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「ポニーのいる人背て広場 J

~いのちに根ざした子育て・教育をめざして~

石井博史ネ

1 .はじめに

人の輸にポニーが入ると人同士の関係が静かに

深く影響を受けて，子ども達がいきいきと成長したり，

さまざまな青少年隈題が好転していったり，多t佐代

のつながりが取り戻されていったり…と不思議な

ことが起きてくる。しかし，実はそれは不思議でも

なんでもなく，人も生きものであるのに消費型競争

社会において九、のちjの本性に矛盾した多くの営み

の中で，青少年問題や精神疾患、を多発させているの

であり，人が fかわいくて，誇り高く，たくまししリ

ポニー遠の「し、のちJ~こ触れて，いのちに根ざした

生き方を取り戻していくからなのだ，と

3お3年前に(伎員財オわ)ハ一モニイセン夕一とポニ一フ。ロ

グラムに出会わせていただだ、いたことでで、，現在の私が

ある。その年の 12月の夕方。初めて訪問した(財)

ハーモニイセンターの町田ボニークラブ(日本で最初

のポニークラブ。東京都)。練習場の方からは子ども

遠の元気なかけ声が関こえていた。そして， Wifii先場に

ひと足早く練習を上がった少年と大きなどさんこが

「二人J0 少年は 10倍以上もありそうな相捧の手‘入

れをしていた。馬が駄々をこねるとすかさず「ハ

イツjと鋭い声をかけながら一本ずつ足を持ち上げ，

言うことを翻し、た後には愛撫を忘れず，てっぴがけ，

水洗い，拭き，蹄泊ぬり，とこなしていった。大人は

誰もついていない。小学校低学年が大きな馬を見事に

従えていた。一体何なんだ!それが第一印象だ、った。

その後， 17年間スタップとして蒸備を受け，平成

7年にじターンして鳥取で「日本一小さなjボニー

牧場合作り， 4頭のポニー達と子どものホンモノ

体験，冒険体験，仲間体験，都会と田舎の子どもの

交流……を始めた。幸い，優秀なスタップ，情熱的

な青年ボランティア，大勢の皆さんの支援，参加に

恵まれ活動を進めてくることができた。 6年前には

鳥取県より 1ヘクターノレの牧草地の無償貸与を受け，

'1':1:[11法人ハーモニィカレッジ媛事長 (HiroshiIshiil 

初めてのポニートレーニング

現在はほ本一小さなj を返上し，眺めのいい「空山

ボニー牧場jで7頭のポニーと烏， 2名のスタップ，

30名の青年ボ、ランティア， 330名の正会員の皆さんと

活動を続けさせていただいている。

本稿には学術的な内容は皆無だが，夜、のささやか

な考察が読者の皆さんのお役に少しでも立てばと

祈りつつ，ご紹介をしてみたい。

2. 子ども遠の状況

まず，現在の子ども違の状況をものがたる主な

問題や呉変を以下にあげさせていただこう。これら

の開題の背景に，学力中心の成果主義，集団遊びの

場の激減や実体験の減少，子ども遠のバーチャル

世界への逃避，子どもの内向化，孤立イヒの進行など

があるのだと思う。

「不登校・引きこもりJ

文科省によると昨年度の小中学生の不主主校生徒

の総数は 12万 2，432人で、あったとのこと。

では 36人に一人が不登校をしている。友人調係，

教師との関係，成績，親子関係などがきっかけで

あるとしても不登校になった理由をクリアに語れる

子どもはほとんどいない。また，不主主校をきっかけ

とした出きこもり者も蓄積している。

0369-5247/11/Y500/1論文/JCOPY
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「いじめと自殺j

うこども社会におけるいじめと自殺のいたましい

ニュースが絶えない。警察庁によると昨年度の未成

年者の自殺数は 565人，小学生 l人，中学生 79人

だそうである。もちろんいじめ以外の原因もある

わけだが，学校，家庭，地域の現在の状況に彼らを

自殺にまで至らしめたなんらかの原因があるという

ことは言えるだろう。この数字を多いととるか，

大したことないととるか，それを問題にするのでは

なく，その背後に死にたいと考えているたくさんの

子ども遥がいて，今も増えており，これはその氷山

の…角なのだととらえるべきだろう。

f小中高生の暴力行為j

また，文科省によると，昨年度の小C!J学生と高校生

の暴力行為は約 6万 1千件に上り，過去最高。小中

学生の増加が顕著で， r感情をコントローノレでーさず，

キレる子供が目立つ。暴力の低年齢化が進んで

いるJとのこと O 暴力の内容は，児童・生徒同士の

ケンカやいじめなど「生徒関暴力Jを主として，

教師を殴ったり，腕ぐらをつかんだりする「対教師

暴力J，器物損壊等がある。全体の 26.4%が被害者

が病院で受けるほどの激しし、暴力行為で暫祭や

児童相談所から補導なと会の措置を受けた先輩・生徒

も4，998人にj二っているそうで、ある。

[感情がifjiJ街lできなしリというのはガマンができ

ないということで，それをつかさどる前頭葉の能力

が低下しているということ。 rべんり・かんたん・

きれしリなバーチャルな環境に育てば，ぐっとガマン

しながら前頭葉に血を集めて，不便・困難を乗り

越えていくようなトレーニングは積みょうがないo

w の「不幸j がもたらしている現状をわれわれは

もっと盟解すべきだ。

「関係依存J

そして，今，新たな異変が中高生の子ども社会に

きているようだ。子ども遠の間に過剰な関係依存

とも言うべき関係が広がっていて，ケータイの普及が

それに拍車をかけているらしい。 r子ども達は価値

観が多様化した社会で，銅性的であること，自分ら

しくあることのプレッシャーにさらされており，

倒役の涼布を持っているかのように錯覚し，それを

探そうと内面化している。…お互いを傷つけあわ

ない『怪しい人間関係』が広がり，一方で『排除J
におびえてケータイやネットに依存している」と

おっしゃるのは土井語義さん(筑波大教授)。バー

チャノレ体験のやで育った子ども達がこれまたバ」

チャルな人間関係の l十1で自分の居場所を求めて

懸命に腐心している姿が浮かびとがってくる。

3 . ポ ニ ー プ ロ グ ラ ム の

多犠な倍{重

「安心の場j

以上のような状況は，一言で言えば学校社会や

社会全体から「安心Jのある人間関係が減っている

ことから生じていると思っている。子ども達にとって

「安心jできる「場jが激減しているのだ。潜在意織

に蓄積された不安やストレスが負のエネルギーと

なっていじめを生んでいる。ヰ、?に「魂j の成長期の

小学生にとってこのことは最重要案約二である。

ルドノレフ・シュタイナーは人間を形成する 4つの

構成体として「物質J (自に見えるもの)， r生命j

(成長や繁殖をつかさどるカ)， r感情J，自我j

をあげ，人は誕生した瞬開から保護Jl英で癌われていた

状態で 4っとも持っており，それを約 7年釘-に脱皮

していくと考えた。五感の仰Jき，運動能力，いのちの

リズムの発達，豊かでこまやかな感情の発達，判断力

の発達・・・・ーとし、う段踏的教育論である。

7年毎かどうかはさておいて，小学生遠の内部性

が 10歳前後から急j数に変化していくのは，誰もが

感じること。昆虫が説皮の時，外界からせかされたり，

いじられたり，邪魔されるとしたら，とんだ迷惑で

あるだけでなく，成長の阻害になるだ、ろう O 入院の

子どもの成長過程にもいのちの此界における神妙な

発達段措がある。人が自然存在と伺じ世界に属して

「し、のちj を育てている f子ども時代jには，自然界

のリズムを守ってやらねばなるまい。

「いのちの価値J

現状はいのちの似{疫の理解や自立を1謀情，他者の尊重

ーを育てる「し、のちに根ざした教育が|一分ではない

のだと言わざるをえない。しかし，いのちの伝Ii1I疫と

言っても，知識として知ることと深くわかることは

別問題。健康であれば九、のちjは空気のようにあっ

て当たり前で，雑lこ扱ってしまいがちだc 九、のちj

のかけがえのなさ，重さを子ども達に伝えていくこ

とは重要で難しいテーマだ。

fポニープログラムの教育力j

そこでボニ一連の出番である。このいのちに根ざし
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た活動プログラムを通して子ども逮は次のような

力を身につけていく。 rし、のちに根ざした・寸とは

「豊かなつながりと多様性と循環性を持ち，元気が

、てくるものであるかどうかj と思っている。

(一)忍IIlH，役立ち感，深し

潟への愛情が子どもを簡単で、はないこと，

良い苦労へ向かわせ，相手のために役立つ喜び

と共に函難の受容能力を高めていく Q

馬との連帯感や仲間との友情等， 'i5t~い喜びを

矢口る。

(二)自然界の提を学ぶ

自然存在である馬を相手に，自然界の提を学ぶc

(三)自分のいのちの価値に気づかせる。

日課としての位話における館やり，水点検，

うじ，運動，馬体の手入れ・・・ーは生き

ものを飼う「キビシサJの一面であり，その

生きることの「キビシサjが子どもと馬の深い

信頼関係を紡ぎ出すと共lこ，子どもにリクツ

を越えていのちのかけがえのなさ，重み…・

の理解を鍋きかける。

(四)誇り，自尊心，寛容の精神

自分のいのちの価値の重みは自己存夜の価

値となり，それはそのまま他者に当てはめら

れていき，違いを尊重する寛容の精神となる。

人のつながり，友情，

潟を真ん中に置くことで，いろんな世代の交流

が生まれ，いろんな人や命とつながり合って

生かされていることを身をもって体験できる。

馬を中心とする人の輸の中で，協力関係が生

まれ，役立ち感を休日発し，苦労と喜びを共有

する友f青を得てし、く。

(六)コミュニケーション能力

どもの心を開き，子どもが相手を信

じる経験を積んでし、る。

相手はものを言わぬから子どもは表情や動

作を見て心を察知する経験も積んでいる。対

人際係で必要になるコミュニケーション能

力の内の玉県解力と受容カを自然体で、身につ

けている。

(七)勘と度11札思いやり。

「乗馬練習Jでは引き馬，並歩，速歩，駆歩，

障害飛越へと続くスモールステップを進み，

度胸や気力の限界と直面しながら，カベを乗り

越え，自信と技量を上げていく。予測不能な

もありえて，不確定要素があるという

ことも子ども達の眼と心を鍛える。

}J~ÐH議徐もみんなで楽しく
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以上のような特長の根底に流れているのはし、

のちの能動性と多様性と循環性jである。川、のちj

はつながり，エネルギーを憎しながら，輪を広げ，

チャレンジし，子どもを成長させ，大人を成熟させ，

若い世代と交代させてし、く。

「ここに来るだけでモードが変わり，リフレッシュ

する。空山セラピーだj と言って下さる方がし、る。

青少年育成の場として，子どもの成長過程の「競争J

と「共生Jのバランスを取るために「共生力の価値j

を尊重しているということもあるだろうが，ボニ一連

が競争社会で疲労したり，孤立化しかけた人を原点に

連れ戻し，そこに流れる豊かなエネルギーに触れさせ，

元気を取り戻させてくれているのだと感じている。

明らかにここの活動の要に人の心を柔らげ，視野を

広げ，寛容な心を生み出してくれるポニー達の存在

がある。

4. ハ ー モ ニ ィ カ レ ッジの

モ ッ ト ー

鳥取でもいつの間にやら 15年目。日本一小さな

牧場が皆さんのおかげで， 1haの空山ポニー牧場で¥

40家庭が参加する「ポニークラブJや 130家庭が

参加する「ボニーキャンプj や 10家庭ほどだが，

幼児と親が食育，もの作り，野菜作りなどホンモノ

体験を楽しむ「空山おひさま広場jへと発展してき

た。活動を続けるうちに以下のようなモットーが生

まれてきた。

* r自分のことは自分で決めるJ(自由意思の尊重)

*違いがなければ自分がわからないj

(違いの尊重と共通点の理解を)

*あぶなくなければ子どもは育たない。眼界を

知るから成長するJ

* 川、のちに触れなければ自分のいのちの価値も

わからなしリ

*自分のためにだけではがんばれないj

(人のつながりの中で育つ)

*フ。ロセスが育てるJ (試行錯誤の重視)

*フイニツ、ンュをさせるJ (達成J惑の重視)

「自分のことは自分で決めるJ

何かと先を急いで知識や方法を教えたがるご

時勢だが，考える力，創造力一…は試行錯誤の

プロセスの中でしか脊たない。そのプロセスの

スタートは自分で切る。

「遣いの中で力が伸びるJ

違うものの中でこそカは伸びる。子どもが違い

を認め合う仲間集団の中で、育つのは幸せなことc

何しろ，これは人と馬の異種開の「協働J活動。

、があることが前提であり，本来的に思いや

りと寛容の精神が育つ。

「あぶなくなければ子どもは宵たないj

子どものいのちは自らの力を鍛えるために冒

険を求めている。冒険とは，それまで積んで、き

た経験を結集し，全力で取り組まなければ達成

できない目標に挑戦することだと患う O

「いのちに触れなければ自分のいのちの価値も

わからない」

愛馬達がくり返している食，排?世，運動，睡眠

という毎日のいのちの循環，そして，時に立ち

会う病気やケガ，死，そして出援は子どもにい

のちの実像を教える。

「自分のためにだけではがんばれないj

気力を失い昼夜逆駈していた不登校の子

ども達がまず朝の馬餌で、立ち直っていっ

た。朝餌を待つポニー達が無言で働きかけ

ていたのだ。がんじがらめになっていた心

も理屈を越えた世界に触れてゆっくりと

変わっていった。他者の役に立ち不思議な力

が;勇いてくる。

fプロセスが脊てるJ，フィニッシュをさせる」

自分の意思で活動に入門した子どもには挑戦，失

敗，再挑戦，少しずつの進歩が始まり，ある臼，

突破と達成が待ち受ける。先を念、ぐ必要はない。

このプロセスだけがヲこどもの次への自発性を育

てる。

5 . 結 び

「ゆとり教育j と「総合的な学習jが後退し，それ

が鍛えようとした日本の子ども遠の「自ら学び，自ら

る力Jが棚上げとなっている。そして， rポニー

プログラムの教育1JJにその「生きる力jの原型が

たっぷりとあることを述べさせていただいてき

最後に「人育て広場」に「引きこもりの者者j を

つなぐハーモニィカレッジの新事業計画をご紹介

して，結びとしたい。
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「心の『えんがわ』プロジェクト J

1 .概要

ハーモニィカレッジメンバーを中心に行政職員，

中学校教員，小児科医，精神科医らを含むプロジェ

クトチームを結成し，空山ポニー牧場と地域の

フィーノレドを活動場所とし，地域のさまざまな「達人J

を師匠とする以下のような実体験プログラムを開催

し，人をつなげ，世代をつなげてし、く O 不登校，引き

こもりの若者サポートチームが本人の意思を尊重し

ながら，じっくりと時間をかけて，プログラムとの

橋j度しをしていく。

2. 実体験プログラム

(一)牧場プログラム

ボニーにのって歩こう。馬にまたがる。ブラシ

がけ。馬震のそうじも。ポニーと散歩。

(二)食育プログラム

地元の食材を生かした鳥取ならではの調涯

をおばあちゃん逮に学ぶ，保存食作り，常備

菜作り。よもぎた、んご、を作って食べよう，のや

さパンをやこう，そとおやつ作り，鳥の解体

と烏料理，マクロピクッキング，豆腐っくり，

やきいも，等。

(三)農プログラム

梨， リンゴ，柿等の果樹袋かけ，秋の収穫，

春野菜，秋野菜の育成，収穫。

(四)アートプログラム

鉄， l'ミ，粘土， i!J1C..で遊ぼう。木工。陶芸。

わらべうた。みんなで手仕事。

(五)大自然プログラム

氷ノ山の自然林を歩く。オミの突を拾う。植物

観察。バードウォッチング。山陰海岸で、シュ

ノーケリング¥八東)11でカヌー， )川遊び。

(六)エコプログラム

罵の堆肥を使ったバイオガスエネルギーを

使ってお茶をわかしたり，ご飯をたく。

日本人の暮らしの中で「えんがわJは，人が他人

と関係を紡ぎ，深める役割を果たしてきた。私達の

用意していく f場Jと仕組みも，心の「えんがわj

であることをめざしたい。(r縁が輸Jtこなる!) 

幼児からお母さん，高齢者までのいろんな世代，

障がいのある人も共に参加し，つながりあい，学び

を楽しめる「おひさま広場j に，対人関係に自信を

失っている引きこもりの若者を慎重につなぎ，もう

一定他者を信頼してみようと思えるようになる経験

の積める「湯j を作ってし、く。いのちに根ざし，安心

していろんな人とつながれる「ポニーのいる人育て

広場jだからこそ可能なのではと思っている。実体

験プログラムを通して，高齢者の循環型のくらしの

豊かな智恵とバイオエネルギ一等の新しいエコ技

術を結びつけ，高齢者と若者，子どもを出会わせ，

循環型・共生型の人間関係を紡ぎだしていきたい。

引きこもりの若者を誘い出すことの難しさや，誘い

出すことが「おせっかしリでしかないケースがある

ことも承知している。しかし，自立の希望を捨てて

いない引きこもり者もたくさんいる。その人達のカに

なっていける取り組みの開発が必要だ。

手作りの竹ジャングルジムにて
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