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保育園での「哲学対話」の実践 

― 考える力は生きる力 ― 

吉村直記（おへそグループ統括園長） 

――――――――――――――――――――――――――― 

１．保育園で取り組む「哲学対話」 

当園では 2012 年より子どもたちと「哲学対話」に取り組んでいます。

初めて子どもたちが哲学する「哲学対話」の存在を知ったのは、フラン

スのドキュメンタリー映画「小さな哲学者たち」を観たときです。フラ

ンスの幼稚園に通う 3歳～5歳児の子どもたちが「愛とは何か」とか「生

きるとは何か」という子どもにとってみれば難しいと思えるテーマにつ

いて思い思いに意見を言い合っている姿を見て、日本の教育の中でどの

くらい自由に意見を言い合える時間が確保できているのだろう、と思っ

たのがきっかけでした。調べてみると、日本にも「哲学対話」を研究さ

れている方々がいて、たくさんのご助言、ご指導をいただきながら、取

り組み始め、早いものでもう 7年ほど経ちました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  「実践」の扉 

 7 

２．子どもたちの変化 

「哲学しよう」と初めて子どもたちを誘い、最初に投げかけてみたテ

ーマは「優しいって何？」というものでした。『映画で見たフランスの子

どもたちくらいに活発に発言し、意見し合えるようになるまでには数年

はかかるだろう』と想定していたのですが、それは覆され、「優しいって

いうのはね、赤ちゃんの頭をよしよしすることだよ」とか、「優しいって、

人が嬉しくなるってことだよ」とか、「怒ることも優しさだってお母さん

が言っていた」とか、子どもたちからは思いもよらぬ言葉が次から次に

出てきました。 

子どもたちは大人が思っている以上に色んなことを考えていて、親の

話、先生の話を聴いていて、自分の言葉を持っている。実は、子どもた

ちが成長していないのではなく、大人の私たちが耳を傾ける機会が少な

かったのだと衝撃を受けたことを鮮明に覚えています。 

それからは職員一丸となって対話のファシリテーターとしてのスキル

を学び、子どもたちの言葉をさらに引き出せるように取り組んできまし

た。今では、自分たちから「先生、今日はさ、人間はどうやって創られ

たかを話そうよ」とか、「好きな色があるのはなぜ？」とか、私自身考え

つきもしないようなテーマが子どもたちからあがってきます。日常的に

も「じゃあ、そのテーマについて『哲学』してみよう！」と保育者を誘

うなど「哲学対話」を意欲的に楽しむ姿が見られています。 

具体的な「哲学対話の成果」とまでは言えるか分かりませんが、同じ

小学校に入学し、同じクラスになった卒園児２名について担任の先生か

ら「貴園の児童はおしゃべりが多いですね。それは悪い意味ではなく、

２人は対話的に授業に参加する姿勢があります。質問に対して、積極的

に発言し、分からないことを臆することなく問うてくれます」というお

言葉をいただきました。他の小学校に入学した卒園児に対しても「１年

生は教師が提案することが多いのですが A君は何かを企画しようと提案

すると、色々なアイデアを積極的に出してくれます」など、卒園児に対

する主体性、意欲、考える力などを評価していただくことが多くなった
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ように感じています。 

 

３．保育者の変化 

 子どもたち以外に保育者も大きく変化しました。保育現場で当たり前

のように繰り広げられている保育手法を保育者たち自身の「哲学的思考」

によって見直すようになっていきました。例えば「誕生日表は必要か？

誰のものか？」「お昼寝は絶対にしなければいけないのか？」「給食は全

部食べれなければいけないのか？」「運動会は本当に必要なのか？」「出

席シールは必要なのか？」「おもちゃの片付けはみんなでしないといけな

いのか？」など、従来の保育を根本から問い直す機会が劇的に増えてい

きました。 

「子どもたちがご飯の時間になっても、ランチホールへの集まりが悪

い。呼んでもなかなか来てくれない」という課題が出た時は「みんなが

同じ時間にご飯を取る必要性はあるのか」「協調性も必要だから友達が集

まることを待つのも大切だろう」「子どもたちはお腹が空いていないから

集まらないのではないか」など、「当たり前を問う習慣」が保育者に身に

ついてきているように感じています。結果的に子どもたちの空腹を促す

ためにご飯の時間を遅くしたこと、ご飯の席をリザーブ方式にして子ど

もたちのネームプレートで好きな席を予約できるようにしたことによっ

て、子どもたちは主体的に、そして意欲的にランチホールに集まるよう

になっていきました。「哲学対話」は子どもたちだけではなく、保育者に

とっても大きな効果をもたらしてくれています。 
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４．対話を生む環境 

 2017 年に保育施設を新築で開園することとなった際に「より対話が促

される建築デザイン」をテーマに設計段階から考えることができました。

保育室に敢えて段差を加えることで、みんなが顔を見合わせて座れ、自

然と対話を促すことができるようにデザインしました。そのスペースを

「みずたまり」と名付けて、子どもたちの人気の場所となり、対話的に

話す姿がよく見られています。 

 また、園内で「哲学対話」を実践する際は、映画「小さな哲学者たち」

を真似してロウソクの火を灯して開始します。子どもたちの考えるスイ

ッチになっているようです。明るい場所よりも少し暗い場所、広い場所

より少し狭い場所など、ちょっとした環境構成の工夫で子どもたちが集

中し、対話が盛んになります。 

2018年 8 月には、ソフト面、ハード面の両面から子どもたちの育ちを

支援している教育保育施設として特定非営利活動法人キッズデザイン協

議会が主催する「キッズデザイン賞 子どもたちの創造性と未来を拓くデ

ザイン部門」にてキッズデザイン賞 2018年度(第 12回)を受賞いたしま

した。 
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５．「哲学対話」を特別なものにしたくない 

保護者から哲学対話について「難しそう」「子どもにどう説明すればい

いのかわからない」などのご意見をいただくことがあります。私たちも

「哲学対話」という言葉を聞いた時は、難しいものと感じたことを思い

出します。 

当園では「哲学対話」をなるべく難しいもの、特別なものであると捉

えられないように家庭でもお父さん、お母さんと一緒に「哲学対話」が

できるように毎月のお便りに「親子 de 哲学対話」と称して哲学のテー

マを選定し、対話のポイントを書き、家庭で保護者がスムーズに対話が

できるようサポートしています。 
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６．考える力は生きる力 

私たちは日々の人生の中で問うことを積み重ねながら、自分とは何者

か、何が得意か、何をしたいのかを確立していくように思います。その

プロセスを他の誰かにしてもらえば、それだけ、考える機会、自分と対

話する機会を奪うことになります。子どもたちは自分との「問い」を積

み重ねて、自己理解につながり、自分の長所を知り、自分の興味関心を

知り、自分の幸せのあり方を知っていくのでしょう。 

引き続き、「哲学対話」を通して、子どもたちの幸せを微力ながら応援

し続けていきたいと思います。 

 

 



実践の扉 

 12 

中高年の哲学対話 

ー 人生カフェの実践を通して考えたこと ー 

本間正己（人生カフェ） 

――――――――――――――――――――――――――― 

はじめに 

 中高年の哲学対話を普及・発展させたいと考えている。 
 なぜ、そのような気持ちになっているかと問われれば、愛好するスポー

ツ（例えば日本ではあまり知られていない「カバディ」）を普及・発展さ

せたい人たちの気持ちと同じだと答えたい。あまりお金がかからず、みん

なと一緒にでき、そして何よりも楽しいということを私自身が実感したの

で、他の人たちにも味わってほしいからである。 
 ところで、ここで言う中高年とは、50 代・60 代くらいの男女で、どち

らかというと元気な中高年である。職場ではもう昇進が望めず、家庭では

子育てが終わっている、人生の後半、いわば第二の人生が始まっている、

といったイメージである。 
 このような中高年が日本では 1 千万人以上はいるであろう。これだけの

人数がいるし、人生の意味や死などの実存的な課題も意識する中高年にと

って、哲学的な営みはとても需要がありそうだが、実際は哲学対話に対す

る中高年の関心は低い。これはなぜだろう？ 
 哲学対話を今の中高年が若い頃にほとんど体験していないということも

一因であろう。これ以外にも原因はいろいろ考えられるが、今回は教育・

学習という観点からこの問題を考えていきたい。 
１ 生涯学習と中高年の哲学対話 

 子どもの哲学対話が盛んに行われ、注目されている。これが哲学を矮小

化したかどうかは分からないが、これらの実践を子どもへの教育の一環と

して位置づけたことによって、隆盛したことは否めない。国家制度である

学校教育という枠組みの中で、プロ集団である教師に支えられているのだ

から、一定量の実践が行われているのは必然とも言える。 
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 これになぞらえれば、普及・発展のために、中高年の哲学対話を生涯学

習体系の中に積極的に位置づける試みは、あながち間違った方向ではな

い。 
 「（表１）子ども・成人・高齢者の学習」を見ていただきたい。これは

生涯学習の教科書などに書かれているものに、筆者が元気な高齢者の部分

を付加し、全体的に加除整理して作成したものである。子ども教育学

pedagogy（ペタゴジー）、成人教育学 andragogy（アンドラゴジー）、高

齢者教育学gerogogy（ジェロゴジー）の 3 類型に合わせている。 
 表の内容をざっと要約すると、子どもは生物的発達に伴う課題に対する

学習が多い。まずは基礎・基本の習得のため、教材・教科の学習が中心で

ある。学習者と教育者の関係はほぼ固定化されており、学習内容・方法等

について学習者は教育者に依存的である。 
 成人は職場、家庭などでの社会的役割から生ずる課題に対する学習が多

い。課題解決型の学習が中心で、その際に学習者の経験は貴重な学習資源

となる。学習者と教育者の関係は流動的、多様であり、学習内容・方法等

については学習者自身の決定性が大きい。 
 高齢者は役割意識が希薄になり、内発的な好みからの学習が多くなる。

学習者と教育者は臨機応変、自由に入れ替わり、学習内容・方法等は自ら

の限界を意識しつつ自己決定する。 
 以上の 3 分類については、あまりにも類型的だなどの批判もあるが、哲

学対話を考えていく上での一つの参考にはなる。例えば、（表 1）の子ども

の教育・学習観は旧来のものであり、これを打ち破り、成人の学習内容・

方法等も柔軟に取り入れながら実践しているのが、「子ども哲学対話」だ

という言い方もできる。 
 さて、中高年の哲学対話である。（表１）を一見して、成人から高齢者

へかけての学習観と相性がいいと思っている。哲学を矮小化しているなど

と言わずに、積極的かつ具体的に生涯学習への位置づけを吟味していくの

がいい。 
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 一方で、日本の生涯学習は趣味、教養、生きがいレベルにとどまってい

るという批判もある。これに対しては、学習好きの国民性は大いに結構だ

し、趣味、教養、生きがいそのものをそれほど軽んずるべきでないという

のが筆者の立場である。 
 いずれにせよ、中高年の哲学対話と生涯学習は今後実践的に捉えていき

たい課題である。実を言うと、以下に紹介するところの、筆者が実践して

きた「人生カフェ」でも生涯学習のことを強く意識しだしたのは 近のこ

とである。 
２ 人生カフェ（中高年の人生を考える哲学カフェ） 

 人生カフェは 2014 年（平成26 年）6 月 28日に発足し、100 回以上開

催してきた。取り上げたテーマの例は（表2）のとおりであり、多彩であ

る。 
 人生カフェのチラシに沿って紹介すると、まずは呼び掛け文である。

「人生カフェへようこそ！今までの人生を振り返り、これからの人生をし

なやかに生きるために、主に中高年の人生について考える哲学カフェ（哲

学対話イベント）です。一人で考えるより、みんなで考える方が未来へ向

けて何かしらのヒントが得られると思います。私たちと一緒に人生の謎に

ついて考えてみませんか。」人生カフェの特徴として、自らの「問い」や

各自の「経験」「感情」を大切にすると謳っている。 
 月 2～4回開催し、金曜日または土曜日、午後の時間帯だけでなく、午

前や夜間に開催することもある。東京都新宿区の高田馬場駅周辺の公共施

設を利用することが多い。 
 原則として 12名を定員としているが、実際の参加者は 6～12 名くらい

で推移している。中高年が主なのは当然だが、若い方の参加も歓迎とPR
しており、実際に10 代～30 代の参加もある。半数くらいは常連だが、ホ

ームページやフェイスブックを見て新たに参加する人もいる。 
 オーソドックスな哲学カフェの形式で実施することが基本である。 
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さらに、 近では本や映画を素材にして対話することも定着している。素

材がある場合でも、その解釈や鑑賞というだけでなく、そこから問いをみ

んなで抽出し、その問いについて自由に対話している。 
 人生カフェのルールは、ⅰ人の話をよく聞く（人の話を途中でさえぎら

ない）、ⅱ人の悪口を言わない（人格攻撃をしない）、ⅲ誰か偉い人の考え

の紹介ではない（自分の考えを述べる）、などである。 
さらにミニ・ルールとして「5 分以上の話を続けている場合、ファシリ

テーターがストップをかけることがある」というのがある。これは厳密に

は適用しない、やんわりとしたルールであるが、中高年が多い人生カフェ

ならではのルールともいえる。 
 参加者へのおススメの心構えとして、次の 4 点を挙げている。 
① 他の人の発言に対して、時には応答（質問等）をしてみましょう。 
② お互いの考えの違いを尊重しながら、みんなが納得する考えを模索し

ましょう。 
③ 自分の問いや考えが変わっていくことを楽しみましょう。 
④ 結論を出す場ではありません。モヤモヤした感じが後に残るでしょ

う。そのモヤモヤをいろいろ考えるきっかけにしましょう。 
３ 中高年の哲学対話の特徴 

 ことさら他の世代との違いを強調するつもりはない。哲学対話はどの世

代でも可能であり、むしろ多様な世代が集まる哲学対話の方が面白いとい

う人も多い。だから、ここでは筆者が感じた特徴を 2点だけ記述する。 
 ひとつは中高年が一般的に抱える課題のことである。中高年は定年後や

子育て後は、仕事や家庭に関する役割は確かに低下するが、全くなくなる

わけではない。定年後も収入と仕事のことは気になるし、いくつになって

も子どもの問題はなくならない。また、多くの中高年が抱えることとし

て、介護の問題があり、これは今後ますます中高年共通の課題となってい

くだろう。 
 そして、中高年になると、人生全体の問題＝生老病死の問題がクローズ
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アップされてくる。社会的役割が少なくなってきても、この問題は残る。

特に、「老・病・死」の問題は中高年には当事者として重要な問題であ

り、この時期にこれらの問題を考えないのはもったいない。これらの問題

を哲学対話の場で、みんなとともに考えることを通して、中高年に新たな

生きる力が生まれれば幸いである。 
 二つ目は、中高年の性質、特に対話の際の傾向のことである。これにつ

いては、とりあえず（表3）「中高年の対話で陥りがちな傾向と対策」をま

とめてみた。（イラストは人生カフェのチラシから。） 
中高年には「説教おじさん」、「おしゃべりおばさん」と揶揄されるよう

に、対話がうまくできない人たちがいる。「対話の場から摘み出したくな

る連中」と指摘された文章を読んだことがある。 
 しかし、筆者はこれらを中高年の致命的な欠陥とは考えていない。ちょ

っと注意し合えば、十分に改善できることである。むしろ、中高年のいい

面に着目した方がいい。例えば、中高年は経験が豊富であるので、事例

（エピソード）を交えた具体的な話ができる。また、人生全体に対して、

人生後半期の立場から、余裕を持って眺めた発言ができるなどである。 
 そして、何よりも中高年は本音として、同世代とも、異世代とも、対話

をしたがっているということである。それが、尻込みしたり、遠慮した

り、面倒くさがったり、従来の生き方に拘泥したりして、対話の場に顔を

出して来ないのはいかにも残念である。 
 （ここで付記しておきたいのは、筆者は中高年に限定する哲学対話を提

唱しているわけではないということである。多世代にわたる人が参加する

哲学対話の面白さや意義は十分に承知している。ただし、若い人たちが中

心の対話の会に参加することを遠慮したり、躊躇したりするナイーブな中

高年が一定数いることを鑑みると、中高年が多数を占める哲学対話の場が

存在することは哲学対話への入り口として意義があると考えている。） 
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４ 中高年の哲学対話の方法 

 中高年の哲学対話に固有な方法というのはあるのか？ これに対して

は、人生カフェの実例で示したように、ベースは一般の哲学対話と同様で

あり、あとは若干のアレンジをすればいいと答えたい。 
そのアレンジの際にポイントとなるのは「シンプル」である。中高年に

とってはシンプルな哲学対話が参加しやすい。この考え方に基づいて、私

が実践している具体例を、いくつか列挙してみる。 
① 複雑で、凝ったワークショップは必要ない。 
 複雑で、凝ったワークショップには中高年の参加者もファシリテーター

も付いていくことができない。中高年は一定の言語能力を身に付けている

人が多いので、話す、聞くだけのシンプルな方法だけでも短時間で対話が

深まっていくことがある。 
② 参加者各自に紙に書いてもらう。 
 問い、意見、感想などを紙に書いてもらった上で、その紙を全員に見せ

ながら発言してもらう機会を作る。これも中高年が持つ一定の書く力を活

用したものである。話しているだけだと、中高年の場合、齟齬が多くな

り、ストレスが溜まることがある。書くことによって、本人の考えもクリ

アになるし、参加者たちにも伝わりやすくなる。黒板に書くよりも、本人

が自分で紙に書く方が主体的な感覚は強まる。 
③ チェックイン、チェックアウトを大事にする。 
 チェックインとは、自己紹介や簡単なアイスブレイクといった 初の導

入のことである。チェックアウトとは、 後に、その日の哲学対話で気づ

いたこと、新たに生じた問い、感想などを述べることである。参加者全員

が話すと時間はかかるが、丁寧に行う。中高年は現実の日常生活と哲学対

話のギャップが大きい人が多い。だから、この入口と出口のセッションを

丹念に行うと、間に挟まれたところの哲学対話がメリハリを持って体験し

やすくなる。日常の役割から距離を置き、一定の抽象的な話ができる場に

なるのである。 
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④ 長話や論争に注意する。 
参加者の長話や論争は、（表3）の中高年が陥りやすい傾向の中で示した

ように、中高年の哲学対話ではしばしば見られる光景である。これらは哲

学対話を活気づかせる場合もあるが、他の参加者たちの発言の機会を奪っ

てしまったり、安心して対話に参加することができなくなったりする。こ

れらに対応するためには哲学対話のルールの適切な適用が重要である。フ

ァシリテーターはこの点については柔軟に、かつ、しっかりと介入してい

い。 
おわりに 

 中高年の哲学対話を普及・発展させていきたい。そのためには中高年の

哲学対話を生涯学習の体系の中に位置づけ、中高年の特徴を生かしなが

ら、シンプルな方法を用いて、実践していきたい。 
 人生カフェの活動は今後も続けていくつもりである。また、他の場所・

機会において、中高年の哲学対話を実践したい方に対しては、お手伝いで

きることがあればしていきたい。 
 今回のこの文章で、多少とも中高年の哲学対話についてのイメージを持

っていただけたならば幸いです。今後ともご理解・ご支援・ご協力をお願

いいたします。 
 
人生カフェ 

 ホームページ、フェイスブックは「人生カフェ」で検索を。 

Tokyojinseigakuin.cocolog-nifty.com 

参考文献 

森玲奈編著（2017）『「ラーニングフルエイジング」とは何か』ミネルヴァ書房 

堀薫夫編著（2012）『教育老年学と高齢者学習』学文社 

梶谷真司（2018）『考えるとはどういうことか』幻冬舎新書 

カフェフィロ編（2014）『哲学カフェのつくりかた』大阪大学出版会 

※本文中のすべての図表は、上記資料を参考に、筆者が作成した。 
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応用演劇で哲学対話してみた 

「演劇×哲学、演劇で現象をとらえなおす」をふりかえる 

佐々木英子（アプライドシアター研究所主宰） 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

１．はじめに 

2018 年 11 月 25 日、東京大学駒場祭の哲学カフェにて、「演劇×哲学、

演劇で現象をとらえなおす」と題して、応用演劇をつかった哲学対話を

試みた。ファシリテーションを担当したのは、アプライドシアター研究

所で応用演劇コースに参加する研修生たちである。応用演劇とは、演劇

を応用した「実践」のことであり、机上の空論を行っていても意味がな

い。そこで、「何が起こるかわからず、即興で対応しなければいけない現

場でやってみよう！」という実習の一環でもあった。 
一般的には、演劇といえば、劇団四季や歌舞伎などの舞台を想像する

かもしれない。しかし、私たちの専門は、「応用」演劇といって、いわゆ

る商業演劇とは違い、演劇をツールにして、参加者に、観客にも俳優に

もなってもらえるような参加の場をつくることなのである。 
筆者のこれまでの対話関連の活動をふりかえると、例えば、2001 年に

こどもの城・青山円形劇場で行った、発達障がいのこども達も参加した

メキシコのストリートチルドレンとレスラー神父の実話を描いた演劇公

演や、2012 年には、エジンバラ演劇祭にて、東北被災地からツイッター

で発信し続けた福島の詩人、和合亮一さんの詩と日本の伝統芸能である
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和楽器と能をコラボさせた朗読劇の公演の後に、客席との垣根を取り払

って自由な対話を行ったことがある。 
留学から帰国した 2013 年以降は、哲学対話自体を、中学校の異文化

コミュニケーション講座に取り入れたり、シアターゲームで心身をほぐ

してから即興で問いを立てて行ったり、演劇手法を変形させて対話のツ

ールにしたりするなど、演劇×哲学対話を独自で試行してもきた。 
本稿においては、応用演劇の中心的な手法の一つである「フォーラム

シアター」を駒場祭の哲学カフェで試みた実践をふりかえるとともに、

そもそも応用演劇は哲学対話といえるのか？何が同じで何が違うのだろ

う？といった素朴な疑問についても少し考えてみたい。 
 

２．応用演劇とフォーラムシアター 

（１）応用演劇とは何か？ 

初に、筆者の専門である応用演劇について少し紹介しよう。応用演

劇とは、アプライドシアター（applied theatre）の和訳であり、90 年代

から欧米中心に急速に広がってきた分野である。包括用語として、ふだ

ん演劇をしない人たちを対象に演劇を応用した場全般を指している。 
前述のように、演劇といえばエンターテイメントと思われるだろうが、

原初、演劇はコミュニティと人々の絆を深めた民衆のための祝祭 1 であ

り、現在のように劇場が観る側と観られる側を区別したのは後のことだ

った。その後、現代に入り、再び劇場の壁を取り払い、演劇を野外に戻

しコミュニティに再度つないだものが応用（演劇）であり、多様な背景

を元に成り立つ現代演劇の一つであるといわれている。 
21 世紀に入り、応用演劇の分野においても、個人やコミュニティ、と

りわけ、被抑圧者や傷つきやすくもろい状況にある人たちのために、演

劇をツールに解放やエンパワメントを行い、変容を促す場が主流となっ

てきた。日本では、1997 年に「応用演劇」という和訳が紹介された後、

2003 年、2010 年に、前者ではイギリスの生活の中の演劇が、後者では

チェスター大学アレン・オーエンズ教授と共に開発されたプレテキスト



実践の扉 

 24 

を使ったドラマによる教育が、それぞれ「アプライド・ドラマ」2として、

イギリス在住のナオミ・グリーン氏によって紹介された。 
2011 年東日本大震災以降は、日本においても多様な実践が広がりを見

せてきており、哲学分野においては、2014 年～2016 年に「哲学ドラマ

コレクティブ」グループが、東大駒場祭や共生のための国際哲学研究セ

ンター（UTCP）とコラボして、オーエンズ教授とグリーン氏によるプ

レテキスト手法を用いたワークショップを試みている。2013 年、後にこ

のグループを立ち上げた大谷賢治郎氏と松山侑生氏の初顔合わせの場に

筆者も居合わせていたことを思い起こすと感慨深い。 
 

（２）フォーラムシアターとは何か？ 

 次に、フォーラムシアターについて簡単に紹介する。この手法は、21
世紀型応用演劇の源流の一つである、「被抑圧者の演劇」を提唱したブラ

ジル出身の演劇家で活動家だったアウグスト・ボアールにより生み出さ

れた応用演劇の中心的な手法の一つである。 
 主役（プロタゴニスト）が直面している葛藤のある状況・環境が 悪

の状態で終わる寸劇を見て、参加者がその状況を巻き戻し、プロタゴニ

ストにとってより良い結末となるよう、実際に演じたり、役者に演じて

もらったりしながら即興でつくり直していく。 
参加者は、自分が住んでいる課題を抱えた環境を、演劇をとおして意

識化し、劇に、観客でありながら能動的に関わるスペクト・アクター（観

客-俳優）としてストーリーを変化させていくことができる主体となる。

このプロセスが、そのグループ全体による演劇をとおしたフォーラム、

つまり公開討論の場となることから、フォーラムシアターという。欧米

では、ドラマ教育や企業研修などでも取り入れられており、昨今、日本

でも少しずつ知られてきている。 
今回の場においては、このプロセスを多様な身体性をとおした対話と

とらえ、現実的に社会現象となっている課題を含む寸劇を刺激として見

てもらい、そこから問いを立てて対話を行っていった。 
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３．フォーラムシアター「あるデザイン事務所での出来事」 

 

（１）刺激としての劇づくり 

 哲学対話として実践するにあたり、ウォームアップとして、まず、研

修生チームで討論ゲームと哲学対話を体験し、その差異について対話す

るところから始めた。フォーラムシアターの準備としては、 近気にな

っている身近な社会現象を洗い出していったが、ブラック企業における

過労死が日々報道されていた時期でもあり、職場で目にしたいじめ、差

別の課題などを中心に、それぞれが気になっている事柄を抽出していっ

た。そこから対話を繰り返し、二転三転しつつ、 終的に舞台をデザイ

ン事務所にすることに決定した。 
 登場人物は、当日参加できる人に変更が出るなどしつつ、 終的には、

長年勤務している非正規社員で、今回の案がチーフに通れば正社員への

道が開ける主人公 A、業界で名が知られているチーフ、 近入社した正

社員でセンスをチーフに買われている B と、進行役ジョーカーに設定。 
物語のプロットは、試行錯誤の上、「A と B が事務所でデザイン作成

にいそしんでいる。A がチーフに案を見せてもチーフは納得しないが、

B が見せるとセンスをほめる。チーフと B は飲みに行くが、A は制作に

集中したいために断る。翌朝、遅刻した A は案もさらに酷評されてしま

う。一方、B はさらに褒められる。数日後、決定した案は、チーフの名

前で制作された A の案と瓜二つのもの、つまり A のデザインの盗作だ

った。正社員の道を断たれた A は希望を失い落胆する」に決まった。 
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（２）実践のプロセス 

駒場祭当日は、晴天に恵まれ、こまば哲学カフェが主催する教室にて

ワークショップが開催された。時間になると演劇に関心をもつ人や通り

がかりの人など、社会人、主婦、学生、親子など 10 名強の参加者が三々

五々集まってきた。学祭の性質上、途中入退場する人たちもいたが、

終的には、参加者全員が、グループごとに、観た劇の中から様々な問い

を出し、それぞれが考えた「どうすれば主人公の未来をよりよく変える

ことができるか」について、アイデアを出し合い何かしらの役を演じ、

また、観る側演じる側が混ざり合って対話を行うことができた。 
 プロセスとしては、はじめに、こまば哲学カフェが掲げるルール「①
人の話をさえぎらずに聞く②他者を攻撃せず尊重する③他人の考えの

紹介に終始せず自分の考えを話す」を参加者と一緒に確認し、自己紹介

を終えると、ウォーミングアップとして、劇のテーマにリンクするよう

ないくつかのシアターゲームを伏線的に行った。その後、準備した劇を

見せ、この劇からの問い出しをグループごとに行い、全体でシェアした。

そして、そのストーリーをどのように変えればより良い結末になったか

について、それぞれのグループに分かれて演じ合い、それを全体でもシ

ェアして対話を深めた。 後には、全員でふりかえりを行った。 
参加者からは、多様なアイデアが引き出された。小学生が混ざったグ

ループにおいては、小学生が元の劇にはなかった登場人物である「社長」

となり「チーフがダメだねぇ」と一声発することで、それまで威張って

いたチーフが一瞬で弱い立場になり、ステイタスが入れ替わった。また、

コミュニケーション不足を課題としたグループでは、チーフの誘う飲み

会に主人公が断らずに同席し、ペットの共通項で会話が盛り上がり関係

性を改善させることでストーリーを変えた。ほかにも、主人公が自分の

案の盗作とわかった瞬間に、怒りの感情を直接ぶつけることによりチー

フに「公表しようと思ってたんだ」と言わしめるも、同僚も盗作されて

いたことがそこで判明し、チーフがそれ以上逃げられなくなってしまう

というグループがあるなど、一人ひとりが主体となり、様々な解釈、ア
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イデアで劇は次々につくり変えられていった。はじめて会ったばかりの

参加者同士が、演劇の力をとおしてあっという間に本音で対話し、イキ

イキと楽しそうに演じていたのが印象的だった。 
 

（３）参加者の感想 

終了後に回収された参加者からの感想には、「（演劇で見た）状況は難

しく A さんが気の毒だった」「個人で行うことには限りがあり、他者が

必要だと思った」といった、劇の主人公に共感的なものや、「台本のない

ストーリーを作ることはとても面白かった」「社長役を演じたのがおもし

ろかった（小学生）」といった演劇をつかうことの面白さへの言及、また、

「いくらでもストーリーは変えられるということに気づいた」「自分だけ

では思いつかなかったことに他の方がつくったシーンを見て気づけた」、

「色んな意見があって発見することがあった」といった、会ったばかり

の多様な他者との演劇をとおした対話による「気づき」「発見」に関する

感想が多々見受けられた。 
さらに、「物事を善悪でとらえると行動改善の選択肢が少なくなるけど、

第三者視点で見て、それぞれの改善点をあげていけば、よりよい社会を

つくっていける気がした」というものもあった。ミードが「主我が住ん

でいる状況に対する反作用こそが、重要な社会的変化を引き起こす」3と

いい、ボアールが「演劇は変革の武器でありリハーサルである」⁴ とい

うように、客観的に見ることが難しく、感情や善悪でとらえてしまいが

ちな自分が住む世界における葛藤も、演劇をとおして立体的に外在化／

客体化させることにより異化し、二元論を越えて多様な視点に立ち、自

由に対話できるようになる。そして、この安全な場におけるリハーサル

を経て、何かしらの気づきを経験し少しばかり変容した、もしくは変容

しつつある自分をたずさえて、再創造する主体であるそれぞれの現実の

世界へと戻っていくのである。 
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４．哲学対話と応用演劇 

（１）21 世紀型のパラダイム 

ところで、哲学対話と応用演劇の親和性は確かにあるようだが、なぜ

そう感じるのだろうか？そもそも、これは哲学対話といえるのだろう

か？哲学対話にも参加したことがある参加者からは、共通点として「問

いがたくさんあったこと」また、相違点としては、「演劇をつかうと参加

している気がする」「（テーマを）ストーリーとして目で見ることができ

た」「身体性と前概念的体験ができた」などの感想があった。    
 こまば哲学カフェの顧問で UTCP センター長の梶谷真司氏はその著

書「考えるとはどういうことか」⁵において、哲学とは「問い、考え、語

ること、聞くこと」であり、哲学授業においても心がけていることは、

彼ら自身が「哲学を『体験』すること」と述べている。また、哲学対話

のルールとして「①何を言ってもいい②人のいうことに対して否定的な

態度をとらない③発言せず、ただ聞いているだけでもいい④お互いに問

いかけるようにする⑤知識ではなく、自分の経験にそくして話す⑥話が

まとまらなくてもいい⑦意見が変わってもいい⑧分からなくなっても

いい」を挙げている。 
 興味深いことに、これら哲学対話の前提となるものは、21 世紀型の応

用演劇の前提とほぼ重なるのである。つまり、応用演劇は主体となって

「演劇を『体験』する」参加型の場であり、上記の 8 項目は、①どう表

現してもいい②人の行うことに対して否定的な態度をとらない③演じ

ずにただ見ているだけでもいい④相互に行う⑤自分自身の身体性をつ

かう⑥上手くできなくていい⑦変化はむしろ大歓迎⑧わからなくてい

い、に自動変換できるのだ。そして、「問い、考え、語ること、聞くこと」

が哲学であるならば、応用演劇のプロセスは身体性をとおして哲学する

ことともいえる。 
 円になり関係性をフラットにすることも、多様性を生かし、一人ひと

りが抑圧されない主体であることを重視するところも共通である。演劇

の本質的な特性である「共感性」については、「客観的・批判的思考が難
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しくなり、哲学対話にとっては弱点になるのでは？」とひそかに危惧し

たが、否定どころか、意義・効用の一つとして挙げられている。 
すると、新型の哲学である哲学対話とは、哲学をツールとして、抑圧

された思考を自由に解放し、多様な他者とみんなで楽しく考える場とも

いえるだろうか。一方、新型の応用演劇もまた、演劇をツールとして、

個人・コミュニティの抑圧を解放し、多様性のある他者とみんなで楽し

く、気づきをとおして自己と環境を変革していく場なのである。これら

から、哲学対話と応用演劇は、その本質的なパラダイム自体に共通性が

あり、親和性があることがわかる。 
さらに、哲学が「問い、考え、語ること、聞くこと」であるならば、

少なくとも新型の応用演劇の場においては、そのプロセスにおいて哲学

することなしには成り立たない。すると、応用演劇を、ある意味、身体

性をとおした哲学対話ということもできるのではないだろうか。 
 

（２）哲学と演劇のコミュニケーション 

それでは、これらの違いはどこにあるのだろうか？感想にあるように、

演劇をツールとする場合は、テーマもストーリーとして立体的に示され、

芸術様式に守られながら、有機体としての身体全体で考え対話すること

になる。プロセスにおいては、相互作用により共感性が刺激され、前概

念的な体験も含め、多元的にコミュニケーションを行うため、参加して

いるという感覚を、さらに味わうことになるだろう。 
人間は多様であり、誰もが自分の考えを理路整然と言語化できる状態

にあるとは限らない。哲学対話は、そのルールにおいても、上手に話す

ことを目的としてはいない。しかし、脳神経の発達段階が、非言語から

言語へと発達していくように、演劇ではさらに未分化な感覚、感情など

も含んだ身体全体をつかうため、進化した言語により客観的にコミュニ

ケーションできる哲学と比べて、よりインクルーシブで、ふだん言語化

できず抑圧されていた感覚・感情も解放できる場となりうるだろう。 
実施形態としては、応用演劇のファシリテーションには、内容によっ
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て、人数、準備が必要になるため、時間、コストもかかってくる。一方、

哲学対話は、気軽に実施することができ、現実的には幅広い場にすぐに

取り入れやすいのではないだろうか。 
実は、個人的には、思考するときには、腑に落ちるまで徹底的にぐる

ぐると思考して深めていくことが好きなため、思考するならば他者の言

葉を刺激に、ある程度身体を忘れて思考に集中できる、他者といながら

孤独でもありえる場が理想だったりする。一方、演劇では、他者と共有

する時空にひもづいた身体性を伴うため、全てを閉鎖して簡単に次元を

飛び越えて思考の世界だけに入り込むことはなかなか難しい。その代わ

り、自由に演じていたとしても、他者と共有する時空（コミュニティ・

社会）や本音（感覚・感情）を含んだ対話になりやすいだろう。 
フォーラムシアターのように、生活に直結したコミュニティや個人の

課題を多様な他者と対話する際には、身体がひもづく現実にある程度そ

くしていなければ、実際に現実に生かす解決策を探るための対話にはな

りえない。また、応用演劇と同じく、生徒が主体になるように双方向の

場で行うドラマ教育が、イギリスで道徳や市民性教育によく活用されて

いるのは、身体性をとおした対話により、共感性をつかい他者への想像

力を自然に育みながら、個人だけではなく、そのコミュニティへの参加

と変革を同時に促すからだろう。 
 

５．おわりに 

21 世紀に入り、様々な場のパラダイムが転換してきているようだ。IT
革命や地球変動といった大きな環境の変化の中で、前例のない状況をみ

んなで生き抜いていくために、多様性を生かし合い、一人ひとりが環境

を自分事として意識化し、主体的に、自分たちに合った環境を楽しんで

再創造していこうという共生の場への転換ともいえるかもしれない。 
ロシアの心理学者レフ・ヴィゴツキーによれば、人間には、一人では

できないことも、みんなでやればできる領域があり、そしてその力を一

人ひとりの力に変えていくことができるのだという。哲学対話も応用演
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劇も、間違えなく、そういった新しい場の実践という意味において共通

しているのではないだろうか。純粋に思考することはとても楽しいが、

機会があれば、ぜひ、演劇による対話も試してみてほしい。 
末筆ながら、この度、貴重な場を快く提供してくださったこまば哲学

カフェ顧問の梶谷真司先生、代表の小林大輝さんをはじめとする運営委

員の皆さまに心から感謝している。また、講師としてフォーラムシアタ

ーを共につくりご指導いただいた、演劇デザインギルドの花崎攝さん、

演劇百貨店の柏木陽さんにも、この場をお借りしてお礼申し上げたい。 

 

※フォーラムシアターの台本を使用したい、詳しく学びたい、応用演劇を知りたい 

など、何かございましたら、お気軽に以下までご連絡ください。 

 

【連絡先】 

appliedtheatre17@gmail.com 

【アプライドシアター研究所ウェブサイト】 

https://appliedtheatre.wixsite.com/labo 
 

註 
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オーエンズ,アラン & グリーン,ナオミ(2010)『やってみよう！アプライド・ドラ
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4 Boal,A. (1993)Theatre of the Oppressed, translated by Charles A. 
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小学生のわたしが哲学対話をしたら 

「ふたりきりの哲学研究室」の歩み 

阿部弥衣子（小学 6年生）、永井里花菜（江戸川区子ども未来館） 

―――――――――――――――――――――――――――

１．はじめに 

 「ふたりきりの哲学研究室」は、小学 6年生（2019年 3月現在）の
阿部さんと江戸川区子ども未来館職員永井の 2人からなる研究室であ
る。そこで、私たちは「うそ」をテーマとして、「哲学対話」をしてき

た。ここでは、その成果をまとめたレポートができあがるまでを説明

する。 
 
２．江戸川区子ども未来館について 

 江戸川区子ども未来館（東京都江戸川区）では、小学生を対象とし

て、自然科学、人文社会科学、ものづくりなど、幅広い分野の講座を

展開している。講座には、共育・協働の理念の基、ボランティアや、

大学および研究機関の研究者、企業や区民の有識者などが関わってい

る。2017年度は、549回の講座が実施され、のべ 13,012人の子ども
が参加した。 
 

３．連続講座「子ども哲学」について 

 2016年度から、河野哲也立教大学教授を講師にむかえ、「子ども哲
学～思考力と対話力をみがこう～」という、4月から翌年 3月までの
連続講座（全 12回）が始まった。参加者（小学 4～6年生、20名程
度）は、毎回与えられる大きなテーマから問いを出し合い、1年間対話
を重ねていく。大学生や大学院生、ボランティアがファシリテーター

になっている。阿部さんは、小学 4年生のときこの講座に参加し、そ
こでの対話をきっかけに「うそ」について考えはじめた。 
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４．研究室について 

 子ども未来館では、講座終了後もさらに研究を続けたいという子ど

ものために、「研究室」というプログラムを設置している。そこでは、

子ども自身がテーマを決め、自ら考え研究を進めていく。阿部さん

は、2017年から「研究室」をはじめ、「うそ」についての考えをより
深めていった。 
 

５．哲学プラクティス連絡会への参加 

 2018年 8月、哲学プラクティス連絡会において、1年 3か月にわた
る阿部さんの研究、「ウソ～対話をとおして見えた感じ方のちがい～」

を発表した。浜田廣介の『ないた赤おに』に出てくるうその分析、う

その定義、分類、うそをテーマにした哲学対話とその考察を試みた。 
 

６．おわりに 

今回掲載するものは、上記のものに、連絡会に参加した感想と今後

の課題を追記したものである。「うそ」という一つのテーマを、「哲学

対話」をしながら研究してきた、現段階での成果を読んでいただきた

い。（永井） 
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「哲学する教師」になれるのか 

―あるいは、「高専てつがく」(1)の試みの経過報告― 

小川泰治（宇部工業高等専門学校） 

――――――――――――――――――――――――――― 

はじめに 

 2018 年 4 月より山口県にある高等専門学校（主に中学卒業後の進路

として 5年間の一貫教育を行い、様々な分野の技術者の養成を主目的と

する高等教育機関。以下「高専」。）に勤めている。3 月の終わりにバタ

バタと引っ越し、一年間、主に低学年（16～18歳）の学生に対して「現

代社会」や「倫理」の授業を担当してきた。40人を超える教室だけれど、

哲学プラクティスの視点を取り入れた工夫をしながら、いわゆる「哲学

対話」も複数回行う、そんな先生になっている。 

本稿では、そんな私の哲学プラクティス上の個人的な悩みをふりかえ

っていきたい。「個人的なことは政治的なこと」という言葉は、哲学プラ

クティスにおいても通じるところがあるのではないかと思っている節が

ある。私にとって個人的なことを個人的なままに書き起こすことは、多

くの人がかかわる一つの動きとしての哲学プラクティスの抱える問題と

つながっているはずだ、あるいは共鳴するはずだ。そうゆるやかに信じ

たい。 

 

１. 40人と「ゆっくり・じっくり」、に悩む 

春。授業の柱には哲学対話を据える。このことは当初からの方針だっ

た。初回は、授業の概要説明もそこそこに、40人を超える学生さんたち

に円になって座ってもらい、クラスごとにコミュニティボールをつくる。

きっと楽しんでもらえると思って教室に向かうけれど、廊下を歩いてい

るとき、教室に入るときはとても緊張する。しかも、いきなり円になっ

て好きな食べ物なんかを言いながら、毛糸を巻くなんて、受け入れてく

れるだろうか。それぞれのクラスごとに大きく雰囲気は違うし、きっと

まだ警戒もされているのがわかる。それでも、なんとかクラスごとに色
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や大きさが様々のボールができた。 

二回目の授業では、「みんな全然違うのに、人と人とはわかりあえるの

か」を問いとして提示して、実際に哲学対話をした。答えの出ないこと

について対話をしていくことの意義を最初からみんなで考えておきたい、

という意図はあったのだけれど、今思えば、こんな大それた問いにする

のではなくて、彼ら／彼女ら自身の考えたいことを素直に問いにしても

らうべきだった。 

 コミュニティボールづくりと最初の対話を終えた当時のメモがある。 

  

2回やってみて、どのクラスも基本的に素直な学生が多い印象。ただ、難

しい話をすることへの苦手意識があったり、実際本当にそういうことに慣

れていなくてついていけていない人がいるみたい。そのあたり、どのクラ

スもどんどん考えられる子のペースではなく、こちらもペースを落として、

ゆっくり話をして、考えることを楽しめるようにしないといけないなあ。

[…] 

                            

40 人を超える教室での対話の場合は、特に、学生の側から、「もっとゆ

っくり考えたい」「今の発言の意味がよくわからなかった」といった発言

はすぐには期待できない。だからこそ、教員自身が一人の哲学する人と

して「ゆっくり・じっくり考えること」を心がけたいのだけれど、授業

の進行や時間のことが気になってしまう。哲学やゆっくり・じっくりで

も学校はせわしなく、いそがしい。だから「哲学する教師」であろうと

するのはとても難しい。 

 

２. 「教室という箱の力」に悩む 

 授業では哲学対話もやるけれど、哲学者たちの思想の紹介も含む講義

もする。授業時間になって教室に行って教卓を挟んで学生の前に立てば、

クラス、個々人でもちろん程度の差はあれ、話は聞いてくれるし、指示

をすればついてきてくれる。その意味で高専生は基本的に「優秀」だ。
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そういう安心感に守られて、教室でははっきりと大きな声が出せている。

聞いてくれるのをいいことについつい気分よく長々と話してしまう。も

しかしたら自分は（下手なりにも）授業を進めるのが上手なのかな、と

勘違いすることもある。 

でも、それは教室で、授業のなかで、教卓を挟んで、授業をちゃんと

受けないと成績を下げるという圧倒的な力をもった「先生」だからこそ

であって、自分の力でもなんでもないの。それを痛感するのは、授業外

に、授業では接しない学生に指導する必要のある場面。授業中ならあん

なに話せたのに、教室外で面と向かってみると、声が喉をつっかえるし、

（教室以上に）なよなよ、してしまう。 

 教室内でいい気分でしゃべる自分と、教室外でなよなよする自分との

あいだで当時の私は次のように悩んでいた。 

 

教室外でなよなよしてしまうなら、むしろ教室という箱で自分が四十人の

学生に対して偉そうにしゃべっている、そちらの方が変なのだと。このギ

ャップは、教室外ももっと「先生」らしくする、ことでも解消できるけれ

ど、その逆で、教室での授業をもっと、なよなよするというわけではない

けれど、なんというか、ふだんどおりの声でしゃべることでも解消できる

のではないか、とも思ってしまう。(2) 

 

しかし、教室でふだんどおりの声でしゃべればよい、というわけでもな

い。私がなよなよしながらも、彼ら彼女らと楽しくしゃべれると、つい

つい自分の手柄な気がしてしまうけれど、そうではないからだ。私語が

あったり、眠っていたり、内職したり、スマホいじったりもされるけど、

それでも時間割通りに教室で彼らが前を向いてそこで私を待っているこ

と。対話をしようといえば、やる気のない人たちも含めて重い机を動か

してイスをだけの円を作ること。実はこういう「学校という箱」のもつ

隠れた強制力を哲学プラクティスは嫌うはずだ。「哲学する教師」もまた、

こういう学校の気持ち悪いところなしではいられないのだろうか。 
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３．授業の行き詰まり感に悩む 

 夏に差し掛かった時期のこと。高専では「倫理」や「現代社会」とい

う科目名でも、内容については教員の裁量にゆだねられている面が大き

い。それもあって、個人的に大事にしたい授業のテーマの一つが「ジェ

ンダー」だった。ジェンダー・バランスが不均衡な空間だからこそ、「男

らしさ」や「女らしさ」といったものが偏見や「呪い」になってほしく

ない。これからも大事に練っていきたいテーマの一つだ。 

 ただ、そういうテーマだからこそ、教えることと考えること、の間で

授業が中途半端になって行き詰ってしまう。社会には、あるいは私たち

の身の回りには、ジェンダーをめぐるどんな問題があり、それに対して

どういったアプローチができるのか、などをざっくりと講義したあとで、

学生のみなさんが立てた問いについて考え、最後にはコメントペーパー

（「大福帳」と呼ばれるポートフォリオを使っている。）に考えを記入し

てもらう。テーマ学習と哲学対話を組み合わせるなら、おそらくオーソ

ドックスな流れの授業をした。 

 学生の感想にはこんなものがある。 

 

・ 男らしさや女らしさというのは大事だと思います。それをなくしてし

まうとみんな同じになってしまうからです。 

・ 女性と話をするときは使う言葉に気を付けようと思いました。 

・ 男女平等でないと言われている今でも、社会はそれなりにうまくまわ

っているので、平等でなければならない、というのはないと思った。 

・ こんな話をしたって性差別はなくならないと思いました。なぜなくな

らないのかと考える、それは私には荷が重すぎる。 

 

ほかの授業では、学生の感想に一喜一憂することはあまりないのだけれ

ど、このテーマでこの感想を目にしたときにはなんだかガクッと来てし

まった。今思えば、どれも素朴な感覚としてはわかるものばかりだし、
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ここからじっくりと対話へとつなげていくことは十分にできるだろう。

それでも、そのときガクッときたのは、きっと、「一緒に考えたい」以上

に実は自分が「教えたい」「考えてほしい」ことがたくさんあること、そ

してそれを思いの外伝えられていないこと、に気づかされたからだ。 

 哲学対話を柱に、問いについて一緒に考える授業にしようと決めた。

哲学者についての講義もするけれど、実はそこで学んでもらう知識につ

いては忘れてしまってもいいと思ってもいる。それでもなお、実は自分

は一緒に考えただけでは不十分で、教えたいことがあったということに

戸惑ってしまったのだと思う。 

 

４．対話か講義か、に悩む 

 授業の区切りのタイミングでは、記名式のポートフォリオと学校指定

の無記名のアンケート、両方で、授業についての感想や評価をお願いし

ている。こちらとしては、理系の学生さんたちだし、そんなに社会科の

知識を講義で聞いても辛いだけでしょう。できるだけ対話やワークの時

間があったほうがいいと思ってくれているに違いない。こう思っていた。 

 けれど、ふたを開けてみると、特に「現代社会」を受けている学生さ

んたちからは、「授業全体に対しての哲学対話の回数が多い」「もっと講

義を聞きたかった」「教科書の内容を掘り下げて勉強したかった」といっ

たコメントが目立った。哲学対話を増やしてほしい、このままでよいと

いう人のほうが多数派ではあるのだけれど、それでも社会の授業を講義

型で受けたいと思っているなんて知らなかった！とびっくりし、戸惑っ

てしまう。…みんな講義したらしたで寝るじゃないか！ 

冷静になってみれば、もちろん講義型のものをもっと聞きたいという

方がいる理由もわかる。そのなかには、社会科の勉強が好きだ！という

方もいるだろうけど、もっと消極的に対話やワークをやらされることが

嫌だから講義のほうがマシ、という想いもあるだろうと思う。確かに、

強制参加の対話やグループワークをやり始めた途端にみんなが楽しんで

考えているということのほうがはるかにおかしい。授業をアクティブに
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するということは、本当は大人しく椅子に座ってやりすごしていたい人

たちにそれを許さないような暴力的なことでもあるのだ。「哲学する教師」

は哲学を強制する教師でしかいられないんだろうか。 

今この文章を書きながら、自分の授業の対話やワークの場を思い出す。

対話の円のなかで、4 人組で机を固めて座るワークの最中に、話し合っ

たり、考えたりすることよりも、とにかくその時間がただ過ぎることの

みを望んでいるような身体をした学生はいなかったか。そしてその学生

が目に入ったとき、見てみないふりをしていなかったか。けれど、もし

その学生に気づけたとして、そのとき自分はどうすべきだったのだろう。 

 

５．哲学対話に悩む 

 秋から冬になるころ。対話か講義かに悩み、哲学対話を予定していた

回で、講義メインの内容に切り替えたこともあったものの、数回に一度

は、哲学対話へのチャレンジを続けていた。 

「正義」をテーマにした授業のあとで、アンパンマンを題材にしたり

（アンパンマンマーチを教室で流した！）、全員が問いを出すためにみ

んな立ち上がってホワイトボードに問いを書いてみたり、浅野いにおの

短編漫画を素材にしたり、20人は対話、残りの 20人はグループワーク

とクラスを二つに分けてみたり、はたまたシンプルにプレーンバニラ

（学生たち自身が気になっていることを問いにすること）をしたりと、

いろいろ試してみる。 

 対話を重ねていくと、感触がよいとき、悪いとき、がある。通常の講

義でもそうだけれど、賑やかなクラス、賑やかすぎるクラス、反応のな

いクラス、も確かにある。でも、だからといって、授業がうまくいかな

いという教員の感じ方を、「あのクラスは学生がダメだから…」みた

いに言うのは、ほんとうにダメである。一人一人別個の人間について、

クラス単位で語るのを当たり前にしてはいけない。 

では、教員である自分がダメだったのか。もちろん、自分はもっとい

い実践者になれると思うし、その日ももっとなにかうまいアプローチが
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できたとは思う。哲学対話をする前の雰囲気づくりやルールやボールの

使い方の徹底とか、心がまえや哲学対話をやる意図について丁寧に伝え

ていくとか、もっと関わって、もっと言っていけば改善できるはずだ。

だから自分のせい、だ。 

でも、あの場は自分だけのものじゃない。教育の場で責任を負う側の

人間にとって悩ましいところではあるけれど、対話の場はやはり学生と

一緒に作っていくものだ。だから学生のせいでも、ある。 

 

何でも言っていい、自由に考えていい、対話はみんなで作っていくも

のだとしたのであれば、対話の成り行きは、もっとも根本的なところで

参加者に委ねなければならない。 

誰が参加するのか、どこでいつやるのか、どれくらい時間をかけるの

かによって、結果は違ってくる。うまくいく時もいかない時もある。 コ

ントロールできるものでもないし、すべきでもない。誰のせいでもな

く、みんなのせいでもある。(3) 

 

梶谷さんのこの文章はとても沁みる。 

そうすると、哲学対話の授業を教員としてどうデザインしようか、と

いう発想がそもそも間違っている、ということになる。教員の側が焦っ

て手を加えようとすればするほど、学生さんたちは主体的に考えるどこ

ろか、与えられた場で指示された通りに動くお客さんになってしまうだ

ろう。問いがうまく決まらなかったり、だれかがふざけだしたりしたと

きに、教員がなにか言ったり、止めたり、整理したり、するのを学生さ

んたちは待ってしまうだろう。 

そういう意味では、自分に必要なのは、この授業はみんなでやるんだ

よ、起きることはみんなのせいなんだよということをもっとちゃんと伝

えることになるのかもしれない。でも、学校の授業の教室で、それを伝

えること、とても難しいのだ。 

 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C8%A5%ED%A1%BC%A5%EB
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６．「成績を人質にする」に悩む 

冬。この一年間で計四回、成績をつけた。評価基準の 60％に満たな

い学生については単位を認めないので、学生たちも必死である。けれ

ど、採点や評価をしていて、採点をされているのは実は教員の側だ、と

思う。こっちが独りよがりで教えた気持ちになっていることが、いかに

伝わっていないかを思い知るという意味で、だ。点数が取れないことを

学生のせいにするのは簡単だけど、その前に自分が授業を受けている人

たちの理解を確認せずに、ごりごりと進めていた結果がこうなのではな

いか。あるいは、授業中にスマホを触っていたり、居眠りをしているの

を知りながらも、みすみす見過ごしてきた結果なのだ。もちろん、そう

なってもいいとは思っていた部分があるけれど、でも答案をみながら、

こういう指導、支援でよかったのか、という思いはよぎってしまう。 

 「成績表って、ある種の「人質」だと思っています。」と言った知人が

いる。本当にそうだ。学生が急に席を立たずに大人しく話を聞いている

のも、試験勉強のために私の研究室にまで質問に来るのも、結局は成績

評価という関係性でつながっているからこそ。「哲学する」ことの要件に

なるような対等な関係、安全な関係とは程遠い。だったら、成績評価を

一切やめてしまえばよいのかもしれないけれど、それほどロックなこと

はできなくて、せめてなるべく丁寧かつ誠実に、納得できる評価をもら

ってもらえるように一年間がんばったつもりではある。 

 それでも、年度の終わりになって、成績を人質にするのをやめてみた

くなってしまった。たまたま、補講日が試験後の期間に設定されていた

こともあり、学生にはその日、哲学対話をする予定であること、そして

出欠はとるが成績評価には関係しないことをしつこく伝えてみた。こう

すれば、成績とは無関係に哲学対話に関心のある人が集まってくれるは

ずだと思ったからだ。その結果、ごっそり欠席者が出ても、それは仕方

ない。これを伝えてから当日まで、とても不安な気持ちに駆られて過ご

した。これまで授業に行けばほとんどの学生が当たり前に待っていると

いう安心感を成績を人質にすることによって得ていたのだ。 
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けれど、ふたを開けると、もちろん欠席者は多数いたけれど、それで

もそれなりに出席者がいる。ただ、いざ哲学対話に移っていこうとして

も、乗り気な人たちは決して多くない。はっきり、ダルそうだし、普段

の授業よりも私語が目立つなあと思いながら授業をしていて、気づく。

ああ、出欠（ですら）もまた学生にとっては人質なのだった。人質的関

係から解放されて、対等に学生と共に哲学する場を学校につくること、

次の一年どうやってこれにチャレンジしていったらいいんだろうか。 

 

７．もちろん、自慢だってある 

ここまで、いろいろ悩んでばかりで、楽しいこともうまくいったこと

もないように書いてきたけれど、もちろん自慢したいこともある。 

ありがたいことに、高専では教員一人一人に研究室がある。学生さん

は、放課後など、ちょっとしたおしゃべりに尋ねてくれた。さらに、授

業外に有志での哲学対話の会を企画、授業や SNS で声をかけて、やっ

てみた。7 月の初回は参加者 1 名、翌週は 3 名、8 月は 3 名、間があい

て 12月は 7名、3月は 9名（すべて総数には私自身も含む）と、少数で

はあったけれど、関心をもってくれる学生がいたことは、一年間を通し

ての手応えだったし、癒される楽しい時間だった。 

 アンケートに励まされることもあった。 

 

授業中って教師と生徒、お互いに「人間」であることを忘れる瞬間があ

ると思ってる。でも、先生の授業は生徒が人間であることを認めてく

れ、先生が人間であることも忘れなかった。すごいと思う。 

 

匿名でのこのコメントを呼んだときには、さすがにしびれた。こんなコ

メントが書けるあなたのほうがすごい。けれど、なるべく誠実に、教員

としての権威を利用せずに、と思って、試行錯誤に悩んだけれど、一人

にでも伝わって、こういうコメントが引き出せたことについては、自慢

したいのだ。 
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おわりに―私は何に悩んできたのか 

 私は一年間、実践をしながら何に悩んできたのだろう。執筆を通して

わかってきたのは、学校という組織の教員としての使命や責任のような

ものと、一人の哲学する人としての使命や責任のようなもののズレに悩

み、揺れていた、ということ。 

 「学校という箱」は恐ろしいところで、成績を疑い、学生のまえでな

よなよしたり、対話の場を作ることに苦悩していても、それでも、少し

ずつ「学校」という場や「先生」という仕事に疑いをもたなくなってい

く。年上である（だけの）自分が年下である（だけの）学生に対して、

指示し、語り、教えることの権威性に違和感を持たなくなっていってい

る自分に気づいてしまう。そんな空間でどうやったら哲学し続けられる

んだろう。「哲学する」と「教育する」は両立させていけるんだろうか。

「哲学する教師」であることはできるんだろうか。 

途方もなくて、発狂しそうにもなるけれど、同時にやるべきことはと

てもシンプルでもある。次の一年もまた悩みながら、問いをもち、ゆっ

くり・じっくり考える人であろうとすること。発狂寸前で立ち止まり、

少しの自慢とたくさんの苦悩とともに、「高専てつがく」を継続しよう。 

 

註 

(1)「高専てつがく」というネーミングは、昨年度非常勤をさせていただいた別の高

専で出会った学生さんたちと「授業関係や哲学対話のことについて Twitterで

さらに考えられるハッシュタグがほしいね」という話題になり、生まれたも

の。それ以来、気に入って、自身の実践の呼称としてずっと使わせてもらって

いる。 

(2) 小川泰治「ああ、教室という箱の力よ」、はてなブログ『高専てつがくは発狂す

る』、2018年 4月 30日執筆、http://p4c-essay.hatenadiary.jp/entry/2018/04/3

0/221813.  

(3) 梶谷真司『考えるとはどういうことか 0 歳から 100 歳までの哲学入門』、幻冬舎

新書、2018 年、pp. 245-246. 

http://p4c-essay.hatenadiary.jp/entry/2018/04/30/221813
http://p4c-essay.hatenadiary.jp/entry/2018/04/30/221813
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あとがき 

―いつメン・閉じコン問題と真理のスイカ― 

氏名 xC（くろすしぃ）（所属：無所属） 

――――――――――――――――――――――――――― 

 

哲学の沼にどっぷりハマったことがある人以外は、意味不明であろう、

作品を書いてしまいました。 

どうも xC（くろすしぃ）です。 

 

漫画では孤独（というよりは孤高）なオジサマを揶揄っていましたが、

私こそ孤独な哲学者でございます。 

所属は無所属で、今自分で哲学カフェを運営するか悩み中です。（2019年

3月現在） 

 

哲学カフェの運営などはしておりませんが、オンラインの哲学サークル

に所属して 9年、リアルの哲学カフェに通い始めて 2年目になります。 

哲学カフェを運営したいというよりは、哲学漫画を描きたいと思ってい

て、哲学ライフの後半 2年は取材のつもりで、フラフラと興味のある関

東圏の哲学カフェに赴いておりました。 

 

この漫画の冒頭を、とある哲学作家の方に見てもらったら、「これって哲

学カフェをディスっている漫画？非常にウィトゲンシュタイン的だね」

と言われました。 

 

このような漫画を、哲学プラクティス連絡会の機関紙に投稿してよいも

のか？と思いましたが、せっかく描いてしまったし、投稿することにし

ました。（ボツにならないことを祈っております。） 

 

申込を決めた 2018年 10月頃には、その年に最終的に哲学カフェで言わ
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れた「哲学」の定義に納得できず、怒りに震えてこの漫画の絵コンテを

描きました。（その年以外でも、何回か私の哲学プラクティスの中では「哲

学」の定義についての考察は出てきていて、私にとっては「哲学」の定

義は重要なお題なのであります。） 

 

はじめこの漫画は、「この世界の真理は、マックス・プランクの格言の言

うとおりのようだ。（自分たちより上の世代とは 僕たちが感じている『真

理』は共有できない。）」と、若き高校生 3人組が結論付け、哲学カフェ・

哲学対話に見切りをつける、というバッドエンドで終わっていました。 

 

年があけて、いざ漫画原稿にしようとしたときに、頭に浮かんだのはこ

の言葉でした。 

 

「これって面白いか？」 

 

ずーっと以前、ギャグ漫画家を目指していた私は、「この漫画が面白いか

どうか」のほうが急に気になりだしました。 

 

直そうが直すまいが、この漫画のベースにあるのは、（真理のスイカのモ

デルも含め）長いこと哲学対話を行った人間にしかわからないギャグな

ので、苦笑いも含め、結局「ふふっ」と笑ってもらえるものになったか

どうかは正直分かりませんが、漫画の結末として、若い人たちが哲学カ

フェ・哲学対話をあきらめないという形にしてよかったと思っています。 
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◆真理のスイカについて 

 

「真理のスイカ」のモデルは、オンラインの哲学サークルに通い始めて

1 年後ぐらいに思いついたものですが、最近、人工知能の研究者の数理

学者の方に同じようなことを言われました。 

 

 

 

『この世界は（コンピュータ上とは異なる）実世界であり、「無限定空間」

である。無限定空間を生き抜くには、人間は「自分」を通してこの世界

を見るしかない。』 

 

―数理学者 松田悠馬（著作物：「人工知能の哲学」）― 

 

（さて、上記の言葉、私としては真理のスイカと同じことを言っている

ように感じるのですが、みなさんはそのように感じますでしょうか？） 

 



苦悩の扉 

 75 

 

 

私は「真理はある」と思っており、その数理学者の方が言われているこ

とが、『真理』なのだと思っています。 

 

その『真理』とは 

 

『この世界を知ること は 自分を知ること』  

すなわち 『この世界 ＝ 自分』 になる 

 

時にその真理は「全は一 一は全」という言葉で表現され、 

街場の哲学カフェで行われる哲学プラクティスと、アカデミックな哲学

を結ぶのも、 

その━━━━━━時に愛と表現されるもの、だと、私は思っています。 
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…と、このようなことを哲学カフェで言うと、よく「厳密な学問である

哲学の世界に スピリチュアルを持ち込むな！」と怒られます。 

（そして私は、哲学カフェ及び哲学対話に絶望し、マックス・プランク

の格言に希望を見出す、（愛を説いているのに）孤独な哲学者になるので

す（笑）） 
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◆いつメン・閉じコン問題 

 

 

 

いつメンとは、「いつものメンバー」…すなわち 哲学カフェの常連さん

のことで、閉じコンとは、「閉じてるコンテンツ」のことです。 

 

「いつメン・閉じコン問題」とは「いつものメンバー、かつ、閉じてる

場所で行われる哲学カフェで起こりがちな問題」を表現しています。 

※「閉じコン（閉じてるコンテンツ）」は、他の哲学カフェのメンバーさ

んが表現していた、「いつものメンバーで固定されている哲学カフェ＝閉

じコン」という言葉をお借りしました。 

 

いつものメンバーで哲学対話をし続けるということが悪いことだとは思

いません。 

そして私が懸念している問題が、どの場所でも必ず起こるわけではない

のかもしれません。 

 

けれど、たくさんのことを同じメンバーで話し合っていると、時に「哲

学対話の場所」が、「他人（ひと）の持っている言葉や意味の定義を破壊
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しつくす行為のみが横行する場所」になってしまう場合があります。 

 

どんなお題を扱おうが、言葉や意味の破壊、すなわち、「この世に決まり

きったことはないんだね！」をみんなで永遠に確かめあうことに従事す

る場所に。 

 

 

哲学対話の場所は、そのような状態になっても「この世に決まりきった

ことはないんだね！」を確認しあうこと 以外のこと が出来る場所だと、

私は思っています。 

 

もし、いつものメンバーといろんなことを話し合いすぎて、「この世に決

まりきったことはないんだね！」を確かめあうのみの場所になってしま

ったら……？ 

 

……その時我々は、哲学や哲学の場所に見切りをつけるしかないのでし

ょうか？ 

 

個人的には、そこまで話し合ったなら、「真理（愛）を共有して次の世界

に行くしかない！」と思っています。 

それは以下のような意味です。 

 

・「この世界に完全に正しいことなどない！」 

・だから、誰が"正しい"のか、どんな考え方が"善い"のかを考えるのは

やめて、集まったメンバーで、自分たちが群れとして「何を大切にする

か（ゲームのルールでもいい）」を自分たちで決めて、楽しく、仲良く、

遊ぶしかない！ 
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このような考えを持つ私の哲学は、哲学を学んだ方にとっては、哲学で

はなく、文学や宗教なんだそうです。 

けれど、（何年も考え尽くしましたが）これ以上の答えを出すのは私には

難しく、哲学プラクティスを定義や意味の破壊をし続けるためだけにす

るならば、続ける意味は、私自身にはもうないだとろうと思いました。 

 

街場の哲学カフェにおいて、 

たまたま その場所が居心地がよくて、 

たまたま いつものメンバーが集まってしまうなら、 

定義や意味の破壊だけではなく（時にはそれも必要ですが） 

好きなものや好きなルールをみんなで掴んで、あたらしいものや遊びが

作れると思っています。 

 

この間 哲学カフェで人に、 

「（いつもくーさんはこむずかしいことをこちゃこちゃ言っているが）、 

結局『あーそぼっ！』って言ってるだけ？と聞かれ、 

 

ふいに イタイトコロ をつかれた思いをし、 

慌てて口ごもりながら「そうだよ。それしかないよ。」と答えました。 

 

そしてまさしくそれが、私の本音だと思いました。 

 

 

 

そうだ 私は ただ 遊びたいのだ。 

 

愛の真理をもって 何かを人と作りたいのだ。 

 

哲学対話の場所は それができる場所だと 再帰的に 『私は すでに 知
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っている』 のだから。 

 

 

 

 

（私が足しげく通った哲学カフェは違いますが、漫画の中の哲学カフェ

の名前は、東京で実施されている哲学カフェさんをもじって付けていま

す。私のひとつの理想の形なので、管理人さんに許可を得てもじらせて

いただきました。〉 
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Presented by 

xC（くろすしぃ／くー） 

 

 

ただいま 漫画アプリに「哲学コメディー」投稿中 

 

 

ある 1冊の本に哲学を見出してしまった女の子が、周りの理解をまった

く得られないながらも、哲学カフェの対話を通してなんとかそれを証明

しようとするコメディー 

（哲学界のフェルマーの最終定理を目指します。） 

 

オープニングはコメディの様相を色濃く出していますが、そのうちに機

能不全家庭の問題にまで切り込んだ漫画作品にする予定です。 

（主人公のデザインは似ていますが、今回の 10P漫画とはつながりはあ

りませんのであしからずご了承ください。） 
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私が『すてきな三にんぐみi』を薦める理由 

角田将太郎（NPO 法人こども哲学・おとな哲学アーダコーダ） 

――――――――――――――――――――――――――― 

こどもたちと哲学対話をする時に、『すてきな三にんぐみ』という絵本をよく使

う。相手が幼児であれ、高校生であれ、「なんでもいいから一冊絵本を選んで持っ

てきてくれ」と言われたら、たぶんこの絵本を持っていく。哲学対話をするときの

絵本の選書に困っている方にはこの絵本を薦めたい。 

 

１．『すてきな三にんぐみ』とは 

 『すてきな三にんぐみ』はフランスの絵本作家、トミー・ウンゲラーによって描か

れた絵本である。物語は三人の泥棒たちを中心に展開していく。泥棒たちは村の人々

を襲い、宝石や金銀を強盗していた。ある夜、いつものように村に盗みをしに行く

と、そこで一人の孤児、ティファニーちゃんと出会う。何も盗むものがなかったた

め、泥棒たちはティファニーちゃんを大事に抱えて去っていく。次の日の朝、宝の山

を見つけたティファニーちゃんは泥棒たちに「これ、どうするの？」と問いかける。

宝の使い道をこれまで考えていなかった泥棒たちは相談し、城を買い、捨て子や孤児

を集め、城で暮らすことにする。こどもたちは成長し、むらは大きくなり、泥棒たち

の姿を模した塔が建てられ、その塔が描かれたページで物語は終わる。 

 

２．『すてきな三にんぐみ』を読んだ後の哲学対話 

 この絵本を読んだ後に哲学対話をすると様々な問いが溢れ出てくる。 

「三人組は悪者と言えるだろうか」「ティファニーちゃんを盗んだ泥棒たちの行為は

悪か」など、この物語の主題を汲み取った問いは、善悪の意味に関する対話へと向か

わせる。 

 出てくる問いは善悪に関するものばかりでもない。「なぜこどもたちの服の色がす

べて赤いのか」や「ティファニーちゃんの帽子の色がページをまたいで変わっている

のはなぜか」といった問いもよく出てくる。絵本の中の絵に注目すると色づかいが不

自然なように思われる箇所がいくつかある。作者が色に対して何らかの意味を持た

せているようにも感じられる。 
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３．『すてきな三にんぐみ』を使った哲学対話がうまくいく理由 

 同じ絵本を読んだとしても、その後の哲学対話が同じものになることはない。た

だ、『すてきな三にんぐみ』を読んだ後に行う哲学対話がつまらなかったことは一度

もない。考えるに、それには理由がある。 

 まず、絵本の「簡潔さと明瞭さ」が挙げられる。登場人物は少なく、物語の展開が

わかりやすい。使われている語彙も特に難しいものはない。絵も明瞭であり、物語の

理解を助けている。絵本が簡潔かつ明瞭であることで、絵本の内容を全員が共有する

ことができる。それにより、哲学対話をするにあたって共通の土台を作り出すことが

できる。 

次に、物語の内容に「日常性」があることが挙げられる。こどもたちは日常からか

け離れた題材に対して話をすることに意欲をあまり持てない。その観点からして、

『すてきな三にんぐみ』において主題となる「盗みの善悪」は馴染み深く、絵本の世

界と日常の世界を往復して考えることができる。 

最後に、物語に「解釈の多義性」があることを大きな理由として挙げたい。行為の

善悪はもちろん、泥棒たちの心情、物語のその後の展開など、この絵本には読み手に

対して様々な解釈を許す余白が多くある。それだけでなく、余白が物語を理解するに

あたって重要な要素となっており、その余白を何らかの形で解釈しなければ、物語を

筋道立てて理解できないようになっている。したがって物語を理解したい読み手は、

なんらかの解釈をすることに迫られる。読み手は多種多様な解釈をし、その解釈の違

いは違いの理由を問う問いを生む。その問いによりこどもたちは、なぜ自分がそのよ

うに解釈したのかを考える契機を得ることになる。 

 

４．おわりに 

『すてきな三にんぐみ』を読んで哲学対話をすると、楽しい哲学対話になる。ただ、

もちろんそれは必ずではない。当たり前だが、時と場合によって話の展開は変わる。

さらに、どんな場にしたいかによって選書の基準も異なる。本稿の内容はあくまで参

考程度にしてもらいたいが、絵本の選書に困ったら参考にしてもらえればと思う。 

i トミー・ウンゲラー『すてきな三にんぐみ』（1969,偕成社）i 
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概念ゲームの実践 

―もっと楽しく考えるために― 

さろん 堀越 睦 

――――――――――――――――――――――――――― 

 

１．はじめに 

 

 「考えること」を考えることはとても難しい。「考える」という行為の

対象が行為自体「考える」を指示してしまうので、自己言及となるから

であろうか。考えるという行為の中ではどういうことが起きているのか。

考える対象である概念とその周辺概念を俯瞰して見て、その対象の概念

は周辺にある別の概念とはどういう関係にあるかを比較して、その差異

を探索している。あるいは、考える対象である概念とその内部へと分け

入って見て、その概念の中にどういう別の概念が含まれているのかを分

析し、それらの包含関係を探索している。他にもあるのかもしれないが、

ここで行き詰まってしまう。 

 

 何かを考えた経験を踏まえて、過程を振り返って何が起きたかを捕捉

することはできそうである。考えた経験を振り返り詳細に見てみよう。

数学や物理のある問題を考える際は、その問題が必要とする定理や公式

を思い出し、その問題に当てはめている。何かの概念（例として『自由』）

がどういうことかを考える際は、頭の中で鳥のようになった自分が空を

思うままに浮遊をする映像や何か課題や問題を前にした自分がそれを行

うか否かという局面の映像を想起するかもしれない。上記における「考

えること」は、最適を選択（例；定理・公式の利用）したり、対象概念

を具象化（映像化）したりする行為のように思える。 

 

 哲学プラクティスの一つとされる哲学ウォーク*1も、事前に渡された

一つの哲学の言葉を念頭にして、それが指す概念に一番良く当てはまる
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と思う道中の風景を散策中に見つけようとする思索である。これは言葉

が指す抽象概念を眼前の風景に具象化をする行為であって、先述のよう

に考えることの一種であろう。この哲学ウォークが哲学プラクティスの

一種なら、２つの抽象概念間の包含関係性から第３の概念の位置付けを

想像したり、幾つかの具体概念からそれらを統合する抽象概念を想像し

たりする行為も考えることであり、哲学プラクティスの一種であるとは

言えないか。そのような考えから、私が所属する哲学カフェを主催する

団体で毎年一回開催する集いでは、以下に紹介するような試みをゲーム

化して楽しんでいる。 

 

 

２．抽象に関する事例 

 

（１）抽象概念についての考察 

 

 私達は、日々無意識の裡に色々な事物を抽象化している。例えば、道

を歩いていて偶然ある猫に遭遇したとしよう。おそらく大半の人々は、

その猫を見た瞬間に「あっ、猫だ」と思うであろう。だが良く考えると

この「ある猫」は世界に一匹しかいない個別の存在である。ペットなら

固有名詞を持っているかもしれないし、きっと他のどの猫とも異なる経

験があるはずで、もし他の猫に遭遇すれば（意識せずとも）自他を区別

し、警戒したり求愛行動を取ったりする。だが、私達はそういう個別性

を無視する。逆に、猫を見て、家禽類、動物、生物とは普通呼ばない。

この「ある猫」を見た一瞬で、猫という動物種を心象してしまう。なぜ

か。今回はこの抽象化するという考える働きについて考えてみたい。 

 

 抽象化とは具体的な事柄をより共通性の高い概念へと変換することを

指している。私達が具体的な事柄から抽象化をするときは一体どのよう

なことが起きているのであろうか。例えば、個別的な事柄の一例として、
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「筆者が今右手に持っている、このボールペン」を考え、これを抽象化

するとはどういうことか。これは、筆者が中学生時代に伯父から米国土

産としてもらった、銀一色のクロス社製である。この抽象化の際には、

二つの方向性があるように思う。一つ目は、個人的体験や思い出から抽

象化し、中学生時代、過去、または、土産、贈り物という方向。二つ目

は、個人的体験を捨て、物自体を抽象化していき、より多くの共通性が

ある概念としてペン、筆記具、人工物、物体という方向である。 

 

 いずれも個別な事柄からより共通な事柄へと一般化ができる。これは

どういうことか。何かを普通名詞で呼べることは、対象とは別に同類の

中で共通事項を持つ他の個別対象が存在するはずで、元対象が唯一に特

定（いつどこで自分と関わったか等）されてなければ個別ではなく共通

と見なせる。そういう共通事項を有する存在群の中で、ボールペンより

ペンの方が大きく、筆記具、人工物、物体と概念が段々大きくなると心

象する。これは、筆記具は人工物に、人工物は物体に含まれるという包

含関係が成立することによる。この包含関係によって、一連の概念群に

大小関係があると考えるのである。さて。ここまでに至っても、冒頭の

なぜ「あっ、猫だ」なのかは謎のままである。はて、なぜであろうか。

こんなことを考えて、以下のゲームを考案した。 

 

（２）概念ゲームその１：抽象概念を指向した具体例 

 

 ① 目標 

 ・参加する人達が、前項に述べたような複数の概念間に存在する包含 

関係を意識し、その間にある大小関係を想像する能力を遊び感覚で

楽しむ裡に醸成する。 

② 方法 

(a)性別や年齢がなるべく多様になるように配慮した方法で、参加者

を３～４名で１チームになるようにチーム編成をする。 
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(b)進行役は、２つの異なる概念を参加者へ明らかにする。 

(c)参加者は、その２つの概念の間にある包含関係等を考慮した上で、

大きさの大小関係を想像する。 

(d)進行役は、その２つの概念を前提に、その関係において、①中間、

②より大きい、または、③より小さい位置にある、と想定できる

第３の概念を参加者に問う。 

(e)参加者は、チーム全体で協議し、その結果として、進行役が想定

したと思われる第３の概念と、その理由を発表する（シンキング

タイム：２分）。 

(f)お題を変えて、複数回これを繰り返す。 

③問題例 

・以下に問題の例を挙げるが、例を見ればお分かりのように、必ずし 

も一意に決まる正解がある訳ではない。参加者がチームでその理由

を説明して、他の参加者がどのチームの回答に最も納得できるかと

いう観点から、ベストを決めるという連想ゲームである。 

(a)人間と生物－－その中間のものは？ 

    ⇒動物、哺乳類動物、類人猿系動物、植物、樹木、等々 

（科学的な言葉の定義から） 

(b)意識と認識－－それらよりも小さなものは？ 

    ⇒世界/事実 （世界は意識・認識の中にあるから） 

(c)自由と孤独－－それらよりも大きなものは？ 

    ⇒自己/自分 （自由と孤独は自己の認識の一部だから） 

 

 

３．具象に関する事例 

 

（１）具象についての考察 

 

 私達は抽象的な事柄を考える際、それを抽象的な概念のままで考える



開拓の扉   

 92 

ことができず、具体的なイメージ（心象）に落とし込んで考えていない

であろうか。例えば『自由』を考えてみる。おそらく誰もが自分の知識

を思い出し、「気ままに動き回る」から自分が空を飛んでいる心象、ある

いは、「拘束から解き放たれる」から自分の身体を何重にも頑丈に縛って

いる縄が解かれる心象等を想起するのではないか。だが、おそらくこう

いう体験をした人は稀で、多くの人は体験がないのではないか。過去に

読んだり見たりした物語や映像の心象の欠片がまだ残っていて、それら

を引っ張り出してきているのかもしれない。 

 

 抽象的な事柄を具象化するとは、共通性の高い事柄から個別の事柄へ

と変換をしていくことである。私達が抽象的な事柄から具象化をすると

きは、どのようなことが起きているのであろうか。一例として、哲学者

ニーチェによる「神は死んだ」という言葉の具象化の例を考えてみよう。

この名言から、彼岸を真の世界とするプラトニズムやキリスト教の崩壊

を連想したり、虚無主義（ニヒリズム）を想起したりするかもしれない。

個人の知識の範囲によって連想する概念が異なるかもしれないが、神や

彼岸、死、あるいは、虚無等の連想をできる概念を抽出し、それらから

底流にある具体的な心象を描き出すであろう。 

 

 神なら、神仏を象徴するような空、鳥居や地蔵を、死なら、土、墓石

や病院を連想するかもしれない。このような具象化を念頭に、道中散策

しながら「神は死んだ」等の名言の意味を考え、その心象に最も合うと

思う風景を探し、自分が考える最適を決定していく哲学プラクティスが

哲学ウォーク*1である。さて。この哲学プラクティスを踏まえて、逆の

過程を考案してみた。特定の場面や画像から抽象概念を想起して当てる

試みである。ある特定の画像からそれが意味する抽象概念を当てる試み

で、ある種の連想ゲームである。哲学ウォークの逆過程を実践するので

あるから、このゲームも一種の哲学プラクティスに相当するはずと勝手

に解釈している。 
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（２）概念ゲームその２：具象を指向した具体例 

 

① 目標 

 ・前項に述べたような抽象的な概念を特定の心象への変換を意識しな

がら、と具象化して想像する能力を遊び感覚で楽しむ裡に醸成する。 

 

② 方法 

(a) 性別や年齢がなるべく多様になるように配慮した上で、参加者を 

３～４名で１チームになるようにチーム編成をする。 

(b) 進行役は、ある１つの概念を１チームの代表者へ明らかにする。 

(c) 同代表者は、自分のチームに対して、１画像ずつヒントを与えて

いく。この際に、ヒントは、元となる概念の単語を容易に連想で

きたり、同概念と同じ単語を含んだりする画像をＮＧとする。 

 例１：「自由」という想定概念の場合に、「自由の女神」の画像は 

ＮＧ。 

 例２：「愛」という想定概念の場合に、「福原愛」の画像はＮＧ。  

(d) 想定する概念を早く当てられたチームが勝ち。 

(e) 制限時間：２分間／問で回答ができなかったら、回答権は次順の 

チームへ移行する。 

 

③ 問題例 

・以下に問題の例を挙げる。勘の鋭い読者ならすぐお分かりであろう

が、ヒントによっては想定の概念が出るまでには時間が予想以上に

かかる場合がある。参加者がチーム単位でその概念を想像しながら、

他の参加者の答えにも注意を払って、難しい抽象概念に挑むという

連想ゲームである。 

 (a) 理性 

 (b) 存在 



開拓の扉   

 94 

 (c) 原因 

 (d) 習慣 

 (e) 相互 

 

４．おわりに 

 

 「考えること」をどうしたら捕捉し、考えることができるかを考えて

きた。勿論本当に考えることができたかは、考えることそのこと自体を

完全に定義できていないので、心許ない。だが、「考えること」を考える

ことは相当に困難であるという前提から、真正面からではなく側面から

攻めることとし、考えた経験を振り返ってみて、その過程で何が起きた

かを詳細に観察してみると、その働きの事例として、（ア）具体的な事柄

を抽象化すること、あるいは、（イ）抽象的な事柄を具体化・具象化する

ことがあり、それらを詳細に観て、考えてみた。この観察を通じて各過

程からその要素を抽出することによって、新しい考える試みを創造する

ことができた。 

 

 もちろん上記以外にも考える過程には様々な働きがあろう。例えば、

（ウ）複数の事象を比較し、類似点や相違点を挙げる。哲学対話では２

つの言葉の意味の一致点や差異点を考えるときに良く行なっている。（エ）

既知の資料（データ）や事実から帰結される未知の事柄等を外挿する。

哲学対話では「含意」とも呼ばれて、「その主張の通りだと最終的にどう

なるでしょうか？」という問いを基に帰結を想像することがある。（オ）

複数ある既知の資料（データ）からそこに潜んでいる法則性等を見出す。

哲学対話では「前提」と呼ばれ、「その考えには何か前提があるのではな

いですか？」という問いを基に法則性を推理することがある。 

 

 考えるという経験を振り返りながら、様々な働きをより詳細に観察を

行った結果からヒントを得て、（ア）抽象化や、（イ）具象化を指向した
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哲学的な試みとして、概念を指向する連想ゲーム（概念ゲーム）を考案

し、年に一回の頻度で実践を行っている。とかく哲学に硬く難しい印象

を持って敬遠する人々にも受け入れてもらえるのではないかと考えての

ことである。これら実践中の２つの概念ゲーム以外に、上述した３つの

働き（（ウ）～（オ））に着目をした概念ゲームについても今後考案し、

哲学プラクティスとして実践して行きたいと考えている。「こんな実践は

哲学プラクティスとは呼べないのではないか」というようなご批判も含

めて、皆様のご意見をお待ちしている。 

 

**** 

参考文献 

*1：ピーター・ハーテロー（著）、河野哲也（監訳）、西山渓・渡邉文（訳） 

（2014）「哲学ウォーク」『立教大学教育学科研究年報』（第 57号、 

pp.107-114） 
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哲学相談について考える 

―P4E 研究会にてシリーズ全 3回を開催して― 

水谷みつる、神戸和佳子、安本志帆 

――――――――――――――――――――――――――― 

１．はじめに 

 本稿では、2019 年 1 月から 3 月に、筆者 3 人の企画により開催した

P4E 研究会 1のシリーズ「哲学相談について考える」全 3 回について報

告する。哲学相談（哲学カウンセリング、哲学コンサルティングとも呼

ばれる）は、哲学プラクティスのなかでも、実践・研究ともに日本では

まだあまり蓄積のない分野である。そこで、すでに実践を始めている神

戸および安本と、トレーニングを体験した水谷が集まり、哲学相談に「つ

いて」考え、話す場をつくろうと今回のシリーズを企画した。 
第 1 回（1 月 24 日）「哲学相談とは何か、なぜ哲学相談をするのか」

（神戸）、第 2 回（2 月 21 日）「哲学相談実践報告――どこからが哲学相

談か？」（安本）、第 3 回（3 月 12 日）「哲学相談を実践するには――トレ

ーニング体験報告」（水谷）と、各回ごとにテーマを設け、担当者が話題

提供し、参加者とディスカッションを行った。毎回 18:30 から 20:30 ま

で、東京大学駒場 I キャンパス 101 号館研修室で開催し、参加者はそれ

ぞれ 19 名、16 名、12 名であった。 
以下、各回の担当者がそれぞれの回を振り返りつつ、シリーズ全体を

通して見えてきたこと、考えたことを書く。 
 

２．なぜ新たな哲学的対話の試みを始めようとするのか 

（担当：神戸和佳子） 

（１）第 1回研究会の概要 

 第 1 回の研究会は「哲学相談とは何か、なぜ哲学相談をするのか」と

題して開催した。前述の通り、本稿およびその元となった研究会で「哲

学相談」と呼ぶものは、すでに確立された実践ではなく、新たな試みで

ある。筆者 3 名も共同で活動を始めたわけではなく、それぞれが別の動
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機で別の試みをしているにすぎない。そのため、初回のテーマとした「哲

学相談とは何か、なぜ哲学相談をするのか」はそれ自体が、現時点では

検討されるべき課題である。初回はそれを確認するところから始めた。

暫定的に、研究会で「哲学相談」の語が指す対象は、①1 対 1 で行う哲

学的な対話 ②悩みを問いやテーマとする哲学的な対話 の少なくともい

ずれかの条件を満たすもの、とした。かなり緩やかな条件であるため、

それをひと括りに「哲学相談」と呼ぶことの妥当性については、今後検

討していきたい。 
第 1 回研究会は、神戸が自身の実践について報告した。まず、共同企

画者の水谷・安本のそれぞれと、神戸が試みている「1 対 1 で行う哲学

対話」のデモンストレーションを行った（各 15 分程度）。続いて、その

ような活動を行うようになった経緯や動機と、実践する中で感じている

ことを報告した。本節で述べることも、神戸（以下私）個人の動機と実

感であることをお断りしておきたい。 
（２）集団での哲学対話の限界 

私が 1 対 1 での哲学対話をしようと考えたのは、それまでに行ってき

た集団での哲学対話の、ある種の限界を感じていたからである。私は学

校の授業での哲学対話（P4C）を主な実践としており、そのほかに、特

定の施設での哲学対話の講座や、街中での哲学カフェなどの実践を行っ

てきた。そうした対話の中では、参加者が本当に考えたかった問いにつ

いて考えることは、実は難しい。例えば、テーマを多数決で決めれば、

自分の提案した問いが選ばれないことも多い。自分の提案した問いが選

ばれても、話しているうちに論点が変わってしまうこともある。また、

ある人の発言内容についてじっくり考えているうちに話題が変わってし

まったので、言いたかったことを遠慮した、ということも必ず生じる。

そもそも、集団の中ではなかなか言いづらい問いもある。よく顔を合わ

せる人には言えないことも、不特定多数の人には言えないことも、どち

らもあるだろう。つまり、集団での哲学対話では、「自分が本当に考えた

い問いについて、徹底的に深く考え続ける」ということが、実は、でき
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ない。それができないという制約は、考えを広げたり冷静に考えたりす

るためには良いことでもあるのだが、しかし、そういうことをじっくり

やってみる試みも、あってよいだろうと思った。 
（３）1対 1での哲学対話の試み 

このように、P4C や哲学カフェではできないこと、つまり「ある人が

本当に考えたいことについて、誰かと一緒に、ぶれずに考え続けること」

のできる対話の形式を考えるうちに、ひとまず、1 対 1 で対話するとい

うのは適した手段ではないかと考えた。私が 1 対 1 での哲学対話を始め

たのは、こうした動機からのことだった。 
しかし、予想されたことではあるのだが、実際に始めてみると、哲学

カフェや P4C で提示されるよりもずっと「悩み」に近いもの、生きる上

で抱えている困難や苦しみが、問いとして提示されることが多かった。

「相談」「カウンセリング」「コンサルティング」などと銘打たなくても、

自然そうなった。となると、第 2 回のテーマにも通じるが、哲学はそう

した相談事に応えられるのか、また、応えてよいのか、といった疑問が

生じる。 
 実践の中で、応えられると実感したことはいくらかある。持ち込まれ

る内容は、「考えたいこと」というよりも、一人では考えられないことや、

考えなければならないけれど考えたくないこと、考えているうちに混乱

してしまうことなどが多く、「考えることのプロフェッショナル」である

哲学プラクティショナーがサポートできることも多いと感じた。また、

反応が過剰に共感的でないことや、個別の事例をあえて一般化して考え

ることによって、むしろ考えやすくなるという感想もあった。 
 また、友人などに、あるいはカウンセラー等の専門職に話したときで

あっても、「そうしたことは考えるべきではない」、「このように考えるべ

きだ」などの判断をすでにされていると感じてそれ以上相談する気にな

れなかったが、哲学対話ではそれを感じなかった、という感想も何度か

聞かれた。私としては、現時点では他の手法についての評価は避けるが、

たしかに、そうした判断を保留する態度や、何事も前提としない思考は、
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哲学のひとつの「強み」であるように思われる。 
 ただし、今後検討すべき課題も多くある。ここではその中から 2 点挙

げておきたい。まず、「できるか」と「やってよいか」は別であるという

こと。持ち込まれた相談の中には、生死や人生の全体に関わるような深

刻な問題もあった。哲学にできることがあるのだとしても、どこまでそ

れをしてよいのかは慎重に検討されなければならないし、また、するの

であればそのための仕組みづくりも必要だと考える。もうひとつ、私と

しては、1 対 1 の哲学的な対話がいわゆる「相談」に限られてしまうの

は、つまらないと思う。人生に直接関わらない問題でも、それを考える

面白さも、必然性も、たしかにある。哲学の原型が 1 対 1 のダイアロー

グにあったとするなら、その醍醐味を伝える道も、併せて模索していき

たい。 
 

３. 第２回「哲学相談実践報告———どこからが哲学相談か？」概要 

（担当：安本志帆） 

 第 2 回にどのようなテーマで参加者との対話がなされたのか、当日の

レジュメに沿って報告を行う。参加者は企画者 3 名を含め 24 名。 
（１）なぜ哲学相談をし始めたのか 

経緯は二つ。 
①話題提供者の安本が、進行役をつとめた哲学対話のある参加者から

個人的なセッションとして「相談」を望まれるようになったこと。 
②（今でいう）特別支援教育に 20 年ほど前から実践者として携わっ

てきたが、この 10 年は当事者としても発達障がいの育児を行っている

こともあり、依存症や発達障がいなどの当事者、または、その家族から

相談を依頼されるようになったこと。 
この二つの実践を「哲学相談」と位置づけている。 

（２）実践報告より 

①相談者について……発達障がい特性のある方やその家族（自覚のな

い方含む）が多い。 
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②相談内容について……不登校、成績不振、ゲーム依存、いじめのト

ラウマなど。社会生活で生きづらさを抱えていたり、うまくいかないと

感じている、或いは、そのような状況にある家族と、どのように向き合

えばよいのかわからないというケースなど。 

（３）参加者と共に考えたかったことについて 

 「哲学相談」とは一体何なのか、実践をすればするほどわからない。

そこで具体的な悩みや迷いを安本が参加者に提供し対話を行った。特に

以下の 2点をとりあげた。 

①「うまくいく」「うまくいかない」と感じるのはどういうことか 

 うまくいった事例として、発達障がいの成人 4 人と行ってきた複数回

の相談での変化を挙げた。この対話グループは 2017 年に結成したもの

で、第 3 回哲学プラクティス連絡会で行った発表「発達障がいにおける

哲学対話の親和性とその可能性について」で事例として紹介したもので

ある。当初この対話グループは、哲学対話というより、日常の愚痴を言

い合っていたにすぎなかったが、2 年後、それまで自分の奥にしまって

いたものを吐露し始めた。その吐露をきっかけに変化が見られ、問いを

立てた上で対話を行うと「死にたい」と毎日のように発言していた彼ら

が、「自由に生きたい」というような希望をとなえ始めたのである。 
 一方、うまくいかなかった事例としては、相談者が、大切にしている

価値観や感情について質問をうけると、大事なものを守ろうとするあま

り、激しい感情が湧き上がり、対話が続投できなくなる場面があったこ

とや、その状態で質問をし続ける行為は、人格を否定されたとの感情を

引き起こしかねないこと、また、相談者と「正しさ」が同じでない場合

は、信頼を失わせることを挙げた。 
 これらの報告で参加者からいただいた意見としては、自分の行う相談

に対して懐疑的な態度でいることの重要性が挙げられる。このことは、

ケアに携わるものとしての心得という部分において大変重要な視点だろ

う。 
 また、うまくいかなかった事例に関しては、相談者に対して「哲学相
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談」とはどういったものなのかという枠組の説明を丁寧に行うことで、

ある程度は回避できるのではないかという案も出された。 
②「相談する側」「相談される側」という立場は必要か 

 哲学対話や哲学相談では、「対等であること」が大事にされるが、とは

いえ、哲学相談においては「相談する側」と「相談される側」という立

場の非対称性が生じる。その立場の違いを超えて、本当に対話は対等に

行われるのか。 

 この問いに関しては、役割の違いは必要だろうと考える参加者の方が

多かった。役割としての「立場」は、対話における「対等であること」

とは関係がないという指摘もあった。だが、明らかに違う力関係にある

者同士がそれでも「対等」になることは可能なのか。この問いには「対

等とは何か」、「一緒に考えるという集団的主体性をどのように形成して

いくのか」ということを原理的に考える必要がある。 

 別視点の意見として興味深かったのは、対等に「対話」することと、

対等に「相談」することは全く別の実践であるという指摘だ。「相談」に

は、する側とされる側の違いが生じるが、「対話」には、その違いは生じ

ないという意見も出された。「哲学相談」を「相談」と定義するのか、「対

話」と定義するのか、で違ったものが見えてくるだろう。 

（４）質問すること、語りを聴くことの危険性について 

こうした例を挙げたのち、哲学相談の危険性について問うた。対話中、

扱うには大きすぎる、恐ろしさを秘めた、得体の知れない「何か」に出

会いそうになる瞬間がある。質問などによってそれが引き出されそうに

なる時は、相談者もそれを予感することができ、ゆえに、それを自分が

引き出したいか、または、引き出さないようにするかを選ぶことができ

るためか、その得体の知れない「何か」を前向きに扱おうとする傾向を

感じるが、ここでの問いは、そのようなケースではなく、ひょんなとこ

ろからその得体の知れない「何か」が顔を覗かせた時、我々はそれをど

う扱うべきなのか？である。相談者に「語らせる」という行為じたいが、

仮に相談者が能動的に語っていたにせよ、相談者にとって抱えきれない
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ものや、嬉しくないものが結果として出てくる危険があるのだとすれば、

そのような無責任なことをやってよいのか、と考えるからである。 

（５）哲学相談には何ができるのか 

 この問いに関しては「哲学相談」が真理の探求なのか、を問う必要が

あるのではないか、との示唆が参加者からあった。例えば、精神分析に

おいては、無意識的欲望の露出を阻もうとする無意識の「抵抗」に抗し

て徹底操作としての追求が行われる。この場合に問題になるのはクライ

アントにとっての「真理」（＝無意識的な欲望）である。当事者研究 2に

おいても、自分の身に起きる現象を研究するという点ではその人にとっ

ての真理の探求（とそれをほかの人と共有しようとする試み）を行って

いる。 
そのように考えた時、哲学相談に真理はあるのか、むしろ真理とは違

うものが作用している可能性はないか。人称から離れられるかどうかが、

真理への道なのだろうか。 
しかし、哲学が真理を探求する営みである以上、哲学相談も真理の探

求に他ならないのではないか、など、今後、哲学相談と真理の関係性を

紐解く必要があるだろう。 
 

４．哲学相談を実践するには――でも、どんな哲学相談を？ 

（担当：水谷みつる） 

 第 3 回では、筆者（水谷）が、2016 年 8 月末から 2018 年 6 月まで、

ロシア在住の哲学プラクティショナーであるヴィクトリア・チェルネン

コ氏と同僚たちから受けたトレーニングについて報告した。その内容は

水谷（2018）と重なるので、ここでは繰り返さない。ただ今回は、実際

のやりとりが伝わるよう、日本語訳をつけつつ、セッションの際に用い

た英文の Google document をできるだけそのまま見せた。その後、ディ

スカッションを行ったが、質疑応答が主であり、「哲学相談を実践するに

は、どのような訓練や資質が必要か？」という、筆者が今回もっとも考

えたかった問いについて、対話を深めることは叶わなかった。 
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 実は、筆者がトレーニングを 1 年 10 か月で中断したもっとも大きな

理由は、筆者自身の資質が、チェルネンコ氏らの推進するメソッドを実

践可能なレベルにまで習得するのに適していないと思ったからである。

筆者はもともと理詰めで思考するほうではなく、哲学を学んだこともな

い。美術史やキュレイター養成コースを経て、美術館学芸員をしていた

時に重い精神疾患にかかり、離職して、紆余曲折の末に当事者研究に辿

り着き、そこからさらに哲学対話に出会った、いわば素人である。 
 トレーニングでは、論証が成立しているか否かを吟味し、過不足ない

論証へと書き換える訓練を繰り返し行った。これをクライアント役とし

て行う場合は、トライ＆エラーが許されるのでまだよかったが、プラク

ティショナー役を務める時が非常にきつかった。クライアント役の書い

た論証を読んで、誤謬のあるなしを瞬時に判断し、相手に検証を促して、

必要であれば問いを投げかけ、論証の成立まで伴走／リードしていくの

が筆者には難しかったのだ。いま「伴走／リード」と書いたが、それに

は訳がある。基本的にはクライアント役が自ら誤謬を発見し、正してい

くのを助けるのだが、しかしプラクティショナー役は誤謬を把握してい

なければならず、投げかける問いは有用なものでなければならなかった。

そこには、「わかっている者」が「導く」という側面が確かにあった。し

かし、筆者は「わかっている者」にはなれないと感じた。 
 もう一つ筆者が苦労したのは、本質的なものと副次的なもの、一次的

なものと二次的なものを区別することだった。水谷（2013）で当事者研

究として発表したように、筆者には、細部までしつこく舐めるように注

意を向ける傾向と、逆に注意が散漫になり、連想によって思考が飛躍し

ていく傾向の両方がある。トレーニングでは細部へのこだわりが前面に

出て、大きな絵を見失わないよう指摘されることが何度もあった。しか

し、細部に固執するのは、自分にとっては重要だからであり、本質的で

ないと繰り返し言われるのはしんどいことだった。もともとの資質を訓

練によって鍛え直すことには、限界があるように筆者には思えた。 
 そうした背景があり、筆者は「哲学相談を実践するには、どのような
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訓練や資質が必要か？」という問いを立てて今回のシリーズに臨んだ。

だが、第 1 回と第 2 回を聴いて、それと「どのような哲学相談を実践す

るのか？」という問いは不可分である、という当たり前のことに改めて

気づいた。同時に、傍目にはどんなに非合理に見えても、人の思考や行

動にはその人なりの合理性があることを前提にして、それを解き明かし

ていくような哲学相談のイメージも浮かんだ。その人なりの合理性とは、

その人のもっている背景、すなわち歴史や環境のなかでは、そのように

考え、行動するのも当然だという理解の可能性のことである。そうした

哲学相談は、筆者が実践してきた当事者研究に近く、また、すでに筆者

が二人当事者研究などで試みているものとも重なるように思われた。 
 では、そうした哲学相談と当事者研究の違いはどこにあるのだろう

か？ トレーニングに話を戻せば、プラクティショナー役にはコモンセ

ンスに依拠しつつ、クライアント役と対話することが求められた。一方、

当事者研究で参照されるのは、多くの場合、何らかのマイノリティであ

る仲間一人ひとりの特異な体験や思考、そしてその寄せ集めを通して蓄

積された仲間の知恵である。この対比を援用するなら、相談を受ける側

はコモンセンスに軸足を置きつつ、コモンセンスと特異性を架橋してい

くのが、その人なりの合理性を前提にした哲学相談であり、それがもう

少し当事者研究寄りになれば、相談を受ける側も、コモンセンスから外

れた特異な体験や思考を場に持ち込むことが可能になる、というのが筆

者のイメージである。むろん、この二つの区分は明確なものではない。 
 そのような哲学相談でも当事者研究でもあるような対話に、ではどの

ような資質や訓練が必要かとなると、一定の答えはないことに気づく。

コモンセンスに基づき、問いを立て、前提を吟味し、推論し、論証する

訓練もむろん役立つ。一方で、自分自身が長年、心理療法を受け、当事

者研究ほかの自助活動に参加するなかで学び、身に着けてきたことも、

それに劣らず助けになるように思われる。細部へのこだわりや連想によ

る飛躍といった、元来の思考の癖も排する必要はないかもしれない。そ

うした対話で相談事が解決するのかと問われれば、しないかもしれない
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が、当事者研究がそうであるように、何かに雁字搦めになっている状態

を少し緩めることはできるかもしれない。それだけでも少し生きやすく

なるのは、心理療法や当事者研究の経験が教えてくれた通りである。 
 

５．終わりに代えて 

 シリーズを通して非常に活発な議論が交わされたが、どの論点も哲学

相談について根本から考える重要なものだった。神戸の言う通り、「哲学

相談とは何か」自体が現時点では検討すべき課題であり、今回も「哲学」

と「相談」の両面から、その本分と、近接領域（前者は哲学対話など、

後者は心理相談や当事者研究など）との異同や関連が繰り返し話題に上

った。とりわけ心理相談との関係は繊細な問題であり、更なる慎重な検

討が必要に思われた。今回の企画を契機として、それぞれの思考と実践

を深めると同時に、このような議論の場を今後も広く開いていきたい。 

 

注 

1. P4E（Philosophy for Everyone）研究会は、駒場キャンパスを拠点として哲学プ

ラクティスに関わる研究・研修を行っており、現在は不定期に開催されている。 
2. 障がいや疾患など困りごとを抱えた当事者が、仲間とともに、そのメカニズムを

解き明かしていく試みで、2001 年に北海道の「べてるの家」で始まった。 
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私たちは「対話」を実践できているのだろうか  

哲学探偵（哲学探偵事務所） 

―――――――――――――――――――――――――――

本稿では、対話の成立条件と、実際に成立しているかについて私が考え

ていることを書きまとめました。対話の成立条件は様々あると思います

が、第一に注目すべきことは、「今の目的の共有」と「お互いの協力の

意思」と結論しています。 
では、以下をお読みください。 
 
１．コミュニケーションの目的？ 

（１）それぞれの「本来の目的」 
まず、言葉によるコミュニケーション全般について概ねの分類から考え

てみます。すべての言葉によるコミュニケーションには何かしらの目的

があるだろうと考え、それを大別してみました。カッコ内には「本来の

目的」と考えられることを入れています。 
 
・あいさつ（自身の存在表明、相手の存在確認の表明、敵味方の判別） 
・おしゃべり、世間話（暇つぶし、雰囲気作り、敵味方の判別） 
・議論（意見交換、課題解決、合意の創出） 
・討論（意見交換、競い合い） 
・説得、交渉（約束の締結） 
・脅迫（他者のコントロール） 
・吐露（ストレス発散、救難信号、武装解除） 
・助言（自己実現、支援） 
・演説（意見の伝達、誘導） 
・命令（意見の伝達、強制） 
・傾聴（他者を理解する、聞いてもらう時間の提供） 
・自分語り（他者からの承認、自己の正当化） 
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さらに細かく分類することもできるでしょうし、他にも独立したコミュ

ニケーションスタイルがあるかも知れませんが、主なものは書き出せた

ように思います。念の為細かいツッコミに備えておくと、たとえば「あ

いさつ」の目的を礼儀と書いていないのは、そもそも礼儀の目的は何

か？と考えた時にもっと細かく表現できるはずで、その考えたことを書

いています。 
 
これらの分類に付記した目的はあくまで「そのコミュニケーションの本

来の目的」として考えたものですが、実際のコミュニケーションを見て

いると別の目的を感じることが多くあります。その別の目的とは「自己

の利益」であり、多くの場合「自分語り」がそれに当たります。言葉に

よるコミュニケーションの場は自己表現の機会でもありますから、自分

の評価が上がったり、同情を得られたりという期待を持てるものでしょ

う。 
 
人によってそうしたい気持ちがあることは理解できます。しかし、この

目的の違いはコミュニケーションの「本来の目的」を歪めます。たとえ

ば議論する場で、知識のひけらかし・難しい言葉やカタカナ用語・もっ

ともらしい常套句・奇抜な視点・面白いだけの意見などばかりが飛び交

ってしまう状況を想像してみると、自慢話や面白いだけの言葉遊びであ

ればおしゃべりと呼んだ方が適切であり、議論とは呼びにくくなってし

まいます。自己表現が目的の人物にとっては気分が良いかも知れないで

すが、議論したい人にとっては意味のない時間になってしまうでしょ

う。 
 
私は、先に大別したコミュニケーションのいずれにもこの「自己の利益

（や自分語り）」が顔を出す場合があり、いつでも「本来の目的」を歪

めているように感じています。なぜ、そうなってしまうのか。 
 
ともあれ、もう少し掘り下げてみます。 
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① 議論と対話の比較 
議論と対話は真逆のもののように受け取られることがありますが、どち

らも「話し合う」ことは共通しています。では、何が違うのでしょう？ 
 
議論という言葉には、言い負かすとか説得するとか、相手との対決の要

素が含まれているように感じられるかも知れません。しかし、理性的で

協力的な議論もあります。議論という言葉の中心にあるのは、単に「主

張（論）を持って相談（議）する」ということで、本来の目的としてあ

げたうちの意見交換がそれに当たると考えています。また、近い言葉に

討論もありますが、これも単に「主張（論）を持って問いただす

（討）」ということに過ぎません。言葉は異なりますが、概ね似たよう

なことを意味していると言えるでしょう。 
 
議論や討論では、相手の意見に理解を示すこともあれば、頭ごなしに否

定することもあります。議論や討論が対話と異なるように感じられるの

は、頭ごなしに否定するような「対話的態度が欠如した状態」が多い印

象があるからではないでしょうか。これは本来の目的に、課題解決や合

意の創出が含まれているためと考えられます。異なる意見が衝突した時

は、解決策や合意が出しにくい状態になります。討論であれば優劣の競

い合いがありますので、より対話的態度を欠きやすくなるのでしょう。 
 
しかし、議論や討論に常に対話的な態度があるとしたらどうでしょう

か。印象はまた違ったものになるはずです。議論や討論が、必ず対話的

態度を排除しなければ成立しないものだとすれば、対話的態度を欠くの

は当然だろうと思います。ですが、相手の主張をよく聞いたり、疑問を

投げかけたり、あるいは自分の意見に矛盾や足りない点がある時に素直

に認めたりする態度が維持されることは、議論や討論の「本来の目的」

の妨げになるとは考えにくいのです。 
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このように考えると、本来の目的を妨げ、議論や討論から対話的態度を

欠いてしまう原因は「自己の利益」ではないかと思えます。 
 
② 会議やディベートはどうか 
会議は、意見の優劣を判断しながら、劣る意見を切り捨てる方法で意思

決定することが目的です。議論と大変近い。ディベートは、意見の優劣

を競い、より優れた意見を出した側を勝者とするゲームです。こちらは

討論と大変近いように思います。 
 
仮に対話的態度を維持しながら参加したとしても、 終的にひとつの意

見に決めるために意見が切り捨てられたり、優劣を判断されて勝敗が決

したりするのですから、場としては対話的にはなりにくいものでしょ

う。 
 
『議論と対話の比較』で述べたように、議論や討論がそのまま対話と対

立するものにはならないと思いますが、会議やディベートのように本来

の目的から対話的になりにくい要素を持っているものも存在することは

否定できません。 
 
③ 説得や交渉はどうか 
説得は、こちらの意見に相手が賛同するように話すことが目的です。交

渉も同じ目的ですが、相手の意見を聞きつつ、相手が納得できる妥協点

を探しながら説得するという点が異なります。大きな括りでは、どちら

も説得と言ってよいでしょう。 
 
別の言い方をすれば相手の意見をコントロールすることが目的ですか

ら、相手を理解する要素がないように思えます。ですが、相手を一切理

解せずに妥協点を探ることはできません。ですから、交渉には対話的な

要素が含まれると考えられます。交渉に対話的な要素が含まれないよう

に感じてしまうとしたら、それは相手の意見をコントロールすることを
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目的とした説得と同じ目的でありながら、別のコミュニケーション方法

である「脅迫」の要素を感じてしまうからではないかと思います。 
 
『会議やディベートはどうか』で述べたように、本来の目的から対話的

になりにくい要素を持っているものと混同された場合には、対話的な要

素は消えてしまうと考えられます。さらに言えば、これは受け手がどう

感じるかの要素が大きいように思います。 
 
④ 命令や相談はどうか 
命令は、相手の行動をコントロールすることを目的としています。むし

ろ、それ以外の目的がありません。相談は、相手の話を聞きながら、よ

りよい助言をすることを目的としています。 
 
命令には相手の意見を聞く要素がありませんが、相談は相手の意見があ

って成り立つものです。しかし相談も、「助言によって相手の行動をコ

ントロールする」という使われ方もあるため、対話的要素がありつつ

も、対話的でなくなる要素も持っていると考えられます。 
 
これも先ほど述べたことと同様に、相手の行動をコントロールするとい

う目的が強く出ることによって、対話的要素を感じにくくなるものと考

えられます。相談であっても対話的だとは感じられない場合があるとし

たら、相手の行動をコントロールしようとする意思が強く出ているから

ではないでしょうか。 
 
⑤ 発表会と対話会の違い 
発表会は、一方的に意見を述べることを目的とする場です。対話会は発

表会と異なり、お互いに意見を聞き合うことを目的とする場と言えるで

しょう。 
 
ところが、対話会の場であっても発表会のように振る舞う参加者がいま
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す。これは「聞いてもらえる場」という点だけをクローズアップして理

解してしまい、「聞いてあげる場」でもある点がうまく受け取られてい

ないためだと考えられます。 
 
発表会と対話会はコミュニケーションの方向が異なります。発表会は概

ね発言者からの一方向のコミュニケーションであり、対話会は相互に意

見を述べ合う双方向のコミュニケーションです。対話会は「話す」と

「聞く」を機械的に繰り返す場ではなく、お互いの意見に対して「質問

と回答によってより深く理解する」というプロセスがあり、それが本来

の目的と言えるでしょう。 
 
（２）対話と対話でないもの 
以上のように、様々なコミュニケーションについて対話的でなくなる原

因を探ってみましたが、本来の目的を離れて自分語りをしたり、他者を

コントロールしようとする意思を持ち過ぎたりすることが主な原因だと

考えていいでしょう。 
 
しかしながら、それぞれのコミュニケーションに本来の目的があること

を考えれば、必ずしも対話的でなければいけないということはないと思

います。たとえば命令は、対話的な要素を入れることによって本来の目

的が達成できなくなる可能性があります。コミュニケーションの形態は

様々あり、対話的だったり対話的でなかったりが混ざり合っているのが

実情でしょう。なんのためのコミュニケーションかを考え、適切な方法

を選択すればよいことだろうと思います。 
 
本章のはじめに「自己の利益が顔を出し、本来の目的を歪めてしまうの

はなぜなのか。」と書きましたが、私は、コミュニケーションの形態と

一致しない自分の目的があるためだろうと疑っています。 
 
２．個人の対話の目的？ 
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（１）受け容れてもらえる経験 
次に、個人の対話の目的について考えてみます。これは、人によって自

分の目的は違うとしても、「対話的であること」は多くのコミュニケー

ションの場で人が求めたい要素だろうという前提に立っています。 
 
では、対話的と呼ばれるためには、どんな要素が必要でしょうか。私が

よく耳にしているのは、自由に発言できること、気分的な安全性、否定

されないこと、聞いてもらえている感じなどです。これらをルール化し

ている場所もあれば、当然のこととしている場所もありますが、概ねは

共通しているように思います。これらを私なりに別の言葉に言い換える

と、「私や私の意見を受け容れてくれると感じる」ことと言えるように

思います。 近は承認欲求という言葉が目立つようになりましたが、ひ

とまずはそう言ってもいいでしょう。 
 
とはいえ、他者の意見をなんでもかんでも受け入れるというのもおかし

な話で、受け容れられない意見もあって当然です。ですから受け入れる

ことが求められているというよりは、他者の意見に対し「理解しようと

努める態度を大切にする」と表現する方が適切でしょう。具体的にいえ

ば、自分が受け容れられないと感じる意見に対しても、いきなり反発や

否定をするのではなく、どういう意図があるのか、どうしてそう思うの

かを確認しようとする態度やプロセスです。 
 
しかし、表面的にいくらにこにこしても、受け容れたくない気持が強い

ほど対話的になりにくくなるでしょう。内心で「そうじゃない」という

気持ちを持っていれば、否定的な質問やいじわるな質問が出そうです。

もしそういう質問が繰り返されたとしたら「受け容れられた」とは感じ

ないでしょう。 
 
あるいは、自分の意見に引き寄せて自分語りをするきっかけにしてしま

う場合もあるかも知れません。せっかくの自分の発言が、別の人の意見
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を補強するために使われてしまい、自分の本意とすることがどこかに行

ってしまう。あるいは、自分の言いたかったこととはまったく違う主張

にすり替えられてしまう。そういう場合も「受け容れられた」とは感じ

ないでしょう。 
 
シンプルに「意見を寸分たがわずに捉える」ことを目的にすることが、

より対話的になる態度であり、そのための質問を重ねるプロセスが対話

的であると感じさせるように思います。同意するにせよ、同意しないに

せよ、正確に把握するように確認しようとするプロセスを経ることは可

能なはずです。仮にこのプロセスを経ることができない人がいるとした

ら、はじめから受け容れる選択肢を持っていないのかも知れません。 
 
ともあれ、人は受け容れてもらいたいという意思を持っていて、それを

満たすことを対話の目的としている。その面から見た対話の目的は、

「受け容れてもらえると感じられるコミュニケーションを経験するこ

と」と考えられます。 
 
（２）協力と貢献 
もうひとつ、別の側面からも考えてみます。人が双方向のコミュニケー

ションをする時、様々な意見を聞くことも目的のひとつである場合があ

ります。一人の意見より複数の意見、三人寄れば文殊の知恵です。そう

いう時、いきなり全員が同じ意見だったらどうでしょうか。そういうこ

とはあまりないと思いますが、でももしあったと考えてみると、どうに

かして別の意見を探すことになるでしょう。この時の目的が、様々な意

見を聞くことだからです。 
 
ではなぜ、様々な意見を聞きたいのか。それは気づきの機会を増やすた

めでもあり、自分が正しいと決めつけずに考えるためでもあり、多くの

人の同意や共感を得るためでもあるでしょう。より信憑性の高い意見に

していくためかも知れません。 
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もしもその時、お互いの意見を否定しあい、持論の正当性を主張しあう

ような場であったとしたらどうでしょう。おそらく対話的とは感じられ

ないでしょう。先に述べたように、異なる意見を受け容れる態度を感じ

にくいでしょう。ですが、本当にそれだけでしょうか。 
 
逆のことを考えてみましょう。 
 
もしもその時、お互いの意見を受け容れ、賛美することを優先し、持論

の正当性に執着せず譲り合うことを優先するような場であったとしたら

どうでしょう。対話的な感じがしなくもないですが、それで気づきを増

やすとかより信憑性の高い意見にしていくことができるでしょうか。お

互いに受け容れ合うことだけを大切にし、そのほかのことをまったく問

題にしないとしたら、その意見交換にどんな意味があるでしょうか。間

違った意見を否定することも、間違った反論にあらがって持論を主張す

ることも、よりよい意見や観点を見つけるためには時に必要なことのよ

うに思います。 
 
対話的であろうとし過ぎれば本来の目的と離れたおもねりの場になり、

本来の目的を重視し過ぎれば対立ばかりになり、どちらにしても対話的

でなくなってしまいそうです。ですが、参加者全員が目的のために協力

している場合はどうでしょうか。目的のために協力している場合の「自

分の意見」は、それを賛美してもらうことよりもむしろ、よい意見であ

るかどうかを厳しく吟味してもらった方が参加者全員に貢献できること

になります。仮によい意見ではないと判断されたとしても、その場の考

えが一歩前に進んだのであれば、意味のある参加ができたと感じられる

のではないかと思います。 
 
自分の意見に固執するのではなく、参加者全員と協力してよい意見を見

つけ出そう、貢献しようとすることも対話的なコミュニケーションに必
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要なことのように思います。そしてまた、この協力関係を感じること

や、貢献感を得ることも、対話の目的ではないかと考えています。 
 
３．対話の成立条件を考える 

ここまでで、以下のことを考えてきました。 
 
・コミュニケーション形態には本来の目的がある 
・本来の目的にそもそも対話的な要素がない場合もある 
・本来の目的から離れると対話的になりにくい 
・本来の目的から離れる原因は自己の利益を優先するため 
・個人の目的は受け容れてもらえる経験をすること 
・協力関係と貢献感も個人の目的になり得る 
 
コミュニケーションには様々な形態があり、対話的な要素を排除したも

のもあり得ます。人が仲良くなるためにはもちろん対話的であった方が

いいとは思いますが、仲良くなることより重視したいことがある時には

当然違う目的のコミュニケーションがされるものです。その目的がなん

であるかを一切考えず、対話的であることだけを要求することや、ある

いは対話的でないことでコミュニケーション形態自体を否定すること

も、対話的ではないように思います。 
 
コミュニケーションが成立する時には、その本来の目的が共有され、協

力関係を築きながらお互いに貢献していく姿勢が伴うものではないでし

ょうか。もし協力関係が築けないコミュニケーション形態だったとした

ら、協力関係が築ける形態を提案するのがより対話的だろうと思いま

す。 
 
自分を軽視されたり否定されたりすることは、誰でも嫌なことだと思い

ます。対話的であるということが、軽視や否定とは反対の要素だと考え

られるのも理解できます。ですが、軽視や否定ではないものにも拒絶反
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応を示して、軽視された、否定だ、対話的でないという意見を耳にする

ことがあります。そこにはなんとかして協力関係を築こうという意思は

感じられず、自分の意見を聞けという対話的ではないものを感じます。

対話的ではないというレッテルを貼りさえすれば、相手を批難してよい

と考えているようにも見えます。しかしその時、対話的でないのは一体

誰なのでしょうか。 
 
コミュニケーションには本来の目的があり、もしも対話的になり得るも

のであったなら、協力関係を築くための提案をしてみる。そこには「相

手の意見を確認する」というプロセスがあります。このプロセスがない

のであれば、誰であろうと、どんな事情があろうと、対話的とは言えな

いように思います。 
 
対等であることや、双方向のコミュニケーションであることなど、対話

の条件は様々に語られており、そのひとつひとつを私も重要だと考えて

います。相手への尊重もそうですし、自尊心や自制心も重要だと感じて

います。論理や言葉選びも重要だと感じています。ですが、それだけで

はない感じもありました。その感じを探って言葉にしてみたのが「コミ

ュニケーションの目的を共有せずに対等になれるのか？」でした。そし

てそのコミュニケーションの目的を探っていくと、目的に沿っていない

現実が見えてきたのです。 
 
私たちが対話をしているその 中に、本当は何が行われているのか。自

分の利益の追求だったり、おもねり、同調圧力、聞いているふりや拒絶

だったりしないのか。なんとかしてそれを確かめる方法はないだろうか

と考えた先に、「コミュニケーションの目的を共有し協力しあう」こと

の重要性にたどり着きました。 
 
対話の成立条件はほかにも様々あるとは思いますが、第一に注目すべき

ことは、「今の目的の共有」と「お互いの協力の意思」だと考えます。
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この観点で観察してみることによって、対話が実践できているか、成立

しているかどうか、判断の一助になるでしょう。 
 
今回書きたいことは以上です。 
率直な批判・反論に出会えれば幸いです。 
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スペシャルワードってどうですか 

―対話のずれについての考察― 

及川一郎（哲学カフェ・哲学対話ガイド＆ヨコハマタイワ） 

――――――――――――――――――――――――――― 

１．あらすじ 

 哲学対話の場では、使われる言葉の理解の違いにより、参加者の間で

誤解が生じ、話が噛み合わなくなり、対話にずれが生じることがありま

す。 

ただし、どんな言葉でも誤解が生じるのではなく、言葉によって誤解

の生じやすさには違いがあり、特に、ある人が特別な思いを込めて使う

言葉は誤解を招きやすいように思えます。 

この文章を通じて僕は、そんな特別な思いが込められた言葉たちをス

ペシャルワードと呼ぶことを提案します。そして、誤解を招きやすい言

葉だから進行役としては避ける必要もあるけれど、一方で、特別な思い

が込められた言葉だからこそ大事にしたくもある。これを両立するため

にはどうしたらいいのだろうか、というようなことを考えてみることに

します。 

スペシャルワードというのが流行語になって、対話に役立ったらいい

なあ。 

 

２．スペシャルワードとは 

 先日、哲学カフェで進行役をしていて、特定の言葉が対話のずれを招

くことがあると気づいた。 

 その日のテーマであった「人生」について話す中で、ある参加者が「人

生はあきらめも大事だよ。」というような話をした。僕はそのとき、彼女

は人生を否定的に捉えているのかな、と思った。多分、多くの参加者が

そう思っただろう。しかし、話の続きを聞いてみても、どうも彼女の話

はネガティブな方向に進んでいかない。そのまま対話が続き、僕の中の

違和感が高まったところで、ついに意図を確認したところ、彼女は、「あ
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きらめ」ということを否定的には捉えていない、と言った。どうも「あ

きらめ」という言葉を「自由」の文脈で捉えていて、過去の自分自身か

らの解放といったような意味で使っていたようなのだ。なんだ、そうい

うことか、と僕は思った。それなら、これまで彼女が言っていたことも

よくわかる。やっと腑に落ちた。もし確認しなかったら、無意識に感じ

ていたずれが心に残り、なんとなくモヤモヤしたままだっただろう。 

 また、別の参加者が、その「自由」という語について、孤独という感

覚を読み込んでしまう、と言っていた。どういうことか聞いてみると、

「自由ということは、他の人からの干渉がなく自分だけで対応しなけれ

ばならないということだから、そこに孤独を感じる。」ということだっ

た。その発言があるまで、かなりの時間、自由という言葉をポジティブ

なものとして使って対話を続けていた。きっと、彼女（この回は女性が

多かったのです）は、ずっと違和感を抱えつつ、話の輪に入っていたの

だろう。 

 あの日の哲学カフェでは、「あきらめ」や「自由」という言葉は特別な

役割を果たしていた。これらの言葉がきっかけとなり、認識にずれが生

じ、参加者は同じ言葉を交わしながら、違う理解をするようになってい

ったのだ。対話にずれが生じたと言ってもよいだろう。このような特別

な働きをする言葉を、僕はスペシャルワードと呼びたい。 

 

３．スペシャルワードみたいな言葉 

 ただ、その日、進行役の僕はスペシャルワードという言葉は使わなか

った。その場の思い付きで「それってマジックワードだよね。人によっ

て理解にずれがある言葉みたいだから使い方に気を付けてみようか。」

というように仕切った。そのとき僕は、「あきらめ」や「自由」といった

誤解が生じそうな言葉は、気を付けて、避けて、別な言葉で言い換える

べきと思ったのだ。その気持ちがマジックワードというとっさのネーミ

ングにも表れている。僕は、マジックワードというと「欧米ではこれが

当たり前だよ。」とか「こうすればみんな喜ぶんだから。」といった、相
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手をなんとなく納得させて自分の主張をうまく通す表現というような

印象を持っている。そのときは深く考えなかったけれど「あきらめ」や

「自由」といった言葉についても、一つの言葉にいろいろな意味を詰め

込んで、相手をわかったような気にさせて、うまく話を進めるものとい

う印象がどこかであったのだろう。うまく話を進める魔法の言葉だから

マジックワードと思ったのだ。あえて言えば、魔法みたいなずるい言葉

という感じだろうか。 

 また、後日ネットで調べてみると、ほかに「ビッグワード」という表

現もあるようだ。クリティカルシンキング業界で使われている言葉のよ

うで、「抽象的で大きい意味を持つ言葉、つまりビッグワードは、相手に

誤解を生じさせる可能性があるから気をつけましょう。」という文脈で

使われるようだ。さきほどの「自由」なんていうのは、まさに大きな言

葉で、ビッグワードの代表例と言ってよいだろう。こういう大きな言葉

は、注意が必要な、お尋ね者の言葉なのだ。 

 

４．スペシャルワードの評価 

 僕はここで、否定的な意味を含むマジックワードやビッグワードでは

なく、スペシャルワードという言葉を提案する。ネットで調べる限り、

スペシャルワードという言葉はあまり使われておらず、そこには肯定的

な意味も、否定的な意味も込められていない。色が付いていない言葉だ。

そんな言葉がふさわしいと今になってみると思うのだ。 

 なぜなら、先日の哲学カフェの場ではとっさに否定的に扱ってしまっ

たけど、よく考えてみると、あの日の「あきらめ」や「自由」といった

言葉たちは、僕の第一印象とは異なり、避けるべき、ネガティブな側面

ばかりではない。なぜ彼女たちが、あえてこれらの言葉を使ったのかと

言えば、それが大事で特別な言葉だからに違いない。大事だから、その

言葉を選んだのだ。多分、彼女たちは、普段から「あきらめ」や「自由」

といった言葉を使って世界を捉え、解釈して生きているのだろう。もし

かしたら、「人生はあきらめが大事」なんていうのを座右の銘にしている
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のかもしれない。これらの言葉に色々な意味が込められているのは、魔

法をかけて誰かをごまかすためではなく、ただ、その言葉を使ってこれ

まで色々と考えてきたからなのだ。そんな大事で特別な言葉は、そう簡

単に否定的に扱ってはならない。これまでの生き様が現れた貴重な言葉

なのだ。 

 自分自身を振り返ってみても、何かを考えるときには、たいてい、特

定の言葉をテコのようにして考えを進めていたように思う。例えば失恋

して落ち込んだとき、「僕はあの人のことを本当に大切に思っていただ

ろうか。」なんて思い悩んだ。このとき、「大切」という言葉を重要視し

て、二人の恋愛を振り返っていたのは明らかだろう。そして「あのとき

の、あの行動は相手ではなく自分のことを大切に思っていただけだった

のではないか。」などと落ち込んだ。これは「大切」をスペシャルワード

として考えを進めていたということだろう。 

 

５．哲学と哲学対話におけるスペシャルワード 

 考えてみれば、いわゆる哲学業界はスペシャルワードにあふれている。

ぱっと思いつくだけでも、プラトンならイデア、西田幾多郎なら絶対矛

盾的自己同一、永井均なら＜私＞というように。哲学とは、スペシャル

ワードを発明し、そしてそれをうまく説明しようとする営みのことでは

ないかと思えるほどだ。（哲学におけるスペシャルワードについては、最

後におまけとして少し論じています。） 

 哲学対話においてもスペシャルワードは重要な役割を果たす。哲学カ

フェでのテーマの多くは、スペシャルワードとなりそうな言葉を選んで

設定されていると言ってよいだろう。先日の僕の哲学カフェでの「人生」

というテーマなんてその典型例だ。「人生」という言葉が多くの人にとっ

て色々な意味を読み込むことのできるスペシャルワードだからこそ、話

が面白くなるのだ。 

哲学対話とは、スペシャルワード特有のずれを参加者の間で丁寧に解

きほぐしていくことだというのは言い過ぎだろうか。それが対話のすべ
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てではないにしても、かなりの部分を占めているのは確かではないだろ

うか。 

 それはともかく、哲学対話にずれを生じさせつつも、重要な役割を果

たす特別な言葉のことを、祭り上げるのではなく、かといってマジック

ワードやビッグワードと揶揄するのでもなく、中立的にスペシャルワー

ドと呼ぶのは、適切な取り扱いであると僕は考える。 

 

６．スペシャルワードの取り扱い 

 それでは、そんなスペシャルワードを、哲学カフェの進行役として、

どのように扱えばよいのだろう。 

 まず、全く哲学的な考察ではなく、哲学カフェの進行役としての経験

から言っておきたいが、ある程度うまくいっている対話でこそ、スペシ

ャルワードが問題となるという実感がある。対話がうまく流れ、話の焦

点が絞れてきて、参加者の言葉の使い方の細かいところにまで注意が向

くようになっているからこそ、そこにあるずれが気になってくるのだ。 

 世の哲学対話の場が、いつでも、どこでもスペシャルワードを問題と

できるほどうまく回っているとは思えない。うまくいっている哲学カフ

ェでも、参加者が疲れて集中力がなくなってきたときなどに、エアポケ

ットのように対話が失われる瞬間がある。こんなときに対話のずれを意

識するほど精緻な対話はできない。また、僕は参加したことがないけれ

ど、学校の授業で強制的に哲学対話に参加させられた場合などは、任意

の参加者ばかりの哲学カフェよりも厳しい状況があるだろう。スペシャ

ルワードが問題となるのは、対話に慣れ、ノッて、楽しんでいる状況に

おいてであり、対話がうまくいっている証なのだ。 

 そのうえでスペシャルワードの実際の扱い方を考えたいが、大前提と

して強調したいのが、スペシャルワードを強く抑制し、参加者が自分自

身の特別な思いを発言しにくくなってしまうようなことは避けるべき

ということだ。参加者が萎縮してしまったら元も子もない。 

 一方で、過度なスペシャルワードの使用は混乱を招くのも確かだ。 
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あるスペシャルワードが登場し、整理がつかないうちに、次々とスペシ

ャルワードが使われてしまったら、何の話をしているのか、よくわから

なくなってしまうかもしれない。そんなときは、少し対話の手綱を引き、

ひとつひとつスペシャルワードに向き合い、個別撃破していったほうが

いいだろう。それはつまり、時々立ち止まり、時には戻り、じっくり対

話していくということでもある。 

 また、現実的には、扱うスペシャルワードの総量を抑制することが必

要になるときもあるだろう。多分、対話の時間が無限にあるなら、いく

らでもスペシャルワードに向き合ってもよいのだろう。しかし、２時間

かせいぜい３時間という哲学カフェの時間制限を考えると、それは不可

能だ。特に根拠はなく、僕の経験則に過ぎないが、一回の哲学カフェで

混乱なく扱えるのは、哲学カフェのテーマとして用いているだろうスペ

シャルワードに加えて、あと２、３個がせいぜいなのではないだろうか。 

哲学カフェでの適切なスペシャルワードの数はともかくとして、時と

して、「それはスペシャルワードだから、今のところ、そこには踏み込ま

ないようにしよう。」と明確に仕切ったり、新たな道になんとなく踏み込

まないようにしたり、といった配慮が必要になるのは確かだろう。 

（哲学カフェで偉い人の言葉を使わないというルールが設定されるひ

とつの理由は、偉い人の言葉がスペシャルワードになりがちだというこ

とにあると思う。） 

 

７．喜び、楽しみ、表現すること 

 しかし、それでも思うのだけど、やはり哲学対話に整理や抑制なんて

似合わない。僕は進行役として結構介入し、整理したり抑制したりする

ほうなのだけど、そんなとき本来やるべきでないことをやっているよう

な気分になる。哲学対話の大事な部分を損なっている気がして、申し訳

ないなあ、と思いつつやっている。 

 そこで重要なのは、楽しみ喜ぶという気持ちだと思う。哲学カフェを

進行していて、誰かがスペシャルワードを発したなら、まずその展開を
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進行役自身が楽しみ、対話の場が盛り上がっていることに喜ぶのだ。 

それは何も、無理して楽しんでいるように見せるということではなく、

哲学対話の本質的な醍醐味をただ味わうということであり、いわば素直

に一人の参加者として楽しむということだ。誰かが特別な言葉に乗せて

大切な思いを語ってくれるという展開をワクワクして楽しみ、そんな発

言をしてくれたことを喜ぶということだ。そして、進行役として率先し

て、その楽しみや喜びを表現し、参加者と共有するのだ。まずは、対話

の場が楽しさや喜びに満ちた場であることを確認することが最も重要

で、そのうえで、整理したり抑制したり、ということは進行役の好みで

やればいい。 

そうすれば、その整理や抑制が少々対話を損なうことになっても、き

っと哲学対話の場に敬意を表したことにはなる。また、整理や抑制が

少々うまくいかなかったとしても、楽しみや喜びに満ちた場の雰囲気が

そんなことはチャラにしてくれるだろう。 

（なお、「対話の楽しさや喜び」という言葉は、僕にとってのスペシャル

ワードなのだろう。そこに色々な意味を込めている。ここでは、笑いが

生じるような楽しさだけではなく、話題が辛いもので、沈痛な雰囲気に

包まれていても、その話をすること自体は楽しい、というような側面も

含んだものとして使っている。） 

 

 話の流れを整理したり、必要に応じて抑制したりするのは、確かに進

行役の重要な役割だ。そのためには、僕がここで提案したスペシャルワ

ードという観点が役に立つのではないかと思っている。 

しかし、進行役にとって、もっと大切なのは、まず、自ら哲学対話の

楽しさや、楽しみを味わえることの喜びを素直に表現することだ。それ

が、初めての参加者に哲学対話の魅力の具体例を示すことにつながり、

また、ここは楽しんでよい場だということを伝え、安心して楽しんでも

らうことにつながる。既に対話の魅力を知っている人には、もっとノッ

て楽しんでもらうための導火線となる。そして、そんな参加者の楽しさ
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が進行役の喜びとして返ってきて、進行役は更に楽しさを表現していく

こととなる。こうして正の循環に満ちた場が成立する。 

その第一歩として、進行役が、まず、誰よりも哲学対話を楽しみ、そ

れを表現することが大切なのだ。 

これこそが哲学対話の進行役の役割であり、もし、フィロソフィー（知

を愛すること）に導き手というものがありえるのなら、その人に求めら

れるものなのではないだろうか。 

 

以上、対話がずれても、進行役が、哲学対話の楽しささえ忘れなけれ

ば、たいていのことはなんとかなります、という話でした。 

 

８．おまけ 哲学におけるスペシャルワード 

 ここまでで当初想定していた話は終わりますが、もう少し書けそうな

ので、おまけで、哲学でのスペシャルワードには、ここまで触れなかっ

た特別な側面があるということを書いておきます。 

 

 ここまで、スペシャルワードについて、哲学対話のうち、主に対話の

観点から述べてきたが、哲学の観点から、もう少し話すことがある。 

 さきほど、例えばイデアというような哲学用語もスペシャルワードで

あり、哲学において重要な役割を果たしているという話をした。 

 スペシャルワードには、僕がマジックワードやビッグワードと呼びた

くなったような、負の側面があるが、それは哲学においても同様だ。 

 僕は、学問としてのいわゆる哲学とは、哲学対話の見本のように議論

を進めるべきものだと思っている。読者に誤解が生じないように丁寧に

説明し、読者からありえる反論を想定して議論を進める、といったよう

なかたちで。しかし、大学で専門の哲学的なトレーニングを受けていな

い僕の目からは、多くの哲学書はそうなっていないように思える。ある

種の哲学書は、衒学的に小難しい用語を並べて、読者をなんとなくわか

ったような気にさせてごまかして話を進めているようにしか思えない。
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これは、明らかにスペシャルワードの負の側面ではないか。そこまで極

端でなくても、世の哲学書は、スペシャルワードを極力使わず、もっと

誤解を招かないような丁寧な説明ができないものだろうかと思う。 

しかし、それは出来ない相談なのだろう。哲学はいわば言語の限界に

迫ろうとする試みだと言ってもよい。（そうでない哲学もあるかもしれ

ないが、僕にとっての哲学である形而上学に限れば、まさにそのような

ものだと思う。）言語の限界に迫り、通常使えるような言葉が尽き、それ

でも更に一歩、議論を進めようとするとき、少々無理をするのは仕方な

いことなのだ。そして、そのときの無理がスペシャルワードというかた

ちで現れるのだ。限界に迫ったときの、あえて、もう一歩の勇み足こそ

が、哲学におけるスペシャルワードの役割だと言ってもよい。その勇み

足があるからこそ、議論を先に進めることができる。だから哲学におい

て本当に必要なスペシャルワードは難解なのだ。 

 哲学書においてスペシャルワードが登場したなら、それは、その議論

の頂点にたどり着きつつあるという証だ。そのようなときは、哲学カフ

ェで盛り上がったときと同じように、読者が筆者に寄り添い、じっくり、

ゆっくりと筆者の言葉に向き合わなければならない。力を振り絞ってぎ

りぎりの一歩を踏み出そうとする筆者のことを、読者は最大限の力で支

えなければならない。なぜなら、哲学書を理解するとは、哲学対話と同

じように筆者と読者の共同作業なのだから。これが、哲学におけるスペ

シャルワードについて、僕が言いたかったことだ。 

 

 なお、ここでは言語の限界に迫るというスペシャルワードの役割につ

いて哲学特有のものとしたが、実は哲学対話でも大差ないようにも思え

る。 

 その理由を端的に言えば、哲学カフェにおけるスペシャルワードは、

十分に、いわゆる哲学においてもスペシャルワードとなりうるからだ。

この文章で哲学カフェにおけるスペシャルワードの例とした「あきらめ」

「自由」「人生」という言葉たちなんてまさにそうだ。 
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 「あきらめ」を例に考えてみよう。先日の哲学カフェで、「あきらめ」

については、（達成困難な目標などの）なにかに近づかず、避けてやりす

ごす、というような通常の否定的な意味と、（過去のしがらみなどの）な

にかを自分から切り離し、そこから自由になる、というような肯定的な

意味とがあることが明らかになった。この二つの意味には肯定と否定と

いう正反対の方向性と、自分と何かとの間で距離をとるというような意

味合いでの共通性があると言ってよいだろう。 

さて、では、ひとつの「あきらめ」という語に二つの側面があるとは

どういうことなのなのだろうか。それは一つなのだろうか、二つなのだ

ろうか。一つとすれば、二つの意味を持つことが説明できないし、二つ

とすれば、一つの言葉で表現できることが説明できない。これは、（少な

くとも「あきらめ」という言葉に特別な思い入れがある人にとっては）

まさに言語の限界に近づきつつある哲学上の難問だと僕は思う。 

本筋から外れるので、これ以上は掘り下げないが、「あきらめ」が哲学

カフェだけでなく、いわゆる哲学においてもスペシャルワードとなりう

ることが、なんとなく伝わったのではないだろうか。「あきらめ」でさえ

こうなのだから、「自由」や「人生」について哲学カフェで話しているう

ちに、いわゆる学問としての哲学と同じように、言語の限界に突き当た

ってしまうのは明らかだろう。 

 こんなふうにして、哲学書を読むときと同じように、哲学カフェにお

いても、スペシャルワードというかたちで言語の限界が顔を覗かせ、僕

たちを更なる謎に誘っているのだ。ワクワクするなあ。 

 

 僕は、かねてから、いわゆる哲学対話といわゆる哲学とは、ひとつに

繋がっていると考えています。スペシャルワードという観点から、その

ことが少しは示せたのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 
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「哲学カフェとは何か ～事例研究に基づいて～」 

―論文抜粋と応答（おまけ）― 

君嶋佑果 山本和則 

――――――――――――――――――――――――――― 

この投稿は君嶋の卒業論文である「哲学カフェとは何か ～事例研究に

基づいて～」1の抜粋と、それについての山本和則氏によるコメントの２

本立てで構成されている。 
はじめに投稿の動機を説明させていただきたい。簡単に自己紹介をす

ると、私は君嶋佑果といい、昨年までの旧姓は花岡である。２０１８年

３月に京都大学文学部哲学科を卒業後、京都で着物の染み抜き職人とし

て働くも、２０１８年秋に結婚した夫の転勤に伴い２０１９年春に退職。

現在は関東にて無職の身であり、自分で哲学カフェを開いているわけで

もない。この無職がなぜ今回「哲学プラクティス連絡会」の機関誌に投

稿することになったのかというと、私の卒業論文の主題が哲学カフェで

あったことに関係する。 
哲学科の卒業論文というと、基本的には哲学者を一人選んで著書を読

み、問いを立てるのが普通なのだろうが、残念なことに私は元来文章を

読むのが不得手であった。「じゃあなんで哲学科に入ったの」と思われて

も仕方がないのだが、どういうわけか私には哲学という学問が持つ開か

れた雰囲気、哲学的思考、探求といったものへの興味や愛好が人一倍あ

った。大学院への進学を考えていなかった私が、限られた時間で自分な

りに「哲学のここが良い」と言えはしないかと悩んだ結果辿り着いたの

が、哲学対話・哲学カフェであった。こうした経緯もあって、研究手法

としてはフィールドワークや対話に重きを置き、論文として形にする上

では文献に加え参加者へのアンケートや録画記録を活用した。研究手法

から手探りであったため論文にするのは非常に困難であったし、完成し

                                                   
1 この論文は君嶋（当時は花岡）が京都大学文学部哲学専修に 2018 年 1 月に提出

し、同年 3 月に学位を取得したものである。また本論文は公開されていない。 
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てからもいざ公開するとなると不安なところもあった。しかしながら、

様々な方々の協力によりなんとか形にすることができた卒論であるので、

哲学カフェ・哲学対話に関わる方々の参考に少しでもなればと思い投稿

させていただいた次第である。 
 

哲学カフェとは何か ～事例研究に基づいて～ 

※字数の都合上、一部文章をカットしている。 
 

１．序章  

（１）研究目的と背景 

 本研究の目的は「哲学カフェ」の目的と意義を、事例研究に基づいて

明らかにすることである。 
 哲学カフェは哲学実践と呼ばれる哲学対話活動の一つである。哲学対

話とは身近な問題について対話を通して深く考えるという活動であるが、

哲学実践の中には哲学カフェの他に哲学教育や p4c(philosophy for 
children)を含む「教育」、臨床哲学などの「ケア」といった分野がある。

大まかに言えば、教育では学校の授業に哲学対話を取り入れることで、

生徒が「論理的思考力を養い探究心を育む」ことが目指されている。一

方ケアでは、病院や公共スペースで患者とその家族・医療従事者を集め、

当事者同士もしくは混ざり合った中で哲学対話を行うことで、人々が「癒

される」ことが目指されている。このように教育やケアには確固たる目

的があるのに対し、哲学カフェにはこのような明確な目的は定められて

いない。また哲学カフェ全体をまとめる組織は無く個々人が哲学カフェ

を自由に開き活動しているので、教育やケアに軸足を置きつつカフェも

行うという人も多い。このため、哲学カフェについては他分野と同じ哲

学対話活動として一括りに語られたり、主催者の理想から語られたりす

るばかりで、哲学カフェの固有性や活動自体から見た意義は十分に語ら

れているとは言い難いのが現状である。また、参加しやすい雰囲気を出

す意図からか、分野や内容に関わらずカフェという名前が付けられるこ
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とがあるために、哲学カフェにとってカフェがどのような役割を果たし

ているのかはあまり重視されず、カフェ固有の性質もあまり語られてい

ない。このように活動が曖昧であるために、様々な問題が起きているこ

ともわかった。大きく分けると問題は３種類あり、哲学カフェ業界内の

問題、哲学研究者業界との間にある問題、一般の人々との間にある問題

である。 
まず哲学カフェ業界内の問題について。哲学カフェはそれぞれのカフ

ェの個性が尊重され多様であることもその特徴とされる。しかし一方で、

主催の手法の違いから齟齬が起きたり、「あれは哲学カフェではない」

という発言が主催や哲学カフェリピーター2から出たりすることから、明

確な定義は無いながら参加者に求められる姿勢があることはわかる。

個々の哲学カフェの自由が単なる無秩序になってしまわないためにも、

この姿勢を明らかにする必要がある。 
次に哲学研究者業界との間にある問題について。実践者3は以前よりも

関係は良好になったと語るが、現在でも哲学カフェは一部の研究者から

「無意味」と軽視されたり「無秩序」と批判されたりすることがある。

逆に実践に携わる研究者の中には実践こそ哲学の真価を発揮していると

いう強い主張もあり、しばしば研究と実践の対立図式が取られる。これ

については、まず市民が参加する活動と研究を対立的に語るべきではな

く、哲学カフェの対象・場所の性質を確認すべきであると思われる。「哲

学の真価は実践の方にある」という強い意見は取らず、かといって無意

味だと一蹴されることも無いように、適切な形で活動を取り出す必要が

ある。 
そして、一般の人々との間にある問題について。哲学カフェに参加経

験が無い一般の人々から「既存の活動との違いがわからない」「どうい

う活動かわからない」「本当に場が成立しているのか？」という声や疑

                                                   
2 「複数の哲学カフェに参加経験がある人」という意味で使用する。 
3 主催者＝哲学カフェを主催する人、進行役(ファシリテーター)＝その回で対話の

進行を担当する人、実践者＝哲学対話活動を推し進める人として使い分ける。 
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問がある。今後も新規の参加者を増やしていくために活動の実態を明ら

かにする必要があるだろう。 
こうした問題を念頭に置きながら、本論文ではカフェという場所の特

性に注目し、類似の活動と差別化を図ることで、哲学カフェ固有の目的

と意義を明確にしたい4。 
 
（２）方法 

現地調査とその中で得た資料を基に哲学カフェの分析を行った。研究

対象である哲学カフェは体験・活動・現象という形であること、哲学対

話ではなく哲学カフェとして見ると文献や先行研究が乏しいこと、記述

しているものも主催の意図が前面に出ており活動自体から語られている

ことが少ないことなどから、実際に観察し資料を得る必要があった。し

かしながら、目的においても述べたように、主催によって手法が異なる

こと、メンバーや内容が毎回不確定であることや進行役の熟練度がまば

らであったり、全体として発展途上であったりすることなどを原因とし

て、カフェ毎にそしてその回毎に充実度にばらつきがあり、また、携わ

る人々の活動に対する理解が曖昧であるため、調査を行いその様子をそ

のまま記述するだけでは哲学カフェの活動を語るには不十分であると考

えた。加えて経済的に全国の哲学カフェを調査することも不可能であっ

た。こうしたことを背景に、この多様過ぎる活動の全体に言及するには、

活動方法やルール、カフェという場所の性質など、共通して考えられて

いるものから、哲学カフェは何を目指しながら活動を行っており、その

ためにどのような工夫がされているのかを示すことが有効であると考え

た。具体的なフィールドワークにおける調査内容5は以下の通りである。 
・調査時期は 2016 年 4 月～2017 年 11 月末頃 

                                                   
4 日本以外で行われる哲学カフェについては言及しない。 
5 なお、研究全体としては、フィールドワーク以外に、少ないながら哲学カフェや

カフェについての言説、そして他の類似の活動についての言説、ブログや SNS で

公開されている実感も参考にした。 
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・実際に対話に参加(哲学カフェ 12 か所、計約 30 回、高校での哲学対

話 4 回) 
・哲学カフェ終了後の主催者や居合わせた他の哲学カフェの主催経験

者・研究に関心を持った参加者と対話(話した主催：16 人、主催と話し

た回数：約 30 回) 
・対話後、参加者にアンケート(全 11 回、累計回答数 59、回答率 98％) 
・Google フォームで哲学対話進行経験者にアンケート(8 名回答、うち 5
名未対面者) 
・カフェフィロの代表である山本氏協力のもと哲学カフェを計 2 回主催。

事前に許可を取り対話を録画したものを文字に起こし、資料化 
 
２．対話開始まで 

（１）哲学カフェのルール説明から見る「求められる姿勢」 

哲学カフェは基本的に初参加者がいることを前提としており、毎回は

じめに哲学カフェとは一般的にどのようなものか、この哲学カフェは何

を目指しているか、開催場所についての諸注意、対話のルールなどが丁

寧に説明される。対話のルールは哲学実践先駆者たちの考えや理論を参

考にするだけでなく、自身のカフェにおける経験や他の実践者からの情

報から独自に変更を繰り返し、それを経て安定していくという。何をル

ールとして選ぶかは、どういったポイントを重視しているか、特にどう

いった事態を避けたいかなどによって異なる。しかしながら、主催や分

野に関わらず「深く考えてみること」「よく聴くこと」「人を傷つける

ような発言を避けること」は必ずルールや説明の中に盛り込まれる。こ

こから哲学対話には共通して求められる姿勢があるということが推測さ

れる。そこで本節ではまず、複数の実践者の挙げるルールからその姿勢

がどのようなものかを分析したいが、その前になぜ求められる姿勢が共

通したものになるのかについて、一言述べておく。 
哲学カフェの主催者は基本的に盛んに交流をしている。交流の場は「哲

学プラクティス連絡会」「臨床哲学会」といった大会、他のカフェやイ
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ベントへの参加、普段のＳＮＳ上などである。またメタ哲学カフェとい

う哲学カフェについて話し合う哲学カフェも各地でしばしば開催されて

いる。主催者たちはそのような機会を通じて、個々のコンセプト、哲学

対話に何を見るかという大きな話から細かな手法、面白かったテーマか

ら進行で困ったことなど様々な意見交換、情報交換をして実践に活かし

ている。自身のカフェだけでなく哲学カフェ全体を発展させたい、そし

て哲学の面白さや大切さを市民に広めたいという思いを強く持つ人が多

い印象である。このように、試行錯誤を繰り返しながら哲学対話に良い

とされるものが取捨選択されていき、結果として、求められる姿勢がほ

ぼ共通したものになっていったと考えられる。 
では、ルールの分析に移ろう。具体的な個々のカフェ、主催者が挙げ

る対話のルール6は以下のようなものである。これらを①探求する姿勢、

②頭ではなく場で考える姿勢、③安全であろうとする姿勢に分類するこ

とができる。本論文ではこれらを哲学カフェに求められる姿勢とする。

詳しくは後述する。 
 

・梶谷真司氏「1.何を言ってもいい(②) 2.否定的な発言はしない(③) 3.
発言せずに、ただ聞いて考えているだけでもいい(③) 4.お互いに問いか

けることが大切(②) 5.誰かが言ったことや本に書いてあることではなく、

自分の経験に即して話す(②③) 6.結論が出なくても、話がまとまらなく

てもいい(②) 7.わからなくなってもいい(①)」(梶谷, 2015, 102-3) 
・鷲田清一氏「1．挙手し指名されてから発言する(③)2．(問題提起にあ

たっては)じぶんが体験した具体的な事例をあげながら話す(③)3．他の

参加者の発言は最後まで聴く、他の人の意見や文章の引証はしない(②
③)」(鷲田, 2014, 196-7) 
・寺田俊郎氏「1．自分の言葉で話す(②③) 2．人の話をよく聞く(②③) 

                                                   
6 哲学実践で有名な研究者及び、筆者が実際に参加したカフェや交流のある主催者

のルールを挙げる。 
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3．自分の意見は変わるかもしれない、という前提を持つ(①)」(山本, 
2016) 
・カフェフィロ山本氏「1．いつもよりゆっくり考えよう(①) 2．話す

より質問する、聴く(②) 3．わからないことにこだわろう(①) 4．頭

にあることをとりあえず出してみよう(②)」(筆者が主催した哲学カフェ

の文字起こし資料より) 
・あまがさき哲学カフェ赤井氏「1．発言する時は挙手し、進行役に指名

されてから発言してください(①) 2．おひとりの発言が終わるまで、聴

いてください(②③) 3．できるだけ手短に話す。発言しないのも自由で

す(③) 4．参加者が不快になるようなことや乱暴な物言いはしないでく

ださい(③) 5．迷いながら話してもかまいません、途中で中途半端にな

ってもかまいません(②) 6．人の意見を否定せずに受け止め、多様な意

見を聴きましょう(②③)」（赤井, 2013） 
 
次に、上記 3 つの姿勢について説明する。まず、①探求する姿勢につ

いて。これはテーマについて様々な角度から疑問を呈し、考え、それに

答えようとする姿勢である。すぐには解決できそうになかったり答えが

一つに定まらなかったりするような問いについて、より正しい、より良

いと思えるような理解を根気よく試みるこの姿勢は哲学に欠かせないも

のである。よって、この姿勢①は哲学カフェの「哲学性」と言えるだろ

う。哲学カフェでは、合意や決議のようなゴールが設定されていないの

で、何らかの結論を目指すことよりもより深くそして多角的にテーマ・

問いについて考えることが推奨される。なるべく効率よく早く作業をこ

なしていくことが要求されることが多い普段の生活とは大きく異なるだ

ろう。 
次に、②頭ではなく場で考える姿勢について。自分の考えや意見の不

備を自力で見抜いて修正することは困難なことであり、論理的な誤りが

あってもそれに気づかずそのままにしてしまうことも少なくない。余裕

をもって何かについて考えようとしても、一人で自問自答をしているう
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ちに堂々巡りになったり、集中力が切れて途中で諦めてしまったり、他

のことに気を取られてしまったりして探求が終了してしまうことは往々

にしてある。ところが哲学対話では一人ではなく、対話という形をとっ

て複数人で思考を行う。ここでは自分の頭の中に留めるのではなく、む

しろ未完成な意見でも場に投げかけ、共同で問いの吟味を行い、考えを

深めるために必要な作業を分担することで個々が探求する際のハードル

を下げることが重要とされる7。 
そして③安全であろうとする姿勢について。気軽に安心して話せる場

所を作る上で気を付けなければならないのが安全である。哲学対話の際

の安全について、多くの実践者によって参考にされる考えがある。P４
C(philosophy for children)Hawaii のトーマス・ジャクソンによって提唱

された 3 つの安全、1.物理的安全(身体が傷つけられない)、2.精神的安全

(感情が害されない)、3.知的安全(発言や質問に対して蔑まれたり嘲笑さ

れたりする危険がない)である(小川, 2017, 67-8)。1,2 が守られるべきな

のは当然として、3 の知的安全に関して言えば、これは哲学カフェの場

合、傷つけるような発言はもちろん、傷つかないまでも発言をしにくく

させる発言や態度をしていないか注意を払うということになるかと思わ

れる。例えば自身の職歴や職業をその地位を振りかざすために明かす、

高圧的な物言いをする、知識をひけらかすといったことはしないという

ことである。もちろん、具体例を出す際に職業を明かしたり、本やテレ

ビの話を引用したりということは実際にあるが、それはあくまで話を伝

わりやすくするためであって発言権を独占するためではないと理解して

おかなければならない。ただ実際には、無意識にまた悪意無くそのよう

なことがなされることが多いので、進行役は常に参加者が嫌な思いをし

ていないか、話についていけていない人がいないかなど気を配り確認し

ながら対話を行う必要がある。とはいえ判定が微妙で指摘をしにくい場

                                                   
7 哲学教育の言説では、他者と共同で探求を行う理由が、他者が自身の真理探究に

価値を持つためであるとされているが、異論もあるという。対話という形を取る意

義を実践者は色々な説を唱えている。 
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合も多いので、進行役は途中で全体に呼びかけるように注意をしたり、

それとなくほのめかしたりといった仕方でそうした姿勢へと促していく
8。 
これらの姿勢のうち哲学対話の場において最も重要なのは①の探求す

る姿勢であり、このために②と③があると言ってよい。姿勢③が守られ

安心した状態ではじめて、姿勢②のように場に対して話すことができ、

姿勢①のような探求が可能になると考えられ、そのような場の実現と向

上が目指されている。 
 
〇姿勢の先にあるもの 
これらの求められる姿勢の先にあるものは何であろうか。ルールでも

確認したように、カフェではディベイトのように片方の立場を固持する

必要もなければ、会議のように答えを一つに定める必要もない。また、

研究の場ではないので新たな理論の構築や哲学の発展を目指すことも求

められない。しかし、雑談とは異なりある程度の方向性が定まっている。

では哲学カフェで行われる哲学対話は何を目指しているのか。 
調査の結果、参加者は哲学カフェにおいて普段の生活で関わらない人

と話し考えることで発見や驚きを得ていることがわかった。ここから、

求められた姿勢を守った先にあるものは「対話的思考を通じた気づき」

であると考えられる。だとすれば、気づきの追求は際限がないため、ま

とめをせず時間が来たら終わることが推奨されるのも説明がつく。 
そこで、次章ではまず、参加者が様々な気づきを得ていると考えられ

る、哲学カフェの実際の対話の内容を紹介する(第 1 節)。その上で、哲

学カフェの固有性が純粋に探求に没頭できるという点にあることを哲学

カフェの「カフェ性」と(第 2 節)、他の哲学対話活動との比較という観

                                                   
8 進行役は対話に必要な姿勢を参加者が取りやすくなるような工夫や、逆に阻害す

るようなものを予防・回避することが期待される。しかし、人数やメンバーによっ

ては困難な場合があるので、進行に委ねるのではなく、参加者も場所を作り上げる

一員として主体的にルールを守ることが前提とされる。 
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点から示す(第 3 節)。 
 

３．実際の対話の様子と哲学カフェの固有性 

（１）実際の対話の内容 

実際の対話の内容を具体的に示すために、カフェフィロの代表である

山本氏協力のもと計２回哲学カフェを主催し対話の録画を行った。カフ

ェフィロのホームページで録画と研究資料化の旨を明記し告知してもら

ったが、場所は普段から山本氏が定期的に哲学カフェを主催する四条烏

丸の町家カフェ9で行った。テーマは告知では未定として、その場で参加

者が日頃の関心を出し合い進行以外の多数決から決定した。本論文では

第１回目のテーマ決定後、１時間分10の対話から話題と論点を抽出した

ものを列挙し、対話内容の紹介とする。 
 

〇具体的な話題の推移(第１回主催、テーマ「見栄とは何か」の場合)11 
■見栄の種類について 
・自分に足りないものを補う見栄と優越感を得ようとする見栄の２種類

がある。 
・人並以下から人並程度に見せようとするのが前者で、人並から人並以

上に見せようとするのが後者。 
■見栄を張った経験、張られた経験が思い出せない 
・知り合いの言動を例として出すも、再考してみると見栄と断定しかね

るものばかりで、自分で見栄を張った経験も、あると思われるのに想起

できないという事態が続く。 

                                                   
9 2 階のレンタルスペース(机、椅子、ホワイトボード、空調完備)にて。 
10 16:10～18:00 のうち、事前の説明やテーマ決め、アンケート記入の時間を除い

た時間である。 
11 実際は話題が前後したり言い直したりするため進行のペースは見た目よりずっと

遅い。対話は一般参加者 4 名(偶然にも全員男性、10 代学生、30 代大学非常勤講

師、唯一の初参加 40 代公務員、50 代会社員)と筆者、山本氏の 6 人で行われた。

告知が遅くなったため人数は少なかったがじっくり対話を行えた。 
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・「知ったかぶり」の例のみ、それはしたこともされたこともある見栄だ

とされた。 
■見栄かどうかを判断する基準や条件は何か 
・見栄は嘘かどうか。嘘とまでは言えないようなものもある。 
・同じ人の同じ言動でも、見栄とされたりされなかったりする。 
・稼いでいる人にとって高級車や高いレストランなどは、相応なもので

見栄ではない。 
・羨ましがられたいという動機があるかどうかで見栄かどうかが決まる。 
・その人の普段の姿・本来の姿と言動との違いで見栄かどうか判断でき

る。 
■議論の整理 
・その人がどういう人か知らないと判断できないという意見だが、本当

にそうなのか。 
・見栄は思っていたよりも掴みどころがない。 
・ここまでの意見から見栄は「無理して相応でないことをすること」と

いうのは確定できそうであるが、ここにどのような条件が加わるのか。 
■見栄と似たものについて 
・謙遜は方向が逆だが無理して実際の自分でないように言うのは同じ。 
・アピールは自分を良く見せるという点で同じ。 
■相応でない言動でも、見栄ではないと判断されるものについて 
・就活は自分のアピールをするべき場所、婚活パーティーも同じ。 
・特定の人に対してであれば見栄ではないのではないか。 
・必要性があるアピールは見栄とは思われないのではないか。 
・「見栄は必要がないのに無理して相応でないことをすること」と言えそ

うである。 
■見栄を張ることは悪いことなのか（論点が多く出たので少し話題をず

らすことに） 
・見栄の例を出そうとするとどこか悪口や陰口のようになるのは何故か。 
・見栄は嘘のように単純に悪いことであるとは言えない。 
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・見栄は悪いというよりは、友達同士のように横並びでいたい関係の中

で、上に立っているように振る舞われたり、称賛を強要されたりすると、

付き合うのが面倒になるのではないか。 
・日本は横並びでいようとする意識や同調圧力が強いためにアピールも

好まれない。 
・当初は個人の狙いのみに見栄を生む原因があると考えていたが、社会

やこちらの見方にも見栄とを感じさせる原因があるのかもしれない。（こ

こで終了） 
  
 内容は個々の回やカフェによって千差万別ではあるもの、おおよそ以

上のように様々な論点を出しながら話が進む。参加者が気づきを得る場

面は、自分とは異なる観点からの意見や疑問に出会ったり、自分の疑問

が解決されたり考えがまとまったりするときや、具体例が挙げられると

きなど、様々である。テーマに関することだけでなく、話の進み方やプ

ロセスのようなメタなものに対して気づきを得る参加者もいる。いずれ

にせよ参加者は先の姿勢を守って探求を行う中でそれぞれ大小様々な気

づきを得ていると言える。 
 

（２）哲学カフェのカフェ性 

哲学カフェはフランスのパリのカフェ・デ・ファールという喫茶店で

偶然始まったもので、その後広まっていくうちに喫茶店以外の場所でも

開かれるようになったが、哲学カフェという名前はそのまま受け継がれ

ている。イギリスのコーヒーハウスや革命期のパリのカフェのように、

喫茶店としてのカフェは「階級を超えた市民による自由な社交の場」、

「言論の自由を保障された場」と考えられてきた。哲学カフェの始まり

は偶然ではあるが、カフェと哲学は基本的に相性の良いものと見なされ

ている。しかしながら本論文ではそのような歴史的な成り立ちや象徴的

な意味ではなく、現在実際に主催者たちが哲学カフェの場所づくりの際

に「カフェのような空間」としてイメージしていることから、哲学カフ
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ェにおけるカフェの性質を考えたい。カフェのような空間とは具体的に

は「誰もが自由に出入りでき、リラックスして話し合える空間」や「安

心して・落ち着いて話し合える場所」とされる。これらを分析し導き出

された性質をカフェ性と呼ぶこととする。カフェ性として挙げられるの

は以下の五つである。 
 

1．メンバーシップの開放性：参加資格はない(基本的に定員と参加費は

ある) 
2．平等性：進行だけが特別ではあるが、発言が地位や立場によって制限

されない 
3．発言の無責任性：発言がその後のキャリアや人間関係などに響く心配

が少ない 
4．半匿名性：氏名や職業を隠すのも明かすのも自由だが必要ではない 
5．対面性：全ての人がその場に居合わせる 
 
これらの性質がもたらすものはそれぞれ次の通りである。まず、1.メ

ンバーシップの開放性は多様な人を受け入れることで多様な意見を得や

すくする。2．平等性と 3．発言の無責任性は発言の際、自分の地位や立

場への考慮や、その後のキャリアや人間関係への懸念を減らすことにつ

ながる。4．半匿名性はプロフィールを明かすことによって自分の発言内

容が制限されたり、先入見や偏見をもたれたりするのを防ぐことができ

る。そして 5．対面性は、ネットのような匿名かつ顔が見えないやり取

りよりも誹謗中傷を言いにくくさせるとともに、雰囲気や声、ジェスチ

ャーや表情など理解の手がかりを増やしている。これらが複合的に効果

をもたらし、立場によって発言の機会や強弱が決まらず発言内容は平等

に扱われることで「立場上話さなくてはいけないこと」ではなく「自分

が考えたいこと」に集中しやすくなる。つまりカフェ性は発言のハード

ルを下げ、自由な思考を補助しており、哲学対話に求められる姿勢を維

持する効果があると言える。ここから、カフェ性は探求に没頭できる環
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境作りに大きく寄与しており、哲学対話の哲学性と相性が良いことがわ

かる12。 
 

（３）他の哲学対話活動との比較 

哲学実践には他に教育やケアといった分野があるが、これらにはカフェ

とは異なる性質や、哲学対話によって達成しようとしている更なる目的

がある。 
 まず教育について。学校で行われる哲学対話は一般的に授業の中で行

われる。クラスのように既存のコミュニティに属する者同士が行う対話

の中での思考や発言は、普段どういう振る舞いをする人かという前情報

だけでなく、後にどのようなことを思われるかという対話後への懸念に

多かれ少なかれ影響されることになる13。また、生徒たちは興味の有無に

関わらず、ある種強制的な形で対話に参加することになる。このような

状況から対話をスタートさせることになるため、教育では教室を探究の

共同体に作り変えるという言い方がされ、いかに生徒が探求に集中でき

る環境を作るか、どうしたらテーマに興味を持ってもらえるかが重要な

課題であるとされている(cf., 小川, 2017, 62; 土屋, 2013, 79)。また、対

話を通して生徒たちは哲学的思考力・対話力、具体的には論理的思考力、

                                                   
12 サイエンスカフェにおいても、敷居を下げることで科学に気軽に接することが

できるという狙いがあるといい、たしかにハードルを下げる点は共通しているとい

える。しかしながら、哲学カフェでは哲学の学問的な知識を市民にもわかりやすく

伝えることや、哲学研究者が市民と交流することを主たる目標としては掲げてはお

らず、専門知を市民にわかりやすく教えることを目的に掲げるサイエンスカフェと

は全く異なる活動といえる。サイエンスカフェの哲学版のような、哲学の専門知を

わかりやすく伝え市民から気軽に質問をしてもらえるような場所もたしかにあり、

またそれも同じく哲学カフェという名前で活動している場合や、同じように紹介さ

れる場合がある。主催者の中にはこれらは明確に区別せず毛色の違いとして見るべ

きではないかと考える人もいたが、アンケートにおいて参加後の感想に対話ではな

くもっと哲学の知識を聞きたかったと回答した人はおらず、区別して扱う方が混乱

は避けられるのではないかと思われる。 
13梶谷氏は職場での哲学対話を勧めているがこれについても同様のことが言える。 
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批判的思考力、相手を尊重する思考といったことを獲得することが目指

されている。 
次にケアについて。臨床哲学とは患者に限らず苦しんでいる人々を対

象とし、そのような人々の視点で哲学をすることであるとされている。

具体的なケア系の哲学対話活動を挙げると、例えば大阪と東京で開かれ

ている「おんころカフェ」の紹介文では「がんや難病の患者さん、その

ご家族が対象です。哲学者が行う「対話」が病と共に生きる方々のサポ

ートとなることを目的に開催しています。(プライバシー保護の観点から、

それ以外のかたのご参加はご遠慮いただいています)」14とされておりこ

のように当事者会として開かれているものも多い。また、より対象が広

く開かれ「死」や「悲しみ」15といった深刻なテーマが扱われるようなも

のもある。どちらにせよ何かに苦しむ人々が来ることを前提とし、そう

した人が安心した環境で苦しみを吐露したり同じ境遇の人の話を聞いた

りすることを通して癒されることが目的とされる。 
教育やケアの特性や目的をカフェと比較すると、カフェは既存のコミ

ュニティでも当事者会でもなく、また特に哲学対話を行うこと以外に達

成されるべき目的も設定されていない。この意味で、哲学カフェは気兼

ねなく純粋に哲学対話に没頭することのできる場所であると言える。し

たがってこれが哲学カフェの固有性であると言える。 
 

４．哲学カフェの目的と意義 

以上から、哲学カフェの目的は対話的思考による探求と気づきであると

考えられる。目的達成のためには問いへの対峙、多角的な視点の共有、

安心した雰囲気が必要とされるが、立場に関係なく気軽に参加でき自由

な発言を許されるというカフェの性質がこれらを支えている。このよう

に哲学カフェの活動は複数の要素を含んでいるが、実際の活動ではこれ

                                                   
14 “哲学対話”, おんころカフェ 
15 “「かなしみぽすと」について”, かなしみぽすと 
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らは複雑に結びつき補完し合って作用している。 
目的を確認したところで次に哲学カフェの意義を考えたい。実践者か

ら語られる意義は抽象的であったり、学問的な哲学の観点や、更に活動

が広まった暁にはという未来の時点から語られたりするため(cf., 鷲田, 
2015)、本論文では参考程度に留め、あくまで対話後に参加者にとったア

ンケートを基にして分析を行った。全員を回答対象とした質問「あなた

の感じた哲学カフェの良さや、普段の生活で行う会話や思考との違いを

お書きください」の回答(自由記述)において、同じもしくは類似している

部分が見つかった(なお、この質問はアンケートを行った全 11 回のうち

の第 2 回以降に実施したものであり、回答者数は 54 人中 48 人であっ

た。以下分類項目ごとに回答者数を付すが、同一回答者の回答が複数の

項目に跨る場合には、いずれの項目も 1 人とカウントした)。それらは大

まかに(a)「一つのことを考えられる、気づきがある」(25 人)、(b)「安心

して話ができる(聴ける・話せる)」(17 人)、(c)「色々な人がいること、

色々な意見があることを感じられる」(20 人)、(d)「一人ではできないこ

と、普段の生活ではできないことができる」(26 人)、とその他(3 人)に分

けることができた。また、参加経験者を対象にした質問「これまで参加

したなかで特に充実した哲学カフェはどのようなものですか？また、充

実度に重要なのは何であると考えられますか？」の回答も、大まかに上

の(a)～(c)およびその他に分けることができた(それぞれ回答者数は 15
人、10 人、9 人、その他は 3 人。これも第２回以降の質問であり、回答

者数は 36 人中 29 人であった)。 
これと逆の質問「これまで参加したなかで、つまらなかった哲学カフ

ェはありますか？あればその原因は何であったと思いますか？」の回答

は、無回答や「無し」(10 人)という回答を除けば、(A)「話が深まらない」

(9 人)、(B)「高圧的な態度の参加者」(4 人)、(C)「進行役の過干渉」(7
人)、その他(1 人)に分類することができた(これは第１回からの質問で、

回答者数は 40 人中 26 人)。(A)～(C)はそれぞれ、(a)～(c)が得られてい

ないことへの不満である。(A)は具体的には話の深まりに寄与しない単な
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る意見の乱立であったり、堂々巡りであったり、特定の参加者間でのみ

議論がされる状況であったりと様々である。これは進行役が改善しうる

ことではあるため、(A)は部分的には進行役の不干渉に対する不満となっ

ている。(C)は逆に発言が多かったり話をまとめようとしたりするなど進

行役が干渉し過ぎることへの不満である。 
ここから、参加者は(a)～(d)を良さであると認識しており、逆にこれら

が損なわれた場合に不満を抱いていることがわかる(ただしそのような

良さに参加して初めて気づく参加者もいる)。他方、(a)～(d)は上記の哲

学カフェの目的達成に必要とされる諸要素に当たっている。したがって、

参加者にとっては上記の諸要素が備わった場所が実現されていることそ

れ自体が哲学カフェの意義となっていると言える。 
 

＜結論＞ 
哲学カフェとは「対話的思考による探求の中で気づきを得る場所」で

ある。哲学カフェにおいて参加者は「探求する姿勢」「頭ではなく場で考

える姿勢」「安全であろうとする姿勢」を求められる。第 2 の姿勢は探求

のハードルを下げ、第 3 の姿勢は危険を退けることで第 1 の姿勢を助け

ている。また、哲学カフェのカフェ性(メンバーシップの開放性、平等性、

発言の無責任性、半匿名性、対面性)は、多様な人・意見を受け入れるだ

けでなく、発言しやすくしたり自由な思考を補助したりする効果を持ち、

探求に没頭する環境作りに大きく貢献している。参加者は哲学カフェの

有する複数の要素それぞれに良さを感じ、それらが合わさった哲学カフ

ェという特殊な場所が開かれること自体に意義を感じている。 
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 君嶋氏に初めて会ったのは 2016年 10月だったと思う。相談の内容を

聞いて「哲学科の卒論で哲学カフェが取り上げられるなんて…」と時代

の流れ（？）を感じたことを記憶している。氏とは論文完成後に何回か

飲みに行っている16のだが、論文の内容について十分な応答ができてい

るとは思えないので、（紙面の都合上）ごくごく簡単にではあるが、この

場を借りて、前掲卒論（花岡論文）についてコメントしたいと思う17。 

花岡論文では、多様な哲学実践と対比する形で「哲学カフェの固有性」

が論じられている。現在の日本では哲学カフェ以外にも「こどもの哲学」

や「哲学カウンセリング（相談）」など、それぞれルーツの異なる実践が

多様な形で展開されている。しかし、それらは明確に区別されず、一括

りに「哲学対話」とみなされている場面も多いと思われるため、それぞ

れの実践の特徴について改めて確認することは、どの立場の実践者にと

っても有意義だと思われる。 

さて、花岡論文では「（哲学対話を行う以外に）達成されるべき目的が

ない」ことが哲学カフェの特徴とされている。この見解には異論もある

だろうが、「カフェ」という場の性質を考えれば一定の説得力があると私

は考える。例えばカフェ文化研究家の飯田美樹は「カフェという場は他

の公共的な施設とは異なり、合目的性がほとんど追求されない不思議な

空間」18であると指摘している。カフェはただ飲み物を飲む場所ではな

く、かつ一度店に入ってしまえば、その空間で何をするかは基本的には

客の自由である。カフェという場がこのように「目的からの解放」を性

質として持つのであれば、カフェ（もしくはカフェ的な雰囲気）で行わ

れる哲学カフェにおいても同様に「達成されるべき目的がない」のは自

然なことだと思われる。これは、主催者や参加者がそれぞれ多様な目的

                                                   
16 特に京都七条のたこ焼き屋兼居酒屋「七ちゃん」はオススメである。燻製も有

る。https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260101/26023131/ 
17 論文の掲載を優先したら、自分の担当分は２ページだけになってしまった。 
18 飯田美樹『新装版 Caféから時代は創られる（いなほ書房,2011）』p.117 
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のもと哲学カフェに参加している、という実情を言い換えただけともい

えるが、このような多様性自体が哲学カフェの特徴だともいえる。19 

また、花岡論文では「カフェ」という場の持つ特徴が哲学カフェにい

かに影響を与えているか、ということも論じられており、個人的に興味

深かった。カフェの特徴としては「メンバーシップの開放性」「平等性」

「発言の無責任性」「半匿名性」「対面性」の５つの性質が挙げられてお

り、これらの性質が探求に没頭する環境づくりに寄与している、とされ

ている。これらは大まかにいえば「カフェに集まる人同士の関係性」の

持つ性質だといえるだろう。ただ、一般的なカフェの環境を思い浮かべ

ると、他の席の声や雑音、音楽が聞こえてきたり、店員さんが飲み物を

持ってきたりなど、むしろ探究の邪魔になる要素も多いのではないかと

思われる。これらのノイズを排除するために、貸切や個室で哲学カフェ

を開催する場合も多いと思われるが、私は（むしろ探求の邪魔になると

すら思える）一般的なカフェの環境もまた、哲学することに何らかの寄

与をしているのではないか、と感じている。この点は花岡論文を引き受

けて、私が今後考えていきたい仮説であるが、これは別の機会に詳しく

書くことだけを宣言して、ここで筆を置きたいと思う20。花岡論文が、何

らかの形で読者の参考になることを願っている。 

                                                   
19 他にも「メンバーシップの開放性」や「半匿名性」から「開かれた場」としての

哲学カフェの固有性を捉えることは可能だと思うが、今回は取り上げない。 

20 佐藤和久が『フィールド哲学入門（ナカニシヤ出版,2015）』で「思考のための場

所」について述べていることが、この問いを考えるヒントになるのではと思う。 
（略）私にとって哲学的な場所とは、私が私であることを一時中断できるような
場所だということ。（中略）私がその役割を一時停止し、かつそこにいることを許
されているような場所。ある役割ともう一つの役割との間の移行地帯（サード・
プレイス）。（中略）こうしたとき私は、私というアイデンティティを堂々と宙づ
りにし、自分であることを一時停止することが正当化されている。（p.36） 
佐藤はこのことは「自分自身を構成する環境への＜なじみ＞から一時的に切り離さ

れる(ibid)」ことであるとも言い換えている。 
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編集後記 

――――――――――――――――――――――――――― 

１月に第一子を出産。まだ小さかった赤ちゃんとどこかに行けるわけ

なく、家に閉じこもる日々。そんな中、執筆者のみなさんや編集委員と

のやり取りは、外とのつながりを感じることができる息抜き的な時間で

した。第２号の刊行によって、また新たな問いや関係に出会えるのが楽

しみです。引き続き、ご投稿をお待ちしております。    得居千照 

 

 みなさまのたくさんのご協力のおかげで、第 2号を発刊することが

できました。ありがとうございます。今回も多くの投稿をいただきま

した。またみなさまと、この雑誌を通して対話をつづけていけたらと

思っています。                     

永井玲衣 

 

 無事に第二号を刊行することができました。創刊号とはまた違った

内容となっており、みんなで考えたくなる素敵なものばかりです。関

わっていただいたみなさま、ありがとうございました。さて、第二号

が出たばかりですが、もう第三号が楽しみです。 

皆川朋生 

 

 目の前のことにいっぱいいっぱいになりながら、それでも今年も『み

んなで考えよう』の編集に携われたことを嬉しく思います。多くの方々

のご協力と、編集委員へのご辛抱によって完成したものです。創刊号と

同様、ここにある言葉がさらなる対話の端緒となることを願って。 

廣畑光希 
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