言っています。憎んでも
いるし可愛いくもある、いやな奴
だと言いながらフッと好感を感じ
ている ――というような複雑な気
持ちが受け入れられてくるように
なるとも言っています。

道徳の束縛から放たれる

和田 今のお話ですけど、私はそ
ういうことをもっと狭い感覚で言
っていたんですね。 ――道徳的で
あろうという気持、つまり道徳の
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おかげで、どのくらい沢山な人間
がノイローゼになっているか分か
らない。ノイローゼにならないま
でも不正直にしてしまいますよ。
外岡 自分の中でも人との関係で
も、ややこしくしてますね。
和田 もっと人間らしく生きるた
めにはね、道徳なんてものは、一
応捨てておいて、実際自分は親に
対してだって憎らしいと思うな
ら、そう思っていることを承認す
る、そこから初めて解放されたも
のを感じとる、そして憎らしいと
思うのが治る治らないかは別とし
ても、とにかくもっと楽な、自由
な、相手に対してギコチなくない
行動ができるのではないかと思う
んですね。今、ここでは、もっと

広い意味で話されてますが ‥ ‥
外岡 憎んでたということが、ア
タマに浮かべば憎んでいるつもり
の親に、暖かい気持が湧いている
こともアタマに浮かんできます
ね。
青木 そうですね。
和田 割合い親しかるべき間柄、
親子とか夫婦とか師弟とかの間で
も何かこうやりきれないものがあ
る。憎しみとまでは言えなくても
反感みたいなものがあって、それ
だのに誠に捨てがたいものがあ
る、といった状態 ‥‥。単純にい
かない人間は、それをもっとよく
自分で、ああ成る程そうだなあと
見極めてみたときにようやっと柔
らかい行動がとれるようになる。

外岡 ですから、アタマでどこか
に整理してしまうというふうにも
言えるわけですよ。普通の場合は
ね。あの人は憎い人だとか嫌いな
人だとか好きな人だとかいうふう
に、割り切ってしまっているけれ
ども 〝経験 〟 では憎んでもいる
し、好いてもいると非常に矛盾し
た感情も、自分の心の中に湧いて
いるんです。そんな複雑な感情の
ままでいられるようになるんです
ね。
呉 会社でも同じようなことが
ありますね。厄介な、たとえば、
よく遅刻したり早引きしたりする
部下がいて、自分がいやな奴だと
思っている場合があるわけです。
放っておくと自分のトガになり困
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るから注意しなけりゃならない、
ところが、自分が困るからという
理由で叱るのはいけないといった
ような価値概念みたいなものがあ
って、注意するんでも「君のため
を思って言うんだが、そういうこ
とをやってると将来、君にとって
非常に損だ ‥‥」なんて言うんで
すね。言われた方は、上役は、俺
が嫌いなんだと、何となく感じち
ってさっぱり通じないことがある
んですね‥‥。
経験では ――私は現実といった
方がピッタリするんですけど ――
嫌がっている、その部下をですね
‥‥。そういう自分を素直にうけ
いれることをどこかでブロックし
ているんです。こんな不一致の例

は意外と多いんではないですか。
かりに倫理的にどうあっても、上
せめ
役の責でならば、それが現実で
あるならば、それを受入れた方が
むしろ次の新たな行動が出てくる
はずだし、相手方も真実を言って
くれたと、むしろ通じるものがあ
るんですね。ところが、あなたは
自分で困るんでしょうと言っても
絶対受けつけてくれませんね、い
や絶対そうじゃないんだと、自分
の不一致を防衛している‥‥
外岡 自分は、本人のためを思っ
て言っているんだと思いこんでい
る人は随分いますね。
青木 それはいけないというんで
すか、そう思いこんでいるのは。
本当は、そうではなくて、上役が

更に上役に叱られるわけですね。
だから相手にもそう伝えた方がい
いというわけですか。
外岡 それは場面を考えて‥‥。
意識と表現
（コミュニケーション）
の間の問題ですから、場面と現実
を配慮して言うこともいいし、嘘
をつくことはないですけど。一番
の問題は、自分の現実経験が頭に
浮かんでこないことですよ。
呉 偽りがあることさえ気がつか
なくなっている場合が多いのでは
ないでしょうか。これをどうする
かと言われると難しくなりますけ
ど。それはともかく、そういう現
実を受け入れられる人間になる
と、さっき和田さんがおっしゃら
れた柔らかい行動が出てくる、た
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とえば親が自分の子供が可愛いく
ないと思っている、その現実経験
を受け入れると非常にそのあと自
分も楽になるし、何か変化が起き
てくる、
私の経験でもそうですね。
青木 今の若者たちがノイローゼ
になったり、
乱暴したりするのは、
自分に忠実に生きられないで心の
中にモヤモヤが蓄積されて出てく
るんでしょうか。
外岡 若者の非行の中には、有機
体では大して欲してないことを頭
ででっちあげて、クヤシイと思い
すぎそれが満たされないというこ
ともありますね‥‥。
青木 有機体というのは？
呉 私には、経験とか有機体とい
うより、
現実という言葉のほうが、

ビンとくるんですが、
外岡 現実といっても、日々の現
、っ
、と
、リ
、ア
、ル
、と
実というよりも、も
いう意味の現実ですね。
ロジャースは、有機体という言
葉の代りに生理的内蔵的レベルの
感覚と言ってみたりしています
ね。ところが生理的内蔵的レベル
などと余りいうと、生理的欲求だ
けが本物かという気がする訳です
けど、場合によっては、生理的欲
求がないのに、バ力に欲求してる
なと思うことがありますね。
だから、そこに、言葉で言えな
いものがあるんです。

不一致はどうしたら気づくか

青木 そう言った有機体の現実を
どうやって分かるんですかね。ま
た分からせたらいいんですかね。
外岡 簡単に分かるんでしたらそ
んなに感心することはないです
ね。
それで、こんなのが役立つかど
うか分かりませんが、自己不一致
から自己一致の方へ近づいた人で
見比べてみると、
「みせかけ」の
ものから離れていくというのが一
つ出てくるんです。それから「べ
き」から離れるということもあり
ます。三つ目に、
「期待」にそう
ことをしなくなると言っていま
す。時代の文化、社会通念に沿う
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ようにしないというわけです。教
師は真面目でなければならないと
いう社会通念があって、ふざけた
い時でもふざけられない人なんて
いうのは、社会通念にそっている
わけです。逆に、しょっちゅうふ
ざけていると思われていると、実
際に気が沈んでいても、おどけて
見せる。一致の方へ近づくと「他
人を喜ばすことから離れる」と言
っています。
和田 一言にして言うと自由人に
なるということですね。
外岡 その自由人が、青木先生の
言われるような、食いたいから食
う、怒りたいからヒッパタクとい
うようなのではない、むしろそれ
は意識ででっちあげた口惜しさ、

勝手をすべきだ勝手をしていいん
だという思いでデッチ上げた行動
なんで。
本当にしたくてするんなら、し
たっていいんですよ。ただ、した
結果についてですね、非常に相手
が困るとしますね。そうすると、
本当にしたくてしたという場合
は、相手の困ったということも本
人にチャンと分かってきて、自分
で修正するもんだというんです
よ。人の迷惑を考えない、或いは
考えられないのは、勝手にすべき
だとか、長い間不自由してきたか
ら勝手をする人だと、アタマでで
っちあげているから、人の困って
いることが、こっちの心に入って
来ないんじやないですか。

呉 ロジャースから言うと、有
機体の経験というか、リアルと言
うかアタマがそれと必ずしも一致
していないから、アタマに浮かぶ
まんまのことが、あるがまま「リ
アル」だと思っているところに間
違いがある、不一致になるんです
ね。全部が全部違うとも言えませ
んがね ‥‥。
青木 不一致になったときに、気
がつければいいんですけどね。
外岡 ところが分からないんです
和田 分からないところが不一致
なんですよ。
外岡 機械的な話になりますが、
意識と表現の間は不一致があって
もこれは意識していますから、ま
だいい。よし、言ってみようと思
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いきって言えばいいのです。しか
し、一歩前の、経験と意識の不一
致は自分では分からない。だけれ
ど他所から見ると分かりますね。
衆目のみるところ正なりです。
青木 そうすると、不一致な人は
どうすればいいのでしょう。
外岡 ロジャースは、人間の「よ
き出会い」ということを重んじて
います。
「よき出会い」というの
は、よい人と出会うというばかり
の意味ではないんです。人の出会
いの、よい出会いという意味、具
体的に言えば卒直にものを言って
くれる、自己一致した関係で自分
と接触してくれるそんな出会いを
言うんですよ。

青木 そういう人はなかなかない
でしょうね。
外岡 あなただってできるんで
す。あなたが青年と二人でここに
いる、その時、できるだけ卒直に
気持を伝えればいいんですよ。た
とえば ――青木さんが彼のことを
憎んでいるという気持を卒直に述
べるとしますね。
そうすると彼は、
青木さんは自分を憎んでいるとい
うことをのみ込んで、同時に、青
木さんが彼を憎んでいるというこ
とをイヤな気持で聞いたというこ
とを、彼は青木さんに伝える ――
こんな風なのが「よい出会い」と
いうんですよ。

損得なしの生活

和田 話が突飛になってしまいま
すが、私は自分の経験から一つ思
うのは、一致させるのにどういう
手があるかというと、
「損得なし」
、く
、っ
、て
、い
、る
、こ
ということを腹にく
となんです。そうすれば、何でも
思うままですからね。
外岡 どうも我々はソロバンをは
じいてしまって。こわさというの
もありますね。自己一致するとい
うのは、苦しく、勇気がいる。苦
しまなくては一致できないとロジ
ャースも言っています。相手の怒
りがはねかえってくることを覚悟
しているんでなければできません

- 26 -

からね。
和田 そうですね。人によく思わ
れたいとか、いろんな打算という
か要するに相対価値をアタマにお
いているからうまくいかない。
青木 人間として常にそれはつき
まとう、全然はなれるということ
はない ――。
和田 全然離れることは、それは
容易なことではないですな。しか
し、相当な程度に離れることはで
きるし、また実際はどうかという
と、
その打算なしでやってみると、
意外に損にならないものですよ。
外岡 人に嫌われるかと思うと、
卒直な場合は意外に嫌われない、
他の人も本当のことは分かってく

れて好い感じをもってくれるとい
う人間性の信頼が出てくるんです
ね。
編集部 この関係は、意識と表現
との一致の問題ですね。経験と意
識の不一致はどうしたらよいんで
すかね。
呉 自分がこういう人間である
と思いこんでいる自分と、囲りか
らみてのその人の姿の不一致な場
合‥‥
青木 そういうときは、どっちが
正しいんですか。
外岡 そこで、センシビリティ・
トレーニングみたようなことをや
ってみますと分かるんですね。一
致した状態がふえる人になるんで

す。
時には、自分は勇気凛々たる人
間だと思っていたのが、こんなに
決断の弱い人間かとガックリする
瞬間もあります。そして段々と自
分の中の感情調整が出来て、決断
もある、憶病なところもある、そ
んな自分の中で、のびのびと動き
出しますね。現実の自分（有機体
にもとづく自分）とイメージが一
致してくると動きが生き生きとし
てきます。
和田 不一致の場合は、なんか、
自分のどこかで不安定なんです
ね。ありのままの行動をとれた時
――自分の意識と経験とが一致し
ている時には、目をパッとあけて

- 27 -

いますね。
外岡 何となくいい気持というの
はアテになるもんですね。
、こ
、り
、が残らないとか ‥ ‥
呉 し
青木 それじゃ普通の人は、自分
では気がつかないけれど、ずい分
不一致して暮らしていますね。
外岡 私も「一致」ということを
考えるようになってから、自分の
自己不一致に気がついて驚いてい
るんです。人のことをやたらに賞
めるのも相手の自己不一致を育て
るし、甘やかしもそうです。馴れ
合いの平和ムードなんかも憎しみ
をぶっつけあっているより、却っ
てお互いの自己不一致を助長して
いるんですね。

和田 教育の世界も、ますます、
自己不一致を助長していますから
ね。
青木 そういう不一致に気がつく
ということは、それだけ上等です
ね。
呉 これは知識の問題ではなく、
気がつくか、つかないかの話で普
通の人間の問題ですからね。
外岡 だから「まみず」でもこう
いう問題について話し合えたらと
思ったんですよ。
編集部 これから当然教育の問題
になる訳ですが、余り長くなりま
すので、また機会を改めてという
ことにして今日はここまでといた
します。

それから本誌では、この自己一
致と内山先生の『進みと安らい』
で考えられているアタマ・生命・
規定詞的自己・感歎詞的自己など
との関係を更にハッキリさせてい
きたいと思っています。
今日は、本当にありがとうござ
いました。

まみ ず 第四 巻 第十 二号

昭和四十四年十二月号
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泊まってみたら一大事

次の日になるとみんなあちらこちらが痒い。この家は、し
ばらく使われていなかったため畳も湿気で傷み、ダニの巣
になっていたのでした。そこで次の機会に大掃除。畳を起
こして外に出そうとすると、多くの畳が二つに折れてしま
いました。 （『ここに帰る』４９号「和田重正の背骨」参照）
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手書き未定稿

感動と
後悔の話
和田重正
夜中の二時頃ヒヨコの鳴き声が
聞こえてきました 。
「
. そうだ、孵
卵器の中だ」と思ったのですが、
見にも行かずそのまま寝ていまし
た。ヒヨコはピーヨ、ピーヨと鳴
き続けていました。
私はウトウトとしてから五時に起
きて見に行きました。ヒヨコが一
羽孵っていました。そして相変わ
らずピーヨ、ピーヨと鳴いていま
す。脱け殻は孵卵器の中央あたり
にあるのにヒヨコは一番奥の隅の
ところにいるので、その間にある

三列の卵を乗り越えていったに違
いありません。生まれたばかりで
まだよく乾いていないブヨブヨの
体でどうやってそこまで行ったの
だろう、と感心しながら、それで
も箱の奥の隅っこの狭い暗いとこ
ろにいるのはかわいそうだから、
広くて明るい前の方へ移してやろ
うと思いました。それで孵卵器の
箱を開けて手を入れ、ひよこをつ
かまえるために手をひよこの体に
少し触れました。その時です、そ
れまでピーヨ、ピーヨと鳴き叫ん
でいたひよこが急にピッピッピッ
ピッピッピッという声を出したの
、と
、お
、し
、さ
、の情で
です。私の胸はい
いっぱいになりました。この声は
母親の羽の下に入ったときの安堵
の声なのです。生まれながらに母

親のない子が人の手を母親の肌と
思い違えてこの安らぎの声を出し
たのだと思ったとき、
「ああ、も
うこんな情けないことはすまい、
孵卵器でヒヨコを孵すなどという
残酷なことをしてはいけない」と
強く思ったのでした。
孵卵器ならば入卵の時期がバラ
バラでも孵化には差し支えないの
で、このヒヨコの卵はある日私が
気まぐれに入れておいたものなの
です。そのためこのヒヨコは一羽
だけでこの世に出てきたので仲間
がいないのです。
何というかわいそうなことをし
てしまったのだろう、と思うとこ
のヒヨコに寂しい思いをさせない
ようにするのには、どうしたらよ
いだろうかと真剣に思わないでい
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られません。電熱入りの育雛箱に
入れてエサや水や葉っぱなどを与
えますと喜んで食べて一日たった
今も元気で育っています。大変お
となしいヒヨコで滅多にピーヨ、
ピーヨという声は出しません。そ
れで私も安心していましたが、
五日目に大雷雨があり近くの数ヵ
所に落雷があって停電しました。
三時間たっても電気が来ません。
人間の方はローソクでも立ててお
けばいよいが、孵卵器や育雛器は
ローソクでは間に合いません。ヒ
ヨコの箱もだんだん冷めてきま
す。心配していると、とうとうヒ
ヨコが鳴き始めました。ピーヨ、
ピーヨと声張り上げて鳴くので
す。いくら鳴いても母親は来てく
れません。それでも寒くなり、心

細くなって鳴かないでいられない
のでしょう。
私は母鳥の「クックックッ」と
いう声は出せないので「ヨシ、ヨ
シ、ヨシ」と言いながら箱の中に
手を入れてヒヨコの上にかざして
やりました。するとヒヨコはピッ
ピッピッと安堵の声を出してくれ
ます。そうしているうちに私は孤
児の身の哀しさが自分の手を通っ
て手胸に染み通ってくるような気
がしました。どうして迂闊にこん
なかわいそうなものをこの世に呼
び出してしまったのかと、どんな
に詫びても詫び足りない気がして
きました。
「ゴメンゴメン本当に
ゴメンね」
このヒヨコは私の手を母親だと
思っているのでしょう。だとする

と、これから先どうなることでし
ょう。自分はやはり人間だから、
ピーヨ、ピーヨと呼ばれても走っ
ていって手をかざしてやることが
できないこともあるだろう。まっ
たく困ったことになったものだ、
なんという罪なことをしてしまっ
たかと、わが身の軽率さを恨まな
いでいられません。
それにしても、単独でこの世に
生まれてきたこのヒヨコの将来は
どうなることだろう、大きくなっ
たら他の鶏たちの仲間に入って幸
せに暮らして行けるだろうか。ま
だ雄か雌かも分からないが、雄で
あったら、このヒヨコの父のよう
に堂々と胸張ってコケコッコーと
やれるようになるだろうか。雌だ
ったら、自分の羽の下で十羽もそ
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れ以上ものヒヨコを抱えて育てる
やさしい母親になるだろうか。そ
うなってくれるまで私はこのヒヨ
コに責任を持とうと思わないでい
られないのです。
それにしても、はじめ、手の下
でピッピッピッと喜びの声を出し
たときの複雑な感動の深さは近来
経験しなかったものでした。母親
でない女の人の乳房に孤児の赤ん
坊が吸いついたときその女の人の
経験する感動はこんなものだろ
う、と思いました。
もう一つ、うかうかと取り返し
のつかないことをして赤ん坊を産
んでしまった女の、喜び後悔の入
り混じった戸惑いの気持ちが察せ
られるような気がします。
山中真知子

「まみず」に出会って

東京へ
２ 五人の子ども達
赤ちゃんを抱いて病院から我が
家に帰ると，四人の子ども達は大
喜び。大変な騒ぎです。
「可愛い」
「小っちゃいね」
「抱っこしたい」
「ぼくが兄ちゃんだよ」
と、子ども達が一斉に顔を寄せて
くるので、赤ん坊を抱っこしてい
るわたしの周りが団子状態になり

ました。子どもたちの嬉しい声を
聞きながら無事に生まれて本当に
良かったと心から思いました。
子どもの名前は「芳子」と命名。
子どもたちの名前は全て喜代志さ
んが付けてくれます。喜代志さん
から名前の希望を聞かれた時に
「子の付く名前がいい」と一つだ
け希望を言いました。
「芳子という名前はどうかなぁ」
と言われて、直ぐにこの字は和田
先生が以前に色紙に書いて下さっ
た【芳心】の字からもらったこと
が分かりました。わたしも秘かに
芳という字が気になっていました
から、何となく喜代志さんに通じ
るんだなぁと思い嬉しい気持でし
た。
母が産後の世話をしてくれまし
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たから、母がいてくれる間に「桶
谷式母乳相談室」に予約を入れて
お茶の水まで一人で行き母乳のマ
ッサージを受けました。この桶谷
式マッサージはとにかく痛みがな
く、あっと言う間に母乳が出るこ
とです。温めたタオルを当ててマ
ッサージをしているとおっぱいが
すごい勢いで出ます。三男の時も
この桶谷式を受けて母乳で育てる
ことができましたから、今回も母
乳が出て安心しました。
長女のお産の時は、産婦人科の
看護師さんに母乳のマッサージを
してもらいましたがその痛さとい
ったらなく、身体じゅうに激痛が
走り脂汗が出るほどでした。我慢
して受けましたが母乳は出ません
でした。

この桶谷式をもっと早くに知っ
ていれば五人とも母乳で育てるこ
とができたのになぁとつくづく思
います。今はこの桶谷式はかなり
普及されていて知っている方が多
いと思います。
母が名古屋に帰ってしまうと、
目の回る忙しい毎日になりまし
た。三時間おきの授乳の合間に洗
たく、食事の支度などの当たり前
の日々の仕事。中学生、小学生、
幼稚園児、赤ん坊という様々な年
齢の子ども達と共に忙しくも楽し
い毎日が始まりました。
しかし一面で、私は毎日が眠気
との戦いでした。夜中も明け方も
三時間おきに正確に起きるわが子
にお乳を飲ませ、おしめを替え、
少し横になるとまたまたおなかが

空いて泣き出します。こんなに大
変だったかしらと、上の四人も同
じように眠気と闘いながら育てて
きたのにあの大変さをすぐに忘れ
てしまう自分に、自分でも呆れて
しまいます。
眠い目をこすりながら朝食の準
備を始めます。長女の中学校は給
食ではなく弁当持参でした。幼稚
園に通う三男もお弁当ですから、
毎日二つのお弁当を、同じおかず
を少し工夫しながら作りました。
このお弁当作りはこの先ずーっと
中学、高校へと長い期間続くこと
になりました。
子どもたちは朝、自分で起きて
きますから、
わたしは子どもに
「早
く起きなさいー」と言ったことが
ありません。上の子ども達は自分
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のことは自分で済ませて、
「行ってきます～」
と、
大きな声で出かけていきます。
私も台所から大きな声で、
「行ってらっしゃ ――い。
気をつけてね」
と、声を掛けます。
時にはわたしが
「行ってきます」
の声を聞き逃すこともあって、
「ちゃんと 行ってきますって言
ってくれないと、いつ行ったか
わからないよ‥‥」
と言うと、
「言ったよ！」
「そう、聞こえなかったわ ――」
のやり取り。
ある日、
「お母さん、何回言ったら聞こえ
るの」

と、次男がわざわざ玄関から台所
へ戻ってきて怒ったことがありま
した。
「ごめん。ごめん。行ってらっし
ゃい。
」
きっとまたわたしから「聞こえ
なかった」と言われるのがいやで
ちゃんと言いにきたのです。子ど
もって面白いです。
上の三人の子ども達が登校する
と今度は三男を幼稚園へ連れて行
く時間です。しばらくは喜代志さ
んが通勤の時間を少し早めて洋志
を連れて行ってくれました。幼稚
園と勤務先は離れていて遠回りに
なりますが、毎日歩いて連れて行
ってくれました。洗濯物の量も大
変です。七人分を二層式の洗濯機
で毎日何回も回します。長男のジ

ーパンなどは一本入れただけでい
っぱいです。時には芳子の授乳を
していて洗濯機のブザーがなって
いるのに気が付かなくて、濯ぎの
水がずーっと流しっぱなしになる
こともあり、見事にきれいになっ
ている水を見ると、ああもったい
ないことをしたと悔やみます。
洗濯のブザーを気にしながら一日
中、洗い、脱水、濯ぎの繰り返し
を何度もしますから気が抜けませ
ん。芳子も最初は布おむつでした
が、紙おむつに変えました。紙お
むつは子どもの生育上良くないと
言われていましたから使うことに
少し罪悪感がありましたが、使い
だすとその便利さには勝てません
でした。上三人の子ども達の時は
紙おむつはまだ無かったと思いま
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すから、当たり前のように布おむ
つでした。出産祝いのセットを頂
くとベビー服の下に布おむつと同
じサイズの長方形の紙のおむつが
入っていましたが、使ったことは
ありませんでした。この布おむつ
で育てている時，上の三人が同時
におむつをしていた時期があり、
毎日六十枚ぐらいのおむつを洗っ
て干す、の毎日でした。
南足柄の冬は寒く、夜など軒下
におむつを干しているとパリンと
次から次へと凍っていくことがあ
りました。寒い中でもそれほど苦
も無く当たり前のようにできたの
は若かったからかなぁと懐かしく
思い出します。
東京での洗濯物は、子ども達が
どんどん大きくなりますからその

量は山のようです。七人分の洗濯
物を干してもそれをたたむ時間も
なく山積みになります。喜代志さ
んが仕事から帰ってくると、子ど
も達にも声をかけて一緒にたたん
でくれます。喜代志さんは毎日気
の張る仕事で疲れているのに、い
つもわたしを気遣ってくれます。
洗濯機が古くなったこともあ
り、思い切って新しい洗濯機を買
うことになりました。全自動の六
・五キロ洗う事のできる大きなサ
イズです。脱水までを自動でして
くれますから助かりました。それ
でも一日二回は洗濯をする毎日で
した。この洗濯機はずいぶんと長
持ちをして、その後何回も引っ越
しをしましたが壊れもせずに動い
てくれ、小平でも回り続けて二十

年以上使えました。
食事の準備も大変です。男の子
たちは年々食べる量も増え驚くほ
どの食欲です。長男、次男も中学
になるとお弁当になり、毎朝大き
なアルミのお弁当箱に詰めていき
ます。長女の分も含めて三つのお
弁当を作ります。
三男が小学校から帰って来ると
「お腹が空いた ――」
と言って、自分でおにぎりを作っ
ておやつに食べます。一枚の大き
な海苔を手のひらに乗せ、その上
にご飯を乗せ、バターを乗せ、ち
ょっと醤油をたらし、両手でギュ
ッと丸めてつくるデカおにぎりで
す。これを二個平らげてしまいま
す。夕ご飯の時に知らないでお釜
のふたを開けて「ない！ご飯が‥
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‥」なんていうことがしょっちゅ
うでした。
一升炊きの炊飯器で毎日二回炊
いていましたが、とても追いつか
なくて、二升炊きに買い換えまし
た。よくお弁当屋さんで見かける
あの銀色のお釜で、かなり大きく
て場所も取ります。内釜も大きく
て流しにいれて洗う時などそれだ
けでいっぱいになりました。一回
に一升五合炊きます。小さな一合
カップで十五杯計るのですが、計
っている時に、
「お母さん ――」
と呼ばれて
「なあに ――」
と返事をした途端に「あっ今何杯
いれたんだっけ ‥‥」と忘れてし

まい、まるで落語に出てくる、
「ところでおやじさん、今なんど
きで？」
のときそば状態になってしまいま
しよう ます
す。昔のように一 升 升があれ
ば簡単ですが、無いので、大きな
ペットボトルに五合お米を量って
入れ、マジックで印をつけて手作
り升としました。これは便利で三
回計れば済みますから、声を掛け
られても平気になりました。
お米はいつも二十キロ近くは常
備して、米びつが空になると入れ
ます。いったい五キロの袋に入っ
たお米は何日でなくなるのかと思
って袋からそのまま使ってみたと
ころ、二日半で空になりました。
本当に良く食べた時期です。

夕ごはんに餃子を作る日は、子
ども達総出で作ります。家にある
一番大きなお鍋にお肉を入れて、
まずは良く混ぜます。その間にわ
たしはひたすらキャベツ、ネギ、
ニラをきざんでいきます。次から
次へと材料を鍋に投入すると子ど
も達が混ぜてくれます。味付けを
して種の完成。包みは子ども達全
員で作ります。形も様々。芳子も、
「わたしも作る‥‥」
と言って小さな手で作ります。芳
子はまだ粘土遊びの延長で、手で
ぎゅっと握って完成です。さすが
お姉ちゃんは規則正しい形。男の
子たちも段々と上手になっていき
ます。
三男は餃子の皮を二枚重ねて、
「おれのＵＦＯだよ。お母さん食
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べてね。これだからね」
この時作った餃子の数はたぶん
百二十個以上はあったと思いま
す。この頃はとにかく、何を作る
にしても大量でした。
炒飯を作る時も、今なら冷ご飯
が余ったから作ろうとなります
が、その時は炒飯を作るためにわ
ざわざご飯を炊きました。そして
大きな中華なべで何回も作りまし
た。何だか自分が大衆食堂のおば
ちゃんになったような気分でし
た。男の子三人は気持ちのいいほ
どペロリと平らげました。
好物のとりのから揚げもひたす
ら揚げ続けます。こんなこともあ
りました。から揚げを全部揚げ終
わって、さあ食べようと思って食

卓に着いたら、ほとんど残ってい
ませんでした。わたしは泣きたい
気持ちでした。それ以来、喜代志
さんが、
「お母さんの分を残して置け」
と子ども達に声をかけるという笑
い話のようなことがありました。
ある日、使っていた冷蔵庫が壊
れて水が漏れ出していました。冷
蔵庫は必需品です。このあたりに
は大きなスーパーマーケットがな
いので、我が家の食料は生協で一
週間分をまとめて購入、かなりの
量です。野菜だけは月～金に宿舎
の前庭に軽トラックで移動販売が
来てくれますから、新鮮なものが
買えました。
この時も、思い切って大きな冷

蔵庫を購入しました。冷凍庫もか
なりの大きさがあり，これなら買
い物に行けない日があっても安心
な大きさでした。この冷蔵庫が家
に来た時、三男の洋志が、
「どうしてうちはいつもこんな業
務用ばかりなの。おれは扉が両
方に開くかっこいいのが良かっ
たのに ‥‥こんなのいやだよ」
と半分泣きそうな顔で不満気でし
た。確かに見渡せばすべての台所
用品は大きくて、色も銀色のもが
多くて、普通の家にはなさそうな
ものばかりです。子どもなりの夢
があるんだなぁと思いました。
この冷蔵庫はその後の引っ越し
にも耐えて、つい最近まで小平の
家で使い続けましたから、洋志の
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夢にはほど遠いものでしたが、シ
ンプルな物であったから長持ちし
たのかなぁと思っています。
麹町での生活は九年間続きまし
た。
子ども達が次から次へと高校、
大学の受験があり、動くに動けな
い状態でした。この九年間は子ど
も達にとっても親のわたしにとっ
ても成長の時期でした。一人一人
にとってその子その子の面白い事
や大変なことがいくつかあり、懐
かしく思い出しています。
親として恥ずかしい話もあり、
書くのを少しためらいますが、子
育ての失敗談の一つとして聞いて
いただければと思います。

３ 長女の場合

１( )

転校した中学校はブレザーの制
服でした。
前の学校はセーラー服。
転校して直ぐに注文をしましたが
間に合わず、しばらくはセーラー
服姿で登校しました。一人だけこ
の制服ですからずいぶんと目立っ
ていたようです。
休み時間になると上級生の男の
子が、
「あっ、ほんとだ。いるいる」
などと入れ替わり立ち代りに見に
来たようです。それでも志乃はわ
りと平気ですごしていたようで感
心しました。友達もすぐにできて
クラスにすんなりと溶け込んでい

ました。
担任の先生の特徴をつかんで家
で物真似をよくしてくれました。
授業参観に行って先生の国語の授
業を見ましたが、あまりにもそっ
くりでわたしは笑いを堪えるのに
大変でした。
国語の宿題を出されて、志乃が
レポートにまとめて提出したとこ
ろみんなの前で褒められたと言っ
て、嬉しそうに帰ってきたことが
あります。
話を聞いてみると、その宿題の
レポートに表紙をつけて中身がわ
かるように出したそうです。表紙
をつけて出したのは娘だけだった
らしく、感心されてみんなの前で
褒めて下さったようです。言われ
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なくてもそのように自分で考えて
したことが良かったようです。
毎学期ごとに学年集会があり、
特に三年生になると進路の話が主
なものなりますから必ず行くよう
にしました。十四歳も離れている
小さな兄弟のいる人はさすがにい
ないので、
赤ん坊は芳子だけです。
わたしは芳子が泣いたらすぐに外
へ出られるように出口の傍の一番
後ろの席に座りました。少しお菓
子も持って対処しましたが、小さ
い子にとって騒いではだめという
のはかなり酷なことです。わたし
の気が先生の話に集中し始める
と、
芳子は飽きてくるのでしょう。
大きな声で泣きわめかない代わり
にわたしの腕にがぶっと噛みつき

ます。その痛い事！噛まれた瞬間
うっと声がでそうになりますが、
とにかく堪えます。小さな歯なの
に腕に真っすぐに食い込み、痛さ
で涙が出そうになりますが相手も
さる者、離さない。この場では私
も声を出せないので目でダメダメ
と言うのに離さない。わたしは最
後の手段に出ます。芳子の小さな
鼻を手でちょっとつまみます。そ
うすると芳子は息が苦しくなって
漸く腕から口を離してくれます。
そのあと外へ出て二人で気分転換
をします。
三者面談もあり、進学先につい
て相談をしました。
新しい地域での高校受験は親も
子もわからないことだらけです。

芳子も必ず連れて行きますから、
四者面談のようでした。先生から
のアドバイスとして、自分の成績
より少し高めの「挑戦校」
、自分
の今の成績で行きたい高校の「相
応校」
、風邪をひいて体調が悪く
ても受かる高校の「滑り止め」
、
最低でもこの三つは受けるように
と指示がありました。この中学で
は三年生になると毎月校内で模擬
試験がありその成績も面談の参考
になりました。塾へは行っていな
いので学校の内申とその模試だけ
で受験の高校を選びます。高校の
案内書を買ってきて志乃と高校選
びをしました。
「こんなにいっぱいある中から選
ぶのは大変だよね」
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と言いながら、本に載っている合
格範囲の成績と志乃の成績の一致
する高校をとりあえず選んで次の
三者面談に臨みます。わたしは都
立高校に行ってもらいたいとの希
望があり、夏休みには喜代志さん
も一緒にいくつかの高校へ見学に
行きました。家から歩いて通える
所に都立高があり、そこも見学に
いきました。
女子高を見学した時、
「お母さん、この学校には入りた
いと思わないから都立頑張る」
と言っていました。
次の面談で、志乃が決めた受験
する三つの高校を先生に示したと
ころ、先生からは意外な事を言わ
れて驚きました。
（つづく）

http://wadashigemasa.com/

和田重正に学ぶ会の会費は年二千円です。
「ここに帰る」は一冊二百円（〒別）
でお分けします。
◇◇ 当会活動資金へのご寄付 大歓迎 ◇◇
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後

一心寮に泊まってダニにやられたそ
の頃は、まだ一心寮とは命名されてい
なかったでしょう。わたしが一心寮に
お邪魔したのはそのしばらく後、下の
家ができあがった頃で、茅葺きの家は
「上の家」と呼んでいました。田の字
型の畳の四部屋は、歩くとスプリング
入りかと感じられるように弾むところ
が何ヵ所かありました。この上の家の
戸や障子を開け放つと、家じゅうを心
地よい風が通り抜けていきました。
部屋の真ん中に机を置いて書き物な
どしていると、チャボが縁側に上がっ
てきて、わたしの方をジーッと眺めて
いたり、コッコッコッと言いながら板
をつついたりしました。この世とは思
えぬ静けさが支配していました。
（平 澤）
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