
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■ さろん｜Mail News 2016/11/16｜#79 ■【読み物号】 

(*Bccでお送りしています）ご案内不要の方はお手数ですがこのメールにそのままご返信ください。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

「さろん」や哲学カフェ界隈の情報をご案内いたします。 

みなさんの興味・関心の一助としていただくとともに、今後とも弊会を応援いただければ幸いです。 

なおメールニュース掲載のコラムは執筆者の個人的な考えを表したものであり、 

会や専門領域における統一見解とは異なる場合がありますのでご了承ください。 
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      さろんクリスマスパーティー2016（12/3） 
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 ☆★ さろんクリスマスパーティー2016 ★☆彡 

 

毎年12月に開催してきた年忘れクリスマスパーティ＆忘年会企画、ことしも開催が決定しました！ 

http://salon-public.com/
https://twitter.com/salontetsugaku
https://www.facebook.com/salontetsugaku/


ことしさろんにはじめてご参加いただいた方も、常連さんも、 

一年の感謝をこめてみんなでほっこり歓談のお時間です♪ 

 

恒例のゲームで考え、各自持ち寄りの食べ物でほっこりながら、みんなで笑いませんか？ 

一年の締めくくりに、今年もやります、さろんのクリパ。好評受付中！ 

 

日 時：12月3日(土) 13:00頃から17:00頃まで 

場 所：都内のレンタルスペース（お申し込み頂いた方にご連絡） 

会 費：1,500円/人程度（料理２～３名分持ち寄り方式） 

定 員：15名程度 

内 容：持ち寄りの食べ物を食べながら、考えるゲームで楽しむ 

実行委員長：堀越 

 

お申込み・ご質問はこちらまで→ salontetsugaku@gmail.com 

 

みなさまと素敵な年の瀬を迎えられる機会をたのしみにしています。 

 

--------------------------------------------------------------- 
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 『 喫茶：ゆるっとあたまのピクニック 』 

   テーマ「自分の頭で考えるって？」（次回12月を予定） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

去る10/28に開催した『ゆるっとトークカフェ』、 

冷たい雨の降る中でしたが少人数でこじんまり、ゆるゆると座談の雰囲気に浸りました。 

 

次回テーマは「自分の頭で考えるって？」、12月中旬～下旬を予定しています。どうぞお楽しみに。 

この会は少人数でこじんまりと集まって、ゆったり考えたり、語ったり、聞いたりしてみます。 

ゆるっと奏でる月イチのセッションの時間です。 

 

定員5名まで 

12月の平日19:00頃より 

渋谷エリア（申込者にご案内） 

参加費100円（別途、注文した飲食費実費をお支払いください） 

 

お申込み：salontetsugaku@gmail.com 

（幹事：せりざわ） 

 

--------------------------------------------------------------- 

━━【１】誌上哲学カフェ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

      「ミニさろん」第７回  

     テーマ：勝ち負けって大事？ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



うふふ。ママのおつかいから帰ってきたら、「ドラちゃんいつもありがとう」なんて、どら焼きもら

っちゃった。のび太くんもそろそろ学校から帰ってきてる頃だけど……。おや、2 階の部屋からス

ネ夫の声がするぞ。それにかわいい我が妹ドラミの声も。ひとりの分のどら焼きは小さくなっちゃ

うけど、みんなで仲良く食べようよー。 

 

テーマ：『勝ち負けって大事？』 

＜スネ夫＞ 

 

いまの世の中でものをいうのはお金だよ。それに頭とルックスさ。否も応もないよ。勝ち負けが大

事かって？そりゃ大事に決まっているさ。ひとりの人が同じような心・意識を持つ他人と向き合っ

たとき、自分を相手に認めさせよう、自分を主(あるじ)に、相手を僕(しもべ)にとせめぎあう。それ

が人間の本質なんじゃないかな。だから、人が集まれば、何かしらの競争が生まれる。そこから、

切磋琢磨が起こって社会が発展していくと思うんだ。ところでさぁ、うちのパパ、えらいんだぞ。

社長だぞ。社長になるだけじゃなく、社長を続けていくには、常にずっと競争があったはずさ。そ

ういう競争に勝ち続けることができているから、ふだんから豊かにくらしてるんだ。だからやっぱ

り競争、勝ち負けは大事なんだよ。 

 

 

＜のび太＞ 

 

人生で一番大切なのは勝ち負けじゃないよ。ママはいつもテストでいい点数を取れってガミガミう

るさいし、スネ夫はお金の自慢ばかり。ジャイアンもすぐ腕力で自分の優位を見せつけようとする。

競争に勝ち抜かないと大人になってから幸せに生きられないって皆は言うだろうけど、本当にそう

なのかな？常に誰かに勝つための方策を考えながら生きなきゃいけないなんて想像しただけで疲れ

るし、どんな事でも上には上が居るんだから死ぬまで競争から抜け出せなくなる。僕はテストは 0

点ばかりだし運動もからっきし駄目だけど、それでも家で何もしないでゴロゴロしている間はとて

も満ち足りた気分になれるんだ。だから勝ち負け以外の部分で自分にとって何が一番大事かを考え

るべきなんじゃないかなあ。さあ、そろそろ昼寝の時間だ。 

  

 

＜ドラミ＞ 

 

スネ夫さんも、のび太さんも、ふたりともとても人間らしいと思うわ。豊かさの獲得のために誰か

と闘争することも、満ち足りた気分のために誰にも干渉されない場所へ逃走することも、どちらも

人間の本能から出る自然な行為だもの。でも、みんなが本能のままに生きていたら、個人の豊かさ

や幸福は守り続けることができるのかしら。だったら、ひとは他の誰かと協力して社会を作る必要

が出てくるわよね。社会の発展のためには、個人は、他の人や社会全体が求めるものを提供しなく

ちゃならないわ。それに応えられたものが勝者となり、応えられないものが敗者と呼ばれるのかし

ら。うーん。ということは、勝ち負けはその社会の枠組みに依存しているってことね。じゃあ、勝

ち負けにこだわる必要もないわよね。だって、お兄ちゃんは、22世紀に戻れば不良品ロボットだけ

ど、2016年だったらちゃんと役に立ってるでしょ。だから勝ち負けなんて、時代と場所によって変

わるものなのよ。って、あれ、お兄ちゃん！？そこにいたのね！！？ 



--------------------------------------------------------------- 

━━【２】コラム／エッセイ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

    ▽【問うことについて想う】             一生 

    ▽【〈小さなてつがく〉へのまなざし】      セリンジャー 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

▽【問うことについて想う】   一生 

 

 

 米雑誌『ワイアード』創刊編集長のケヴィン・ケリー氏は、テクノロジーが様々な問題を引き起

こすことを認める一方で、その「利益と不利益を比べると少しだけ利益が勝り、世の中は良くなっ

てきた」と語る*1。「未来の社会で、人間の方が秀でた分野とは何か」と問われ、こう応える*1。「体

験をつくり出すことは、ＡＩやロボットは苦手です。コンサート、レストラン、旅行ガイドなど、

実体験にかかわる分野では、多くの人間の雇用が確保されるでしょう」。「問いかけることも、人間

にしかできません。ありきたりの答えなら、機械が即座に出す。重要なのは回答より質問です。『も

しこうだったら』と新たな枠組みを提示できるような問いこそが、イノベーションや創造性の足場

になる。そこに人間の価値があります」。 

 

 東京大学教授で歴史学者の加藤陽子氏は、中高生の歴史教育における『問い』の重要性について

次のように述べる*2。「学習すべき多くの科目があって、クラブ活動も忙しく、友人とのつきあいに

も骨が折れる学生時代は、とっても忙しい。時間に余裕のない人間に向かって、日本史の学習は『将

来きっと役に立つ』といっても、若い心の琴線に触れることはできない。中高生のハートをつかん

で日本史の方に向かせるには、歴史上に生きた人々が発した、根源的な『問い』が生まれた現場を

見せるところからスタートするしかないのではないでしょうか。ある研究者は、なぜ、ある『問い』

を解かねばならないと考えて研究を始めたのか、そのような『問い』と格闘した結果の集大成が教

科書になる、そのような実感が持てる教科書があってもいいわけですね」。 

 

 最新テクノロジーを知る米雑誌の編集長は「問いかけることは人間にしかできない」と指摘し、

一方で、歴史学者者は「なぜ、ある『問い』を解かねばならないと考えて研究を始めたのか、『問い』

と格闘した実感が持てる教科書があってもいい」と主張をする。さて。哲学対話では、テーマが問

いかける真理について考えを深めて、その過程における論理の妥当性を批判的に検証することと比

べて、問うこと、質問することへも同程度に、いやそれ以上に重きを置いている。過去の対話を振

り返ってみても、質問や確認が活発に行われた対話では思考が深まり真理に近づけた印象がある。

それは、人間にしかできず、根源的な出発点が『問い』にあるということと関係しているのかもし

れないと想った。 

 

 

*1：朝日新聞2016年9月2日：『ＩＴ 30年後の未来』 

*2：加藤陽子著：『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』 

 

 

--------------------------------------------------------------- 



▽【〈小さなてつがく〉へのまなざし】   セリンジャー 

 

             一歩一歩の中に全体があり、決して全体の中に一歩があるのではない。(ロムバッハ） 

 

よくよく考えてみたらあたり前かもしれないことについて書いてみようと思います。もう一回ちが

った角度から考えてみたいと思うからです。ざっくりいえば、哲学カフェに出かけていくことと、

たとえば『ニコマコス倫理学』などの哲学書を読むことの〈あいだ〉にあるものについて、です。

あるいは後者を、哲学書の講読会と想定してもいいですし、大学の講義のひとコマとして考えもら

っても結構です。みなさんにとって、この〈あいだ〉はどんな風に前景化してくるでしょうか――。 

 

たとえば「本格的に哲学者の思索に基づいて考えていくやり方と、卑近な例を手がかりにして実感

をつかんだ後にそこから抽象化を進めるやり方の違いです」という意見。ほかに「端的にいって入

口が“理論”なのか“実践”なのかという違いに過ぎない」と答える方もいるかもしれません。ま

た「複数のひとと集団で対話することと、本を通じて一対一で対話する違いでは？」と捉える方も

いるでしょう。「難解な専門用語を駆使して考えるか、平易なことばで考えるか」だというひともい

ると思います。そのどれがもっとも核心に迫った見解であるか、どうしたら誰もが納得するかたち

で判断することができるでしょうか。そこを考える上でなにがそのとっかかりとなるか、この点を

もう少し考えてみようと思います。試みに、哲学カフェと哲学書講読の双方に共通する要素である

“哲学”という語を抜き出して来てこの哲学がどんなことを意味するのかを調べ、その考察の結果

をひとつのモノサシとし、哲学カフェ、哲学書講読、その他、にそれぞれ当ててみて質的差異の計

測を図るというアプローチが可能でしょう（ア）。それ以外に、さしあたって哲学カフェに対象を絞

って継続的・通時的に観察を続け、その観察の中から哲学カフェに固有の働きを抽出してくるとい

う方法もあるでしょう（イ）。同時並行で、哲学書講読とそれ以外の哲学的アクティビティにも同様

の観察者がいるとなお良いかもしれません。また合わせ技として、（ア）と（イ）の考察結果をテー

ブルの上に並べて、この二つの比較検討と出席者による討議から一定の結論を導き出すというやり

方も想定できます（ウ）。おそらくスタッフは、おおよそいずれかのやり方を暗黙裡に選択している

のだと思います。ミーティングなどで「哲学カフェでの対話では〇〇〇が大事なんだから」など少

しメタ的な議論になるとき、そこでは哲学カフェや哲学対話自体を相対化する視点が仮構され、内

面化されている前提が必要になるからです。 

 

なぜこんなことを考えてみたかったかというとたまたまそういう事柄について鼎談する機会があっ

たからなのですが、それ以外に二つのきっかけが思い浮かびます。一点目は、『もとはといえば哲学

は市民の思考の基礎体力としてあるべきものなのに、この国では研究者の専有物のように受けとめ

られてきた。市井の人びとは哲学の書物を研究者の解説に従っておそるおそる開く、そしてその特

殊なジャーゴンを習得することが哲学を学ぶことだと勘違いしている』*1というような指摘が念頭

にあったこと。二点目は、哲学書を用いるテキスト読解的性格を有するイベント『さろん：序』*2

があたらしくローンチするからです。じぶん自身『テツドク！』*3などのイベントに参加したこと

は幾度かあり、それぞれとても堪能していました。ですが哲学書を講じられたり読解したりする醍

醐味と、哲学カフェに参加する醍醐味とはかなり質が違う種類のものとして感じられていました。

大学の哲学科やそこでカノンとされるような哲学書を正統の“哲学”とするなら、哲学カフェや哲

学対話でなされる哲学は小文字で、平仮名で“てつがく”と書く方が実感には近いような気がしま

す。両者は決して対局関係にあるわけではなく、薄紙一枚の差かもしれません。しかし“小さなて



つがく”のこの薄紙一枚の差こそが、哲学教育を受けたことのない不特定多数の人びとの〈あいだ〉

で哲学対話を行うことの起爆剤になっているのでしょうし、参加者が胸の内に抱えている固有の問

いがことばに出すことで検証され、対話を通じて深められ、「もっと考えたい」「つぎはこれについ

て話してみたい」と更なる探求への欲求を健全に刺激する場として寄与し得ているのではないかと

個人的に考えています。ここには正統な“哲学”学習の枠組みでは体験できないような代替不能な

魅力があるように思えてなりません。そうでなければ（七年以上もスタッフなどせず）さっさと哲

学科に入り直していたことでしょう。 

 

冒頭の例に戻れば、『ニコマコス倫理学』を取り上げた一般教養の講義で先生が「アリストテレスが

指摘している“アクラシア(akrasia)”とは、要するに自制心のあり様に関する問題です」と話すの

を真剣に傾聴するのと、哲学カフェで「なぜよくないと知りながら鯨飲してしまうのか。夜更かし

をしてしまうのか。すぐ怒ってしまうのか」等について体験と考察を両輪で回しながら対話してい

くことの〈あいだ〉に広がるもの。「それはつまりアクラシアでしょ？」と一気に抽象度を上げた途

端に手のひらからスルスルと零れ落ちてしまう滴のようなもの。探求から学習へと一気に性格が変

わってしまう危うさと背中合わせのもの。〈あいだ〉を丁寧に考えてみることで見えてくることはき

っと沢山あるんだろうなと思います。 

 

そういえばアイドルが、『社会ってすごくサイレントじゃないですか。みんながオフィスで仕事して

いるときもサイレントだし、電車に乗っているときだって騒音は聞こえていてもサイレントだし、

コンビニや舗装された道路も駅前も、みんなサイレント。／でも、本当はみんな心の中にいろんな

声や現象が起こっているんですよね。そういう、普通なら言葉にすることをためらってしまうもの

を、大きい声で言ってしまうことがクールだと思うんです。サイレントであることに慣れ過ぎちゃ

うと、大きい声を出す発声法すら忘れちゃうじゃないですか。その方法を思い出すことが大切なん

ですよね』*4と語っているのを読んで、「哲学カフェにはそういう“〈私〉の生の声”を取り戻す場

としての性格もあるのかもしれない」と感じたりもしました。“小さなてつがく”の固有性やサイ

ト・スペシフィックなところが具体的にどんな点であるかの考察は別稿に委ねるとして、大文字の

“哲学”とは異なる出自の、なんといっても「野生」の魅力あふれる哲学カフェからスピンオフす

る『さろん：序』のこれからの展開に大きな可能性を感じないわけにはいられません。ぜひ一度体

験してみてください。そしてぜひ一緒に育てていってください。 

 

 

*1）鷲田清一（2016）「空回りの日々」／※ジャーゴンとは隠語のこと。ある特定の専門家や仲間

内だけで通じる言葉や言い回しや専門用語のことで、外部に秘密がもれないようにしたり、仲

間意識を高めるために使われる。 

*2）『さろん：序』第1回／エーリヒ・フロム「愛するということ」 

 http://salon-public.com/archives/3975 

*3）『テツドク！』ニーチェ『喜ばしき知恵』～「夢」の断片をめぐって 

 http://cafephilo.jp/events/event/cafephilo-280/ 

*4）「型破りな水野しず、資生堂『花椿』を読む。躊躇しないネット論」 

 http://www.cinra.net/interview/201607-mizunoshizu 

 

--------------------------------------------------------------- 

http://salon-public.com/archives/3975
http://cafephilo.jp/events/event/cafephilo-280/
http://www.cinra.net/interview/201607-mizunoshizu


━━【おしらせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

    「さろんラボ」ではみなさんのやる気とアイデアを募集しています♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名称：【さろんラボ】 

コーディネーター：【大村】 

 

「さろんラボ」、常設しています。このさろんラボではみなさんの「やってみたい」を核に、「さろ

ん」を触媒にして、どんな化学変化が起きるかを試みる場所です。さろんラボは当面継続して設け

ていきます。 

 

この「さろんラボ」からは、さろんの参加者の手で、 

【さろんラボ 001】 「あたまの中を散歩するてつがくカフェ」 

  http://sanpo-tetsugaku.jimdo.com/  が生まれ、 

【さろんラボ 002】 「哲学カフェ Ante-table/アンティ-テーブル」 

  http://ante-table.wix.com/ante-table/  も生まれました。 

 

既存の哲学カフェのカタチに限定せず、みなさんの中で温まっている関心ごとやご興味を添えて、

どうぞお気軽に下記までご連絡下さい。みなさんとの新しい化学変化を、スタッフ一同心から楽し

みにしています。 

 

▽詳細はこちらまで 

salontetsugaku@gmail.com （担当：大村） 

 

------------------------------------------------------------ 

━━【付録】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

     コトバをハ―バリウムする 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

--------------------------------------------------------------- 

 本のコトバから ♯13 

--------------------------------------------------------------- 

目がさめてみると、その人は、自分の名まえをわすれていました。 

人の名まえをわすれると、ちょっと、ゆううつになりますが、 

自分の名まえをわすれることができるのは、とてもすばらしいことです。 

 

 ――トーべ・ヤンソン(著) 鈴木徹朗(訳) 『ムーミン谷の十一月』 

 

--------------------------------------------------------------- 

 歌のコトバから ♯13 

--------------------------------------------------------------- 

You're upon my eyes, a little bit, a little bit sometimes 

Sometimes, sometimes, sometimes, sometimes 

A little bit sometimes, sometimes 

http://sanpo-tetsugaku.jimdo.com/
http://ante-table.wix.com/ante-table/


Sometimes, sometimes, sometimes 

 

 ――Múm『A Little Bit, Sometimes』 

 

--------------------------------------------------------------- 

━━【付録】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

     さろんアーカイブの遊歩道 #07 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

カテゴリ：【夜さろん 第 6 夜】《市民カフェのまなびの輪》 

テーマ:  〈コミュニティ〉  

開催日：  2013 年 3 月 15 日(金) 

http://salon-public.com/wp-content/uploads/2013/07/yoru_hondana_06.pdf 

 

 

「コミュニティというグループの中に多様性があり、受容性があるように錯覚を持つが、結局、コ

ミュニティとの接点は個でしかなく、個との接点ができればコミュニティにも接点ができ、個との

接点がなければ、コミュニティとも接点がないのだと思う。 」 

 

初めてさろんを訪れた日、僕が抱いた感想は「すごい人達がいる」ではなく、「すごい人がいる」だ

った。そう考えるとさろんというコミュニティとの接点は確かに個であった。では「彼（彼女）と

私」を前提としない「彼らと私」という出会いの契機は存在し得ないものだろうか？ 

 

「その中では、ときに厳しい声が飛び交うこともあるかもしれないが、基本的には素直な気持ちや

暖かい言葉が行き交い、その中から新しい発想や夢が語られる。そこにいる他の人達の興味・関心

にも興味が湧き続け、その人も自身の徳を発揮することでお互いが幸せを実感できる。そういう人々

の活動のコアとなる場であって欲しい。」 

 

現状を肯定し合うだけのコミュニティは停滞する。否定の言葉ばかり溢れるコミュニティは疲弊す

る。自分が所属している（してきた）コミュニティを振り返っても、自由闊達な意見が飛び交い、

それを互いに認め合うような場は滅多に無かったように思う。共有するものが増えるほどそれに縛

られ、肯定も否定も過剰になる。個とコミュニティの在り方を今一度自分の中で問い直したい。(楠) 

 

--------------------------------------------------------------- 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【さろん】イベントカレンダー http://salon-public.com/ ご予約受付中 

---------------------------------------------------------------------- 

▽【さろん哲学】哲学カフェ #75 

  11/19(土）15:00‐17:00＠渋谷／ テーマ「孤独とは何か？」 

 

▽【クリスマスパーティ2016】忘年会 

http://salon-public.com/wp-content/uploads/2013/07/yoru_hondana_06.pdf
http://salon-public.com/


  12/3(土）13:00‐17:00＠都内 

 

▽【さろん哲学】哲学カフェ #76 

  12/17(土）15:00‐17:00＠未定／ テーマ「（未定）」 

 

▽【夜さろん】スナック #21 

  12/18(土）＠用賀（仮）／「忘年会だよ！スナック夜さろん」 

 

▽【ゆるっとあたまのピクニック】テーマ「自分の頭で考えるって？」 

  12月中旬～下旬 19:00-21:30＠渋谷エリア 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏┯━━━━━━━━━┓ 

    編 集 後 記  ┠──────────────────────────────┤ 

┗┷━━━━━━━━━┛ 

メールニュース第79号をお届けします。 

11月も下旬に入り、いよいよ本格的な寒さが到来しましたね。落葉樹舞う公園沿いでは毎朝おばあ

さんが箒片手に小学生に挨拶をしています。年の瀬の足音も次第に大きくなってきますね。 

 

そんなわけで、さろんも忘年会をいたします。恒例のクリパは来月3日に開催です。まだお席に余

裕もありますので、ぜひいらしてくださいね。途中参加、途中退場でも安心してご来場いただけま

す。新会場や定番の「哲学ゲーム」もお楽しみに♪ 

 

ここのところ『さろん：序』『ゆるトークカフェ』と目新しいプログラムが開催されていますが、こ

うした流れの先に、新しいさろんの「想い」をお伝えしたり、丁寧にかたちにできればと思ってい

ます。みなさんとの交流の機会を、いつもお待ちしています。 

 

それではまた次号でお会いしましょう。ほぅ。 

編集:（フクロウ） 

 

さろん｜Mail News 2016/11/16 
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