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教育を辞書で調べると「知識、技術などを教え授けること。人を導いて善良な人間とすること。 

人間に内在する素質、能力を発展させ、これを助長する作用。人間を望ましい姿に変化させ、 

価値を実現させる活動」(出典: ブリタニカ国際大百科事典) とあります。 

教育とは何か。その一つの視点は、外側から施す、授けることで、より良く成長させようとする 

ものがあります。つまり、今ある形を外側からの意思で変形させる、あるいはそこに付け足して 

より良い方向に育てる方法です。 

もう一つの視点は、この文章のように「内在する素質、能力を発展させる」ことを目的とします。 

つまり、今一人一人の内ある素質を守り育て、発展させるという方法です。 

大きく分けて、この外側と内側からの視点を持った二方向の教育があると言えます。

4. 命を育む視点

食と教育の 2 つの方向

教えを授ける (ないものを付け足す働き)

素質を発展させる (あるものを引き出す働き)

教育

体質や体型を改善するための食事 (変化させる、改善)

本人の持つ性質を保つ食事 (維持する、満たす)
健康のための食事法

それと同じように、健康のための食事法にも、2 つの方向があると言えます。 

一つには足りないものを補い、今の好ましくない状態を変化させるための食。 

そしてもう一つには、その人の好みや個性に沿った食べ方で、その人の性質を保つための 

食事法です。これは調理法でも同じことが言えるでしょう。 

味を足す調理、そして味を引き出す調理法です。
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ドイツ語で教育は「Erziehung」といい、語源は「引き上げる」という言葉であるとされて 

います。この「引き上げる」という言葉からも、外側から何かに引っ張られて育っていく、 

という教育のあり方が想像できます。 

ここで考えたいのは、「誰が」引き上げるのか、という点です。教えを授けるのは外側からかも 

しれませんが、受け取る方がいなければ、教育は成り立ちません。そして受け取ることには、 

本人の意志が関わります。最終的に何かを受け取り、学ぶのは教える方ではなく、教わる方です。 

ですから、結局のところ、引き上げるのは本人である、つまり教育するのは自分だと言える 

のではないでしょうか。それは成長というものの本質であると思うのです。 

つまり、教育は外側からの施しだけでなく、本人の内的な意志が常に必要だということが 

読み取れるように思います。 

どのような教えを授けるかとなると、受け取り手である本人がどんな人間であるか、という 

ことの理解が、教育を考える上で大切なのではないでしょうか。 

それは自分が人に贈り物をする時の、相手が喜ぶことは何か？という視点と似ています。 

欲しくないものを無理にあげる人がいないように、その子の命が喜ぶ方向を見極めることが 

必要です。 

けれど、実際には教育だけでなく、食においても本人の自発的な成長のあり方や素質を満たし、 

発展させるということよりも、外側からの要求に応えさせる形や今ある姿を外側のモデルに 

従ってより良くするため、改善させる方向での食、学びを目的としていることが多いのでは 

ないでしょうか。 

その視点も全く否定はしませんが、その一方向だけに働きかけるのなら、それぞれの持つ個性や 

内側からの成長が疎かになります。また、自分自身を体験する前の子供たちが、そのように成長 

させられたとしたら、例え見かけのよい子供に育ったとしても、その子は自分の本来の人生 

というものがわからず、自分の人生をどのように歩めばよいかの指針を持つことは、難しく 

なるのではないでしょうか。 

ですから、子供時代、特に生まれてから 7 歳までの身体を育みながら人生の土台を築く時期には、 

外側からの型にはめるような食や教育ではなく、かと言って放任するのでもなく、開かれた 

感覚に対して「柔軟な覆い」を持って、子供一人一人の素質、性質を尊重し、満たすやり方で、 

身体の成長を見守ることを大切にする方法を提案したいと思います。
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この 7 歳までの身体を育てる時期は、感覚を通して肉体だけでなく、生命力や生きる力の根源と 

なる、その人の人生の土台を育てる時期です。 

この時期にこそ、個性的な特徴を標準化することよりも、持って生まれた性質として満たす 

ことが、その後の成長の助けになると考えます。その見方を食卓でも取り入れていきたいと 

思います。 

一人一人の特徴は個性的ですから、親から見ると「困ったこと」に見えることも、多々あります。 

子供をよく見てみましょう。人と違う部分はどこでしょう？人と違って、困っている部分は 

なんでしょう？そこにこそ、その子の個性と可能性の種があります。 

その個性を満たすこと、満たす食事、個性に沿った教育。個々の人間が、生まれながらに抱いて 

いる個性的な人生に由来するものを守り育む。 

それが特に子供に、そして人生を通して大事な視点だと言えます。

内在する素質、能力を発展させる。その前にその素質を認め、守り育むこと。 

そのようにしてこそ、その素質が健康的に発展し、育まれる土壌ができ、その土台の上に 

外側からの教育が施されることで、人は土台の上に建物を築いていけるというイメージです。 

建物の中心、土台は一般的な教育モデルでなく、あくまで個性的な一人一人の子供の命のあり方 

なのです。 

健康も同じように、外側、内側と二方向のアプローチがあります。健康のために病院で治療して 

もらうこと、そして健康のために、自らの生命力を用いた予防医学的な暮らしを送ることです。

病気を治療する、病院・医学の助けを用いる 
(外側からの治療)

病気を予防する、生命力を育み自然治癒力を用いる 
(自らの治癒力)

健康  
(治癒)
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WORK 2  「困ったところ」はどこでしょうか？

書き出してみましょう。 

(例: すぐ怒る、泣き虫、甘えん坊、落ち着きがない、食べ過ぎる。好き嫌いは何？ etc…)
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親なら誰もが、子供に自分らしく、健康で幸せな人生を歩んで欲しいと思うことでしょう。 

自由に生きること、思い切り自分の人生を生きること。そのために生きる力を手に入れて欲しい。 

親はそれを外から与えることに試行錯誤するのですが、それはまるで化学肥料をあげて立派に 

見える野菜を育てようと考えるのに似ています。けれど、どうやら逆のようです。 

自然農というものがあります。種も雑草も一緒に育つ方法です。種まきの最初のところに 

手をかけるポイントがあり、その後は、ふさわしい環境さえあれば、種が自ら根を張って 

育つ力を活かして、育っていく。育てるのではなく、育っていくように助ける農法です。 

同じように育つ力は、すでに子供の中にもあります。私たちがすべきことは、そんなに 

たくさんありません。育つための環境を整えることと、ほんのちょっとの手助けです。 

もし弱っても、傷付いても、それを乗り越え、癒やし、生きるための力が私たちには備わって 

いる。それは病気に対する自然治癒力だけでなく、自分の人生を生きるためにも備わっている 

のです。 

自然治癒力が、自分で病気を乗り越えていくことで発見され、発達していくように、生きる力も 

自分自身で体験し、発見していくことで得られ、発達します。 

心も身体も体験を通して、自分という存在につながることができれば、それを信じることが 

できます。私たち大人にだって、その力はあります。 

自分の中の命に信頼を寄せてみましょう。まずはそこから始まります。

生きる力
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植物の種が外から見ても、その後にどのように芽を出し、葉を広げ、花を咲かせるのか、 

樹になるのか、果実を実らせるのか。それは誰にもわかりません。けれど、その種は確かに 

しかるべき変化を辿って、姿を変えながら、内包する命を外の世界に向かって現す運命を抱いて 

います。私たちもそのような生命力を持っています。 

命は育つ。命は育ちたい。その力が生きる力です。 

そして、どんな形であれ、変化することは成長でもあるのです。 

変化を観察してみましょう。その中にはなぜ？どうして？という好ましくない変化も存在します。 

けれど、全ての変化はより良く成長するための過程だと考えてみましょう。 

そうすると、子供のどんな変化も肯定的に見ることができます。そして、見える部分を現して 

いる裏に働く見えない力、見えない心。そういうものを知る手掛かりになるでしょう。

変化と成長
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WORK 3  変化を描写してみましょう

ネガティブな変化とその裏にあるものが何か、想像してみましょう。
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① 普遍的な自然のリズムや人間の中にあるリズム、子供一人一人の個性のリズムを観察する 

繰り返す命のリズムや枯れては芽吹く命の力を体感し、経験すること。 

見えない世界を意識しながら、見える世界を観察することで、大きな視点で子供の成長を 

見守ることができるようになります。 

また、外からの情報や習慣に従うだけでなく、そこにあるもの、それぞれの子供の内側の 

リズムを認め、子供がそれを感じられることは、子供が自分の命とつながることを助けます。 

それには植物を観察するようなあり方で子供を観察します。それによって不必要な手を 

加えず、的確に子供が自分で学び、育つ機会を与えることを助けます。

自分が自由に伸び伸びと生きている、と感じられるのは外側の環境からだけではありません。 

どんな苦境にいても、心が満足して幸せを感じられる。苦労を乗り越える力が湧いてくるという 

ことがあります。何かのためにやらねばならない、という理由をつけなくては行動できないという 

のでなく、ただ好きだから、心地よいから頑張れる、あるいは頑張らないという選択肢も 

外からの影響を受けることがありません。 

この自由さ、幸せを感じる条件は本来、健康が一つでないのと同じように、一人一人違って 

いいのです。なぜなら、一人一人の命のあり方が違うからです。 

どうやったら、自由で幸せな生き方を手に入れることができるのか？ 

自由に生きることのできる人間は、外から自由になっているのではなく、自分自身から自由に 

なっていると考えた時、自身の「心と身体と思考」が「自分と一致している」という状態に 

あるのではないでしょうか。 

それは「私」を正しく認識している、感じているということだと思うのです。 

そこにズレが生じないことが、命の確かさや自信と呼べるのではないでしょうか。 

つまり、自由への道は外の世界からより、自分の内側から出発すると考えます。 

それを感じられるように、体験できるようにすること。自分で自分を発見し、自分とつながる 

こと。それが、外からの影響を受けない自由と幸せを手にする土台です。それは、揺るぎない 

命の根っこを育むことでもあります。そのために役立つ 3 つの視点をお伝えします。

命の根っこを育む 3 つの視点
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③ 子供の個性に沿った感じ方を尊重し、満たす 

個性を尊重することは「そのままでいい」というメッセージでもあります。 

自分がそのままで受け入れられていると感じながら育つことは、無意識に自分への信頼、 

世界への信頼とつながります。 

それはまるで大地が種を受け入れ育み、種は大地を信じて根を下ろす、というイメージです。 

子供を親や社会の理想の形にはめる方向ではなく、命の育つ方向を意識し、満たすことを 

視野に入れましょう。手助けをする場合にも、育つ方向に沿っていく視点を見つけて 

いきます。 

農夫がふさわしい時期に種をまき、ふさわしい時期に植物を育てるようなあり方を、子育て 

でもイメージしてみましょう。どんなに冬に木々が枯れていても、いつか春が来て芽吹く、 

自然の姿を意識して、感じてみましょう。食卓の上からそのリズムを眺めていくことは、 

命が育つことへの絶対の信頼を無意識のうちにもたらしてくれます。この私たち人間が、 

植物や自然界に対して抱いている信頼と同じように、どんな時も「子供の命は育つ」という 

祈りにも似た信頼を親が子供に抱くことは、子供の命の根っこの成長を支えることでしょう。

② ふさわしい時期に、ふさわしいものを取り入れる 

子育てをする時に、植物をイメージしてみましょう。 

その時期にどこが育つのか、何を必要とするのかは、年齢などによって変わってくることが 

理解できるでしょう。また、私たちの食卓にも旬の食材や季節のエネルギーによる調理法が 

あるように、時にふさわしいものを取り入れる方法や必要とするものがあります。 

そして、それを感じる感覚があります。そのように見えない部分で育まれていく命の成長を 

助けるには、具体的に何が必要で、何が妨げになるかのアイデアと視点を知ることは、 

子育ての助けになるでしょう。

黄色の木の葉大地に旅立て　紫の木々よ深まる秋よ 

秋の実りを農夫は刈り採り　再び種蒔く大地を信じて 

大地は種を見えない力で　守り育てる新たな命へ　新たな命へ
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食卓の見えないエネルギーを大切にしましょう 

心身の健康に必要なエネルギーのある、質の良い清浄な食品を選びましょう。 

季節やそれぞれの食材の持つエネルギーの違いを活用しましょう。 

個性や年齢に適した食のあり方を意識しましょう。 

「見えないリズム」や「見えないもの」の持つ作用を取り入れよう 

いつもすることがあると子供は安心し、繰り返すリズムは生命力を強くします。 

目に見えない、宗教的感覚と生活のリズムは、子供に安定と信頼をもたらします。 

リズムは拍子とは違い、緊張感のないものを。 

子供の環境から受ける見えない作用を意識しましょう 

子供の創造性を促す環境は何か？を視野に入れた環境作りを考えてみましょう。 

見えない環境の覆い (色、音など) は呼吸するような柔軟さをイメージしてみましょう。 

子供の感覚の発達を支える、質の良い刺激は何か？を考えてみましょう。 

おもちゃは、子供がそれによって何を体験できるかを選ぶポイントにしてみます。 

見えない境界線と一貫性の必要性 

大人と子供の領域の境をはっきりさせましょう。 

大人のはっきりした態度と言動の一致は、健やかな感覚の成長を助けます。 

「一貫性の感覚」(子供が体験する世界に調和があること、一貫性があることで 

もたらされる理解可能な状況) は健康を保ち、免疫を発達させます。 

大きくなったらできること、という境界は待つ喜びを与えることにつながります。 

子供は食事だけでなく見えない「気」も食べて育つという視点 

子供が育つのに一定量の栄養が必要であるのと同じように、親の愛や関心も見えないけれど、 

必要一定量があるという視点を意識しましょう。 

乳幼児は手を離さない (肉体的、物質的お世話も含めた関心と関わりによる愛) 

学童期は目を離さない (自由にさせつつ、必ず見ているという静と動の態度) 

思春期は気を離さない (自立しつつあるが、気にかけて放任しないという関わりと意識) 

言葉の持つ見えない力を活かしましょう 

子供がそのままでいいんだ、と思える言葉がけ、態度を意識してみましょう。 

同じ行動を促すのでも、否定的な言葉より、肯定的な言葉がけを選ぶことができます。 

言霊で育む、言葉で命を守ることができるという感覚を活かしましょう。

育む「子育て」6 つのアイデア

1

2

3

4

5

6

idea

idea

idea

idea

idea

idea
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子供の時代はかけがえのないものです。そして特別な時期でもあります。私たち大人とは世界の 

見方、感じ方が違います。子供は大人の縮小版ということではなく、子供特有の感覚と世界の 

中に生きているのです。その子供時代に、子供が子供であることを許され、自分は守られている 

と感じることができれば、無意識のうちに、この世界に対する信頼を手にすることができる 

でしょう。 

そして、その経験は一生失われることなく、人間性への信頼、真善美への信頼となり、その子の 

人生を支え、一生心に刻まれることになります。 

そのような善いものでありたいという思い「世界は善い場所だ」という信頼を子供は抱いて、 

この世にやってきます。それは子供の中に種のようにまかれているのです。 

それこそが、人間という存在の中心をなすものだと言えるでしょう。 

実際には社会や世界は善だけではありません。 

しかし、子供時代、特に世界が一つである感覚を抱いている幼児期に、善きものを味わい、 

美しさを感じ、安心感を抱き、体験することは、頭で理解されるのではなく、無意識にその子の 

命に愛と栄養を与えることになります。 

現代社会における個人、または社会全体のあらゆる不安や恐怖、人生への不信感は、 

もしかしたら、この無意識のうちに過ごした幼少期に鍵があるのかもしれません。 

健やかであるとは、どういうことなのか。 

あらゆる困難が起こりうる人生という課題にも負けず、自らの幸せを抱き、社会にありながら 

自由に生きる人間に育つにはどうしたらよいのか。 

そのために私たちができること。一人一人が自分の健康を見つけ、育むこと。 

台所を通して、また子供の姿を通して、一人一人の答えを見つけていきましょう。

子供時代を守る意味
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この章を学んで気が付いた点、自分の心に響いたところを書き記しましょう。 

講座を受けて今思うこと、気になったことなどを書き出してみましょう。 

WORK 4  今回の章を学んでの成果を書き出してみましょう
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WORK 5  今、子育てについて思うことを書いてみましょう

取り入れたいと思ったことはなんでしょうか？ 


