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「自然と関わる」ということ 

 ― 志村ふくみの仕事から考える ― 

 

 

 

 

豊 田 千 代 子  
 

はじめに 

かつて、わたしたちの暮らしは、自然と直接結びついていた。とりわけ、

農山村や漁村の暮らしは、まさに自然とともに存在していた。自然との関わ

りを抜きに、人々の暮らしは成り立たなかったのである。 

では、現在ではどうだろうか。農山村や漁村の暮らしは、今日でも自然の

影響を強く受けている。依然として、自然と暮らしとは結びついていると言

える。したがって、暮らしにおける自然との関わりという点では、一見する

と、あまり変化していないように見受けられる。 

だが、人々の自然との関わり方という点では、さまざまな変化が生じてい

るのではなかろうか。それは、科学技術の進歩により、これら農山漁村部の

人々の仕事の仕方や暮らしのスタイルが変化してきたことと深く関わってい

ると考えられる。仕事への機械の導入という一つを取り上げてみても、効率

化に伴って自然と接する時間自体が減っているであろう。また、自然の特性

を知り尽くさなくても、仕事を遂行できているかもしれない。さらに、こう

したことにより、人々の意識も、知らず知らずのうちに自然との距離を遠ざ

ける方向へと変わってきていることも推測できる。 

また、都市部においても、程度の差こそあれ、同じことが生じているであ

ろう。 
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自然破壊ばかりでなく、科学技術の進歩そのものが、人間の身体や意識に

どのような変化をもたらすかを探究することは、自然と人間とのあるべき関

係を明らかにする上で重要であろう。しかし、わたしたち自身が気づかない

うちに、そうした科学技術によって支えられている生活に巻き込まれている

現代では、「自然と関わる」とはどのようなことなのか、といった本質的な

問いについて考察することが、是非とも必要であろう。 

本稿では、人間と自然との関係についての探究の試みとして、後者、すな

わち「自然と関わる」とはどのようなことなのか、を考えてみたい。 

具体的には、自然と向き合ってきた染織家の志村ふくみさん（以下、敬称

略）の仕事を通して考えていく。志村は、植物染料で糸を染め、その「色」

にこだわりながら布を織り続けてきた。手仕事を通して、自然と関わり続け

てきたのである。 

こうした志村の仕事の中には、人間と自然とのさまざまな関わりを見るこ

とができる。そして、このような関わりを一つひとつの体験として重ねてい

く中で、志村の生き方、「生」には豊かさが生まれているように思われる。

それ故、本稿のテーマである「自然と関わる」とはどういうことか、を深く

考えることができるであろう。ここでは、志村の著作を資料とし、それを通

して考えていきたい。 

 

１．志村ふくみと自然 

志村は、1924年に滋賀県に生まれ、31歳で染織を始めた。桜、梅、紅花、

紫根、よもぎなどのさまざまな植物を染料として用い、糸を染め、機を織り

続けている。「植物による染色を極め、紬織りによる独自の“表現の道”を

開拓した染織家」である(1)。また、自分自身の体験から生まれた洞察を言語

化し、多くの著書もある。そこには、色と自然との関わり、色の本質、いの

ちなどについての深い洞察が散りばめられている。 
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（１）色について― その１― 色をいただく 

志村は、「色」とともに生きている。植物という自然から生まれる色で糸

を染め、布を織る染織の過程において、志村は、色の世界を生きているので

ある。 

その「色」についてであるが、志村は、「色をいただく」という表現をよ

く用いる。この言葉は、志村の自然への向き合い方を端的に示すものである。 

志村の著書『色を奏でる』の中に、「色をいただく」と題された短文があ

る。その中で志村は、ある人がある色を染めたいと考え、本の通りに草木と

草木とをかけ合わせたのだが、期待した色にならなかったという話を取り上

げながら、「色」をめぐる自分の見解を述べている。それは、自然と人間と

の関係についての見解と言ってもよい。志村が、自然とどのように関わろう

としているのか、あるいは関わってきたのかを、そこから知ることができる。 

先のエピソードについて、志村は次のように述べている。 

「 私は順序が逆だと思う。草木がすでに抱いている色を私たちはいた

だくのであるから。どんな色が出るか、それは草木まかせである。た

だ、私たちは草木のもっている色をできるだけ損なわずにこちら側に

宿すのである。 

雪の中でじっと春を待って芽吹きの準備をしている樹々が、その幹

や枝に貯えている色をしっかり受けとめて、織の中に生かす。その道

程がなくては、自然を犯すことになる。蕾
つぼみ

のびっしりついた早春の

梅の枝の花になる命をいただくのである。その梅が抱いている色は、

千、万の梅の一枝の色であり、主張である。 

私たちは、どうかしてその色を生かしたい、その主張を聞きとどけ

たいと思う。その色と他の色を交ぜることはできない。梅と桜を交ぜ

て新しい色をつくることはできない。それは梅や桜を犯すことである。

色が単なる色ではないからである」(2)。 
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①いのちとしての色  

ここには、自然である草木が見せてくれる色をいのちの色、あるいはいの

ちそのものと見なす志村の「色」についての捉え方を見ることができる。 

色は志村にとって、いのちをもち生きているものである。「色が単なる色

ではない」のである。 

また、このような色（いのち）を、志村は、人間のいのちと対等と見なし

ていると思われる。人の寿命が自然の賜であるのと同様、色も人智を超えた

自然の営みそのものであるからである。また、それ故、色を「いただく」の

であり、志村はそのように表現するのであろう。 

 

②色を生かす 

そのような「色」と向き合って仕事をする志村の役割は、いただいたいの

ちを生かすことである。「草木のもっている色をできるだけ損なわずにこち

ら側に宿す」こと、すなわち「樹々が、その幹や枝に貯えている色をしっか

り受けとめて、織の中に生かす」ことなのである。そのプロセスは、志村に

とって、それぞれの植物の生命としての色の「主張を聞きとどけ」る営みで

あると言える。それは、草木という自然と深くつながり、対話を重ねていく

という、自然に寄り添う営みとも言えるであろう。志村は自然とこのように

関わってきたのである。 

 

（２）色について― その 2 ― 匂い立つ 

（１）に見られるような「色」の捉え方は、志村の著作の随所に見ること

ができる。また、人間と自然との関係についての記述も見ることができる。

ここでは、その一例として、著書『語りかける花』の中の「莟
つぼみ

紅梅
こうばい

」を取

り上げてみてみたい。 

「莟
つぼみ

紅梅
こうばい

」には、「紅梅のうす紅色は幹に宿り、花の咲く前に私はその

色をいただくのである」という一文がある。その少し後ろに、次のように書

かれている。 
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「  梅から色をいただく。 

莟紅梅の命をいただく。 

私は心にそういいきかせながら、釜に火をつける。やがて釜の湯は

沸騰して、透明な琥珀色の波を匂い立たせ、梅の液はまっ白な糸に吸

い込まれてゆく」(3)

ここでは、志村は、「色をいただく」ことを、「命をいただく」こととして

明記している。（１）で見てきたように、志村にとって「色」は「命」その

ものなのである。 

また、この引用の後ろ部分には、「梅は梅の灰汁によって媒染され、やわ

らかい淡い紅珊瑚のような梅染が生まれる」ことや、「梅が再び生まれ変っ

て、私の織る着物の中で、匂い立ってほしいと願う」という文章がある(4)。 

これらに見られるように、志村は、「匂い立つ」という表現もよく用いる。

それは、いのちを表す表現としてさまざまなニュアンスを伴って使われてい

るが、ここでは二つの意味で用いられている。一つは、それぞれの植物が宿

している匂いが、色と一緒に立ち上るという意味である。その匂いは嗅覚で

実際に感じられるものであるとともに、志村自身が感じるいのち（色）の感

覚でもある。もう一つは、新たないのちとして生まれる、あるいは生まれ変

わる、といった意味あいで使われているように思われる。 

上の引用における、「やがて釜の湯は沸騰して、透明な琥珀色の波を匂い
．．

立たせ
．．．

、梅の液はまっ白な糸に吸い込まれてゆく」（傍点は筆者）の中の

「匂い立たせ」は、前者の意味である。そこには、蕾紅梅が宿す色（命）の

「匂い」と、志村が感じる色（命）の感覚の両方が含まれていると考えられ

る。また、「梅が再び生まれ変って、私の織る着物の中で、匂い立ってほし
．．．．．．．

い
．
と願う」（傍点は筆者）という文章における「匂い立つ」は後者の意味で

ある。生きた自然としての梅のもついのちが、自分（梅）の灰汁の中で色と

してのいのち（糸）に変わる。そして、その糸を用いて志村が織り上げる着

物の中で、新たないのちとして生まれて欲しい（匂い立ってほしい）という

意味であると受け止められる。 
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このように「匂い立つ」という言葉を志村が自然のいのちを感じる感覚と

しても使っているのは、志村が自然と深くつながり、対話を重ねる日々の積

み重ねの中から得られた実感であるからなのであろう。志村は自然と豊かな

関係を築いてきたのである。 

  

（３）自然に寄り添う 

志村の「色」の捉え方や自然との関わりを通して見えてきたのは、染め

る・織るという営みは、志村にとって、自然を感じることであり、自然とつ

ながるということである。自然と対話を重ねること、と言ってもよいかもし

れない。 

（２）の梅の話からも伺えるように、染織によって、植物のいのちは次々

と形を変えていく。まず、植物が宿しているいのちが、色としてのいのち

（糸）に変わる。そして、その糸で織る志村の布の中で、新たないのちとし

て再生していくのである。 

この一連のプロセスの中で、志村は、形を変えていく自然のいのちを鋭敏

に感じ取っている。そこには、自然との対話が成立している。 

これは、総じて「自然に寄り添う営み」と言うことができるだろう。 

ただ、植物という自然に「寄り添う」ことは、決して単調な営みではない。

完全に自然が「主」で、人間が「従」というわけではない。自然が「主」に

なる場合もあれば、自然と人間とが互角にやりとりする関係になることもあ

る。「自然に寄り添う営み」は、自然と人間との一様でない関係のあり方な

のである。 

たとえば、植物の色をいただく染色の段階においては、自然に従うことが

ほとんどと言ってもよいかもしれない。しかし、染まった糸の色を見て、最

初に漠然と抱いていた着物のイメージを鮮明にしたり、場合によっては、そ

こから初めて本格的に着物の模様をイメージして形にしていく機織りの段階

では、糸と織り手である志村との関係は、互角と言ってもよいだろう。 

化学染料を用いて作る人工的な色とは異なり、植物を用いた色は、一つひ
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とつ異なる植物がその都度いのちの色として人間に見せてくれるものである。

したがって、染色に何十年と関わってきた志村にとっても、まったくと言っ

てよいほど同じ色との出会いはなかったはずである。 

志村は、著書『白夜に紡ぐ』の中の「色に目覚める」において、次のよう

に述べている。 

「 四季の移り変りと共に植物から出る色は刻々変ってゆく。一つとし

て同じ色が染まらない。植物の生い立ち、若い木か古木か、伐採の時

期、染め方、その時の人間の心境等々、千差万別に変ってゆくのが植

物の色である」(5)。 

 このような「植物の色」との出会いをもたらす染色においては、完全と言

ってよいほど植物が「主」であり、志村は「従」であろう。志村は、自然に

従い、自然のいのち（色）を「いただく」のである。だが複雑なのは、それ

が単純な「従」ではないことである。染色の全工程で、人は身心のすべてを

投入しなければならないからである。そして、それは、毎回異なる色、人間

には正確に予想できない「植物の色」と出会える瞬間、すなわち糸が色に染

まる瞬間に注意深く立ち会うことになるからである。志村にとって、それは

大きな喜び（場合によっては落胆）をもたらすものであった。志村は、「織

ることのたのしさもさることながら、植物から抽出した液にまっ白な糸を泳

がせ、次第に染上ってくる、まさに色が生れる瞬間に立ち合うことのうれし

さ、何にたとえられよう」と述べている。また、「色はこの上なく正直で、

常に一喜一憂の仕事場である」とも述べている(6)。 

 このように、自然との関係は単純な「従」ではなく、相互作用である。そ

して、その相互作用を通じて毎回新たに生まれる色が、志村の感覚を大きく

揺さぶるのである。言い換えれば、その自然の営みが、志村の身体の内から

湧き上がる「生」の感覚を喚起するのである。色との出会いの瞬間は、自然

のいのちと志村のいのちとがより深くつながる瞬間のように思われる。 

 一方、染まった糸を用いて布を織り、着物へと形にしていく過程を考える

と、そこでの志村と糸との関係は、ある意味で緊張関係にあると考えられる。 
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たとえば、共著『いのちを纏
まと

う』の中には、染色時の糸が布の形になり、

さらに着物になっていく際に、そこではその先々のイメージが最初から相当

先まで見えているのか、その時々で変化するのかと志村が問われている箇所

がある。それに対して志村は、「まずイメージはありますけど、その時々で

変化していく方が多いです。イメージをかためたくないのです。（略）織り

すすむにしたがってかたまってゆくのです」と述べている。また、「ほんと

に漠然としたイメージは持っていても、思うように染まるわけではないし、

やってるうちに最初のイメージと違ってくることもありますしね」とも述べ

ている。さらに、志村にとって「色」は決定的であり、これに続けて、「そ

れと私はまず色なんです。色が決まらないと、デザインも決まらないし。最

初からこういうものが織りたいなと思うのは、十点に一つぐらいか。だいた

い色が主体です」と述べ、自分の仕事の仕方を示している(7)。 

これらに見られるように、志村にとって着物という形にしていくプロセス

は、全体のイメージをもちつつも、実際には、染め上がった糸の色を見て、

イメージをより具体的にしたり、実際に織るという行為の中でイメージがか

たまったりしていくものである。そして、そこにおける、糸や色と織り手で

ある志村との関係は、志村が糸や色に従うという一方向的な関係ではなく、

糸や色とやりとりする関係、さらには、それらを志村がもっているイメージ

にそわせていくという関係ではなかろうか。 

このような自然（糸や色）とのある種の緊張関係、互角の関係を孕んだ

「格闘」も、志村の「自然への寄り添い方」の一つと言えるであろう。 

志村は、染織という仕事において、一様ではない「自然への寄り添い方」

をしながら自然のいのちを生かしていると考えられるのである。 

 

（４）色と宇宙 

志村は、染織の仕事の中で、「色」についての洞察を深めてきた。みずか

らの直接的な体験だけでなく、それをゲーテやシュタイナーの色彩論と結び

つけることを通して深めてきたのである。 
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たとえば緑について、志村は、「緑は私にとって色彩世界への導入口、キ

イポイントである。見えない世界、宇宙の彼方へ導いてくれた色である」と

述べている(8)。志村は、長い間、緑色について、二つの関連し合った疑問を

抱いていた。「植物の葉から緑は染まらない」ということと、「藍甕の中に浸

した白い糸が引き揚げられた時の鮮やかなエメラルドグリーンが瞬時に消え

てしまう」ということについてである(9)。志村によれば、白い糸を建った藍

甕につけ、数分後に引き上げて絞り切った時にこの緑が出現するが、それは

数秒で消え、その後、青色が顕れるのだという(10)。 

まず、第一の疑問、すなわち「植物の葉から緑は染まらない」という理由

については、志村は、ゲーテの色彩論にそれを解く鍵を見出した。ゲーテは、

緑を「第三の色」と呼んだが、緑は本来、黄と青が出会って生じる色であり、

それ自体で存在する色ではなかったのである。志村は、ゲーテの『色彩論』

から、次の一節を引いている。 

「  『光のすぐそばにわれわれが黄と呼ぶ色彩があらわれ、闇のすぐ

そばには青という言葉で表される色彩があらわれる。この黄と青

とが最も純粋な状態で、完全に均衡を保つように混合されると、

緑と呼ばれる第三の色彩が出現する』 

（『色彩論』序）」(11) 

次に、第二の疑問である、出現した緑がすぐに消えてしまうことについて

は、志村は、シュタイナー（ゲーテの色彩論を拡張した）のように、「生命

現象」と結びつけて理解した。つまり、「嬰児
みどりご

」と言うように、緑は、「闇

と光がこの地上に生み出した最初の色」、「生命の色」なのである。また、そ

うして誕生した植物の緑は、次の次元へとさらに移行していくのである(12)。

シュタイナーが緑を「生命の死せる像」としたように、志村も緑を「移ろい

ゆく生命の象徴」と捉えたのであった。藍染は志村にとって生命の生成その

ものであり、染められる白糸も、茶がかった色からエメラルドグリーンに、

そして縹
はなだ

色（藍色）へと変生していく(13)。緑は、藍という植物が、藍とい

う色として再生する過程に一瞬顕れるいのちの輝きなのである。緑が瞬時に
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消え去る理由を志村の著作から正確に読み取ることはできないが、志村は、

消えていくものの深い真実として、それを受け止めたのであろう。 

「緑」についての疑問を抱く中で、志村はまた、ゲーテの『色彩論』から、

「色は光の行為（能動）であり、受苦（受動）である」ということも学んで

いる。「色彩が光の行為であり、表情であり、さらに現実界の様々な状況に

出会った時に受ける苦しみ、いたみである」ことを知ったのである。そして、

ゲーテの『箴言と省察』における「光と精神、自然界における光と、人間界

における精神は、ともに至高にして細分化しえないエネルギーである」とい

う言葉が「光と人間の精神はひとつなのだという湧きあがるような歓びをあ

たえてくれた」と、志村は述べている(14)。 

 こうして志村は、闇と光と色との関係ばかりでなく、光と人間の精神との

関係をも知ることになったのだが、それらは、志村自身の「色」についての

理解をより深いものへと導いていったと言えるであろう。 

 

２．自然とともにある「生」 

ここでは、これまで見てきた志村の色や自然との関わり方をまとめ、本稿

のテーマである「自然と関わる」とはどういうことか、を考えていきたい。 

 

（１）志村の自然との関わり方 

①自然に従い、自然を操る 

志村は、仕事を通して今日まで自然と向き合ってきた。それは、「自然に

寄り添う営み」であった。そして、その営みとは、自然と人間との一様でな

い関係のあり方であった。すなわち、「人間が自然に従う」という関係と、

「人間と自然との緊張関係、互角の関係」が含まれていた。また、「従う」

と言っても、そこには、「単純な『従』ではない関係」も伺えた。 

志村は、糸を染める時の色をコントロールすることはできない。植物とい

う自然の色を「いただく」のであり、染色の工程では自然に従うのである。

しかし、染め上がってくる糸の色と出会う瞬間への立ち会いを含む、染色の
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全工程における志村と自然との関係は、相互作用であり、単純な「従」では

ないように思われた。 

 一方、糸やその色と自分のイメージする着物の形と「格闘」しながら機を

織り進めていく過程では、自然とのあいだに緊張関係や互角の関係が生まれ

ると考えられた。 

 なお、１．では直接触れなかったが、この緊張関係の中には、志村が自然を

操る関係が含まれていたと考えられる。機織りの過程における人間と自然と

の関係は、わたしたちが森や山に出かけて自然を満喫する場合のそれとは異

なるものなのである。 

 

 ②自然のいのちをつなぐ 

 志村にはまた、自然のいのちをつなぐという関わり方も見られた。 

 志村は、植物が宿している色（いのち）をいただき糸を染めた後、その色

を大事にしながら布を織ることで自然のいのちをつないできた。 

「莟
つぼみ

紅梅
こうばい

」において、志村は、「梅が再び生まれ変って、私の織る着物

の中で、匂い立ってほしいと願う」と述べていた。志村は、染織の過程で形

を変えていく植物（自然）のいのちをつなぐという役割を引き受けながら自

然と関わってきたのである。 

 

③自然との対話 

「自然に従う」、「自然を操る」、「自然のいのちをつなぐ」といったように、

志村の自然との関わり方はさまざまであるが、そこではいずれも、自然との

対話が行われている。 

対話は、自然とつながっているという実感を与えてくれるものだが、染織

の仕事を通じて長期間自然と対話をしてきた志村は、自然とのつながりの感

覚を深く実感していることであろう。そして、このようなつながりの実感こ

そが、志村の生き方、「生」に豊かさをもたらしていると考えられる。 

また、このような意味で、志村の「生」は自然とともにあると言える。も
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ちろん、志村にとって染織は人生そのものなのである。 

 

（２）「自然と関わる」ことの意味 ―「結び」にかえて 

志村の自然との関わり方は、「自然と関わる」ということが、自然とつな

がることであり、対話をすることであることを、わたしたちに教えてくれる。

そして、そうした関わりが深い場合には、わたしたちの身体と意識が解放さ

れる可能性があることも、それは示唆してくれている。 

＜その１＞ 

先に、志村が染まった糸を布に織っていく過程を、「格闘」、「自然を操る

関係」といった言葉で述べてきたが、自然と対話をしながら仕事を続ける中

で、志村の中に、「格闘」から「たわむれる」へと感覚の変化が生じている

ことが伺える。 

たとえば、著書『新装改訂版 一色一生』の中の「色と音」と題した文章

には、染織を始めて20年程経った頃の機織りの感覚が、以下のように描かれ

ている。 

「 今日は夕刻まで色とたわむれていた
．．．．．．．．．

。若い時の私ならこういう時、

色と格闘していた
．．．．．．．．

というだろう。実際もっと深刻に生真面目に考えて

いた。尤も今私が色とたわむれていたというのも適切ではない。何と

表現してよいか、貧しい語彙しか持合せない自分はなかなか今の気持

にふさわしい言葉を見出せないのであるが、年を経たせいか、若い頃

よりいくらか気持にゆとりがでてきたのか、織の上にさまざまの色糸

をかけて、話し合うような、たわむれるような、時には鍵盤をたたい

て、余韻をたのしむような気持がするのである」（傍点は筆者）(15)。  

志村は、この文中において、「色とたわむれていた」という言葉が現在の

気持ちを適切に表現したものではないと断ってはいるが、「格闘」から変化

した心境を表す表現としてそれを用いている。そして、この「色とたわむれ

る」という感覚を、「織の上にさまざまの色糸をかけて、話し合うような、

たわむれるような、時には鍵盤をたたいて、余韻をたのしむような気持がす
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るのである」と表現している。 

ここからは、志村が自然をありのままに受け入れていることが読み取れる。

自然を操るという感覚は見られない。自然に従うことを楽しんでいる、と言

ってもよいかもしれない。「色と格闘していた」時にはもちにくかったと思

われる精神的な余裕が感じられるのである。 

 自然と深く関わることの中からは、この「たわむれる」に見られるような、

身体と意識が解放された状態が生まれる可能性がある。 

 そして、これらが解放された時に、人間と自然とのいのちがともに輝きを

増すのではなかろうか。 

 

 ＜その 2＞ 

 「色をいただく」という言葉が、志村の自然への向き合い方を端的に示し

たものであることはすでに述べたとおりであるが、この「色をいただく」に

ついても、志村の中に意識の変化が生じていることが伺える。志村は、『色

を奏でる』の中に、「文庫版あとがき」として「仕事が仕事する」という題

の文章を書いている。それは、仕事を始めて40年余りが過ぎた頃に書かれた

ものであるが、その中で、志村は次のように述べている。 

  「 長いこと私は、『色をいただく』という言葉を使ってきた。今その

ことばに出会うと、『もういい、もうその言葉は済んだ』という気が

している。その言葉をきくと何だか自分ながら、またか、という気が

している。否定するわけではないが、『いつまで自分をそこにしばり

つけているんだ。もっと考えよ、いただいてばっかりいて、その先ど

うするんだ』と自分に言ってやりたい。  

『その先』今私はそこへ立っている。もう踏み出しているかもしれな

い」(16)。  

 ここでは、自然との関係を「いただく」の先へと、もっと自由でこだわり

のないものに変えていこうとする志村の意思を読み取ることができる。この

文章もまた、自然と深く関わる中で、志村の身体と意識が自然に対してより
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開かれた状態へと変化してきていることを示すものと言えるだろう。 

 

人々の自然との関わり方が希薄化している現代において、自然と深く関わ

る体験は、わたしたちの身体と意識を自然に対して開かれたものにしていく

ために、極めて重要である。 

この「自然と深く関わる体験」とは、自然との対話とつながりの感覚をも

たらす体験のことである。そして、そのような体験こそが、自然のいのちに

対するわたしたちの感受性を鋭敏にし、わたしたちが関わりをもつ人々との

「つながり」をより豊かなものにしていくのである。さらに、志村がゲーテ

とも対話をしながら色彩論を深めたように、そのつながりは過去の人々にも

及び、そうしたつながりのすべてが「豊かである」という感覚を生み出すの

である。 

 

そもそも、わたしたちが教育の場で学ぶのは、自分たちの「生」を豊かに

していくためである。どのような教育の営みもそこに向けて行われなければ

ならない。 

「自然と関わる」ことは、「生」の豊かさをもたらす可能性を孕む。学校

や地域や家庭において、子どももおとなも、まずは自然と深くつながってい

く体験をしていくことが肝要である。自然との「対話」を通して自然と「つ

ながる」実感を得ていくことは、わたしたちに「生」の輝きをもたらしてく

れるはずである。 

 

注 

(1) 『季刊銀花』No.159、秋の号、文化出版局、2009 年、p.5 

(2)  志村ふくみ『色を奏でる』ちくま文庫、1998 年、pp.16 －17  

(3)  志村ふくみ『語りかける花』人文書院、1992 年、p.162 

(4)   同上、pp.162 －163 

(5)  志村ふくみ『白夜に紡ぐ』人文書院、2009 年、p.35 

(6)  同上、p.34 

(7)  志村ふくみ、鶴見和子『いのちを纏
まと

う 色・織・きものの思想』藤原書店、2006
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(9)  同上、p.39 

(10) 志村ふくみ『ちよう、はたり』ちくま文庫、2009 年、p.137 

(11)  同上、p.136 

(12)  同上、p.137  

(13)  志村、『色を奏でる』p.47 

(14) 志村、『白夜に紡ぐ』p.40 

(15) 志村ふくみ『新装改訂版 一色一生』求龍堂、2005 年、p.63 

(16) 志村、『色を奏でる』pp.168 －169 

 

追記 

本稿では、「自然と関わる」ということはどういうことかを、志村ふくみさん

の仕事を通して考えてきた。ご著書から、人間と自然との関係を考える上での本

質的な問題について多くのことを学ぶことができた。それとともに、課題も残っ

た。活字に頼る方法からは、志村さんの自然との関わりの全容を捉えることがで

きたとは言い難い。ご本人との対話を通して、「色」や自然についての理解を深

めていくことが今後の課題であろう。 

 

  

 

 




