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司会 本日の講演では、先ず私たちの暮らす日

本の自然にはぐくまれた日本的自然観を考える

事でお願いしております。そこから本日の全体

テーマであります「地域に根ざした自然体験活

動」へと話しを進められればと思っております。

ご講演のあと全員でパネルディスカッションの

ような形で話を深めたいと思います。それでは

菅井講師よろしくお願いいたします。最後に質

疑応答の時間も設けます。 

 

はじめに 

皆さんこんにちは ただ今紹介いただきまし

た京都ノートルダム女子大学の菅井と申します。

よろしくお願いいたします。この能勢の地に遠

くからもたくさん来ていただきまして、しかも

各地域で自然体験活動を実践されている方々と

ともに自然を語れるという事を大変うれしく思

っております。 

昭和 61 年から千里北公園で観察会をはじめ、

服部緑地等場所は多少変わっておりますが、今

にいたるまで毎月の観察会を通算数百回と回を

重ねております。もう一つの活動、緑懇会も 1

４年目、150 回位になります。参加される方々

は４歳くらいの子どもから 80 歳の老人にいた

るまで幅広い年齢層で自然観察を楽しんでいま

す。このような活動の中で私自身が疑問に思っ

てきたことから話を進めていきます。 

 

転機  

一通り分かったと思った瞬間、自然のことが

何も分かっていないという事が分かった。 

皆さんも、野鳥や動物、昆虫、草花、きのこ

などの様々な生物的な自然、さらには天体、地

質的なことなど様々な分野で、日本というこの

地域において自然体験活動をリードされている 

わけです。その中にあって「どうもこういう活

動だけでは満足できない」と思われていると思

うのです。私も実は自然観察会を重ねるごとに

「こんなのでいいのかな？」という疑問が湧い

てきたのです。 

観察会を始めた初期の頃は「自然観察会＝生

物の名前覚え」をやっていました。この草は何、

この虫は何、今鳴いた鳥はなんという鳥、これ

ばかりを数重ねて「たくさん知ると自然を知っ

た、自然をより深くわかった」かのように思っ

て、私も努力していましたし、参加者の方々に

もそうして初めは一生懸命生物の名前をあるい

は岩石の名前を雲の名前を語りながら、人がつ

けた符号、記号をたくさん覚えることが自然が

わかることだと思っていた。私自身もそういう

思いがありまして野山を駆け巡り、たくさんの

草花を、樹木をひきちぎっては標本を作り、名

前を覚えて 里山のこの辺りであればほぼ分か

るようになったと自分で思ったときが一つの転

機でした。 

なぜか？一通り分かったと思った瞬間、その

時期、ふと自分は自然のことが何も分かってい

ないという事が分かりました。 

 

二つの疑問   

１.自然観察で何を学ぶのか  

２.自然を学ばせるとはいったいどういうこ

となのか 

人がつけた名前はいっぱい覚えているが、も

のそのものはちっとも分かっていない。どこま

で詳しくものを見ているのか？体験活動という
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積み上げはひとまず何十年かやってきた。しか

しこのようなやり方で自然観察を続けてきて私

は何を得たのか？いっぱい物知りになって何が

いいのか？確かに自然に親しむことはできる。

ものが分かった気になる。しかし、アリ一匹に

してもスズメ一羽にしてもどこまで分かってい

るのか、やっぱり何も分かっていない。 

北原白秋が「すずめの生活」という 200 ペー

ジほどの本を書いている。別に自然観察を主に

やってきた方ではないけれど、スズメについて

200 ページものことが書けるだけ見ている。こ

れはすごいことだ。私自身スズメ一つすらそこ

まで見たことがない。 

自然観察会では結構忙しく移動してしまうの

で、雑草一つだってじっくり見ない。一所にじ

っといることはなく次々に過ぎていくわけです。

電車から窓の外を見ているかのように。カウン

トしながら今日は 30 種類も見つけたという形

で終わっていく。こういう活動を 10 数年も続け

ていまして、これでほんとうに何を学ぶのか？

これが大きな疑問の一つ。もう一つは私自身が

小学校の教師をしていました関係上、子ども達

に自然を学ばせるとはいったいどういうことな

のかという根本的な疑問です。 

 

 

 

 

 

自然体験とは一体何なのか？ 

自然体験をいくら重ねてもちっとも学びにな

らないということを私自身教育者として常に感

じているところです。皆さん方はいかがでしょ

うか？いろんな体験を投げかけ、また様々な活

動プログラムをつくってやるのだけれども、実

施後、「あぁおもしろかった」「楽しかった！」

「今日はうれしかった」といったところで、果

たしてその人自身にとって自然とどういう関わ

りをもち、どこまでが深まり、何をほんとうに

得たのかは疑問である。なんとなく体験が体験

で流れてしまって、ものの本質に関わるような

学びがない。 

確かに体験を 10 回、20 回、50 回、100 回と

積み上げれば何かものになるようにも思われま

す。しかし、一つ一つの体験をどう充実させる

かということを考えていかない限りいつまでた

っても、何百回同じような体験を重ねても実は

得るものは大変少ない。そこで体験のさせ方そ

のものを私たちはもっと吟味しなくてはいけな

いわけです。 

 

教育の現場では   

体験はすれども学びがない 

 生活科が平成元年から始まりました。またそ

の後、総合的な学習が入りました。子ども達に

とって体験的な学びが大事だということを教育

界ではずいぶん強調してきました。私たちもそ

のつもりで体験的な学びをできるだけ教育の中

心に置いてきたつもりです。 

ところが多くの小学校、中学校、高校も含め

て教育現場では、体験はすれども学びがないと

いう状況が全国的な傾向として叫ばれた。特に

小学校 1・2 年生の生活科では遊べばいい、体験

すればいいということがずいぶん言われた。自

然の中に連れ出していろいろな体験をさせる、

遊ばせる、しかし遊びが学びなっていない。体

験で流れる。 

そこで何を得たのか。いろいろ教育的な視点

からものを考えていくと、私たちはどんな体験

をさせればいいという体験の内容だけではどう

もいけない。その体験をほんとうに経験化させ

る、経験化させることを通してほんとうに行動

に結びつける。生きるということに結びつける。

これが大事ではないか。ということが問われ、

私自身それを常に考えてきたわけです。 

 

日本人としてのものの見方 

体験が次への行動に結びつくためには、地域

に根ざした体験が必要なのです。自分の生活、

自分の生きる場は日本のここですから、生きる
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場に即して動かないと本物にならない。 

確かに知ることがものの見方を変える。自然

観というものの見方を変える。ものの見方が実

は行動を変えるわけです。 

ものの見方、自然観というものを、自然をど

う見るか今日のテーマ「日本人は自然をどう見

てきたのか、日本人とって自然とは何か」この

ものの見方を明確につかまないとしっかりとし

た行動へと結びつかない、知識だけではどうし

ても行動、生き方、生きるという、くらし、生

活、これにかかわってこない。私は常に感じて

いました。 

そこでほんとうに地域に根ざす日本人は日本

の、アメリカ人はアメリカの、オーストラリア

人はオーストラリアの、ヨーロッパの人々はヨ

ーロッパのそれぞれの地域に根ざして生活をし

てきたのですから、そういう意味からすると、

しっかりした見方をする必要があるのでは、と

いうことを先ずは考えました。私たちの生活は

日本人にとってどうなのか？と考えるとき、ま

わりにある自然がどうも日本の元の自然でない

ものも多い。 

 

日本の自然、自然体験活動の現状は 

ちょっと前を見てください。これが現在の日

本の状況なのです。（ステージの裏側が全面窓ガ

ラスで表の景色が見える）何かわかりますか。

大きな窓ガラスが 4 枚あります。このうちの１

枚の向こうに見えるのはメタセコイヤという外

国産の木です。次の窓にもメタセコイヤ、真ん

中の窓には杉があります。大きく見ますと窓ガ

ラスの 4 枚の内 3 枚はメタセコイヤでおおわれ

ています。1 枚だけが杉です。杉というのは日

本の特産種です。後は外国産ばかりが見えてい

ます。 

皆さん方が見ている世界は 4 分の 3 が外国産

なのです。4 分の 1 だけが日本の自然をみてい

るわけです。野外で活動するときに 4 分の 3 の

外国の自然を見ているというか、日本でない自

然を見ているわけです。ここに杉という日本の

特産種が 4 分の１あります。私たちが地域性と

いうことを考えたときに今の日本の姿はまさに

これだ。外国産がいっぱい入ってきている。 

私たちが自然体験活動をしようとするとき、

ほんとうの日本の自然に根ざし、その地域のよ

さを生かすものの見方を、私たちはどこまでと

らえようとしているのか。これはまさに明治の

初めと同じことで、明治維新以来西洋の文明が

入ってきて、それを全部受け入れてくる事によ

って、うっかりすると西洋のものは全て良しと

しながら、その方法論をそのまま受け止めてき

た。 

植物生態学の系統と日本独自の方法論 

私は森林生態学を中心にやってきましたので、

生態学の分野から申しますと、例えば植物生態

学には２つ系統がある。①アメリカのカーチス

などの植物群落を独立した生活を営む種の分布

の重なりとして捉える考え方と、②ブラウン・

ブランケなどに代表されるドイツ中心の植物は

群落という関係の中で生活するという考え方。

例えばアカマツ、モチ、ツツジ群集を、一つの

群落としてとらえる植物社会学の手法がある。 

ヨーロッパの手法は日本に生態学方法論とし

て入ってきました。植物の調査方法もどんどん

入ってきてそのとおり日本でもずっとやってき

た。ところがやっぱりやればやるほど日本の自

然は複雑です。ヨーロッパの自然は比較的単純

ですから分類もしやすいし、きちっと線が引け

る。 

ところが日本でそれを 

やるとどうもきちっと

いかない。自然そのもの

があいまいというか複雑

なんです。だからそうい

う自然においてはそうい

う方法論はあわない。 

ですから日本は日本 

独自の方法論を考えなお

さなければいけない。ということがはっきりと

出され、いろんなやり方を考え出した。  
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この一つに、これは植物からはなれますが、

今西錦司という京都大学名誉教授、岐阜大学学

長、文化勲章も受章された人類学者で、彼は日

本の自然観、日本人がかつて自然をどう捉えて

きたかという捉え方を活かした手法を人類学の

分野で用い、類人猿とかサル、チンパンジー等

の大型動物にあてはめて固体識別という手法を

考えた。そして世界を驚かすような成果を上げ

た。 

これは一つの学問の中における日本のものの

見方という一つの開発です。私たちはあくまで

も自然体験活動をしていくという中にあって確

かに西洋から学んだ事、欧米から学んだ事は大

いに役立ったし、今も役立っているけれど、も

う一方で本来もともと日本人が自然をどう捉え

てきたかという見方をもう一度ここらでふりか

えってその良き財産はしっかりと継承し発展さ

せる必要があるのではないか。 

 

自然体験活動の使命 

例えばこの頃コオロギが鳴き出しました。都

会でもいろいろなコオロギが鳴いている。とこ

ろが最近私はドキッとする話を聞きました。あ

る奥さんがコオロギの声が（その人には単なる

雑音としか認識されていないが）やかましくて

寝られない。夜通しずっと庭で鳴いている。あ

まりやかましいからと言って殺虫剤をまいたと

いうことです。コオロギの声くらい辛抱してあ

げてよと言いたくなります。コオロギの声を雑

音のように聞こえる感覚でしか育っていない都

会の人が増えてきたのかも知れません。以前か

らもセミの声がやかましいから木をきってほし

いと公園課に苦情が来るとか。 

 

 

 

 

 

 

 

京都ノートルダム女子大学の前の北山通りはイ

チョウ、ケヤキの並木がある。これからきれい

な紅葉・黄葉がみられるという前に全部枝を払

ってしまう。紅葉して葉が落ちたら掃除が大変

なので葉が落ちる前に全部剪定してしまう。こ

ういう街路樹が結構あちらこちらにあります。

紅葉を楽しむという事よりも手間のかからない

方を取ってしまう。どうも「情」というものが

ない。機械的に動いている。 

また、かつてはキリギリスやスズムシを飼っ

て楽しむ感覚があったが、今はそういう子ども

達がどれほどいるだろう。パソコンの時代にな

り、子ども達がメールばっかりやっている。 

ある日ふと電車の中で周辺を見たら、大人も

子どももとにかく半分以上の人が手に携帯を持

っていました。こういう時代の中で皆さん方は

子どもから大人に至るまで自然体験活動を担っ

ておられるわけです。すごく大変な使命だと思

います。皆さん方がおられなくなったらほんと

うにだれが伝えるのか。この自然のおもしろさ、

楽しさ、不思議さ、こういう視点がどんどん欠

落していく可能性がある。 

 

科学教育と畏敬の念 

もう一つ私が懸念してきましたのは、理科教

育が科学教育になっていることです。いかに科

学を教えるかというサイエンスの教育のみにな

っている。もちろん基本的にはそれでいいので

す。これは決して科学教育がだめという話では

なく、今日の私たちは科学の恩恵を大いに受け

ているのです。ただバランスとしてどうかとい

うことです。 

私たちが自然を見るときに科学的にものをみ

る、つまり分析的に対象化して部分をしっかり

とらえて論理をもって見ていくという見方、探

求して原理をとらえていくというものの見方、

これは一方で大切です。しかし、バランスとし

まして自然というものをもっと情的に、親しみ

をもって、日本人がかつて自然を受け止めてき

たような畏敬の念をもって見ていくという一面
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もいるんじゃないかな。これを忘れてしまうと

自然への触れ方が少し歪んでしまいやしないか

なというのが私のもう一つの懸念でした。科学

教育のみではほんとうに自然界というものをと

らえきれないのではないか。一側面しか捉えら

れないのではないか。私たちは両面を見てはじ

めて本物が見えてくるのです。 

 

「さあ自然の中にはいりましょう」 

ＣＯＮＥのパンフレットの中に「さあ自然の

なかにはいりましょう」というのがありまして

自然の中に入ると人は素直になれます。こう初

めに書かれています。素直になれる、日本人は

自然を素直に見るということを伝統としてきま

した。素直とはなにか。己をなくすことです。

自分を捨てることです。没我的に無私になるこ

と、己・私をなくすことによって素直に自然を

受け止める。日ごろ忙しい生活を送っていると

本来の自分を忘れてしまいますが、自然の中に

入ると不思議に自分が生きてきます。 

 

思議の世界も大事だし、不思議の世界も大事 

不思議とは、思議にあらずということです。

思議というのは論理です。私たちが科学的にも

のをみて論理的にとらえる。しかし論理にはあ

らずということは論理を超えている、論理では

計り知れないということです。だから不思議な

世界というのは科学ではとらえきれない世界と

いう意味です。そして先ほどの文のなかに「物

質的なことばかりいって、精神的な深みに欠け

る世の中を作り出してしまった」と書かれてい

る。精神的なもの、つまり思議を越えた世界、

不思議は心を扱います。精神を扱います。 

それに対して科学というのは物を扱い原理を

扱います。思議の世界も大事だし、不思議の世

界も大事。ものの原理をとらえることも大事だ

けれど、こころ、精神も大事、当然両面なので

す。 

つまり、私たちは自然体験活動を通して科学

的に見るということもしっかりとらえつつ、も

う一方でそういう自然観、日本人が自然をどう

見てきたかというこの自然に対する姿勢、心構

え、これも伝承していく必要があるのではない

か。 

これが欠落していくと日本の自然を日本人が

自分達でどうとらえてきたかという永い歴史が

どこかで途絶えてきて、欧米の見方のみに流さ

れて、この目の前の窓ガラスの向こうの景色の

ように4分の3が西洋の樹種で西洋の景色です。

これがさらにどんどん押しやられて、ついに全

面どこ見ても西洋的なことしか見えないという

のは寂しい話です。そこで私たちが自然体験活

動を行うに当たってはバランスを取るというこ

とが極めて重要なことになってくるのではない

でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

自然の神秘に満ちた不思議な力 

自然体験憲章に自然の神秘に満ちた不思議な

力と書かれている。「神秘」に満ちたということ

は、文字の上からも「神」が出てきたわけです。

神秘性というのは思議をこえた神の世界という

ことですから見えない世界です。科学というの

はどちらかというと見える世界・ものの世界を

扱う。それに対して不思議とか神秘とはものの

世界の奥にあるものを見ようということです。

人間がもともと自然の一部であり、自然に生か

されているから神秘なのです。 

私たち日本の先人たちは、自然に生かされて

いる自分の命を実感していたわけです。「生かさ

れている」という表現は何かある大きなもの、

Something Grate 何かわからない大きな偉大

なる力に生かされているからこそ私たちは今こ

こにいるんだ。自分たちも自然という大きな世

界の中の一部なのだと感じてきた。 
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それに比べて欧米の考え方、科学の考え方は

違うのです。一神教が基盤ですから創造の神が

あって神がすべてをつくりたもうた。神が人を

創り、人のもとに自然界を創り、自然というも

のを人が征服し、活用しそしてそれを生活に生

かしていくための自然があるわけですから、自

然の上に人がいるわけです。その上に神がいる

わけです。そういう考え方とはずいぶん違って

いる。 

この憲章を読むと自然体験活動をベースにし

ている CONE という活動団体はまさに日本的な

自然観をかなりベースにもちつつ、動いておら

れるということを感じ取ることができる。ただ

皆様方一人ひとりがどこまでそういうことを意

識しつつ、日々の自然体験活動をされているか

というところを少し振り返って考えていきたい

と思います。 

 

経験を意識化し体験に活かしていく 

私たちが無意識にやっている中に自ずと日本

的なるものが入っているわけです。無意識でや

っていると流れてしまいます。それを意識化す

ることによってしっかりとした意志をもって自

覚的に動くことができる。これが体験活動を経

験化するということです。 

つまり体験というのは活動しただけですか

ら、その場はおもしろいけども終わると流れて

しまう。過ぎていったらだんだん消えてしまう。

そこをしっかりと意識化して受け止めて自覚化

する。活動体験を通してその中ある価値あるも

の、値打ちあるものをしっかりととらえて次な

る活動へと生かしていく。この流れが出来まし

たら同じ活動していても随分変わってくるので

はないかと思うわけです。 

 

 

 

 

 

 

【自然】【自然愛・恵み】【感謝】【畏敬】 

さて、そこでこのレジメを見ていただきたい

と思います。（図１「日本人にとって自然とは」

を見ながら）文章よりも図で表した方がわかり

やすいと思いましてシンプルな図（23 ページ図

１参照）にしています。もちろんこの図だけで

すべてが語れるわけではありません。まさに平

面的に単に線を引いただけですからほんとうは

もっと複雑で多様なものがたくさんあります。 

4 つの図（23 ページ～24 ページ、図１～図４

参照）を頭の中で互いに関係付けて構成してい

ただきながらとらえてもらうといいと思います。

これは私なりに「日本人は自然をどう見てきた

か」をまとめてみたものです。 

真ん中に【自然】があり、その自然を日本人

はどうとらえてきたか、先ずは左上に【自然愛・

恵み】というのがあります。日本の自然は豊か

でいろんな恵みがいただけた。ですから日本人

は自然を敵対視しなかった。 

キリスト教が生まれた地域は砂漠で自然が過

酷ですから自然というものに対しては挑戦し、

征服し乗り越えていくべき物だという考え方が

根底にある。これは自然そのものが違うから仕

方がない。どちらがいいとか悪いじゃない。 

日本というのはもともと豊かな自然に恵まれ

ていたがために、恵みに対してすごく愛着をも

ち親しみをもち、自然愛を持ってみていた。だ

からコオロギなどの身近な虫に対してもコオロ

ギの声を心やさしく受け止めて楽しもうとした。

そのような自然の恵みに対してやはり【感謝】

という気持ちがあります。 

今日私は池田炭(菊炭)で有名な池田駅から皆

さんと一緒に観光バスで来ました。バスの中で

昼食を食べるとき、隣の座席の広島からこられ

た方が食前食後に実に丁寧に手を合わせて感謝

の気持ちを表される。さすがに CONE に来られて

いる方は違うなと感激しました。これが日本人

本来の自然に対する姿であり、恵みに対する感

謝とともに自然への【畏敬】という思いとも深

くつながっている。私たちは「いただきます」
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の気持ち、畏敬をもってこそ謙虚さということ

がおのずからでてくる。 

西洋の考え方はどちらかというと自然支配の

方向なので、どうしても畏敬や謙虚さに欠ける。

このような心を自然体験活動の中で次世代の子

ども達にどのように伝えていくのかが問題です。 

 

 

「もったいない」精神 

また「もったいない」精神は昔から持ってい

た。「勿体がない」という「勿体」ということは、

「本来のもっている姿」です。本来もともとも

っている姿、そのものがもっている潜在的な価

値、これが日本人が自然に対して感じてきたお

のずからなる力です。誰の力も借りることなく

内なる働きそのものがあらわれた物体すなわち

勿体、この価値をそのまま表していくことが大

切です。私たち一人一人の人間も勿体をもって

生まれてきているわけです。本来のあるべき価

値をその価値のようにいかしていく。それがで

きていない状態を「勿体ない」というわけです。

勿体が生かされていない。 

例えば、紙も最後まで使って捨てたなら、紙

の機能を全面的に果たしたことになるけれども、

使い切らないで捨ててしまうことがある。野菜

や魚でもしっかり食べてあげればいいけれど、

魚を半分ぐらい食べて捨ててしまうとか、なん

でもそうですけど、本来もっているそのものの

力、潜在的な価値を存分に発揮していることが

勿体の状態ですから、それがない状態これが「勿

体ない」ということになる。 

これは自然に対する畏敬であり、恵みであり、

感謝の気持ちのあらわれそのものです。こうい

うものの見方ということを日本人はずっと昔か

らもってきた。自然に対して自然愛、一番大事

なのは、感謝や恵み、親しみを一体として感じ

ることなのです。日本の自然に対する見方とい

うのは自然の中に入り込んで一体化していこう

とすることです。 

CONE のパンフレットに書いてある「さあ今す

ぐ自然の中に入りましょう」これは一体感なの

ですね。私たちが自然体験活動を行おうという

ときに当然ながら体験ですから、部屋の中でス

ライドを見ていたのでは話しにならない。実際

に外に出て体で感じてもらうということをやる

のです。実際に自然の中に入るけれど、これは

メタセコイヤです。これが杉です。こちらはコ

ナラです。今鳴いたのはヒヨドリです。などと

いうような見方をしている限りは自然を客観的

にしか見ていない。ところが日本人はそれに対

してもっと愛着を持って見ていたのです。自分

と同じいのちだと見ている。 

 

「和・敬・清・寂」  

図２（ 24 ページ図２参照）を見てください。

日本的自然観が真ん中にありまして、その日本

的自然観を象徴する言葉を一つ上げなさいとい

えばそこにあります。和・敬・清・寂というこ

とになります。この言葉はお茶の世界では村田

珠光が使いだしています。 

「和」、日本の人たちは常に自然と和するとい

うことを大事にしてきました。「和」というとこ

ろを見ると「一体感・和らぎ・絶対的統一性 調

和」であり、一体というのは形、体をなしてい

る。一如とは一体が動き出して、運動性のある、

動きのあることこれが「如」で、一体が一如と

なって動いているわけです。 

こういう世界これを例えば「かたつぶり 酒

の肴に 這わせけり（其角）」どうも友達を呼ん

で酒を飲もうという時に酒の肴が何もないので

カタツムリを這わしておいた、いのちがあって

そこで活動している、そのおもしろさを味わい
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ながら酒を飲もうじゃないかということです。

いのちとして一つになって動いている世界、こ

ういう世界が日本人の自然に対する見方で、こ

こに結びついてくる。そのことを端的に表して

いることをお話させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

河合隼雄さんが書いておられる文章で井筒俊

彦（哲学者・イスラム文化の研究者・コーラン

の翻訳者）が書いている事を引用しながら井筒

俊彦先生が次のように書いておられた。 

「われわれは通常は自とか他とか人間とか象

とか、ともかく区別する事を大切にしている。

しかし意識をずうっと深めていくとそれらの境

界がだんだんと弱くなり、融合していく。そし

て一番底までいけば存在としか呼びようのない

ような状態になる。そのような存在が通常の世

界には、花とか象とかはっきりした物として顕

現している。したがって我々は花が存在してい

るというが、ほんとうは存在が花しているとい

うべきだというのである。存在が花していると

いう表現を私は大好きである。そしてまどさん

（まどみちお）の詩に出てくるノミや花や象に

会うとあれあんた花やってはりますのん。私は

河合やってますねん。と挨拶したくなるような

気がするのである。根っこで繋がっている感じ

が実感されるのである。」 

こうおっしゃっている。 

つまり私たちはアリがあったら、アリにいの

ちがあるとか、花にいのちがあるとか、こうい

う思いがあるけれども実はいのちが花している、

いのちがアリしている、いのちが私している。

この感覚になると、いのちがカタツムリしてい

る。ですからそのいのちといのちの共感という

一つの世界を酒を飲みながら楽しんでいるとい

うわけです。こういうものの見方というのは実

に日本的な一体感、いのちの一体感の中で動い

ている世界です。 

それに対して、「敬」という字は自然に対して

謙虚に畏敬をあらわすこと。生命への畏敬その

ものです。この畏敬の念を芭蕉の句で言います

と「よく見れば なずな花咲く 垣根かな」と

いう有名な句に表現されています。 

私たちはたかがなずなと思って普段は気にも

留めません。見ても知っている、それでしまい

だけれども、そこに対して一つのいのちを観て

いる、私と共通の自分自身のいのちと全く同じ

いのちをそこに見とっている。見ることができ

ている。だからはっと気がついて、ここになず

なが咲いていた、つまりいのちがここにあった

という目覚めをここで自覚しているわけです。 

 

 

 

 

 

 

 

そういった意味で「よく見れば なずな花咲

く 垣根かな」そこにいのちがあったというこ

の感覚を私たちがどう多くの参加者の方々に告

げるか。多くの場合はどうしてもいのちという

のではなく、自然観察が自然の外に出ますと、

あれ何、これわかった あれも知っている。知

っているで終わってしまう。知っているのでは

なくその奥にあるいのちの実感をどこまで自分

なりにとらえていくか、という深みを体験して

いくとものの見方が変るんです。 

このあたりを私たちがどうするかということ

が非常に大事なことです。そのことは自然に対

して一方で自然愛、自然美というものを愛して

きた日本のこの姿、それは衣食住に全部関わっ

ている話です。当然ながら、住に関しても常に

自然と一体化しようという思いが、どこの家の

前にも植木鉢がいっぱい並んでいて、いろんな
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ものが植えてあるとか、あるいは庭があって常

に家と一体化しているとか、生け花を活けると

か、日本人は昔から常に自然を畏敬してきた。

その畏敬の奥には自然教といってもいいような

信仰、宗教性、精神性と常に結び付いています。

ですから日本は自然崇拝なのです。 

自然征服があるいは自然探求が西洋であり科

学だとすれば、日本の自然の見方は常に自然崇

拝なんです。だから自然教になるわけです。自

然の何を大事にしてきたか。自然の至る所に神

様がいます。田の神、山の神、海の神、川の神

がいて、木があれば御神木となり、岩があれば

岩座（いわくら）となり、巨樹や大岩が神のよ

りしろとなっていた。神とは何かというと八百

万の神で、西洋からいえばアニミズム的という

ことになるが、ありとあらゆるものに命という

ものを看取している。さらにはそれらを生かし

ている働きそのものを見ているということにな

ります。 

私たちは日本人の自然の捉え方を学ぶとき、

「自然」という言葉のもつ意味をもう一度考え

直さざるを得ないわけです。この点を軽く見過

ごしてしまうと肝心なところが見えなくなって

しまいます。 

 

自然と Nature の違い 

現代の私たちの頭の中では常に自然 と

Nature が一つになってしまっている。実は自然

と Nature は全く違います。Nature という自然

の言葉はもともと日本で言えば森羅万象のこと、

要するに山川草木などの自然物、自然界という

ものを表している。それが Nature です。 

それに対して日本人が使って来た自然という

言葉は実は自然（しぜん）と呼ばないで自然（じ

ねん）と呼び、自はおのずから、然はしかり、

その通りですから、「おのずから」の方に意味が

ある。おのずからということは他からいっさい

力を加えないでそのものの内発的な働きとして

内在的に動いていく。自然界すべてがそうだと

いっている。 

このおのずからの働き、いのちの根源、これ

を見ているのが日本の自然に対する見方、それ

に対して西洋の方はそれが現されていた物とし

ての自然物そしてそれがあつまった自然界、こ

れを Nature と見ているわけです。見ているもの

が全然違う。私たち自然体験活動の中において

日本人の見方をもう一度大事にしようとする場

合、Nature としての物を見るばかりではなくて、

自然物、自然界だけではなくその奥にはたらい

ているおのずからなる力このはたらきを大事に

しなくてはならない。 

西洋では自然のありようを捉えようとするわ

けです。ありようとは構造と機能です。仕組み

です。働きです。それに対して日本の自然（じ

ねん）とはありようではなく、あるわけを問お

うとするのです。あるわけとは存在理由です。

そのものがどうしてこのような世界をつくった

のか、それはおのずからの世界として、そうい

うはたらきに目を向ける。 

ですから日本には Nature に当たる言葉はも

ともと森羅万象、山川草木、万有とかの言葉な

のに、Nature いう言葉が明治の初めに入ってき

たときに、どういう言葉に翻訳しようかいう翻

訳語のために、もともとあった自然という言葉

をイコールにしてしまった。明治の 30 年代に西

周（にしあまね）という哲学者がそういうふう

にとらえた。 

 

 

 

 

 

 

 

私たちは自然体験活動の自然というものをど

う体験するかいう時に、自然の何を体験するの

か。皆さん方は常にそれを考えていただきたい。

何を私たちは体験させようとするのか。今まで

は Nature という森羅万象、山川草木、この物と

しての Nature の体験、これをずうっとやってき
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た。科学がその見方ですから私たちはそれを求

めてきた。それだけでは片方だけです。両翼で

あり、両輪であり、両全させるためには「おの

ずからのはたらき」をもう一度見直す必要があ

るのではないか。本源なる力に対する目覚め、

自覚をもったときに初めて日本人にとっての自

然とは何かという見方にふれることができるの

ではないかと私はみています。 

これは人によって随分違いまして、斎藤正二

とか宮本常一という方々は日本的な自然観を否

定的にとらえておられますが、日本に生まれ日

本の自然をずうっと見続けてきた私としては、

日本という風土、地域で生かせる自然観を大事

にしていきたいと思います。 

 

日本の自然観を学ん

でいない 

地産地消が大事だと

いわれるが、それは物

だけのことではない。

考え方、自然に対する

とらえ方、これも地産

地消が大事なわけです。

地産というのはその土

地で生まれ育ってきた

ものの見方考え方、自然に対するかかわり方、

これを地消するわけです。その地域で生かすわ

けです。 

たとえば日本人が何百年何千年と育て、生か

してきた日本特産種の杉という種類の木が日本

の文化を支えてきたわけです。杉の木がなけれ

ば今日本の文化はないわけです。かつてはいろ

いろなものが杉の木で出来ていた。もちろん檜

も他の木も使ってはいますが、杉という木はま

っすぐで加工しやすく成長も早いので多用され

た。日本という高温多湿な気候風土に適した樹

種だったわけです。 

私たちは日頃、自然に対してどのような姿勢

で臨んでいるかを振り返る必要があります。

様々なことを感覚的・知覚的に深く体験させる

か、あるいはただなんとなく単にきれいですね、

美しいですね、いのちがすごいですねという表

層的な感覚だけで動くのかは、リーダーの姿勢

一つでその深まりが変わり、幅も変わる。皆さ

ん方がリーダーとしてそういう自覚をもつか、

単に無意識でやってるだけなのかが問われます。

同じ自然体験をしても意識的、意図的にしっか

りと動くかどうかでは随分自然観に関する姿勢

が変ってくるわけです。 

私は皆さんにこういう考え方を押し付ける気

持ちも何にもありません。しかし、まさに日本

の大人や子ども達に対して、自然と触れ合わせ

ておられる現場にいる皆さん方ですから、こう

いう場で考えていただきたい。 

一方で理科教育が小、中、高を含めて全国に

あるわけです。小学校 2 万校が全部理科を教え

ている。しかしこういうものの見方はまったく

教えていない。欠落しています。小学校、中学

校、高校、大学を含めまして日本は哲学を学ん

でいる学生が少ない。自然観を学んでいない。

この野外活動センター周辺の森に入るだけでも

おそらく 100 種類を越える樹木があるでしょう。

日本の自然はそれぐらい複雑なんです。 

「日本人にとって自然とは」の図（22 ページ

図１参照）を見ていただきますと、日本人はお

のずと季節変化を生かしてきました。その中に

は季節感が基盤にあって、季節感を生かした歳

時記がうまれ、俳句がうまれ、季語がうまれて

います。 

例えば寺田寅彦は「季語は日本人の感性のイ

ンデックスである」と言っています。季語とい

うのは日本人の感性、美意識のインデックスだ。

まさにそういう感覚で自然と接してきた。四季

折々の変化に対して諸行無常とか万物流転を感

じながらも、自然随順という姿勢で自然に対し

てすべてを任せ切るところがあり、信仰的な視

点がみられてきた。 
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日本的自然観の心的側面 

（図２「日本的自然観の心的側面」（24 ペー

ジ図２参照）を見ながら）精神的、心的な側面

を和・敬・清・寂という言葉の中からとらえて

自然の生き方へとつないでいく、つまり日本の

絶対的な生き方は自然体なのです。和・敬・清・

寂の「清」これは無心です。純心、童心、不可

思議これは「妙」という言葉でも表される。 

私の勤めております京都ノートルダム女子大

の前に京都の五山送り火の「妙」という字があ

ります。毎日妙を見て生活しています。この妙

を見る目を育てることが実は自然体験活動にお

ける日本的なものの見方の一端であると言える

かもしれません。それを端的に表しているのが

金子みすゞさんの「蜂と神様」という詩です。 

 

 

 

 

 

 

「蜂はお花のなかに、お花はお庭のなかに、

お庭は土塀のなかに、土塀は町のなかに、町は

日本のなかに、日本は世界のなかに、世界は神

さまのなかに、そうして、そうして、神さまは 

小っちゃな蜂のなかに」小さな蜂のなかに神さ

まがいるという極大である神さまが極小である

蜂に宿っているわけです。極小が極大を含んで

いるわけです。ファーブルがそういう言葉を言

っています。私たちの体も小さな細胞のなかの

ＤＮＡが全体の構造を決めているわけです。 

 

体験から生き方へ 

（図３「体験から生き方へ」を見ながら）（25

ページ図３参照）体験だけでは終わらない、体

験を経験化させる事によって行動化して生き方

へとつないでいくこの流れを私達がどう自然体

験を通して構成するか。このときに体験は実感

を伴います。実感には情を伴う、情を伴って知

識を得た物は「観の形成」となります。「自然と

はそもそも如何なるものか」という自然に対す

るものの見方を育てる。観の形成において、ど

う生きるべきか、どうあるべきか、意識、意と

いうものが形成される。その意が行動を起こさ

せる。それが続いたものが生き方、つまり道と

なるわけです。道というのは華道、茶道、剣道、

柔道の道、こういう繋がり、このことをしっか

り支えるには観点の明確化が必要です。 

自然を体験させるというが、一体何をさせる

のか。充実した体験つまり何かやればいいので

はなくて、どこどう充実させるべきかという見

方をしっかり持っている必要があります。それ

が系統的、統一的ストーリー性をもって全体の

中に組み込まれて体系化していく。こういう流

れをもって体験だけに終わらないで意識化・自

覚化して経験していく。これをリーダーはしっ

かりやっていかないと体験倒れになります。 

自然体験を行うために全国の小学生、中学生

たちがこのような野外活動センターのところに

来ます。そこで何を学んでいるのか。私は現場

に良く行く機会がありまして多くの先生方に聞

きますが 4 泊 5 日の時間をつぶすのが大変なの

だそうです。何をどうするか、長い時間、セッ

トされたことをどんどん組み入れて、次は焼き

板をしましょう、次はオリエンテーリングをし

ましょう。次は・・・と忙しいこと。 

「何のために、何をしに来ているか」とにか

く 4 泊 5 日子ども達をあきさせないようにカリ

キュラムを組む。いっぱいいろんな体験はする。

でもそこで「何を得たのか」もちろん初めての

体験が多いですからマスをつかんだとか、焼い

て食べておいしかったとか。それはいいんです

よ。だからそこで何を学んでいるかがよくわか

らない。 

 

健全な自然観 

（図４「健全な自然観」の図を見ながら）（25

ページ図４参照）私たちは観の形成、自然観と

いうもの、自然に対するものの見方、考え方を

形成するのですが、このときに大切なのがバラ
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大阪教育大学附属池田小学校等の小学校教諭を経て、

京都ノートルダム女子大学心理学部心理学科教授。 

自然教育活動では、緑懇会、服部緑地自然観察会、 

大阪自然環境保全協会やシニア自然大学等の各種講座

で講師を務める。 

日本的自然観実践研究会顧問。 

ンスです。健全でなければいけない。健全の全

というのは全体の全（Whole）です。Whole とい

うのは holy につながる話で、聖なるものにつな

がる。 

私たちは個体を見ます。個体のうえに多様性

を見ながらそれらがお互い関係性になって動い

ている世界を見、それが全部ひっくるめたホリ

スティックな世界を見ることを通して、自然と

いうものの一体性をとらえ、そこで全体なる、

Whole なる、聖なる自然観へと導いていく。こ

ういう世界に目覚めることが必要ではないか。 

 

日本的自然観の現代的意義 

（資料１を見ながら）（26～27 ページ資料１

参照）自然観は文化である。寺田寅彦が次のよ

うに言っています。 

『私は、日本のあらゆる特異性を認識してそ

れを生かしつつ周囲の環境に適応させる事が日

本人の使命であり存在理由でありまた世界人類

の健全な進歩への寄与であろうと思うものであ

る。世界から桜の花が消えてしまえば世界はや

はりそれだけでさびしくなるのである』 

日本人が日本の自然に応じた日本的な自然観

をしっかり持って生き抜くことが世界への貢献

につながる。それは決して日本のみを主張する

事ではない。それぞれの地域がそれぞれの地域

に応じた、根ざした生き方をする事の自然さを

強調しているのです。お互いを認め合いましょ

うという話です。 

今回はお話することが出来ませんでしたが、

日本的な自然観をより深く解明しようと思えば、

日本文化とは如何なるものか。日本的なるもの

とは如何なるものかということに深く研究進め

ないとどうしてもそこは動きません。日本の文

学に日本的自然観があらわれています。あらゆ

る美、日本的な美術にあらわれています。そう

いうものをどうとらえるかということで日本文

化の特徴を表す言葉を載せました。こういう視

点を持っていただくとものが見えてくるだろう。

そしてさらに平成 8 年に日本教育新聞に掲載し

た「日本文化に根ざした自然教育の必要性」の

記事に日本文化、日本的なる自然観をどう自然

教育、自然体験活動に生かすのかということを

提言しています。また「日本文化を基底とした

生き方としての自然観察には」私なりの日本的

自然観を追求すると宗教性が絡まざるをえない。

ここで大切な事は根源に返ること、一体になる

こと、観行に徹すること（ものの見方、自然を

見る見方が生き方、くらしに結びつく事）です。 

 

※２日目早朝に急遽、講師から基調講演でのものの見

方、不思議を感じ、いのちを味わい、生き方を学ぶ自

然観察を体験的に理解するため、観察会が希望者を対

象に実施された。 

 

 

 


