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 At a college of giving education on early children education and care, a liberal art subject on “Nature 

and Life” was given. The purpose of the subject is to accept all important and necessary subjects 

surrounding students. Topics presented through lectures are universe, earth, life from various aspects, 

brain and mind, environments, radiation and life, professional, the art of loving, death and death 

education and so on. 

At the end of the lectures, students were requested to report on their Ikigai’s according to the scheme 

of Kamiya’s definition.  

  

「新しい時代に求められる教養の全体像

は、変化の激しい社会にあって、地球規模の

視野、歴史的な視点、多元的な視点で物事を

考え、未知の事態や新しい状況に的確に対

応していく力として総括することができる」
1-3)。 

筆者が勤務する幼児教育養成系の短期大

学は、入学時の倍率は決して高くなく，入学

時に高等学校までに必要な学力を高いレベ

ルで身につけてきていると言い難い面があ

る。特に理科・社会系の科目の場合，学んで

きている科目も多様で，いわゆる「高校を卒

業した学生が持つべき常識」も仮定できな

い。一方，短期大学では教養科目（短期大学

設置基準では一般教育科目，大学設置基準

では基礎教育科目にあたる）の数は少なく、

それらをまんべんなく勉強できる環境には

ない。学生は，一通りの教養を身につけるこ

とも充分に有しているとも言い難い。この

ような状況で，筆者が目指した目標は，これ

から学生が生涯を通じて考えなければなら

ない最も重要な問題のいくつかを提起し，

それらについて，自らの意思で考えなけれ

ばならないことを共に考えることを目指し

た講義を行い，レポートを課した。以下はそ

の 6年間で得た成果の報告である。 

 

１． 科目名「自然と生命」の講義内容 

講義は 15回で，毎回読み切りの話題を

提供し，学生に小試験，感想を書かせ，そ

れにコメントを付けて返す形で行った。科

目の教育目標（到達目標）と授業の概要は

表 1，２に示す。それぞれの講義で取り上

げたテーマは，毎年少しずつ変更したが，

2019 年度については表３に示す通りであ

る。テーマの数が授業回数より多いが、こ

れは，例えば第 1 回目には 1，2 を，第 5

回目には 6と 7を行ったためである。講義

はパワーポイントを用いて（教材は配布），

主要な問題を学生が予備知識がなくても

聴けるように説明することを心掛けた。例

えば「宇宙と生命」では，宇宙には始まり
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と終わりがあること，我々が知っている世

界のすべてはこの宇宙の中で起こってい

ることであることを強調し，「地球の誕生

と進化」では，太陽系と地球ができたのが

46 億年前であること，太陽系の惑星とし

ての地球に住める時間は有限であること

を伝えるとともに，海の誕生と生命の誕生

がほぼ 1 億年以内で起こっていることを

説明して，どうして地球に生命が誕生した

のだろうという疑問を惹起することと，一

方地球の磁場がしばしば反転する現象や，

日本沈没，地震のしくみなどを関連付けて

話した。「生命」関係の授業では，生命っ

て何だろう，とあらかじめ考えてもらった

後に，生命を種々の側面から説明した。特

にいま地球に存在する生命は共通の祖先

から誕生していることを強調し，地球上で

生命誕生が一回しか起こらなかったよう

に見えることを説明した。しかし次の授業

で、ヒトの誕生に触れた後に，類人猿から

種々のヒトが誕生した後、今はホモサピエ

ンスだけしか生き残っていないことから，

生命の誕生も同じように考えることもで

きると示唆した。生命の進化や脳と心の講

義で特に強調したのは，ヒトの種々の特性

が，生命群の中で進化して獲得したもので

あることを理解できるように努めたこと

である。 

続くたばこの害，放射線,アレルギー問

題は，難しいテーマであるが，学生がいま

考えなければならないテーマとして取り

上げた。その中では，たばこの害について

は，非常に素直に受け取ってくれており，

家族や友達にもしっかりと自分の意思を

伝えるという感想が多かった。放射線はこ

の地域では，あまり自分の問題として考え

なければならないと認識していない学生

が多かった。環境，エネルギー，人口問題

はそれなりに関心をもって聴いてくれた。

人口問題では世界の人口爆発の問題と日

本を含む多くの国の少子化とを対比させ

ながら問題提起を行った。 

最後の数回は，「生きるということ」、「死

とはなにか」，「professionalということ」

の講義で，テーマも重く，種々の側面から

問題提起を行った。「生きるということ」

の講義は,谷川俊太郎の詩 4)を講義の最初

に用いたが，高校までの授業で取り上げら

れたこともあるという学生もいて，素直に

感動してくれたために，導入しやすかった。

その次には，フランクルの夜と霧 5）を題材

にして，アウシュビッツから解放されたと

きの餓死寸前の子どもを見せることもし

たが，これも高校で授業の題材で学んだ学

生もいて，すなおに感情移入をしてくれて

いた。続いて，E.フロムの「生きるという

こと」6），「愛するということ」7）を取り上

げ，人間が生きる最後の糧は愛だという主

張を紹介した。「死とは何か」の講義では，

細胞レベルから個体の死までを系統的に

解説した。この授業の最後には，デーケン

教授の，「死の看取りとユーモア」8）を読

んだ上でのレポートを課したが，ほとんど

全員がきちんと読んで，適切な感想を書い

ていた。「professional とは何か」では，

医 学 教 育 の 題 材 を 基 盤 と し て ，

professional であることのキーワードは，

信頼であることを紹介した。保育を専門と

するときの大切な概念として紹介した。 

最終回は，神谷美恵子の「生きるという

こと」9）を紹介した。「人間が最も生きが

いを感じるのは，自分がしたいと思うこと

と義務とが一致した時」を授業のまとめの

言葉とした。学生には，この講義の後に，

「あなたの生きがいは何か」を問い、それ

をレポートとして提出させた。この課題は，

この講義を行ってきた 6 年間同じ課題を

課してきたが，前年度までは，「友達」，「家

族」，「好きなボーカル」などが圧倒的に多

かった。2019 年度はそれを修正すること
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をもくろみ，図１10）と図 211）を紹介した。

図 2は，図 1の翻訳版だが，あらたに著者

が主張を付け足している部分もある。ここ

で、重要なことは，神谷美恵子が述べてい

るように，「生きがい」という言葉は世界

の他の国の言葉では表せないこと，好きな

ことという意味だけで説明されるもので

ないこと，であり，それを強調して学生に

は説明したつもりである。学生は，一生懸

命考えてレポートをしてきた。よく似た答

えを書いたレポートはなく．レポートをな

ぜ書いてもらおうとしたかの趣旨はよく

理解していると思われた。学生のレポート

から，キーワードを集めたものが，表３で

ある。 

 

２． 分析 

1) 生きがいとは，図 1の著者にしたがえば，

「好きなこと」，「得意なこと」，「社会に有

用なこと」，「報酬が得られるものであるこ

と」を共に満足することが必要条件である。

その点では、好きな音楽を聴くことや，友

達、家族は，好きなことの条件しか満足して

おらず，生きがいとは言い難い。ただ学生は

まだ報酬が得られる条件になく，生きがい

のある仕事を想定するのは無理があったと

思われる。反省点としては，学生のときに

は，将来社会に役に立ち，報酬も得られる職

業を得ようと勉強することは，生きがいの

重要な要素であることをもっとしっかり説

明しておくべきであったと思われる。表の

後半に並ぶキーワードは，学生が現時点で，

生きがいを簡単には表せないことを何とか

言葉にしたもので，それなりに少しずつニ

ュアンスも異なるため，一つにまとめず並

べてみたもので，いろいろ考えている様子

がうかがえる。 

2) この講義のもう一つの目的は，高等学校

までは難しいという理由で，避けて通って

きた話題を学生にとって考えることが必要

として，提示したことについて学生がどの

ように対応したかを検証することである。

どんなに難しいと思われることも，言葉を

選べば，誰にも理解できる言葉で説明する

ことができるというのがこの講義のチャレ

ンジでもあった。この点では，授業が始まる

とすぐ眠くなる学生もいたが，どんな話題

にも食いついてきて、おしゃべりしている

学生群もいた。これこそ筆者の狙いであっ

た。特に自然科学の成果は，きちんとした言

葉を定義していかないとなかなか説明しに

くい。しかしそのエッセンスは，必ず平易な

言葉で語ることができる。この点について

は，おそらくほとんどの学生は，実はそんな

に難しい話を聴いていたとは認識していな

いと思われる。その意味では，この講義の試

みは成功したといってよいと考えている。 
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表 1．授業の到達目標 

１．多くの自然，生命の実例に触れながら，その中で生きて いる自分の

存在を考える。   

２．科学の言葉で，自然や生命の諸現象を考える習慣を身につける。 

３．自然と社会の科学的な捉え方を修得した後に，あらため て自分の生

きがいについて考える。   

表 2．授業の概要 

宇宙から生命まで，人間の生から死までを概観し，その中で生きている自

分の存在を考え，何が生きがいなのかを考える。 

 

図１．Ikigai 図 2．生きがい 
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1 自然とは何か 自然をどのように見るか，教材をもとにして話し合い

ましょう。 

2 宇宙の起源と進化 ビッグバンから未来まで。一番長い時間スケールを考

えてみましょう。 

3 地球の誕生と進化。地震 地球と惑星の誕生と歴史を考えてみましょう。 

4 生命とは何か 生命をいろいろな角度から見てみましょう。 

5 生命の起源と進化 生命の誕生はどのようにして起こったのか。進化も合

わせて考えてみましょう。 

6 ヒトの誕生と進化 ヒトはどのようにして誕生したのか。追いかけてみま

しょう。 

7 脳と心 爬虫類の脳から哺乳類の脳まで辿ってみましょう。 

8 免疫とアレルギー 免疫とは何か。特にアレルギーを考えてみましょう。 

9 人間と環境 自然環境と人間の関係を考えてみましょう。 

10 たばこについて たばこの害について考えてみましょう。 

11 エネルギーと地球社会の未

来 

エネルギーは社会維持に必須ですね。未来のエネルギ

ーについて考えてみましょう。 

12 放射線と生命 放射能は正しく知ることが重要であることを理解しま

しょう。 

13 人口問題と少子化 環境問題の中でも私たちに最も関心のあるテーマであ

る人口問題と少子化の問題を考えてみましょう。 

14 死とは何か 細胞から個体，社会のそれぞれの階層での死を考えて

みましょう。 

15 生きるということ アウシュビッツの事例を基に生きることの意味を考え

てみましょう 

16 professional であること プロフェッショナリズムとは、社会から信頼を得るた

めに、あらゆる信頼に値する行動をとることです。こ

のことの意味をよく考えてみましょう。 

17 生きがいについて  一人ひとりの生き甲斐について考えてみましょう。 
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表４．生きがいを表すキーワード 

 

 
 

注：学生が一つ以上の「生きがい」を書いているものも多かったので，キーワードの

数は，学生数以上になっている。 

生きがい 頻度 生きがい 頻度

保育（士） 10 生きがいを見つけること 2

家族（親戚） 7 自分の夢を見つけること 1

友達 9 将来への希望 1

彼氏 2
自分の好きなことをとことん追

求すること
1

アーティスト 10

本当に大切なもの，守りたいも

のができたときに自然に湧いて

くるもの

1

音楽(歌うことを含む） 6 全力を注いでいけるもの 1

スポーツ 2
今一番幸せだと感じる瞬間を持

つこと
1

絵を描くこと 1
好きな楽しみのために頑張るこ

と
1

播州秋祭り 1 普段の日常 3

食べ物 1 毎日笑って過ごすこと 1

家庭を持つこと(将来) 1 よりよく楽しく生きること 1

誰かの役に立つこと 2 いま生きているということ 1

自己実現の要求を満たすもの 1 精一杯生きること 1


