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『思いを伝えるということ』
哲学者・鷲田清一さんの対談シリーズ「言葉ほぐし」
5回目は映画監督、脚本家の大宮エリーさん

哲学者の鷲田清一さんが関西ゆかりの女性と語り合う朝日21関西スクエアの年間企画「言葉ほぐし」は、
いよいよ最終回。映画、脚本、エッセーなど、マルチに活躍する大宮エリーさんを5人目のゲストに迎え、
「思
いを伝える」について哲学した。
鷲田

テレビCM、
ドラマ、映画、
ミュージックビデオ、作

大宮

中学は女子校

詞、イベント、個展、テレビ出演……。名刺にはどう書くんで

でしたが、
どのグループ

すか＝大宮さんのプロフィールは次ページ参照。

にも所属できなかった

大宮

大宮エリーしか書いてないんです。肩書を聞か

んです。独りでお弁当を

れると、困るんですが、予想外の仕事でも、
「せっかくだから

食べるようになったり、

頑張ろう」
という姿勢で取り組んできました。

教科書の端に想像で将

東大の薬学部を出て、なかなか入りたくても入れ

来の親友の絵を描いて

ない広告会社に入社して……履歴を見ていたらエリート

話しかけたり。孤独でし

コースに見えます。

た。なんで生きているん

鷲田

薬学部でも、実験の度に失敗ばかり。いまも、取材

だろうと考えているうち

の時なんかに、
「もっと自信持って」
って励まされることもあ

に、哲学が好きになりま

ります。

した。

大宮

鷲田

周りの人がハラハラして、助けずにはいられない

という気持ちにさせる。
それも才能。

鷲田 そうでしたか。
大宮

大学浪人時代

なんでこうなっちゃうのということも多いんです

もそう。幸せについて考えてもがくことが生きてる実感では

が、自分で切り開いてきたという気持ちはあります。
自分が

ないかと仮定し、
とりあえずその時はふたをして、大学に行

つらい時にはどうやったら面白く見えるかなあ、
と発想の

こうと思いました。

大宮

転換をしてきました。サラリーマンをやってたんですが、向

鷲田 その後も、悩みは続きましたか？

いてない。そこで、
コントだと思うようにした。会社がつらく

大宮

30歳を過ぎて、友達ができるようになったんで

ても、
どんなハプニングがあって、それをどう面白がれるか

す。
この業界に入ってから、芸人さんなど、話が合う人が結

なあと思って行くようにしていました。後に「サラリーマン

構増えてきました。聞くと、私と同じように、昔、いじめられた

NEO」
という番組に参加させてもらった時、ネタとして書い

ことがあって、それがすごくトラウマになっている人たちで

たものもあります。

した。10代の頃の自分に言いたいのは、暗黒な状況も、実
は「トンネル」で、必ず出口があるということ。ある日必ず、

鷲田

エッセー集を

読むと、噴き出してしま

ばっと出口に出られる。すると、考えられない世界が広がっ
ている。
それを信じてほしい。

うようなことが 書 か れ
ているんですが、映 画

鷲田 「思いを伝えるということ」
というテーマで各地で

などを見ると、ヒリヒリ

個展を開いていますね。
「真っ暗といってもトンネルなん

した感情が繊細に描か

や」
というメッセージを込めたものなんですか。

れ、人の痛みに関する
的確な言葉を主人公に
話させている。その 不

わしだ・きよかず

均衡が大宮さんの魅力

谷大学教授。現場での対話から考える
「臨床哲学」を提唱。

です。

著書に
「モードの迷宮」
「『聴く』
ことの力」など。

2007～11年に大阪大学総長。現在、大
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大宮 コミュニケーションがうまくとれない人が多いと

入れ、
ピントを合わせると言葉が見えてくる。
「好きだよ」
とか

いう話を聞いたし、私も感情の起伏が激しく、すぐに落ち込

「そのままでいい」
とか「ずっと一緒だよ」
とか。単純な言葉

んでしまう。
カウンセリングをしている友達から
「自分の気

だけど、自分がすごく肯定されているような気持ちになる。

持ちを見ていない」
とも言われ。そういうことを考える個展

陳腐な言葉ほど大きな力がある。思いを伝えられないの

にしようと思って。

は、
うまく言おうとするから。感謝の気持ちを伝えたいなら、

八つのインスタレーション
（空間展示）があります。

「ありがとう」
を10回言うだけでいい。

「孤独の電話ボックス」では、受話器を取ると、いろんな

鷲田 「言葉ほぐし」シリーズの最後に言葉のほぐし

人の「もしもし」の声が聞こえてきます。
「元気？」
「大丈夫だ

方を教えてもらった感じがします。ありふれた言葉を全然

よ」。そして最後は「また明日」。それを聞いてみんな号泣し

違った力を持つ言葉に育てることができるんですね。

てる。現代人がどれだけ病んでいるかってことなんですけ

大宮

誰に頼まれたわけでもない自分の人生なんだか

ど、ぎりぎりで頑張ってたり、他人に甘えられなかったりし

ら、自分で決めて進めばいい。だめだったら、次にどうすれ

た時、
こんな言葉のシャワーを浴びるとほぐされる。人の心

ばいいか考えればいいだけ。航海している船乗りみたい

をノックするというか。

に、
自分でかじを取っていくと考えるとわくわくする。
自分自

鷲田

いまの僕らの周りにある言葉は、誰にも向けられ

ていない、あるいは誰にでも向けられているものが多い。

身に言葉を投げかけ、心や人生をほぐしていってもらえば
いいなと思います。

その中で、
「もしもし」
「元気？」
というのは、
しっかりと自分に
向けられた言葉ですよね。
大宮 「言葉のプレパラート」
というのもやりました。木
にぶら下がっているプレパラートの一つを選んで顕微鏡に
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対談の詳しい内容を、朝日21関西スクエアのホームページ
（http：／
／www．kansai-square．com／）
の
「TOPIC NOW」欄に掲
載しています。

傷つきやすいからこそ

鷲田さん寄稿「対談を終えて」

「生きるヒント」ならぬ「生きるコント」
とみずから名のる
大宮さんは、
どんな失点もどんな挫折も、次のチャレンジへ

じっさい、給食でも、先生に
「今日は全部食べられましたね」
とほめられるより、
「今日のごはん、おいしいね」
と横でいっ
しょに喜んでくれるほうが、後味もうんとよくなります。

と裏返してしまいます。そんながんばりとしたたかさに舌

傷が深いと癒えるのに時間がかかりますが、いずれ傷を

を巻き、
うらやましく思う人も多いでしょう。けれども、対談

護るかさぶたができます。
その間に赤剥けていた皮膚が新

後の質問者とのやりとりを横で聞いていて、やはりと思い

しいそれに再生します。
そしてかさぶたが外れたときは、
き

ました。大宮さんもとても傷つきやすい人で、だからこそこ

れいなさっぱりした皮膚が現れます。大宮さんのことばに

んなにも温かく説得的なことばを返すことができるのだと。

ふれて、そんな再生した皮膚のみずみずしさを感じました。

「釜ケ崎芸術大学」の上田假奈代さん受賞
第5回関西スクエア賞

関西で活躍する若い才能を応援する朝日新聞社の第5回

上田さんは奈良県出身。03年に大

「朝日21関西スクエア賞」に、詩人で「釜ケ崎芸術大学」創

阪・新世界を拠点にココルームを結

設者の上田假奈代（かなよ）
さん
（43）が選ばれた。
「釜ケ崎芸術大学」は、上田さんが主宰するアートNPO法

成した。労働者の街で
「自分を表現す
ることの喜びを感じてもらう」ことを

人「こえとことばとこころの部屋」
（略称ココルーム）の活動

狙いに、元ピアニストのホームレスの男性のコンサートな

で、大阪市西成区のあいりん地区（釜ケ崎）を舞台に、第1

ど多彩な企画を実施。独り暮らしの高齢者の調査にも取り

期は2012年11月に開始。今月までに42コマを開催し延べ

組み、暮らし、福祉、芸術、社会を結びつける活動を担って

571人が受講した。

きた。上田さんは「この地域での10年の取り組みが積み重

美術家の森村泰昌さんや詩人、
哲学者、
天文学者を講師に
招き、
日雇いの労働者や野宿者らさまざまな人たちが通った。

なり、芸術大学に結びついた。だれでも参加できる青空大
学のようなものをつくっていきたい」
と話している。

桜の蕾もふくらむ福知山城
年度末近くに、NPOの仕事場・福知山から
帰る途中、福知山城を訪ねた。三日天下の異
名をもつ明智光秀が築城し初代城主となった。
治水工事に功績を残し、現在ある町の縄張り
を固めたと、土地の人々の評判は高い。1986
（昭和61）年に再建されたこの大天守、小天
守を支える石垣は築城当時のもので、
「野面
積」といって自然石をそのまま重ねる手法で、
他の城では見たことがない。試に隙間を埋め
る小さな石に触れてみても微動だにせず、古
人の匠技が組み合って居るようだった。本丸
と二の丸を結んだと思われる橋からの天守が
安土城に似ているなと思った。私の安土城イ
メージは、安土城祉（滋賀県近江八幡市安土
町）周辺の天守閣モデルとその説明版にある
消失前の安土城の骨組みなのだが、機能的で
シンプルでスマートなところが近代的で、福
知山城とダブったのだった。そう思いながら、

福 知 山 市 字 内 記（郷 土 資 料 館）

参道の桜の枝に目をやると、膨らんできた蕾
が目に留まった。市民もさくらまつりをこころ
待ちしているとのことである。

あ つ た

熱田
朝日 21 関西スクエア

ちかよし
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対談シリーズ
「言葉 ほぐし」
女性ゲストと
「あした」をさぐる
冨永 伸夫（朝日 21 関西スクエア事務局長）
関西スクエアの年間企画として、対談シリーズ「言葉ほぐ

募集したところ、申し込みは331人から

し」に取り組みました。哲学者で大谷大学教授の鷲田清一

1418人で延べ3338人。毎回、抽選しなければならなくな

さん（63）
をホスト役に、いま注目を集める女性をゲストに

りました。倍率は1．7倍から4．7倍で平均で2．8倍でした。

招いて、
「あすへの元気」
をさぐるのがねらいでした。

鷲田さんとゲストの方々の魅力があいまって、手応えのあ

1年間で5回開催で毎回、夕刊特集面に掲載しました。
ゲ
ストとテーマは次のとおりです（敬称略）。丸カッコ内は開
催日と特集面夕刊掲載日。

る企画になりました。
対談全記録は、関西スクエアホームページ

http://

www.kansai-square.com/ に掲載しています。
最も派手なイメージを残したのが増田明美さんでした。
対談の最後に、彼女は急に「わたし、都はるみさんのもの
まねがうまいんです」
と言い出しました。増田さんは立ち上
がって、歌い出したのです。鷲田さんは突然のことにぼうぜ
んとしておられました。
「なんや、いったい」
とお顔が言って
います。

鷲田 清一さん

麻生 祐未さん

増田 明美さん

曲目は超ヒット作「好きになった人」。
増田さんのねらいは、聴衆のみなさんを「好きになった
人」
と見たてて、対談の最後に「さようなら」
とあいさつす
ることでした。声音、そして、こぶしの入れ方はまさに「は
るみ節」です。増田さんが繰り返す、
こぶし入りの「さ・よ～
う・なぁ・らぁ」は聴衆のみなさんの胸に突き刺さり、立ち上
がっての大拍手＝スタンディング・オベーション＝で対談

最相 葉月さん

□女優

津村 記久子さん

大宮 エリーさん

麻生祐未さん／演じ分ける

（2012年5月26日▽6月1日）
□元マラソン選手

増田明美／がまん

（6月15日▽6月29日）
□ノンフィクションライター 最相葉月／わかる
（10月27日▽11月2日）
□芥川賞作家

津村記久子／働く

（11月24日▽12月7日）
□映画監督、脚本家

大宮エリー／思いを伝える

（13年2月26日▽3月8日）
5回の対談で、会場定員は200人から250人でした。聴講

は幕を閉じました。心をほぐした熱唱でした。
鷲田さんは2011年8月まで大阪大学総長をつとめてお
られました。その秋、
「総長やめた鷲田さんになんかやって
もろたらどうや」
と言い出した同僚がいました。二人で鷲田
さんを訪ねたところ、
「おもろそうやん」
と快諾いただきまし
た。
「朝日」を応援いただくネット－ワークがあればこその
企画であったと思います。
この春、私は異動します。
4月1日付で東京本社のフォーラ
ム事務局に赴任します。関西スクエアでは、会員のみなさん
に大変お世話になりました。
ありがとうございました。
これか
らも、企画に関連した仕事を担当しますが、
ご協力いただく
ことがあると思います。
よろしくお願いいたします。
（とみなが・のぶお）

は無料。新聞やタウン誌でお知らせを出し、聴講希望者を
事務局から／お知らせ

朝日21関西スクエア 会報 No.151
●スタッフ

会報を一時休刊

内容を刷新します

関西スクエア会報を誌面内容の見直しなどのため一時、
休刊します。4月以降、なるべく早い時期に新しいスタイル
でお届けするよう努力いたします。
ご理解賜りますよう、お
願い申し上げます。

冨永伸夫、諏訪和仁、小林正典、扇谷純、
小宮山亮磨、北野順子
●事務局
〒530 -8211 大阪市北区中之島2 - 3 -18 朝日新聞大阪本社内
TEL 06-6201-8450
E-mail square.k@asahi.com（PDF会報の希望はこちらへ）
URL http://www.kansai-square.com
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