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朋友だより
今年初めての朋友だよりをお届けします。
大田堯先生の自撰集成Ⅰを感動を持って読みました。
今回はそのさわりの部分をご紹介します。人間の持つ柔軟性・
可能性の偉大さに想いを新たにしています。
ご参考になれば幸甚です。

２０１４年２月
(有)コンサルタント朋友
代表取締役 奥 長 弘 三

大田 堯 自撰集成Ⅰ
『生きることは学ぶこと −教育はアート』を読む

学習と教育
大田堯先生の自撰集成Ⅰ『生きることは学
ぶこと−教育はアート』（藤原書店 2013 年 11 月）
を読みました。最初に学習と教育の関係につ
いて、同書に収録されている「生きること、学ぶ
こと−そして私たちはどう生きるか」（同書 P.23
〜47）の文章から見てみます。学習がより本源
的なものであり、それを助けるのが教育である
ことがわかります。
みなさんのお子さんは子宮の中で「異物」
として育ち、そこを抜け出て、お母さんをな
めたり、さわったりしますよね。人間は生ま
れたときから、学びがはじまっているわけで
す。ですから学びというものを学校教育の活
動の一部というように矮小化して考えてはい
けません。そんなちっぽけなものではないで
すよ。受精卵が子宮に定着したときから、自
発的な成長発展を遂げ、生まれてからも、自
ら育っていくという学習能力があり、死ぬま
で学習が続くのですから。（同書 P.41）
子供一人ひとりがそれぞれ新鮮でユニーク
な設計図を持っているのですから、それを助
けるというのが「教育」ということです。
（同
書 P.42）

ヒトの持つ柔軟性・可能性
次に同書に収録されている別の文章「ヒトの
子育てについて」（同書 P.99〜140）から、他の
生物と比較した人間の特徴を見てみます。最
近の生物学の進歩もとり入れた興味深い文章
です。長い引用が続きますが、出来る限り忠実
に著書を再現します。
ヒトは他の霊長類と比べても弱いものとして
生まれるのが特徴です。
ヒトの新生児は 10 ヶ月の妊娠期間に加え
て、さらに一年間胎内にあって、身体各部の
バランスもととのえ、生まれると同時に大人
にほぼ似た行動様式をとることが出来、言語
発声能力を持って生まれ出るべきはずのとこ

ろ、一ヵ年間早く母体から離れてしまう、一
年早産だというわけです（P.117）

何故ヒトは一年早産なのかというと①新生児
が直立歩行できるまでに一年かかること及び
②言葉をしゃべるまでに一年かかるからと言わ
れています。
このようにヒトは「未熟」の状態で生まれるの
ですが、このことは他の動物に備わっている、
特殊な環境に対する特殊適応の形成（特殊
化）をつくり上げる時期を遅らせることがふくま
れます。北極熊やライオンはそれぞれ生まれ
た環境に適した身体を持っていますが、ヒトは
裸のまま生まれてきます。このことがヒトの持つ
柔軟性、可能性を大きく高めます。
ヒトは「身体の外側に道具を持つ」存在と
言われる。それは人間の新生児が他の動物が
備えている一定の固定的な環境に適応するよ
うな特別の身体器官を持って生まれてこない
で、むしろ社会的遺伝ともいうべき文化が個
体の外側に長年にわたってたくわえてきた
「道具」を手ぶらで裸ん坊のままで生まれ出
て、使いこなして生きる動物だという意味な
のです。（P.120）
動物は自分が成長した地域、自分が適応し
た地域に住みついている。しかし人類は特殊
化の度合いがきわめて低かったので、地球全
体に広がることができた。肉食、草食、混合
食など食事のレパートリーもきわめて広く、
かつ個性的で行動も歩き、走り、登り、泳ぐ
など広い選択の中に生きることができるので
す。(P.121)

ヒトの生命力

−与えられたものと
生まれた後で獲得するもの

ヒトに限らず、この地球上の生きとし、生ける
ものはしなやかで、したたかな生命力を持って
います。その生命力は生まれたときに与えられ
たものと生まれた後で獲得するものに分けられ
ます。与えられた生命力は①遺伝子によるもの
と②生まれたときの環境から成り立ちます。

おそらく他の動物のばあい、この与えられ
た生命力の枠組みの中で生涯を終えると考え
られます。
（中略）それに比べてヒトは格別に
広い適応能力を持っていることになります。
（中略）この適応力は与えられた遺伝子と与
えられた環境の枠組みをはるかに抜け出てい
るようにさえみえます。このヒトの持つユニ
ークで広くかつ多様な適応能力を説明するに
は与えられた生命力に加えて、もう一つの生
命力を考える必要があるようです。
（P.128〜
129）
そのもう一つの生命のことを、生まれた後
で獲得する生命力といっておきたいと思いま
す。そしてこの生命力の働く生理学的根拠を
他の生物に比べて格段の発達を遂げたヒトの
脳に求めることになると思うのです。発達し
た脳はどんな機能を持つと考えるのでしょう
か。（中略）ヒトは象徴（ｼﾝﾎﾞﾙ）を操作する
動物といわれます。その基礎にあるものは選
ぶ力、選択能力、ないし高度な識別能力です。
(P.129)
人はシンボルを選びながら、操作して行動
するという他の生物には見られない行動能力
を、定型的な生得的行動様式を退化させるこ
とと引きかえに獲得していき、ほぼ終生にわ
たってその生命力を発展させることができる
ことになったのです。そうはいっても、この
選択能力は、その人その人の内発性にゆだね
られており、従って旺盛な選択力を発揮する
人もあり、そうでない人があって不思議では
ありません。一人ひとりが、ユニークにその
気になって（内発的に）その獲得的生命力を
行使する、つまり選びながら自分なりの個性
を創造して行くのです。（P.133〜134）
彼が選んで生き、自らをも創り出す場とし
ての社会は、自然環境の上にかなり強引に
つくりあげられた既製の文化、社会いわば人
工的な社会なのです。その文化、社会の持つ
人工マニュアルの中をそれぞれの流儀で選び
ながら生きるのです。なんでもできるという
ような恣意的自由の世界ではむろんありませ
ん。それでもしょせんは自らの意志によって
生きるほかはないのです。（P.137）

現代の日本・世界を考える
私達は与えられた「社会的文化的環境」の
中で学習をくりかえしながら、自分なりの個性
をつくり上げています。 しかも私達は与えられ

た社会的文化的環境を単に与件として受け入
れるだけでなく、学習を通してこの社会的文化
的環境を自分達にとって、より良いものにする
方法を身につけます。
ここで改めて私達の住む社会的文化的環
境としての現代日本および世界について、今
までに小生なりに学んできたことを整理して見
ます。
１．20 世紀から 21 世紀に入り世界は大きく変
化しました。戦争の世紀から、話し合い和平の
時代へと進んでいます。植民地支配から解放
された新興国の発言力が増し、先進諸国だけ
で物事が決まる時代は過去のものとなりました。
この動きを象徴する出来事が 2013 年のシリア
問題に見られます。10 年前にはアメリカは国
際世論の反対を押し切って、イラクへの武力
攻撃を強行して、泥沼におち込みました。2013
年のシリア問題では武力ではなく、話し合いで
の解決が模索されています。人類の英知の前
進が見てとれます。
２．政治の面での大きな前進に比べ、経済面
での立ち遅れが目立ちます。新自由主義にも
とづく、市場原理主義がまかり通り、グローバ
ル企業優先の状態が続いています。
しかし経済の面でも、新しい芽が生まれはじ
めています。１％の横暴に対して 99％の人達
が声を出しはじめています。また新しい雇用の
担い手、持続可能社会の担い手としての中小
企業への期待が高まっています。日本各地の
自治体で中小企業振興基本条例の制定が進
んでいることは大変頼もしい限りです。（2013
年 12 月 26 日現在、29 道府県、114 市区町）
大田先生の文章にあるように人間の持つ柔
軟性、可能性を発揮し、そして人類の英知を
結集して、人間が住むに適した社会にしたい
ものです。

§ 読者企業紹介 ４４ §

太陽ハウス株式会社
（千葉県松戸市：代表取締役 岩橋淑行 氏）
同社は現会長の岩橋成行氏が 1980 年 2 月に不動産会社として設立。その８年後の 1988 年に建築
部を発足させて以降、漸次業容を拡大し、不動産、建設（新築、リフォーム）
、賃貸管理を手掛ける
不動産総合会社に発展しています。従業員約 70 名。2008 年 4 月に実弟の岩橋淑行氏が代表取締役
社長に就任し、現在に至っています。
同社は地域との関係を重視しています。
年に 3〜4 回「地域貢献大学」を開催しています。地域の方々を対象に、自社の研修室に警察署や
消防署、各大学の先生方を講師に招き、防犯や防災、医療などを学んで頂いています。また年 1 度、
地元のホールを貸し切り「お客様感謝祭」を開いています。ここではマジックショー、落語などで
地域の方々に楽しんでもらっています。
地域の発展がなければ、そこで商売をしている自社の発展もないとの認識のもとに、何らかの形
で地域に貢献しようという想いが形になったものと言えます。
近年、同社は不動産、建設（新築、リフォーム）
、賃貸管理に次ぐ、第 4 の事業として、サービス
付高齢者向け住宅「和楽久（わらく）
」をスタートさせました。同事業は、介護事業の研修・セミナ
ー等の企画・立案、実施を行う企業との協業事業です。
「和楽久」の特徴は、介護事業所を併設した地域密着型のサービス付高齢者向け住宅です。介護
事業所が併設されているので入居者（利用者）はディサービス、訪問介護、居宅介護支援などのサ
ービスが受けられるほか、24 時間見守り、緊急時対応が可能のため安心して暮らすことが出来ます。
利用者本人だけでなく、その家族、親戚、知人を含めコミュニティが維持できるよう配慮されてい
るのも大きな特徴です。
高齢者の住まいと介護を組み合わせた新しい試みとして注目されています。
同社の和楽久は千葉県、流山市、我孫子市、野田市、竜ヶ崎市へとその輪が広がりつつあります。

経 営 理 念
建築不動産業を通じて、地域社会の発展に貢献し、より良い住環境を創造し、
お客様の満足・幸福と、社員の幸福、会社の発展を等しく実現します。
地域経済に浸透し、地域の人々に信頼され、地域社会に必要とされる会社の
実現に向かって、誰からでも愛される太陽ハウスをみんなで目指します。
お問い合わせ ： 太陽ハウス株式会社
〒270‑0034 千葉県松戸市新松戸 1 丁目 204
TEL.047‑343‑1111 FAX.047‑343‑1114
http://www.taiyo‑house.co.jp
〜＊あとがき 〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜
朋友だより 126 号をお届けいたします。
ロシアのソチ冬季五輪の最中です。 スノーボードで銀・銅の今大会、日本初メダルを取った平野
歩夢、平岡卓両選手は共に十代。
「結果を残せば歴史として残る。メッチャうれしい」とのコメント
も冷静で自然体。本命視されながら 4 位だったジャンプ女子の高梨選手も悔しい気持ちを抑えて周
りへの感謝の言葉。まだまだ競技が続きます。選手達の活躍をＴＶ観戦で応援します。 （野上）

朋友

有限会社 コンサルタント朋友
〒113‑0022 東京都文京区千駄木 3‑36‑11
千駄木センチュリー21 602 号
TEL．03‑5815‑3021 FAX．03‑5815‑3022

e‑mail foryou91@tokyo.email.ne.jp
URL:http://www.consultant-hoyu.co.jp

