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人間発達援助者自身の発達を問う

スライドを見ながら話をしますのでそれをご覧

ください。この１枚目の写真の桜は、2013年の

NHK大河ドラマ『八重の桜』の桜そのものではあ

りませんけれども、ドラマの舞台になった福島県

会津地方のローカル温泉駅の桜です。実は、これ

は、2011年３月11日の大震災時の、あの歴史的な

福島原発災害の直後４月下旬の写真です。放射能

各種測定値はまったく問題なかった地域でした

が、観光客は途絶えて閑散としておりました。

これから話すことは、その後のFUKUSHIMA

のサスティナビリティ課題にも繫がってくること

だと思っています。

では、本題に入ります。この写真からご覧くだ

さい。この写真の右端の方は、北大教育学部特殊

教育講座の初代教授で精神科医の奥田三郎先生で

す。私もそろそろ同じくらいの年齢になってきて

いると思いますが、奥田先生には段違いの貫禄が

ありますね。横で座っている方は、1966年に、日

本ではじめて発達心理学講座を立ち上げた三宅和

夫先生で、若い頃の写真です。体育の室木洋一先

生、北大幼児園のスタッフ林田栄先生と共に写っ

ています。幼児園の運動会です。残念ながら何年

度の写真か判明しません。

今回のこの企画は、支援の根底にある発達の概

念を議論するということで大歓迎です。北大教育

学部創設者の城戸幡太郎先生や奥田三郎先生たち

が、戦前に、いわゆる「城戸グループ」を構成し

ていた時に、何のために私たちは教育実践をする

のかというような目的論と価値論をいろいろと議

論していた時期がありました。そんなことを思い

出させるような今日の企画です。

普通、発達支援の話といいますと、この写真の

後方にいる子どもたちのことに関する議論が多い

わけです。しかし、今日、私が問題にしたいのは、

こういう大人たち、すなわち援助する立場にある

人々のことです。大学で研究する私たち自身も含

まれます。私は、人間発達援助に取り組む私たち
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自身の問題について考えたいと思います。

スライドには、突然マルクスの「フォイエルバッ

ハにかんするテーゼ」が出てきていますけれども、

「教育者自身が教育されなければならない」 と

いう課題について問いただしていく必要があると

いうことなのです。

Developpement（デヴェロップマン）というフ

ランス語があります。今では通常は「発達」と訳

されると思います。しかし、developpementとい

う言葉を歴史的にさかのぼっていくとどういう意

味があるでしょうか。

この言葉の歴史的な意味の変遷を、京都大学に

おられた故・田中昌人先生が相当に詳しく追及し

た研究があります。それは、『人間発達の理論』と

いう著書のなかで展開されています 。結論から

言いますと、実は、先ほどの宮崎隆志報告にもつ

ながっていくのですが、地域の人々の、人間と自

然の持てる力を共同の営みによって引き出す、と

いうようなことをさしていたということです。現

在の翻訳では「発達」とするのが常識ですから少

し驚きます。フランス語では、むしろ、子どもの

発達という場合は Évolutionを使用してきまし

た。こちらの言葉にも深い意味があると思います。

原義がそういうことであるとしますと、私は、

少し前に鑑賞した小池柾人監督の作品『いのちの

作法』（2007年）という映画を思い起こします。岩

手県の旧沢内村が舞台の映画です。この村は、村

人がお金を出し合って命を救うようなシステムを

作ったという話で有名です。今は和賀郡西和賀町

という町名に変わってしまい、そのなかの沢内区

になっています。

この映画を見たとき私は非常に感動しました。

会場は札幌の厚生文化会館でしたが、そこから我

が家に雪降る中を興奮して歩いて帰りました。そ

して、帰宅してからある本を探しました。それは、

哲学者、宗教学者の中沢新一さんが書いた『哲学

の東北』という本です。そのなかの、次のような

内容の文章にたどり着きたかったのです 。書棚

から探し出して「あった、あった」と喜びました。

著者が、ルーマニアの田舎で出会った農民大工の

知恵にふれた文章です。それを読みたかったので

す。

どういう映画かといいますと、要するに、それ

はdeveloppementのことなのです。美しい自然に

囲まれた、少子高齢化が進む村ですけれども、地

域の人々たちが力を寄せ合って、都会の養護施設

の子どもたちを村でまるごと迎え入れて、その子

どもたちのケアをする、村の中の高齢者や障害者

を支援していくというような映画なのです。小池

監督はそういう地域の人たちの活動を好んで撮っ

ているのですけれど、嫌みがなくて本当にいい映

画だったなという感じがしました。映画評論家の

佐藤忠男氏も「まれにみる美しい映画だ」という

評論を書いていました。私もそう思いました。ネッ

トで予告編の画像を見ることができます。

新しいdeveloppementを探る

その後、2011年のことですけれども、小池柾人

監督が、名古屋市南部の南医療生活協同組合立の

病院とその地域に入り込んで映画を作りました。

『だんらんにっぽん』というものです。病院の場所

と建物は変わりましたけれども、1999年、私が北

大に就職するまで23年間勤めていた病院です。

ここで何が展開されてきたのか。『いのちの作

法』を撮った監督がどこに注目したのか。

それは、定年を迎えた人たち、あるいは地域の

主婦層といわれる女性たちの活動のすごさ、すば

らしさへの関心だと思います。今日の本題に即し

て言えば、地域の人々の発達だと思います。これ

までは患者として受身の立場にあった人たちが中

心になって、主体的に、医療・保健の取り組みに

参加している姿です。病院職員ではなくて、「組合

員さん」と呼ばれる地域の人々が、病院経営を支

える組合員をどんどんふやしています。そして、

さまざまなアイデアを出し、それを自ら出資して

実現させています。私が北大へ異動した頃は、組

合員は28,000人ぐらいの数だったのですが、今は

85,000人まで拡大しています。まもなく100,000

人になるでしょう。そのぐらいの組合員数になっ
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ています。今日、配布した別紙コピー、雑誌『THE
 

BIG ISSUE』の最近号が、その活動について取材

していますのでごらんください 。組合員の人た

ちが「自分たちの病院」を作っているのです。自

分たちが主人公になる病院づくりをやっていると

紹介されています。私が職員だったころも、頭の

中では協働であり地域生活を大事にするとしてい

ましたけれども、組合、cooperationですから組合

員さんを大事にしようという標語はありましたけ

れどもここまで立派な活動ではなかったと思いま

す。しかし、現在では本当にそうなっていて、地

域の女性たちや定年退職をされた方が、無償で医

療・保健にかかわる仕事をしておられるのです。

ひとつの集約された舞台がターミナルケア病棟で

の活動ではないかと思います。生活を共にしてき

た地域の先達をケアして看取るしごとを組合員自

身が行っているのですから。

多分、今では名古屋で有数の病院になってきて

いると思います。医師、スタッフを集めるのは大

変なことですが、若いお医者さんたちがこういう

所ならば仕事をしてみたいということで就職して

こられるようです。

ここで出会った人たち、活動している人たち、

あるいは和賀の沢内村の人たちに何が起きている

のかということを考えてみる必要があるでしょ

う。名古屋の南医療生活協働組合では、自分史を

語りながらの自己教育がさかんに行われていま

す。そのことが人間発達援助のひとつの新しい

テーマではないかと感じています。私は、1990年

代、この地域の人々を対象に、日本生活指導学会

の地域生活指導研究部会の仲間とともに共同調査

研究を行ったことがありました。共同生活が人々

の成長を創ると考えてのことでした。今、新しい

かたちで結実しているという感想を持ちます。

もうひとつ例をあげましょう。2014年３月１

日、北海道社会福祉協議会と北海道子どもの虐待

防止協会との共催になる「子どもの虐待防止

フォーラム」がありました。300名以上が参加しま

した。第３分科会では、札幌市学童保育連絡協議

会の菊地千佳子氏が、「学童保育における虐待への

取り組み」と題して報告しました。学童保育所を

利用してこられた保護者の立場の役員の方です。

内容は、学童保育の父母の共同のなかで子どもの

虐待防止に資する活動が行われていることにふれ

たものでした。

菊地氏は、「学童保育所では、私をきゃさりんと

呼んでと言っている」とのことでした。なぜ「きゃ

さりん」なのかといいますと、いつも「お母さん」

と呼ばれるから、私たちの学童保育所ではみんな

ネームを付けて呼んでいる、私は「きゃさりん」

と呼んでもらっているのだというのです。それは

たいそう意味があることだと私は思いました。お

母さんとして生きているのではなく、一人の人間

として、共同する近代的自我精神の自覚者として

生きていくための決意を込めて「きゃさりん」と

呼んでもらっているわけです。

その菊地氏が「私は声をかけるおばちゃんでい

たい」としめくくられたのです。いろいろ省きま

すけれども、ここでいう「声をかけるおばちゃん」

というのはどういうことか、スライドをご覧くだ

さい。一方に、学童指導員、教師、医師、看護師

など、いわゆる人間発達援助者がいます。もう一

方で支援を必要としている人たちがいっぱいま

す。ところが、この二者関係だけでやっていると、

カタンと倒れてしまうことがあります。そうでは

なくてもう一人の立場の人がいると三角形が出来

て安定するということを菊地氏は言われたので

す。「おばちゃん」というのはこのことを言うので

すね。「私は普通のおばちゃんじゃない、声をかけ

るおばちゃんにこれからなっていきたい、もう一

人のここの三角形の支えになる」とおっしゃって

いる。「こういうおばちゃんがいて三角形がいっぱ

いできると、それがいっぱいだと集団になるのだ」

というのです。これはすごい発想です。1990年代、

私たち生活指導研究者らが「地域生活指導運動」

を提起したときに通じる考えだと思いました。そ

の後、Social Capital（社会関係資本）などの概念

が外国から入ってきていろいろ議論されたことに

も通じます。私には、この「きゃさりん菊地理論」

がとてもわかりやすいのです。
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そのような話を理論的に考えると、我々の学部

の三先達（城戸幡太郎、留岡清男、奥田三郎）が、

戦前に「社会の中で生活する能力の形成」を到達

点にしたことに思いが及びます。三先生は直接支

援者についての議論をしたわけではないのです

が、私は、その「社会の中で生活する能力の形成」

という考えを拝借すると、私たち人間発達援助者

自身が「社会の中で生活する能力の形成」を再度

考える必要があるだろうと思うのです。

そうすれば、先ほどの加藤弘通発表でいうとこ

ろの「停滞」という言葉は非常に大事になってき

ます。うつ病になるなどということは文字通り一

面で停滞だけれども、うつ病の様な停滞depres-

sionというのは発達の支援の契機なのだ、次の人

生のステップを作り出す契機にもなるということ

を感ずるわけです。私は、発達の過程で、障害、

病理、解体、退行あるいは停滞を考える立場です。

人の成長とはいったい何なのかとか、この人は

どう生きるのか。たとえば、人間発達援助の仕事

をやめたら糸の切れた凧みたいになるという人も

いますから、それぞれが、本当はその次どうやっ

て生きていくのかみたいなことも考えていく必要

があるだろうと思います。先達の留岡清男先生が

社会の中でどう生きていくかということを常につ

ねに考えて、非行問題を考えてくださったという

ことは、やっぱり先達だと思います。先の宮﨑報

告に繫がってきます。

生涯にわたる自己形成・自己教育

3.11>以後、私の故郷FUKUSHIMAのことも

見てきたわけですが、こういう地域社会での協働

のようなことを省いて発達支援などということを

考えてはいけないと思うのです。そうすると、フ

ランス語でいうdeveloppementという概念が

やっぱり生きてくる。つまり病理的なものや、停

滞、退行のようなものを捉えた上で、発達支援を

どうするかということを考える総合学です。今日

の他の報告者の発表の繰り返しになりますから、

以上は、そういうことを含んでいるのだというこ

とのみ申し上げておきたいと思います。

私の研究分野ですと、フランスのアンリ・ワロ

ン（Wallon,H.1879-1962）のことが思い出され

ます。先に、期せずして水野眞佐夫報告でふれら

れました。ワロンの生誕が1879年で、その100年

後ですから1979年だったわけですけれども、国際

児童心理学会がパリでありました。ワロンの子ど

も研究は、むずかしくてこれまで適切に紹介され

てこなかったと思います。しかし、最近だいぶ分

かりだしてきたことがあります。それは、大人の

臨床精神科医（病理的心理学）だった人が子ども

の発達論を展開したということです。逆に、子ど

もの発達から大人を見ることはできないか、とい

うのが私の発想です。子ども理解のなかで重要な

ことは、自我形成の問題です。それは、ワロンの

発達心理学から学ぶことができます。逆に、子ど

もの発達から大人の方を見た場合、何が出てくる

かということです。すると、成人の自己形成およ

び自己教育という考えが出てきます。生涯にわ

たって「自己形成を続けていく私たち」という臨

床教育学の視点が必要であろうということです。

自己意識の発生・発達というのではなく、社会の

なかで生きていく自己が生涯にわたって考えられ

見つめられるということです。停滞や退行をも含

んで、生涯にわたって自己形成が繰り返されると

いうことだと思います。あるいは、一つだけ付け

加えて言うならば、 3.11>以後、トラウマの問題

が出てきているわけですけれども、ワロンも、そ

の先輩筋のピエール・ジャネ（Janet, P. 1859-

1947）という病理的心理学者も、相当にそのこと

をとり入れた生涯発達論を提起しているわけで

す。いうなれば、傷つきながら人生を生きていく

ことを想定しているのです。なおも生きていくこ

とができるとすれば他者に自分が聴き取られるか

らだというのです。

さて、次のスライドでは、ロバート・オーウェ

ン（Owen,R.1771-1858）が登場しました。なぜ

オーウェンなのかというと、生涯にわたる自己教

育を考えた時に想起する人物のひとりだからで

す。もっとも、個人的な事情から申せば、私は、
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学生時代にロバート・オーウェンの『社会変革と

教育』という訳本に出会って、訳者である哲学者

と一緒に原書講読していたことがありました 。

そこで学んだことの一つで、60歳過ぎた今日ま

で、ずっと自分の中にあるのは、「生活する環境を

換えていく、共同していく」ということなのです。

ロバート・オーウェンは確かに空想的社会主義者

と言われているけれども、「子どもたちをみんなで

育てよう」と言ったのだからすごいのです。晩年

随分薄幸な状態になられたようですけれども、共

同で育てていく、私たち人間発達援助者自身も共

同で育っていこうじゃないかという思想を、若い

時に、オーウェンから学ばせてもらったかなと

思っています。

あるいは日本にも先達がいます。先ほど宮﨑報

告で山形の真壁仁（1907-1984）が出てきましたが、

あの方は山形の傑物だと思います。佐藤信淵

（1769-1850）という江戸時代終わり頃の秋田の人

がいます。この人もなかなかなことを考えてくれ

ているのです。村の不幸は、村の民皆でやってい

きましょう。社会福祉、共同福祉の提起者の前身

のような人ですね。明治政府が全くこの考えを無

視し、かなり右翼的な人になってしまいましたけ

れども、いろいろ大人の発達を考えていくのがよ

ろしいのではないかというのです。

さて、このようにして、私はフランス語でいう

developpementという概念をもうちょっと引き

取って、人間と自然の持てる力を共同の営みに

よって引き出すということが重要であろうという

ことを強調したいと思います。保育士であれ教師

であれ、一人で頑張りなさいというのではないだ

ろうということです。しかし、これがなかなか浸

透していかない。なぜ共同で解決しようとしない

のかなと思うことがしばしばあります。そういう

ところが課題として残されているだろうかといつ

も思うところです。

子どもとともにある人生後半について

それから、これは少し違うニュアンスをもちま

すが、最後に結構重要だと考えていることにふれ

ます。先述の、停滞・退行に関係するかもしれま

せん。

援助者自身の発達を考えたときに、あるいは発

達支援を考えたときに、精神医学のユング（Jung,

C.G. 1875-1961）が言っていた「人生後半の心理

学」が必要になってくると思うのです。私は30代

からユングに親しんできました。私の心理学の隠

し味ぐらいにはなっていると思います。しかし、

ユングはやっぱりヨーロッパ人です。スイス人な

のです。ヨーロッパの近代的自我を確立した上で

の、キリスト教が一定程度は入った中での人生後

半です。我々日本の教師たち、保育者たち、学童

指導員たちはどうするのがよいのかと考えたと

き、仏教でいう生老病死への思いということもあ

るかと思います。

しかし、最近、私は「養生」ということに着目

するようになりました。去年、北大教育学部に着

任した教育思想史の白水浩信（しろうず・ひろの

ぶ）氏も随分と養生を検討しておられることがわ

かりました。

江戸期に、貝原益軒（1630-1714）が『養生訓』

と『和俗童子訓』をあらわしていますが、これは、

まったく大人の健康学・心理学と子どもの育児

論・教育論です 。養生研究は貝原益軒が頂点を極

めていると思いますが、そこに至るまでの豊かな

蓄積があります。茨城大学の滝澤利行氏（健康教

育学）が深く研究しておられるし、実は、残念な

がら早く亡くなられましたけれど北大教育学部体

育学の鈴木敏夫先生も随分前から養生について深

めておられました 。益軒は無神論者ですから超

越的存在を想定しているわけではありません。む

しろ、developpementに近いことを述べているよ

うにさえ思います。

鎌田東二という宗教学者があらわした『翁童論』

四部作も参考になると思います。翁と童という存

在が一緒に暮らしていく、並存していくという思

想を展開している。これもなかなか面白い考えだ

と思っています 。

諸思想をふまえて、先ほど言った「共同の営み
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をどうしていくか」という現実の課題、現実の環

境を変えていく共同の営みを担っていく私たちに

どういうふうに変容していくのという、自己形成

のことを考える必要があると思っています。そう

いう意味では、キャサリン菊地氏や南医療生協の

組合員のみなさん、あるいは沢内村のみなさんが

どういうふうに変わってこられたのかにも関心を

持っています。

以上で終わりに致します。
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