第 20 回：知識をお互いに交換し合うことを学習という
学習と いう言 葉を 見つめ 直し てみた いと 思いま す。学 習とい う行 為は、 本来 、知識 を顕在
化させる エネル ギーな のです 。これ は私の 個人 的な見解 ですが 、学習 には＜ 確認＞ すると い
う行為と 、＜覚 える＞ という 行為が あると 思い ます。こ の二つ の行為 は一見 すると 同じよ う
に聞こえ ますが 、じつ は大き く異な ります 。
＜確認 ＞する とい う行為 は、 自分が 知識 として 既に持 ってい るも のを「 そこ にもあ るよ」
という具 合に、 相互に 教えあ うこと なので す。 コミュニ ケーシ ョンし 合うこ となの です。 そ
の結果は 「あっ 、そう か、気 づかな かった 。あ りがとう 」とい う言葉 が飛び 交うこ となの で
す。従っ て＜確 認＞は 瞬時に 理解で きるこ とで あり、そ のコミ ュニケ ーショ ンの結 果は、 い
つも相手 に対し て感謝 の気持 ちで終 わるこ とが 多くなり ます。 コミュ ニケー ション の輪が 広
がりやす くなり 、行動 がオー プンに なると 言え ます。
かたや ＜覚え る＞ という 行為 は、自 分が 知識と して持 ってい なか ったも のを 教えて 貰うこ
とです。 持って いなか ったも のを相 手から 貰う 結果にな ります 。ビジ ネス関 係でい えば料 金
を払って 購入す る行為 になり ます。 この場 合、 お金を払 わなけ ればな らない わけで すから 、
教えて貰 った相 手に対 して「 料金を 払って いる のだから 、ちゃ んと教 えろ」 とか、 ときに は
覚わらな いのは 「教え 方が悪 いから だ」と いう 責任転化 も起こ りがち です。 また、 ＜覚え る
＞は＜確 認＞と 違って 瞬時に 理解で きない 場合 があり、 時間も 苦労も かかり ます。 だから 、
一度覚え たこと を他人 に教え ること がもっ たい なくなっ てしま うこと もまま ありま す。さ ら
に、教え てしま うと、 何とな く失っ てしま った ような気 がする ことも ままあ ります 。その コ
ミュニケ ーショ ンの結 果は、 相手に 対して も、 自分に対 しても 社交辞 令的に なりが ちです 。
「ありが とう」 とは言 っても 、心か らの感 謝で はなくコ ミュニ ケーシ ョンの 輪は狭 まって い
くのであ る。ク ローズ ドにな ってい くケー スが 多く発生 します 。
確認す るとい うこ とは、 時間 をかけ て、 苦労を して、 覚える 必要 がまっ たく ないと いうこ
となので す。こ こが重 要です。確認だ けをす る のだから 覚える のに比 べて、それこ そ何十倍 、
何百倍も 速くで きる。 確認し ていく のだか ら他 人の話が 素直に 聴ける 。聞か れれば 、確認 し
たことを すべて 、つつ み隠さ ず話す ことが でき ます。確 認しな ければ ならな いこと は山ほ ど
あるので すから 、すで に確認 したこ となど 大切 にしまっ ておく ほどの ことで はない 、出し 惜
しみする ほどの もので はない という 意識が 満ち ます。確 認する のだか ら言い 争うこ とがな い。
そういう 意見も あるの だと納 得して しまう 。確 認するの だから 、確認 できた ら、確 認させ て
くれた人 に感謝 の気持 ちが持 てるよ うにな るの です。
つまり 、ここ でい う確認 とは 知識を 得る ことと 同じ結 果であ り、 じつは 、こ の確認 すると
いう行為 が、気 持ちが 真のオ ープン マイン ドの 意味する ところ なので す。オ ープン マイン ド
とは、知 識と知 識のコ ミュニ ケーシ ョンに 不可 欠な条件 であり 、相手 のすべ ての“ 現実” を
受け入れ る行為 の連続 といえ ます。
“現実 ”と は、そ の人が認 識して いる経 験知（事実 ）の集
まりなの です。 マイワ ールド なので す。人 間と のコミュ ニケー ション によっ て相手 の意見 を
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受け入れ るとい うこと は、相 手のマ イワー ルド である“ 現実” を受け 入れる ことと 同じこ と
なのです 。そし て、こ の関係 はコミ ュニケ ーシ ョンにお いて、 お互い がお互 いに永 遠に与 え
続け合う という 行為に つなが ってい くので す。

※ 次回 掲載 予定 ・・ ・ 第 21 回： 人間 には 無限の 実現 力が ある とい う。
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