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人という動物を理解する 〜人は褒められる、認められることを求める〜
京都大学霊長類研究所-正高信男教授のお話を聞く この結果、人は生物の中で突出した発達を遂げ、地球
機会があり、その内容に興味をひかれて数冊の本を読 上で高度な文明をつくり、最高位の動物として世界を
むとおもしろいことが見えてきました。私の独自の解釈 支配したと考えられます。
の点もありますが人という動物を理解する上で興味深 つまり、人は生命を維持するための食べる欲望よりも、
い点がありましたのでご紹介させていただきます。
褒めらたい欲望の方が強い特性を持った生物なのです。
正高教授は大阪大学人間科学部を卒業され、霊長類を このことは、褒められたり、喝采を浴びたり、注目される
研究されています。つまり、チンパンジーを研究するこ と心地良いと感じ、
このことを麻薬のように求めて行動
とで人という動物を研究されています。人間とチンパ してしまう場合もあります。逆に否定されたり、無視さ
ンジーのDNAは99.7％同じなのに外見も能力も全く れると悲しく辛くなり争いの原因にもなります。
違う動物です。両者の最も特徴的な違いは「学ぶ時の 思い返せば、息子がまだ片言の言語しか理解していな
報酬」です。動物は周囲から色々なことを学ぶことに い時に、
「よくできたね」
「ありがとう」と言うと、
うれし
よって発達していきます。チンパンジーと人ではその学 がって、何度も何度も同じことをしました。
習の励みとなる報酬に大きな違いがあります。殆どの しかし、
「ダメ」
と叱られると辛そうにしていました。
動物は生命を維持するために食物を得ることが大切な このように人は「褒められる」
とうれしく、
「否定される」
と
報酬です。ところが人は食物を得ることよりも、褒めら 辛いという強い本能を持った動物であることを認識し
れる、認められることの方がより大きな報酬なのです。 て人とお付き合いすれば争いが少なくなり、
お互いに心
人はこの特異な報酬を得ることでチンパンジーの何十 地よい関係が保たれるのです。Facebookの
「いいね！」
倍の速さで物事を学び記憶し、理解します。
もそういうことですね。
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Tobita library

とびた 図書室

■360゜
LONDON
横幅が広い上に見開きの全てが１枚の写真です。
パノラマ撮
影というより、
タイトルそのものの360゜
ぐるっと全周のロン
ドンの風景が撮影されています。観光地や美術館、橋、旧所名
跡よりも、地下鉄、オフィス、タクシー、バス、食料品店、衣料
品店、雑貨店など、ロンドンのあらゆる日常の生活に密着し
た写真集です。ロンドンに行った気分になる、
というより住め
ば遭遇するであろう生活感あふれた写真もたくさんあります。
また、本の中ほどにはバッキンガム宮殿の門のアップがあり、
それを開くとテムズ川をはさんでロンドンアイ、
ビッグベン、
ウォータールー駅などが見開き360゜
で登場し壮大です。余
談ですが「せんべい」
「ポテトチップス」
という日本語が写って
いますので探してみてください。

■X-RAY ART
医療従事者として思わず目が釘付けになってしまった写真集
です。
まさかレントゲン写真（X-RAY）がアートになるとは想
像もできませんでした。美しく芸術的なのですが、それよりこ
の発想が凄い！
！
日々の診療でレントゲン写真はムシ歯や歯周病、歯の根の状
態、親知らずなど、骨の状態など歯の内部を確認するために
目をこらして診断している身近なものなので驚いてしまいま
す。
これからは歯のレントゲン写真を見るときも芸術的な見
方や発想が芽生えるかも、、
ということはないですよね。

■あたらしい みかんのむき方

あなたは「みかん」をどのようにむきますか？へそから、ヘタ
から、それとも二つに割りますか？この本はちょっと変わっ
■人はみんな 自分の星を 持っているんだ。/北野 武
た？かなり変わった？
「みかん」のむき方です。
まあ、
むくという
多才で多方面で活躍されている北野武さんの初めての絵本 より
「みかん」の切り絵ですね。
「 みかん」の皮が「うさぎ」
「う
作品という点に引かれました。絵がきれいで文章はシンプル、 し」
「ネズミ」
「サル」
「イカ」
に変身します。
やってみようとは思
いたって普通の絵本なのですが、
さすが巨匠といわれるだけ いませんが、へ〜！
！ここまでやるのか、
といった感じです。
もし
のことはあります。読む前にこの本の開きに読み方の解説が かしたら、家族団らんの時の「かくし芸」
になるかもしれませ
ありますので、
まずはそれを読んでください。
できれば広いと ん。
ところで、最近はみかんを食べなくなりましたよね。私が
ころでじっくりと眺めてください。なぜ？詳しくは本物を見て 子どもの頃はコタツに入って指が黄色くなるくらいまで食べ
いただければわかります。
ていました。
「みかん」
を食べることが少なくなった、のであれ
ば
「かくし芸」
にはならないか、、
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ここでは、医院で使用しているＢＧＭと待合室に置かせていただいている本を紹介しております。
本もＣＤも私の嗜好ですし、解説はあくまで私の偏見ですのでお許しください。

■Time Thread/Makoto Ozone&Gary Burton

■Reboot Collabo / 押尾コータロー

ＮＹで活躍している小曽根真というジャズピアニストは少しだ 視聴して、
「お！
！凄い」
と感じたCDです。一般的には有名なア
け知っていたので、視聴するとビビビ、
ときました。ピアノと コースティックギタリストということを私は知りませんでした。
ヴィブラフォン
（木琴の親分？）だけの演奏なのに、多彩な音
調べてみるとアコースティックギター１本で、
メロディーから
とユニゾンで演奏される独特の感じにひかれてしまいました。 ベース、パーカッションまで一人で演奏する凄腕のミュージ
医院のBGMには、、
と思う曲もありますが軽やかで美しくの シャンだそうです。確かにギター１本なのに多彩な音がリズミ
りがいいので、テンポ良く仕事ができそうな気になります。 カルに重なっての幅と深みを感じました。
しかもテクニシャ
ヴィブラフォンは音楽室や色々な施設に置いてある楽器なの ン？？色々な面で聞き応えがあるCDです。
２枚組みのCDで
で殆どの人は、鳴らしたこともあると思うのですが、単に叩く 前半が押尾コータローそのもので、後半が著名なミュージッ
だけの楽器なのにここまで音が違うのはなぜ？と感じさせて シャンとの共演の曲です。
くれるCDです。
私は楽しめました。

■Recorder Recorder Ⅱ / 山岡重治
「え！リコーダーってこんなにスゴイの！」
と
「感嘆」
「 感動」の１
枚です。
というキャッチコピーに目が止まって視聴した１枚で
す。いわゆる小中学校の音楽の授業で必ず演奏させられるリ
コーダーの演奏ですが、確かに私たちが
「ぴーぴー」演奏して
いたのとは別物の美しい響きです。山岡重治さんはリコー
ダーの第一人者のようでバロック音楽を中心に無伴奏の曲
もありますが弦楽器やチェンバロと共演しています。
「感嘆」
とまではいきませんでしたが、確かに美しくしっとりと落ち着
く感じです。

music

■PRAY SPRING SEA / European Jazz Trio
これも、ジャケットが絵画的に美しかったので視聴して気に
入ったCDです。いつもながら、あとでアーティストのことを調
べるのですが、このアルバムには「春の海」や「ふるさと」
と
いった曲が取り上げられているだけではなく、
クラシック、
シャ
ンソン、
ミュージカルナンバーなどをオリジナルなジャズトリ
オの曲に仕上げています。でも、聞き覚えがあるメロディー
が多いので安心して楽しめるCDです。
しかも、
かなり日本好
き？なようで「Japanesuqe」
という日本の詩情のアルバム
も出しています。
（ジャケットが日本です）
余談ですが、解説文にこのアルバムが「祈り」から始まり
「春
の海」、最後は
「ふるさと」
と、東日本大震災で辛い経験をした
日本人に対する慈愛の気持ちをこめて録音したのではない
かと書かれていました。
そういわれればそのように感じられます。
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エベレスト登頂といえば今年の５月に三浦雄一郎さんが80
歳で3度目という偉業を達成されました。そのエベレストが
大混雑という記事がNational Geographicに掲載されて
いました。写真は筆者（Mark Jenkins）が２０１２年５月１９
日のヒラリー・ステップといわれる標高8230メートルの山
頂直下にある高さ12メートルの岩壁を登ろうとしている時
です。ほかの登山者と接触しそうな過密状態の中、全員が同
じペースで前進を続けるしかなく登頂の順番を2時間以上
待つこともあるそうです。昨年は５４７人が登頂に成功し、
こ
の日は234人が登頂したという混雑ぶりにはあらためて驚
かされます。正確な気象情報が得やすくなったことで登頂日
が集中するためのようです。
しかし筆者はこの登頂で４遺体を見たそうですし、昨年の成
功率は５６％だったようですので、簡単な登頂ではないこと
は確かなようです。登山ブームといわれるこのごろ富士山も
年間３１万人の方が登頂されているようです。
世界遺産に登録されることは良いことでしょうが、登山者が
増えることは有名な山の宿命なのでしょうね。
※２０１３年６月号に掲載された記事で待合室の本棚にあります。

new staff

新 し い 仲 間 を 紹 介 致 し ま す！

笑顔で頑張ります！
！
！

今年の4月から歯科衛生士として働き始めました黒田で

＊名前……黒田麻由（くろだまゆ）

す。働き始めてからもう4ヶ月が経ちます。毎日忙しいの

＊出身校…岡山高等歯科衛生専門学院

ですが歯科衛生士の仕事は楽しく、充実した日々を送って

＊出身地…真庭市

います。
まだまだ知識も技術も未熟で皆様や先生、先輩ス

＊好きなこと…

タッフの方には迷惑をかけています。私も早く先輩スタッ

1、食べること

フのような立派な歯科衛生士になれるよう努力して頑張

2、
ねこと過ごす時間

ろうと思いますのでこれからよろしくお願いします。
では、簡単に自己紹介をします。

（実家には猫たくさん。癒されます
（＾−＾）
3、食物の収穫（いちご狩り、
ぶどう狩り、山菜狩りなど）
＊好物……….季節のもの
（春、いちご。夏、
トマト。秋、
ぶどう。冬、文旦）
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