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…抄録に書かせていただいた最後のところからつながります。（抄録はこの原稿の後） 
 
 小学校の時、図書室でいったい何回読んだか、わからない本がこれです（『８月がくるた
びに』1971 年版。おおえひで）。広島ではなく、長崎の話ですが。なぜ、何度も読んだかも
わかりません、ただ、私が、社会の中にある理不尽さを考える時に根幹に常にあるのがこの
本だった。1971 年版は絶版で、新版は絵がまったく変わってしまっているのですが、今年、
ついに 1971 年版の古本をみつけたんですね。 
 
 林業経済学を専攻したこともあって、1980 年代に日本企業が起こしていたマレーシアや
インドネシアの森林破壊を止める運動にも関わり、そこで先住民差別も学び…、コロラドの
大学院へ行った直後、39 歳の時、自分自身が交通事故に遭って、それで安全の心理学を専
門とするようになり、今は、未就学児施設の深刻事故予防のお手伝いをしているわけですが。
おわかりの通り、不慮の事故、意図しない事故というのは、人間にとって理不尽の極致でも
あるわけです。「どうしてこんな事故に？」「どうして私が？」。病気もそうですけど、事故
は本当に突然ふってくる理不尽さ。 
 
 専門は安全のための社会心理学ですが、事故予防という点では公衆衛生、大学院へ行くま
で仕事をしていた場所も健康診断団体、ここ、大事なんですね。公衆衛生の世界では「な
ぜ？」よりも「どうすればいい？」なんです。たとえば、新型コロナがどんな病気なのか、
完璧にはわからなくても、対策は考えられる。がんがどうして生じるのかわからなくても、
早くみつけて取り除くことはかなりできる。事故も同じ。交通事故が起こる原因はいろいろ
ですし、そもそも鉄の塊がすごいスピードで走っているわけだから、「なぜ」を考えていた
ら、「車をなくせ」になってしまう。そうはいかないですよね。だから、車は必要だという
前提で「どうするか」を考える。同じように、保育園で食べ物の誤嚥窒息が起きる、「なぜ
詰まる？」を考えていたら、食べ物はすべて流動食にしなければならなくなる。だから、「詰
まる」を前提にして「救急車をすぐに呼ぶ。気道異物除去をして、心肺蘇生もする」。「なぜ」
と「どうする」が実は別物、ということは多々あります。 
 
 日本の現状もそうです。保育や教育の一面をとってみても、どうしてこんなにいろいろ問
題があるんだろう。「なぜ？」を考えていたら、日本の歴史を全部見直すようなことになっ
てしまう。見直すことは大事ですけれども、「どうする？」にはたどり着かない。たとえば、
70 年前に抱えていた問題が今の日本の保育の問題の原因かもしれないけれども、それをど
う語ってみても、今の日本の問題は解決できないわけです。私たちは、過去に戻って過去を
修復することができないから。そして、もしも 70 年前や 50 年前に戻って、たとえば 1 歳
児の配置を 3 対 1 にできたからといって、今の保育の問題が解決するわけではないでしょ
う。ことがらの因果関係というのは、決して直線的関係ではありません。 
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 もっと大きな問題、たとえば、世界戦争はいつ始まっても不思議はないわけです。今、世
界には 1 万 3000 を超える核弾頭があります。あるいは、産業革命以来、私たち人類が起こ
している気候変動（地球温暖化）。あらゆる気象災害が悪化しているし、このまま行けばも
っと悪化していく。そして、日本の国際競争力、つまりヒトの力は年々下がっている。たと
えば、大地震や大災害をきっかけにして、日本が貧困国に陥るリスクは決してゼロではない。
「どうしよう？」はたくさんあるわけです。目先に問題がないように見えるからと言って放
置しておいていいのか。 
 
 「日本は先進国なんだから、世界のことを考えなきゃ」、いやいや、日本が日本の問題を
解決できない、平和、平安を支えられていない。平和や日々の平安は、「ただ波風を立てな
ければいい」ではないですよね。まったく逆です。波風がどんなに立っても、「それは違う
よ、ここはこうしようよ」と言わなかったら、平和も日々の平安も保てない。保育や子育て
の質も上がらない。 
 
 保育園でよく聞くわけです、「仲良く和気あいあいと仕事をするためにはどうしたらいい
ですか？」、いやいや、おとなの間で和気あいあいを仕事の目標にしてしまったら、深刻な
事故が起こるような危険があっても言えないし、別の職員が子どもを虐待しているのを見
ても通報できない。平和も平安も、日々の波風、個々の違いや知識や考えをぶつけるところ
からしか始まらないわけです。そうしなかったら、命を奪う事故も容易に起こる。 
 
 どうするか。 
 
 子どもたちを見てください。「やだ、私がこのおもちゃを使っているんだから、貸したく
ない」「やめて、じゃましないで」「先に行く。ダメ、割り込まないで」って、毎日、イヤは
イヤ、ダメはダメって言ってますよね。それを「貸してあげなさい」「一緒に遊びなさい」
「許してあげなさい」「思いやりをもちなさい」「仲良くしなさい」でおさめていいのか？ 
子どもにとっては理不尽だけど、先生が言うから貸す、遊ぶ、謝る。それでは「理不尽だ」
と感じる気持ちを抑える力、言わないで黙っている力だけが育って、理不尽を議論や交渉で
解決するスキルは身につかないんです。子どもはコミュニケーション能力が未熟、それは事
実です。だけど、この文化で身につくのは「言いたいこと、言うべきことを言わないコミュ
ニケーション能力」ばかり。正直、おとなは子どもより劣っています。 
 
 おとなを見たらわかりますよね。この文化の人たちは理不尽を黙ってる。議論や交渉で解
決しない。裏でこそこそ解決したりはしますけど、それはそれで最悪。自我を育てている最
中の小さい子どもたちから、私たちは学ばなければいけない。イヤならいやと言う。こうし
たいならこうしたいと言う。２人の子どもがそれぞれ「イヤ」「こうしたい」と言うなら、
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じゃあ、2 人の間でどうするかを話し合う。これ、少なくとも英語の世界では、小さい子ど
もたちが日々、学んでいることです。別に力でケンカをしてもいいんだけど、ケンカをした
ら痛いってわかっているなら、話し合う。これが、戦争を止める交渉力です。暴力や差別を
なくすために「いやだ」「やめろ」「それはダメだ」と言葉を発する力です。「他の誰がなん
と言おうと、私は気候変動の影響を減らすために、こうする」と言うことです。自我が育っ
ていないおとな、自我を表明できないおとなに、これはできない。ふだんできないのに、い
ざ戦争だという時に言える？ 言えないですよ。 
 
 「わかっていても言えない」「言いたくても言えない」…、あなたはそうかもしれない。
でも、あなたの目の前にいる子どもを、「あなたと同じ、言えないおとな」に育ててはいけ
ません。あなたができなかったこと、でも、できたらよかったこと、できるようになりたい
ことを、目の前の子どもたちはできるよう、育てていく、これがおとなの責務です。なによ
り、理不尽なことに理不尽だと言い、はっきり立ち向かうおとなを。そうしなければ、次に
巨大な理不尽が迫ってきた時に、抵抗することもなく従うおとなを作ってしまうだけです。 
 
 最後に一つ、石川先生がお話しくださる荘司雅子先生も、次にお話しくださる佐藤先生も、
共通点があると思います。それは研究という「なぜ」の世界から「どうする」の世界に越境
なさったこと、そして佐藤先生も保健師という枠組みから直接の支援という、究極の「どう
する」に越境なさった点です。私のコロラドの教授は心理学者ではなくて公衆衛生の疫学博
士ですが、ずっと言われてきました。「研究は実社会のためにあるのだから、実社会の人の
中で研究をしなさい」と。私は今、自営業の講師ですが、研究デザインや統計分析のお手伝
いは続けています。常に越境をしている。新しい所に出ていこうとしている。自分の殻、自
分の枠組みを壊し続ければ、当然つらい時もあるし、知らないこともたくさんあります。そ
れが楽しい、自分の育ちになる、人のためにもなるかもしれない、そう感じるおとなを明日
から育てなければいけないわけです。 
 
 最後に。自分たちおとなよりも、より良い人生を子どもたちが送れるように努力する。そ
れがおとなの責務です。石川先生の抄録に「ゆりかごを動かす手は世界を動かす」（フリー
ドリッヒ・フレーベル）と書いてありました。でも、ゆりかごを動かす手だけが力を持って
いるわけではないし、その手だけに頼ってはいけない。私には子どもはいません。自分の子
どもがいませんから、すべての子どもが私の子どもです。だから、『3000 万語の格差』を訳
したのです。私はおとなとしての責務を果たそうと努力しています。私が、あなたが、今、
具体的に取り組まなかったら、平和な世界どころか、住み続けられる地球すら今の子どもた
ちに残りませんから。 

（了） 
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子子どどももがが安安心心ししてて育育つつここととののででききるる環環境境ととはは
司会：劉 郷英（福山市立大学）

中坪 史典（広島大学）

話題提供：掛札 逸美（保育の安全研究・教育センター代表）

石川 幸枝（社会福祉法人愛児福祉会常務理事）

佐藤 千穂美（ベビーケアハウス 代表）

指定討論：三宅 茂夫（神戸女子大学）

 子どもにとっての安心とは

「平和」とは、①争いや戦争がなく世の中が穏やか

な状態であること②何事もなく安らかなこと（ベネッ

セ新修国語辞典）、とあります。子どもにとっての平和

を考えるとき、争いや戦争の渦中にあっては、子ども

は弱者であり最大の被害者といえます。また、子ども

の心が安定し平静であること、それは「安心（物事に

心配なところがないこと、またそのために落ち着くこ

と）」ともいえます。 
英英辞典で「peace」を調べてみると、①a situation 

in which there is no war, violence, or arguing ②quiet 
and calm（Cambridge Learner's Dictionary）とあり、

戦争だけでなく暴力（身体的にも精神的にも）がない

状態としています。 
今、日本の子どもたちは平和的に、心を痛めること

なく、安心してのびのびと生活できているでしょうか。

世界中が新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、

これまでとは違う生活様式を余儀なくされ、大人も子

どももある種の緊張状態での生活が続いています。本

シンポジウムでは、子どもにとって平和で安心な環境

で育つことの意味を、様々な観点から考えていきます。 
 
未来のため、私とあなたが今すべきこと（掛札逸美）

大学の時、私の専攻は林業経済学でした。特に興味

があって選んだ専攻ではなかったものの、「数百年単位

で考える習慣」はいつの間にか身についていたようで

す。森は、 年、 年でも考えられません。森を育て

る人たちは、自分が決して見ることのない環境を思い

描いて仕事をしているのです。

世界が明日、二酸化炭素やメタンの排出をすべて止

めたとしても、 年間は地球の気温が上がり続けます

（ ）。でも、明日その変化が起きれば、 年

かけてようやく気温上昇にブレーキがかかります。

年後、世界の中心にいるのは？ 今、私たちの目の前に

いる乳幼児たちです。この子どもたちに、文字通り「生

存可能な環境」を渡すため、たった今から私たちは一

人ひとりの生活を具体的に変えなければならないので

す。ところが、人間はたいてい、自分の 年後のこと

すら考えられません。

「私たち（今のおとな）にできないことなのだから、

子どもたちに教えるなんて無理」「大事だと思うけど、

私／僕ひとりが努力してどうなることでもない」…、

「だから、今のままで行くしかない」。そう思うあなた

は、たとえば、アフガニスタンの過去 年の歴史をイ

ンターネットで読んでください。

学校へ行くなんてありえなかった女の子たちが学

校へ行き始め、 年、大学生の ％は女性でした。

田舎の、何時間も歩いて通う学校に子どもたちは毎日

通い、そこから大学に進む女性がたくさんいました

（ 年 月）。今、アフガニスタンは大きな岐

路に立たされていますが、教育の価値と教育を受ける

権利の大事さを知っている若者たちが黙って 年前

に戻るはずはありません。その若者を学校へ送り出し

たのは？ 学校なんて行ったこともない親たちです。

「自分にできなかったことこそ、子どもたちができる

ように」と思うかどうかは、自分次第です。

教育は、知識を教えることではありません。そのお

となが「自由ってなに？」「なぜ、戦争が起こるの？」

「こんな道具を作ってみたい」「これについてみんなで

考えたい」と思った時、自由に使える道具を渡すこと

です。つまり、言語と「言語を使って考えるスキル」。

特に現代では、この道具さえあればなんでも学ぶこと

ができます。インターネットのおかげで。もちろん、

嘘も山ほどありますから「情報を疑うスキル」も大切

です。これは英語で言う 、「自分の

思考も含めて正しく疑ってかかるスキル」です。

TS2 大会企画シンポジウムⅡ
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通い、そこから大学に進む女性がたくさんいました

（ 年 月）。今、アフガニスタンは大きな岐
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に戻るはずはありません。その若者を学校へ送り出し

たのは？ 学校なんて行ったこともない親たちです。

「自分にできなかったことこそ、子どもたちができる

ように」と思うかどうかは、自分次第です。

教育は、知識を教えることではありません。そのお

となが「自由ってなに？」「なぜ、戦争が起こるの？」
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考えたい」と思った時、自由に使える道具を渡すこと

です。つまり、言語と「言語を使って考えるスキル」。

特に現代では、この道具さえあればなんでも学ぶこと

ができます。インターネットのおかげで。もちろん、

嘘も山ほどありますから「情報を疑うスキル」も大切

です。これは英語で言う 、「自分の

思考も含めて正しく疑ってかかるスキル」です。

日本の教育（保育）は、このスキルを渡す形になっ

ているのでしょうか。『 万語の格差』（ダナ・サス

キンド著）を訳した者としては、「なっている」とは言

えません。おとなの言葉は日に日に貧しくなっていま

すし、「知りたい」「してみたい」「本当？」「みんなで

考える」はおとなの間でも減るばかり。本来、子ども

が育つ主たる場所であるはずの家庭もしかり。なによ

り、教育の価値は落ちるばかりで、教育を受けられる

こと自体が世界の中では特権 だという事

実すら、日本では忘れられつつあります。

どうすればいいのか。答えは、私たちの目の前にい

る子どもたちが教えてくれています。その話をさせて

いただこうと思います。私はどういうわけか、子ども

の頃から「何ができるか」ばかりを考えてきました。

そのおおもとは、実はヒロシマとナガサキにあります。

まずはその話から。

ヒロシマの地で保育する―荘司雅子先生から教わ

ったこと－（石川幸枝）

年 月、乳児保育所なかよし保育園は、苦節

年、保護者の願いに応え産休明け保育や障害児保育に

熱心に実践しながらも幾度も廃園の危機にぶつかり、

長年の夢であった認可保育園として開園できた。その

基には荘司雅子氏の存在が大きかったと聞く。経営母

体である社会福祉法人愛児福祉会の初代理事長に荘司

雅子氏が就任し法人認可を得、同時進行で保育園建設

が進められる中オイルショックによる建設資金の高騰

には、自ら補助金を得るために奔走された。幼い子ど

もたちが育つ保育園作り、働く女性たちを応援する環

境作りに尽力された。ペスタロッチ・フレーベル研究

に研鑽を積まれた氏にとって、研究の具現化であった

のではないか。しかし先生は、 周年を節に理事長を

退任された。理由は、保育者たちの賃金の低さに胸を

痛めてのことと聞く。先生のその思いが真実であった

ことを 年全国保育問題研究集会の記念講演の中

で語られて知ることとなった。平和教育は乳幼児時期

から行うべきで、平和の心を育てられた人は、平和に

対して強い関心を持ち続ける。その保育にあたる保育

者たちが大学教員と同等かそれ以上の賃金を保障され

るべき、それほど尊い仕事なのだと強調された。更に

コロナ禍で鮮明になった児童福祉法「最低基準」「施設

最低基準」の低さについて、氏は当時から北欧並みの

職員配置にすべきで、子どもたちを大切に丁寧な保育

をするためには保育者たちが大切にされることが大事

だという主張された。氏が研究の中でよく使われてい

た言葉に「ゆりかごを動かす手は世界を動かす」とい

うペスタロッチの言葉がある。保護者や保育園、幼稚

園、学校でどういう教育をするかにより子どもがどう

育つかが決まるという訳である。「戦争は、人の心から

始まるものであるからまず人の心の中に平和の砦を築

かなければならない」（ユネスコ憲章前文）故に心に平

和の砦を育てるのは、乳幼児時期からであると強調さ

れた。広島の原爆を経験された氏からの私たち保育関

係者への遺言と受けとめたい。

子どもたちがその子らしく生きることができるよ

うに（佐藤千穂美）

高校時代、保育士になりたいと思っていた私ですが、

最終的に選んだ職業は保健師で 市役所在職中は保育

所保健などに携ってきました。保育士さんをはじめと

する多職種の方々との出会いから、「子どもの育ちを点

ではなく線として見ること」を学びました。

人生の基礎となる乳幼児期、特に 歳までの発達支

援の重要性をもっと伝えていくことはできないか、と

いう思いから行政を退職後、「ベビーケアハウスｈｏｎ

ｏｋａ」を設立し現在に至っています。

子育ての環境について、私が一番危惧していること

は、「子育てを学ぶ機会の減少」です。

子どもは生まれながらに、そのペースに違いはあれ

ど、自分で成長発達する力を持っています。私たち大

人の重要な役割は、その力を思い切り発揮できる環境

を準備すること、そのためには「子どもを知る」こと

が必須だと考えます。

目の前にいる子どもは、「今どんな成長段階にいて、

何を考え、何を欲し、どう行動したがっているのか」

を推し測ることは難しいですが、そこから親が子ども

に向き合う機会を逃してしまうと、子どもにとって安

心安全な親子関係の確立に影響を及ぼし、子どもが力

を発揮する機会も奪うことに繋がっていきます。

子どもの一番の平和は、安心安全で居心地の良い場

所があること、自分のことを理解してくれる大人がそ

ばにいること、そしてアテンダント（付き添う）して

くれることだということをたくさんの子どもたちが教

えてくれました。

今回は、シンポジウムのテーマである【子どもが安

心して育つことのできる環境】について、フリーラン

スの保健師の立場として地域に密着し、今まで多くの

子育て中の親御さんや子育てに関係する支援者の方々

に関わってきた者として思うこと、感じてきたことを

中心に述べたいと思います。

【TS2 大会企画シンポジウムⅡ】12月19日（日）14：15～15：45
【会場】Ａ会場
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