
What do we value?
Nathan Prince

I have never been fully satisÞed with the options that society has presented me as a young 
adult. I always felt there were too many redundant rules, and much time wasted doing 
meaningless things. In todayÕs modern society, with such a high level of technological 
capabilities, why must we work Þxed hours, with a Þxed number of holidays? Why must 
we compete with our peers to get a higher test score, to get a job, to get accepted into a 
school that only accepts a limited number of students? Why must we work in jobs we are 
not passionate about, in order to live in a society whose values we are not passionate 
about? 

I  want  to  talk  deeper  about  the  meaning  of  value.  Society  encourages  us  to  value 
competition: to always strive to make it to the top and win. Whether it is sports, school life 
or work life, we compete with each other to be the best, and this is what society values in 
us. Another thing society encourages us to value is consumption. Consumption of more, 
more low quality, disposable things. More food and drugs (sugar, coffee, alcohol etc.). 
Consumption of low quality, disposable information like trivial TV, clickbait articles, and 
hype news with little or no value. We are distracted from the important things in life by 
these things. 

Now, I want to share some of my values with you. I value community. Communities provided me with knowledge, opportunities, 
friends, places to live and food to eat. People living in communities share with each other so many things that we need to live 
healthily and happily. I want to value this sense of community in my daily life. 
I  value  the  natural  environment.  It  consists  of  many  amazingly  balanced  natural  systems,  working  in  harmony.  The  natural 
environment gives birth to life, to the human being, sustains me and all the plants that I eat. It creates clean water to drink, and trees 
that provide air to breathe and shade from the hot sun. The natural environment in its totality is beyond our comprehension, and it is 
valuable beyond measurement.
I value myself. I am unique and I have thoughts, dreams and potentialities that are far beyond anything I could put into words. I am 
open and honest with myself, and in doing so I have developed qualities that I feel are extremely precious in a human being. In 
treasuring myself, my thoughts, dreams and my creativity, I have enabled myself to be authentic, honest, humble, loving, powerful 
and free.

This piece of writing was inspired by a conversation I have had many times, often with people of my parents generation. The 
conversation is about how to make a living in this society. I am often asked, ÒNathan, I see you are interested in growing your own 
food, in living self-sustainably. But how are you going to make money to live? You need money to travel, to go to the hospital if 
necessary, to buy food that you can't grow yourself, to buy a houseÉ how are you going to make money?Ó

Before answering these questions, it is important to consider where these questions are coming from. The mind that these questions 
are coming from puts value on money, and on the things that money can buy. Now, I totally agree that money is a tool that can buy 
almost any ÒthingÓ that we may need ÒliveÓ in modern society. But to me, those ÒthingsÓ that money can buy are absolutely 
meaningless without a healthy environment, a healthy community to live in, and a healthy relationship with the self.

When the question you most often ask your children is Òhow are you going to make money?Ó, then you are ignoring, or being 
ignorant of, more vital questions, more important ones.
Therefore I say, before we begin to ask about Òhow are you going to make money?Ó, ask Òwhat can we do to create a sustainable 
society that is healthy and supportive for all life, at the level of the environment, the human community and the individual human 
being?Ó. (Or something along those lines, these are just my thoughts at this present time. There are certainly even deeper questions 
than these).

I implore you to think deeply about values. Be wary of watered-down, meaningless values that are shovelled into your mind through 
media, schools and other brainwashed people around you. If you can, start talking about values with people to encourage real 
thinking about this topic. Also, keep your eyes and ears open for role models and good information from which you can learn good 
values. There are many good teachers out there, but you must be a diligent student to learn from them.
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価値観
ネイサン　プリンス

世の中が若者に提示してくれる選択肢に対して、私は十分満足だと感じたことがありません。つまらない規則や無意
味な何かに費やされる時間があまりにも多すぎる。いつもそう感じます。科学技術が発展している現代社会において、
一律の休日を与えられ、決められた時間働かなければならないのはなぜでしょうか。テストでよりよい点数を取るた
め、就職するため、一定数の学生しか受け入れない学校に入学するため、そんなことのために、仲間と競い合わなけ
ればならないのはなぜでしょうか。世の中の価値観に対して冷ややかでありながらも、生活のためと言って、熱意を
持てない仕事をしなければならないのはなぜでしょうか。

ここで、世の中の価値観ということについて、考察を深めてみようと思います。私たちは、競争を是とする社会に生
きています。常にトップを目指し、勝利のために戦うことを求められています。スポーツの世界であれ、学校生活で
あれ職場であれ、みな、一番を目指して競い合っています。これが、世の中がわれわれに植え付けた価値観の一つで
す。次に、消費です。たくさん消費すること、低品質であったり、使い捨てであったり、そういったものをたくさん
消費すること。より多くの食品や薬品（砂糖、コーヒー、アルコールなど）を消費すること。さらに言えば、つまら
ない情報番組など、低品質でその場限りの情報、アフィリエイト広告だらけのネットニュース、ほとんど価値のない
S N Sニュースなどに、時間を浪費すること。人生において本当に大事なことから私たちの目を逸らすために、そう
やって大量に消費するよう仕向けられているのです。

では、私が思う、人生で真に価値あるものとは何か。それはコミュニティーです。知識、機会、友人、住む場所、食
べ物などを与えてくれるもの、それがコミュニティーです。コミュニティーに属する人々は、健康で幸福に暮らすた
めに、お互いにたくさんのものを分かち合っています。私は日々の暮らしの中でコミュニティーへの帰属意識を大事
にしたいと思っています。
次に、自然環境です。数多くの要素が複雑に関わり合いバランスを保っている自然の生態系によって、私たちの暮ら
す環境は成り立っています。人が新しい生命を育む源となり、その生命を維持し、私たちが口にする植物の生育を支
える土台となる自然環境は、とても大切なものです。きれいな飲み水をつくり、空気を浄化し、暑い日差しを遮って
くれる木々を育ててくれます。人智を越えた素晴らしい自然のしくみは、計測できないほど価値あるものです。
そして、私は自分自身を価値ある存在だと思います。他の誰とも違っていて、自分なりの考えを持ち、夢があり、言
葉にできないほどの可能性を秘めています。オープンで自分に正直です。そうあることで、人としてとても大切なも
のを育んでこられたのだと思っています。自分自身や自分の考え、自分の夢、自分の創造性を大事にすることで、私
は私自身でいられます。正直で、謙虚で、優しく、また、力強く、そして自由な自分でいられるのです。

私の親世代の方々と何度も語り合う中で、私はこういう風に考えるようになりました。この世の中で、どうやって生
きていくのかについて、私はたくさんの対話を重ねてきました。私はよくこのように聞かれました。「自給自足に興
味を持っているんだね。でも、生活費はどうするつもり？旅行もしたいだろうし、病院に行く必要に迫られることも
ある。自分で育てられない食料品は買わなければならないし、住む家もいる。そのお金はどうするの？」

質問に答える前に、こういった質問の前提となっていることを確認することが大切です。これらの質問は、お金と、
お金で買えるものが大事だ、という価値観からきています。現代社会で「生活」していくために必要な「もの」は、
お金がなければ買えない、という点については私も異論はありません。しかし、そういったお金で買える「もの」も、
健全な自然環境やコミュニティー、自分が自分らしくいられること、それらが成り立って初めて意味をもつのです。

自分の子どもに、「将来どうやってお金を稼ぐの？」とたずねる親は、もっと根元的で重要な問題を無視しています。

ですから、「どうやってお金を稼ぐの？」と聞く前に、「環境レベルで、コミュニティーレベルで、そして個人レベ
ルで、全ての生物にとって健全な持続可能型社会をつくるために、私たちができることは何でしょう？」と問いたい
のです。（これは、今この時点で私が考えた問いです。同様な趣旨で、もっと深い問いかけがきっとあるでしょう。）

私は、みなさんに、価値観についてもっと深く考えていただきたいのです。メディア、学校、そして洗脳されてしまっ
た人々によって、みなさんの中に放り込まれてしまった浅薄で無意味な価値観に染まらないよう気をつけてください。
本当に大切なものは何かということについて、身近な人と話し合ってみてください。真に価値のあるものの手本とな
るモデルに対して目を見開き、耳をそばだてて下さい。大切なことを教えてくれる人はあなたの周りにもたくさんい
るはずです。彼らから真摯に学ぶという姿勢も忘れないでください。

訳: 小越二美 (Fumi Kogoe)
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