
大輔の冒険  

みんなで見つけてきたもの 

  

●ヒッポに入ったきっかけ 

 大学３年の夏に、僕は友達と合わせて３人でアメリカに１ヶ月旅行に行った。

最初は片手に会話集を持って、航空券とバスのクーポン券だけの旅行。たくさ

んの楽しい（苦しい）思い出を作って来ました。Ｏ型のおおらかな性格のせい

か？３日たつと面倒くさくなって、会話集を持たなくなりました。友達は夜寝

るときに、「今日の大輔の赤ちゃん英語……」などとバカにされたものだ。例

えば、カナダの人の女性とサンフランシスコの話をしているとき、僕は・・か

ら・・まですっごくたくさん歩いたんだよ、って事を言おうとして、ｖｅｒｙ 

ｖｅｒｙ ｗａｌｋ ｗａｌｋ なんて言ったりしていた。でも３人の中で僕

が一番現地の人々と会話していたと思う。会話集を投げ捨て、文法的にはおそ

らくむちゃくちゃだろう僕の言葉が一番伝わっていたと思う。 

 日本に帰ってきて、少したった秋に僕はヒッポの存在を知る。たまたま買っ

た賢い脳の作り方（Ｑｕａｒｋ別冊）にヒッポファミリークラブの紹介が載っ

ていたのである。私たちは日本で生まれたので日本語を話します。環境が言葉

を作るのです。２つの言葉を学習するよりも３つ以上学習するほうが、習得が

早いなどなど……。へーこんなクラブがあるんだ機会があったら入会しよう。

この方法しかないのかもしれない。そう思いました。 

 意識はしていなかったのだが、その機会は以外に早くやってきました。１月

に、古本屋の店先で講演会のパンフレットを手にしました。２月の新宿の講演

会のものでした。 

 講演会の内容は今になってみると、実はほとんど覚えていない。講師は＜鈴

木隆＞さんでチョンベケスニダの話と、赤ちゃんのテープをかけて説明してい

たのを覚えている。あと＜ぎんぺい＞がロシアのホームスティの話を楽しそう

にロシア語で言っているしか覚えていない。でも＜せりーぬ＞ではないがこの

方法しかない！と思っていたので、迷いもなく実家から帰ったあと３月３日

（木）に入会することになる。 



 ●メタ活はテープのそばが一番？ 

 かくいう僕も最初はメタ活静かでした。（入って３回ぐらい…）みんなの口

の動きを目でじっーと見ていたのを覚えている。早く話せるようにと口の動き

を目でおっていたのだろうか？（今思うとナンセンスな話だ…）その当時僕は、

早くたくさん話せるようになりたい、１ヶ月でとりあえず、テープの封をあけ

るんだなんて思っていました。（本当にあけたけど……）講演会で聞いたよう

に、本で読んだように、この環境の中にいれば言葉は話せるようになると思っ

ていました。メタ活も最初はテープ全然聞いていないし、僕に言えるわけがな

いなんて思っていました。ほんのすこーし僕が声に出すと＜脇ねぇ＞が「すご

ーいだいすけすごいじゃん」と褒めてくれました、なんて大げさな人なんだ…

でもヒッポは赤ちゃんのやりかたで言語を学んでいるのだから赤ちゃんを褒め

るように、僕をおだてているにちがいないと＜せりーぬ＞と同じように思って

いました。でも＜チャコちゃん＞とのメタ活はすっごくなんか新鮮でした。「お

背中見せたがる……」を最初に聞いたときはほーなんて思ったし、ひょっとし

てみんなの言っている音のほうがよく耳に残る気がしていたのです。それまで

僕は、メタ活やるならテープのそばが一番だと思っていました、だってよく聞

こえるしでもそれは聞こえるだけなのです。なぜか頭に残ったのはみんながま

ねしている声でした。そのうちたくさん言える人、ぜんぜん適当でも構わない

が、声に出す人が輪の中にいれば平気でした、メタ活は楽しいそう思えたのは

１ヶ月ぐらいたった頃だったと思います。 

  入って１ヶ月ぐらいたったころ、飲み屋で使う言葉は自然に使える自分に

きづきました。大好きなターミネーター２の決まり文句「アストラビスタ、ベ

イビィ」の音も分かりました。人が言っている言葉しかものにはならないので

はないかと、思うようにもなりました。 

 １ケ月間は新宿ファミリーにしか出たことがありませんでした。全国ワーク

ショップに行きましたが正直言うと時々眠かったりもしました。でも本当にフ

ァミリーは楽しかったのです。＜脇ねぇ＞はいつもいつもみんなに「何かテー

プの音とか聞こえた？ねぇ」と言ってばかりいました。僕は正直言うと、入っ

てそんなにたっていないのに聞こえるわけがないでしょう、なんて思っていま

した…。 

  

 



●新宿での講演会 

 新宿ファミリーが誕生してから２年、これを記念して講演会が開かれる事に

なりました。自分のファミリーなのでぜひ自分たちの手でやりたい。僕もみん

ながおいたパンフレットを見て入会したんだし、自分のためにね…。ポスター

張りをし、当日も＜ハコ＞と二人で舞台に上がりました。「ヒッポに入って１

ヶ月、ずべての言語がみんな同じに見えるようになりました。まだ音を聞いて

なんとなく何語かなと言うことしか分かりませんが、ヒッポは性別、年齢、地

域、国籍を問わずたくさんの友達ができます。…」この頃は嫌いだった韓国も

嫌いではなくなっていました。本当の意味で全ての言語は同じなんだって事が

分かったのはもっと後ですが…韓国語に接する事によって、気持ちは変わって

いました。 

 「大輔は１１ヵ国語で挨拶できるんだよー」と脇ねぇにこの講演会の後のフ

ァミリーで言われました。１１ヵ国は大げさでしたが、確かにいろんなファミ

リーに行っているうちにたくさん挨拶は出来るようになっていました。２、３

ヶ月前には想像も出来なかった事です。そしてもっと驚いたことにその後のア

フターで、脇ねぇが初めて来た人に向かって言っているスペイン語、韓国語が

なんとなく分かるのです。この感覚はとっても不思議でした。 

 ●新宿つまんない 

この講演会も終わり、落ちついてきたころから自分のファミリーがつまんなく

なってきました。お話タイムの時にみんなシーンとしてしまうのです。＜脇ね

ぇ＞のファミリーはまだましでした。…だって＜脇ねぇ＞が勝手に話している

から…。お話タイムの時に＜チャコちゃん＞と目を合わせないようにと目がお

よいでました。「＜チャコちゃん＞、どうして＜チャコちゃん＞はたくさんホ

ームスティに言っているのに、いろんな言葉たくさん話せるのに話してくれな

いの？＜チャコちゃん＞中国語話してよ。」「大輔そうじゃないのよ、わかる？」

……わかんない。 

  ヒッポは多言語がたくさん飛び交う公園のような所、どうしてフェロウで

ある＜チャコちゃん＞は話せるのに話してくれないのだろう。ずっとこの頃は

そう思っていました。僕は芸もできないし…、みんなが話をしないのはみんな

がお互いを知らないから話せないのかもしれない。僕も何でも言えるのは、そ

の頃＜パーマン＞だけだった。僕が当時、定期的に吉祥寺のジョーバネファミ

リーにも参加していた、みんながみんなの事を知り合っていたので羨ましかっ



た。新宿は場所がら寄り道していくその日限りのメンバーも多い。そのせいも

あるかも…そんなポイントのずれたことを考えながら、アンケートを取ったの

である。アンケートを取ったもののいっこうにファミリーの状態はよくならず

そして夏になった。 

 ●またマレー語… 

 ナイスミディパスと呼ばれていた３人＜脇ねぇ＞＜セリーヌ＞＜ふみちゃん

＞がインドネシアに行くことになる。比較的好きだったメタ活がマレーシア語

ばっかりになってきた。３人とも木曜日のファミリーに定期的に来ていたので

木曜のファミリーがそうなるのは仕方がないことだと思っていた。ところが水

曜日のファミリーもそんな感じになってきた。「＜脇ねぇ＞ちゃん達がインド

ネシアに行くからマレーシア語ね。」と＜チャコちゃん＞が言うのを聞いて＜

くっちゃん＞と二人で「またマレー語だよ」とため息をついた。マレー語は自

分にとって遠い言葉で、メタ活も面白くなかったのです。 

 そうしている間に３人はインドネシアに行き、さらにパワーアップして帰っ

てきた。帰ってきた最初のファミリーでの報告、＜脇ねぇ＞がたくさん機関銃

のようにインドネシア語で報告した。何を言っているのかさっぱり分からなか

ったが、とりあえず楽しかった事だけは十分伝わった。聞こえてくるのは「九

ちゃんおはよう！」…日本語だけ、＜セリーヌ＞＜ふみちゃん＞の報告は英語

と日本語がほとんど…、でも３人ともとってもいい体験してきたことだけは分

かった。 

 ●金沢のファミリーで見つけてきたこと 

 深い理由も無く、なぜか予定が詰まってしまい新宿ファミリーには１ヶ月間

ごぶさたしてしまった。しかしながら実は、実家（石川県金沢市）に帰った時

にファミリーに参加したのである。この金沢のファミリーは７月に出来たばか

りのできたてほやほやのファミリー。しかもこのファミリーが出来るまで石川

県にはヒッポは無く、フェロウを含めメンバーがヒッポ始めてみんな数カ月（１

年以上のメンバーは数人）。僕は７月の講演会の後のオープンファミリーに参

加したことがあった。２ヶ月がたちどうなっただろうか？すごくわくわくしな

がら行ったのだが…。 

  僕の感想は一言、すごい！お話タイムの時にみんながマイクを取り合うの

である。それも、何を言うのだろうと思ったらテープの最初の部分、英語・ス



ペイン語・韓国語・中国語の最初の部分をいいたいがためにマイクを奪い合う

のである。○○さんが言ったんですが私も言いたいので韓国語の最初の部分を

やります。…………。みんながそんな感じで、テープの最初の部分を何度も何

度も聞けるのである。みんな始めた時期が同じなので、例えばテープの部分で

言えるところもほとんど同じなのである。僕も何か言いたくなり、ロシア語で

あいさつをしスペイン語のジャネットの手紙の部分を少し言ってみた、ところ

がマイクの調子が悪くなり（がががーって雑音が入った）、他の人にマイクを

渡したのである。その後、少ししてチョルムニの女の子が、「ドラスヴィーチ

ェ」と一言だけいい、「大輔がさっきロシア語でドラスヴィーチェって言った

のでドラスヴィーチェが分かりました」といいマイクをおいた。もうこれを聞

いた瞬間なんてすごいんだろう！ 

  そうだ一番大切なことを僕は忘れていたのだと思った。そうだよ、やっぱ

りドラスヴィーチェを見つけたような、〔ささいな発見〕が積み重なって言葉

は出来ていく。…今度はあるお母さんが、どどどどどって僕のところまでマイ

クを持ってやって来て、「おばさんだけどもさっき大輔が言おうとしたところ

（スペイン語のジャネットの手紙の部分）いっしょに言ってくれる？」と言う

のである。「いいよ、もちろん」と言い、ジャネットの手紙の部分を言ってい

ると、フェロウの＜池端さん＞も走って僕たち二人の後ろに来て「私もいっし

ょに言いたい」と言うのである。後々よくみると、みんな言いたい場所を誰か

が言うとかけよっていっしょに言うのである。 

  僕がしたかったヒッポはここにある。僕のファミリーもこんなファミリー

にしたかったんだと初めて分かったのである。自分の発見した喜びをすなおに

そして言いたいことをそのまんま言っているファミリー、これぞ本当に自分を

飾るものも何もない、ヒッポがやろうとしてることではないだろうか？………

…。そういえば夏に、酔っぱらいの＜チャコちゃん＞と２人で渋谷の駅に向か

うとき、「大輔はどうしてジョーバネファミリーが好きなの？」と言われ、「う

ん、みんながくだらないこと、ささいなことをたくさん言うの」「大輔、それ

はくだらないことではないのよ！」と怒られたのを思い出した。………………

……。そうだよな僕が一番ヒッポをやってきて楽しかったことはここにある。

これが本質なのだ！僕は自分のファミリーもこうしたいと思った。そして１ヶ

月ぶりに自分のファミリーに参加した。 

  

 



●１ヶ月ぶりの新宿 

 僕は自分のファミリーにこの話をした、その後＜こもちゃん＞に「じゃー大

輔が率先して〔ささいなこと〕言えばいいじゃん」と言われた。どきっ……そ

う言われると………。 その頃、新宿はインドネシア語がバニャバニャしてい

た。とっても楽しい雰囲気だった。自分の心配はよそに＜ビーバー＞や＜パー

マン＞が＜脇ねぇ＞のまねをしたり、みんな「ティダアパアパヤー」なんて言

ったり、うううっなんか悔しい！なんかすっげー損した気分。＜こもちゃん＞

に言われてから少したって、今まで＜パーマン＞にしか言ってなかった、〔さ

さいなこと〕を言えるようになった。最初は「タイ語のお父さんおみやげもら

うとき全然うれしそうじゃないね、フランス語のジャネット可愛くない怖いよ

ねー」なんて事を言ったのである。＜アネット＞も「そうそう」なんて言って

くれて、みんな聞いてくれるし、こんなに楽に言えるものなんだと言うことが

分かった。みんな同じテープ聞いて、同じヒッポしてる仲間だもん。自分の、

みんなに言いたいことを言うのが、聞いてくれる人がいればこんなに気持ちが

いいものだと、分かったのである。それから一つの単語が落ちたとか、聞こえ

たとか何でも言えるようになったのです。 

 ●＜脇ねぇ＞のまね 

 話は少し戻るが、僕が＜脇ねぇ＞のインドネシアの報告をファミリーで聞い

たのは実は１回だけ、帰ってきた直後の１回だけだった。今でも覚えているが、

何を言っているのかさっぱり分からない。ときおり聞こえてくる、日本語の音

だけが耳に残り、後はすっごく楽しいいい交流してきたんだなーと思ったので

ある。逆にいうと楽しかったんだなとしか思わなかったのである。 

 １ヶ月ぶりに参加した新宿ファミリー、さっき言ったようにインドネシア語

がバニャバニャだった。まるで言葉遊びのように使われるインドネシア語、＜

ビーバー＞や＜パーマン＞が＜脇ねぇ＞のまねをしたり、＜くっちゃん＞がス

リランカ料理の話をしたり、＜ふみちゃん＞＜せりーぬ＞がチョルムニ国際交

流準備会でインドネシア語がバニャバニャで報告したり（僕はいっていないが

……）……。話は横道にそれるがこの頃＜くっちゃん＞が、２・３回電話して

くれたのを覚えている。「大輔どうして今日（のチョルムニ国際交流準備会に）

来なかったの、すごかったんだよ…やっぱ生で聞かなきゃ…」、とっても嬉し

かったし行けばよかったとよく思った。（そういう内容の電話が多かった。） 



 そして総武チョルムニワークショップに参加することになる。不思議だった

けどその頃「なんか＜脇ねぇ＞のまねが出来る気がするんだ。」と＜せりーぬ

＞に言った覚えがある。その総武チョルムニワークショップのａｆｔｅｒの飲

み屋で＜脇ねぇ＞を目の前に、＜脇ねぇ＞のまねをしたのである。まねって言

うと一語一語覚えていっているのかと言うとそうではない。言っているときは

頭の片隅に＜脇ねぇ＞といわゆるその風景を浮かべているのである。自分でも

なんでこんなに言えるんだろうと思った。でも僕はアルコールも入り気分が良

かったので、ぜひ＜脇ねぇ＞に言ってみたかったのである。どうしてなのか分

からなかったが、やっぱり僕が＜パーマン＞にしか言っていなかった〔ささい

なこと〕を言えた時に、言いたいことをすべて言えるようになり、そうするこ

とによってみんなの本当に言いたいことを逆に聞けるようになったのだろう。

＜くっちゃん＞の電話も僕が言いたいことを言ったので、＜くっちゃん＞も本

当に言いたいことを僕に向かって言いたくなったのだろう。心を開いたときに

みんなの思いが聞こえてきた。結果として、言葉が本当に自然に言えるように

いや、口から溢れだし、それにまたファミリーのみんなが答えてくれたのであ

る。言葉は人間と表裏一体、そんな感じがしたのはこの頃である。そう思うと、

どんな言葉も絶対に話せるに違いないと思った。それが実感として思ったのは、

タイに言った後だが……。 

 アリさんの写真を見たときに僕は正直言ってちょっとショックでした。「僕

の想像していたアリさんはこんなんじゃない」…自分が＜脇ねぇ＞のまねをし

ているとき、いつも僕は風景を思い浮かべてました、＜脇ねぇ＞がハティハテ

ィしてるところなどが頭に浮かんでいました。単語や文章を考えているのでは

なく、なんか自分に＜脇ねぇ＞が乗り移っている感じです。……。僕のアリさ

んはこうではなかったのです。 

 ●赤ちゃんと同じだね 

 話は少し変わるけど、インドネシアに＜ナイスミディパス＞の３人が行くほ

んの少し前に、アパカバールがアパカバールに聞こえたのである。えっどうい

うことかって？実は＜こもちゃん＞のアカカバじゃないけどずっと僕はアパカ

バーだと思っていた、そうとしか聞こえていなかった。ルが聞こえるようにな

ったのもおもしろいけど、もっともっと興味深いことがインドネシア語にはた

くさんあった。＜脇ねぇ＞のまねの中で意味が分からずに使っている言葉がた

くさんあったのである。（今でも分からないのがある。）意味は後から分かる

のである。うーんうまく言えないけど、例えばバンコンシャーユ…の意味が分

かって使っている人ほとんどいないと思う、いや本当は分かっているんだよ。



でも何となく大まかにとらえてるだけでしょ（これが本質だと思うが…）。ヨ・

エストペンドメンテグラシャスなんて今でも言えると気持ちがいいから言って

いるだけで、よくよく考えたら意味なんて考えたことはない。サヤ・ジュガ・

バイクスカリーのジュガにしろセンテンスをひとまとめに、言っているのもの

の意味なんて考えてないでしょ。うまく言えないけど本当に何語にしろ意味を

考えてから話す人はいないと思うよ。それが自然にできていたんだと思ってい

る。もちろん、今ではジュガの意味も分かっているけど…。 

 話は飛ぶが、２月の講演会で＜大ちゃん＞がひまれちゃんとかたしまやへ…

の話をしたあとに＜せりーぬ＞が「そういえば大輔と同じだね」と言うのであ

る。？？？「何のこと？」「だって大輔、バハサをバサハってずっと言ってい

たんだもん、気がつかなかったの…」確かに気づいていない。「＜チャコちゃ

ん＞、僕そんなこと言ってたー」「えー大輔、気づいてなかったのー。」と言

われてしまった。不思議なことに２月の段階ではそんな間違いはもうでていな

かった。他にも実はカダン・カダンをダカン・ダカンだったかガタン・ガタン

だったかどっちかで言った覚えがある。ファミリーで＜脇ねぇ＞のまねをして

いるときにでたのだが、みんなの反応が変だったので言いなおしたことがある。 

 まだまだインドネシア語で言えば、スラマッパギーが分かったら、スラマシ

アンもスラママランも分かったのである。これって本当に赤ちゃんと同じなん

だよね。 

 ●僕も変わる、みんなも変わる 

 僕がこんな風に変わったころ、みんながなんか変わってきた。新宿のファミ

リーもすっごく楽しいファミリーになり、一番お話タイムが待ちどうしくなっ

た。＜こもちゃん＞がアカカバの話をし、＜くっちゃん＞がインドネシア語で

いろんな話をした。＜脇ねぇ＞は「講演会の司会が変わった」なんていったり、

＜チャコちゃん＞自身がふっきれたと言った。いままであまり知らなかった＜

ふみちゃん＞の事がいっぱい分かり、＜アスーカ＞＜ビーバー＞＜パーマン＞

……バニャバニャな人達がみんなの真似をしたりした。かたくなに＜いおさん

＞はテープの場面を覚えてきてはいたが…＜いおさんを含め＞みんなみんな、

定期的に来ているメンバーが流行り言葉のように、ファミリーの共通語を話し

た、例えばサマ自然習得など…。＜ケンケン＞がメタ活の話、メタ活の時に最

初は下を見てみんなと目が合わないようにしていたことを話してくれたり、…

…そんな状況のなかに＜りっちゃん＞が入ってきた。＜りっちゃん＞自身、入

ろうか入るまいか悩んでいたらしいが（３ヶ月ぐらい）、ちょうどメタ活の話



がでたときに、なんだこんな事を話してもいいんだと思い入会を決意した。な

んだこんな事を話してもいいんだ、そう思えるファミリーにその頃からなって

きたのです。 

 余談だが荻窪の＜文さん＞のファミリーに初めて遊びに行ったとき、僕は＜

脇ねぇ＞のまねをした。それを聞いていた＜アスパラ＞が＜脇ねぇ＞に会った

ときに「インドネシアの交流の話を聞きたいからぜひしてよ」と頼んだ。実は

二人の仲は１年以上口を聞いていないほど冷めきったものだった。でも僕の話

がきっかけにはなったがこれも＜脇ねぇ＞自身が変わったのが原因だと僕は思

っている。 

 ●ムルニさんに会う 

 ＜こもちゃん＞がインドネシア人のムルニさんを１泊ホームティで受け入れ

た。僕と＜くっちゃん＞と＜チャコちゃん＞とで対面式に参加した。自分たち

のファミリーで使っているインドネシア語が果して通じるだろうか、ちょっと

不安で緊張したがたくさん通じるのである。ファミリーでつかっている言葉は

嘘ではない。ちゃんとムルニさんに通じるのである。３人で小一時間お話した

のだがとっても楽しく、心から話せた気がしました。 

 僕たちが使っているインドネシア語で言いたいことがいえるんだと実感とし

て思いました。ファミリーで育った言葉は本物だと思いました。 

 ●タイに行く 

 ８月にヒッポでバイトしていたころから、バイト代は交流に使おうと思って

いた。どこに行きたいという希望も特になかったので＜脇ねぇ＞達と共にタイ

に行くことにする。 

 自分自身タイに行くにあたっては自分というものを分かってほしいと思いま

した。タイ語はもともと遠いものでした、でも言葉なんかよりも僕の国、家族

そして僕自身の事を分かってくれればいいと思っていました。僕が行く前にし

た準備といえば、自分を紹介するスケッチブックを作った事ぐらいでした。で

も交流には行かないメンバーも準備会に来てくれたり、冬に行くメンバーがた

くさんいたのでその国で使われている言葉のメタ活をファミリーで毎回したり

とファミリーみんなを含めた準備ができたと思います。行く直前に＜まるちゃ

ん＞＜ふみちゃん＞らが「大輔楽しんでおいでね、私もいっしょに行きたい」

みたいな事を言われた。（言葉は忘れてしまった）この時本当に、言葉にはな



らないのだがちょー感動し、「うん、みんなの分も楽しんでくるね。」という

気持ちに本当になりました。（うまく言葉にならない…。）とりあえず本当に

みんなで準備できたと思いました。今思い出しても、二人に言葉をかけられた

ときのあの思い、近年あんな気持ちになったことはありませんでした。準備の

段階から交流は始まっていました。 

 ●タイでの交流 

 ヒッポに入って初めての交流、ホストのプゥムは「大輔はタイ語どのくらい

知っているの？」と僕に聞いた。知ってる言葉を全部言ったところ、「じゃ挨

拶しか出来ないのね」と言われてしまった。たしかに…。しかしながら交流は

とっても良いものでした。その原因のひとつに、お父さんと二人でずっとでか

けた時に車のなかで僕はお父さんに「大輔、どこに行きたいのか？」と聞かれ

「別にないよ、僕は観光に来たんじゃないんだ、お父さんと家族のみんなに会

いに来たんだよ」と言ってみた。そうすると「そうか大輔は俺と、俺の家族に

会いに来たんだね」とあっさり言われてしまった。こんなに簡単に言われてし

まいちょっとびっくりしました。その後は本当の親父のようになんでも話をし

ていました。 

 交流は最高でした。自分を１２０％だせたと思いました。英語があまり話せ

ない３番目の妹のポィに「Ｙｏｕ ａｒｅ Ｊｏｋｅｒ（ジョークばっかり言

う人）」と言われたのも自分を出せたからだと思います。 

 もちろん不安になった事もありました、今となってはとっても良い思い出で

す。 

 交流の話をすればきりがないが、やっぱり家族と話をすればするほど日本人

もタイ人も変わらないなとつくづく思った。特に妹たちが本当に日本の女の子

となんら変わりがないと思いました。 

 ●ノーベル賞だ 

 タイから帰国しファミリーやいろんな場で交流の話をしました。それと同時

にいっしょに行ったメンバーの報告もたくさん聞きました。もちろんみんなと

っても良い経験をしたんだなーと思うものが多かったですが、みんなの報告を

聞いていてみんなの家庭よりも僕の家庭のほうがタイ語をたくさん使って僕に

話しかけているように思いました。そのため僕は「うちの家族はわりとタイ語



が多かったよ」なんて事を言っていた。ところがその原因が僕にあることが何

度も話しているうちに分かってきたのです。 

 その原因が分かると同時にヒッポでよく言う、交流では赤ちゃん体験をした

とか交流とファミリーでの活動はまるっきり同じと言う意味が分かりました。 

 最初はホストに挨拶しか出来ないのねと言われたぐらいタイ語は知りません

でした。でも二人で折り紙をしているあいだに色を覚えたり、トランプをして

ると数を覚えたりしていきました。３日ぐらいたつとアロエマイとかヌオンマ

イなどの音が聞こえるようになり意味が分かるようになりました。それは本当

にファミリーで僕がやってきたように発見し、分かると同時に使っていました。

例えばテープの中で唯一知っていた音アンタラーイに出会ったときにはすぐ意

味が分かりました。分かるとすぐにファミリーでやっているのと同じように弟

を押したりして使いました。そんな感じで僕はファミリーでやってきた事、さ

さいな発見をいつもいつもすぐ口から言っていました。そうすることによって

やっぱり自分というものがだせたんだと思います。タイ語しか話せないお母さ

んはよく僕に「大輔、あれは何色」と僕に聞きました、よくよく考えると僕も

ファミリーで小さい子供が「再見」と言おうものならその子に対して何度も何

度も「再見」を繰り返してしまいます。タイのお母さんとのそういうやりとり

が本当に幸せでした。この幸福感が赤ちゃん体験、赤ちゃんとお母さんの関係

に違いないと思いました。俺がタイ語を引き出した、話させたと強く思いまし

た。 

 この発見は僕にとってノーベル賞ものだと思いました。ファミリーでの活動

と同じように〔ささいな発見〕を口にすることによって本当に自分をだせたん

だと思います。また家族との〔ささいなやりとり〕での幸福感こそ赤ちゃんだ

と思いました。タイにいるんですものタイ語で会話するのが自然ですよね。自

然だったんだろうなー。 

 ●２月の講演会 

２月に講演会をやったのだが僕自身、いままでの講演会はファミリー・ヒッポ

の活動と講演会とはかけ離れたものだと感じていた。金沢のファミリーで発見

するまでは僕も講演会で聞いて思ったように豊かな環境（音が聞こえるように

テープをかける、またみんなで分かった事を実践する場、ファミリーが存在す

る。）さえあれば言葉は話せるようになると思っていた。講演会では比較的方

法論的なことが言われ、ステージに上がるメンバーも出来る人達という感じが



強かった。何かが違う、＜チャコちゃん＞に「講演会でたくさんの人が入って

も長続きしない人もたくさんいるんだからやっぱり講演会のあり方が間違って

いるんではないの？」と言ったことがある。そんな思いが通じたのか？？？２

月の講演会は講師をたてないと言うことになった。＜チャコちゃん＞は「みん

なが講師なんだよ、出来る大輔？」と妙に不安そうでした。この講演会が終わ

って初めて今までにはない革命的なことをやったんだと分かりました。でも本

当にその時はかるーく考えていました。 

 僕たちが普段やっていることを通じて感じたことを、そのまんま伝えました。

もちろんヒッポのメンバーではない一般の人にこの思いが通じるだろうかとは

思いましたが……。最初のオープンファミリーの日、雪がふっていたので絶対

に人は少ないと思いました。でも行ってみたら普段のオープンファミリーより

もたくさんの人が来ていました。正直言ってびっくりしましたがもしこれで入

会すれば僕が最初に抱いたファミリーと講演会のギャップもなくすんなり入れ

るのではないかと思いました。 

 ●妹の変化 

 妹と二人で台湾、インドネシア、タイの方に２０日間旅行した。最初は友達

と卒業旅行として行こうと考えていたが、友達と予定が合わなかったので一人

で行こうと考えていた。ところが僕の親が「どうせ一人で行くなら、奈央（妹）

を連れていきなさい」と言うのである。……。 

 ２０日間もいっしょにいるのである。ルートは台湾→インドネシア→タイ。

僕はいつもと同じように妹に対しても、「無関心や、ティダアパアパヤー」な

どの言葉を使っていた。すると妹が「お兄ちゃん、その意味の分からない言葉

やめてよ」と言うのである。行く前に＜脇ねぇ＞には言ったのだが、妹にこれ

はどういう意味？と聞かれても教えなくて済むものは教える気はさらさらあり

ませんでした。 

 「いいなーお兄ちゃんばっかり、いろんな人と話ができて、私つまんない。」

なんて事を言われながら、この２ヶ国過ぎていきました。タイでは前回ホーム

スティしたプゥムの家にスティすることになっていました。約束だったし…。

正直、妹が溶け込めるだろうか心配でした。 

 心配とはうらはらに妹は新しい場、新しい家族としての関係・立場を築いて

いきました。僕がされたのと同じように、お父さんが奈央に向かってタイ語で



話しかけます。奈央は英語すらほとんど分かりません。お父さんは奈央が分か

らないと思うと次に英語に直して言ってくれました。それでも分かりません。

でもそのうち、教えもしないのにアロエマーを言うようになりました。すごい

なーなんて関心していましたが、一番驚いたのは動物の名前でした。実は動物

の折り紙という本を持って行ったのですが、奈央はたくさんの動物の名前を折

り紙をしているあいだに覚えたようです。僕が色を覚えたのと同じように奈央

は動物の名前を覚えました。どうやって覚えたのかは分かりません。ひょっと

したら一生懸命暗記したのかもしれません、でもタイ語も英語も話せない奈央

がそうやって自分で自分の立場を作りそれによって覚えたのだと思います。タ

イには妹３人がいます。特に今回は二番目の妹ポッが面倒を見てくれました。

いつもいっしょだったのです。三人で海に１度行きました。僕の心配なんかよ

そに二人で海のなかで遊んでいます。まさに小さな子供は一年もいればその国

の言葉を話すようになる、奈央も一年いやもっと短い期間で話すようになるだ

ろうなと思いました。でも一つだけ思うのは家族のみんなが僕と同じように、

奈央に接してくれたからこういう結果になったのだと思います。もちろんそれ

に答えた奈央のせいでもあるのですが…。 

 帰りの成田エクスプレスで僕は「奈央、お父さんのまねしてやろうか」とタ

イのお父さんのまねをしました。「お兄ちゃんそれそれ、お父さん言ってた。

もっと言って…。」最初はティダアパアパヤーですら意味が分からないからや

めてほしいと言っていた奈央がそう言いました。奈央はいまでもたまに僕と同

じように、話しかけると「アライ」と答えます。僕のタイ語のテープは今妹が

持っています。妹はまだヒッポには入会していませんが将来は入りたいと言っ

ています。「テープを聞いてどうだった」と僕が電話で言うと、「お兄ちゃん

こんなの全部覚えてるの？」「いいや、覚えてないよ聞き流せばいいんだよ」

「でもサワディーカーとかコップンて言っていたよね」とまたまたすごい発言。

タイのお父さんが１ヶ月ぐらい来なさいと妹に言っていましたが本当にいくか

もと変に今は心配しています。 

 ●何語も同じだね 

 タイのホームスティを通じて本当に何語も同じ、何語だってきっかけがあれ

ば話せると思っていました。何語でも〔ささいな発見〕を口にだすことによっ

て、自分をだすことによって他人との間にとっても良い関係が生まれ、あたり

まえのように話せるのだと感じていました。今回の旅行でもつくづくそれを感

じました。一つ二つあげると…。 



台湾では着いた最初に道に迷いました。目指したホテルに全然つかないのです。

正直言って英語が通じないのは不便だと少し思いました。自慢ではありません

が中国語も挨拶しかできません。コンビニに入り店員に道を聞くことにしまし

た。もちろん何語でもないボディランゲージを含めた言葉でです。不思議なこ

とに店員の言っている中国語ｏｒ台湾語はなんとなく分かりました。店員が「…

…連れていってあげようか？」と言うのである。なんかよく分からないが連れ

ていってくれるらしい。僕は「好！」と言うと何とバイクのエンジンをかけよ

うとするのです。不思議なことで言いたいことは全部分かりました。 

 ある洋服屋で店員に僕は一言ふた言の中国語・台湾語を行っただけで、「へ

ーじゃあなたは北京語・台湾語が少し話せるのね。」と言われたりもした。僕

は１０個も知っている単語がないのに……。 

 インドネシアはもっとたちが悪いのです。話していることが分かる上に結構

単語も知っていました。インドネシア人にとって嘘は方便、嘘をつくことはそ

んなに悪いことではないらしいのです。そこで僕は自分は中国人だと言ったり、

スマトラに留学してるんだと言ったり嘘もたくさんつきました。友達もたくさ

んでき、現地の人と一日中いっしょだった事も何回かありました。現地の人だ

けではなくドイツ人やアメリカ人などいろんな国の人と話をしました。 

  ヒッポに入らなければこの旅行すら企画しなかっただろうし、こんなにい

ろんな国の人とも友達になれなかったと思います。本当に１年前の自分では考

えられない事だと思います。 

 ●風景そのものこそが意味である 

 僕のファミリーではゴールデンウイークにロシアと韓国にたくさんのメンバ

ーが行きました。行く前から＜くっちゃん＞や＜こもちゃん＞はもう韓国語で

いろんな事を言っています。その中で４月に行われた新宿でのお花見の事も話

していました。その帰り道に＜こもちゃん＞に向かって「マニマニ、代々木公

園カソッソヨー、大輔オプソヨー、カゴシッポヨー……。」と言いました。＜

こもちゃん＞は「ネーネー」と聞いてくれていました。実は使ってはいたがカ

ゴシッポヨーという言葉はふとでた言葉でした。去年の東日本サンデーワーク

ショップで荻窪の＜まやちゃん＞が悲しそうに言っていたのを今でも風景とし

て覚えています。正直いうとそういう感じとだけ分かっていた言葉でした。そ

の言葉の意味が分かったのはその後少ししてからです。でも本当に正しい所で

意味も分からず使っていました。風景こそがやっぱり意味なのです、意味が分



からないのではなくインドネシア語やタイ語と同じようにカゴシッポヨーも＜

まやちゃん＞という風景がついた言葉なのです。そして何度もその音に出会う

ことによりより的を得た風景がついていくのです。そしておもしろかったのは

さらにこのあと、渋谷のクークーファミリーのおしゃべりヒッポにたまたま参

加したとき（持ち寄りで話をしながら食べ物を食べていた）＜かんじちゃん＞

にモゴシッポヨーと言いました。＜かんじちゃん＞は「何がいいの」と言うの

です。最初はぽかーんとしていましたが、ああそうかと思いこの時モゴシッポ

ヨーも分かりました。おもしろいことにモゴシッポヨーが分かるとシッポがわ

かりました。今ではシッポ・シッポ・シッポッポって感じです。正しい場面で

ぴったりはまった言葉がでてくるのは本当に不思議です。 

 僕の言葉には風景がついています。これは何語でも変わらないのです。 

 ●まだまだ僕の冒険は… 

この間＜アスーカ＞に「私が新宿に来るようになったのは、大輔が新宿の５月

の講演会に誘ってくれたからなの…」と嬉しいことを言ってくれました。これ

からもいろんな人とヒッポをファミリーを作っていくと思います。ヒッポはみ

んなが同じテープを持ちそして似たような経験ができる場所なのです。人の経

験が自分の経験と重なりあいまた新たな発見を繰り返す。これは永遠につづく

無限ループのようです。入ったばかりの人が一つの音が聞こえたのーと喜ぶの

と僕が同じように音が聞こえたのーと喜ぶのは全く同じなのです。しかしなが

ら他の人が暗記してきた言葉は僕自身がしていないのですごいねーとはいえて

も共感できません。これでは言葉は育ちません。 

 ホームスティの経験もそれが嘘でないものならばみんなが共有、共感できる

ものなのです。この共感のなかから言葉がかってに話せるようになるのです。

他の人の発見は自分の発見でもあり、自分が知らなかった自分にも出会えます。

でもそれは本当に〔ささいなこと〕自分というものをだす、さらけだすことに

よって可能なのです。 

  そういった意味で場というものは自分が作るものであるし、参加しないこ

とには話せるようには一生かけてもならないだろう。何年やれば言葉は話せる

という物では言葉はないのです。逆にいえば短期間で話せるようにもなるかも

しれません。今では本当に何語でもはなせる気がします。また本当にそれが楽

しくってしかたありません。ヒッポで行っている発見はみんながしている発見、



みんなで見つけてきたものです。これこそ人間であればだれもが経験できるも

の、人間である証拠みたいに思います。 

 これから何年も何年もいろんな人に出会い、いろんな発見をしていくでしょ

う。ひょっとしたら今思っているこの思いを全てくつがえすような発見をする

かもしれません（ないとは思うが…）ずっと僕の冒険は終わらないでしょう。    

１９９５年６月１０日（土） 

_ 

 


