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「たのしみ」から「こだわり」へ            

アカゲザルを実験動物とした「遊び」の研究があります。針金を組み合わせた箱を開け

たり閉めたり、止め金をかけたりする簡単な遊び道具を小ザルに与えて観察を始めたとこ

ろ、小ザルは夢中になってそれをいじくりだしました。小ザルにとっては、成功したから

といって「ほうび」が出たり、失敗したからといって鞭で打たれたりするわけではありま

せん。 

ところが、はたから見ていても憑かれたようにその箱とたわむれていました。その小ザ

ルの興味はなんと 12 日間も継続し、すっかりその「遊び」に心を奪われているかのよう

であったそうです。 

 そこで、13 日目に箱の止め金を外すとアカゲザルの好物である干しぶどうが取れると

いう仕組みに変えました。そのとたん、小ザルは干しぶどうを取ることだけの興味に変わ

ってしまいました。あれほど熱心にいじくっていた箱をもてあそぶことをやめ、常に止め

金を外して干しぶどうを取り出すという動作だけに終始するようになってしまったのです。 

 「ほうび」を与えると、その｢ほうび｣のみに興味と目的が移り、ほかを省みなくなると

いう結果は、人間にも示唆を与えているように思えます。 

 かつて、私はジョギングをよくしていました。それだけ走れるのだから「レース」に出

場してみないかと仲間から誘いを受けました。「まだ若い」とか「昔は・・・」との気持

ちで大会に何度か参加し、かなり頑張っていました。そのうち、タイムや順位を争うよう

になって、私のジョギングは「たのしみ」から「こだわり」に変わり、コースの周りの景

色をたのしむなどという余裕はなくなりました。しまいには無理がたたり、腰を痛めて走

ることを中断せざるを得なくなってしまったのです。 

 最近、私は体調を維持するためにジョギングを再び開始しました。緑の箱根の

道をたのしみながら家の周りを走る。今は「こだわり」はありません。 

 趣味の世界でも、勉強でも、たのしんでやっているときは興味が増し、技術

や能力も向上します。しかし、いったん競争することに「こだわり」をもった

ら、余裕を失い、ただひたすらに結果や勝負を求めることになりはしないでし

ょうか。 

 今年度から、小中学校とも新学習指導要領が完全実施されました。子どもたちの学習が

「たのしみ」から「こだわり」にならないように、私自身も教育に携わる一人として責任

を果たしていきたいと思っています。 

 

shoji_matsudaira@hotmail.co.jp 

校長 松 平 昭 二 



#18 

 

From Enjoyment to Obsession 

 

 An interesting experiment was done using Rhesus monkeys to observe their playfulness. A 

simple toy was given to the monkey to play with. This toy was a simple box made of wire and there 

was a clasp that you could unlock to open the box. The monkey seemed very excited and was 

totally engaged with the toy. However, they never rewarded the monkey, nor did they give any 

sort of punishment. Believe it or not, the monkey played with the toy for 12 days straight, with the 

same kind of excitement as the first day. It was completely drawn to the toy. 

 Finally, on the 13th day, they decided to put raisins, which are its favorite snack, inside the 

box and locked the clasp so that the monkey had to work for it to get the raisins. Suddenly, the 

monkey’s interest changed from simply playing with the box to doing everything he could to get 

the raisins. The monkey only focused on the raisins. This experiment proves that when a reward is 

given, all the interest and attention get focused solely on that. It’s interesting how this theory is 

evident is humans too. 

 Before, I used to jog a lot and because of that, many of my friends suggested that I 

compete in races. Using excuses such as, “I’m still young” or “I used to be fast,” I ran in few races 

and surprisingly finished with decent results. Eventually, I wasn’t just running the race anymore, 

but I became competitive and started to pay close attention to time and ranking. What I started as 

merely for “fun” had turned into an obsession. Unfortunately, I ended up hurting my lower back 

and was forced to quit running. Since moving to Hakone, I have slowly resumed jogging for the 

sake of maintaining my health. But unlike when I used to run obsessively for achievement, now I 

run purely for enjoyment, while admiring the summer landscape around my neighborhood.  

 Whether it’s your hobby or studying, when it’s done in enjoyment, there is great pleasure 

and rapid increase in skills. But the moment you start to become obsessive, you lose flexibility, and 

you only focus on achievement and success. The new curriculum guidelines have been fully 

implemented in primary and secondary schools this year.  As a teacher that holds great responsibility 

towards students, I want to make sure that for our students, learning doesn’t become an 

obsession but pleasure. 

 


