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日常の生活・家躍的生活
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I 1蓄の髄い方、観謡、食器について

介護を利用する方への食事を助ける仕事は、とても重要かと思います。人間にとって食べることはと

ても大事ですね。単純に生きるための栄養をとること以上の意味があります。まず「これが食べたいな」

という自分の意志で食べることの楽しみ、そして自分が今まで「おいしいなJIまた食べたいな」といっ

た思い出にある食事は、生きる支えになりますね。

食べることには、その人の育ってきた歴史や文化、そしてその人の生きる支えを見ることができます。

みなさんも子供のころ食べたおいしいものはどこか心に残っていませんか。そこにはみなさんの国や民

族の文化、そしてみなさんの家族との関わりが見えるのではないでしょうか。介護を受ける方もその感

覚は同じだということを想像してみてください。

いっぱんてき しょうかい いっぱんてき

まずみなさんに理解してほしい、日本人が一般的によく好む食習慣について紹介します。一般的に
とうれい はし

高齢の方は、スプーンよりお箸を使って食べたいという感覚を持っていると思います。日本の食事でも
はし みそしる

スプーンで食べるものもありますが、基本はお箸を使って食べることが生活に根付いています。味噌汁
ちゃわん はし

やご飯のお茶碗も自分の手で持ち、お箸を使って口に運びたいという感覚を想像してみてください。み
はし

なさんの中にはお箸に慣れている人もそうではない人もいるでしょう。食事の手伝いをするときに、お

箸で少しずつ運んであげると喜ぶかもしれないかなと思ってください。しかし、みなさんにとってはス

プーンを使った方が仕事はしやすいかと思います。それで、ょいと思います。ただ目の前にいる人は「自

分で、お箸を使って食べたいかな」と想像してみてください。

はいぜん いっぱんてき はんちゃわん しるわん

次に食器の配膳です。一般的にご飯茶碗は左手前に、汁椀は右手前に置くことになれています。おか
しるわん はんちゃわん

ずのお皿はその真ん中で汁椀、ご飯茶碗の後ろに置きます。細かい作法はありますが、この 3点が三角
はいぜん

に置かれているだけで、落ち着いた配膳といえます。食器は、人により好みはありますが、元気で、あっ
ちが

たころは、自分の気に入った食器を使って食べることに慣れています。家族の中でもそれぞれ違う自分
はんちゃわん はし かいごしせっ

のご飯茶碗とお箸を使うことが多いです。介護施設で出てくる食器は、プラスチックか金属製で全員共
ちやわん しるわん

通のものを使いますね。仕方のないことではありますが、「好きなお茶碗や汁椀で食べたいかな」と想

像してみてください。みなさんも食器に対する細やかな感覚を持っていると思います。日本特有という

問題ではないですが、食べる場には人聞を支える文化や歴史が観察できると思って食事の仕事で介護を

利用する方に向き合ってください。

きらばし いはん

ただ「このように食べてはいけない」というマナーもあります。特に「嫌い箸」といわれるマナー違反
土し はな はしお ね

は知っておいてください。例えばお箸を手から離して置くときに、箸置きがあればそこに寝かせて置き
はしはんちゃわん さ はし はし

ますが、お箸をご飯茶碗に立てて刺すことは絶対にいけません。また、おかずを箸で、つまんで人の箸に
はんちゃわん はし

伝える渡し方もいけません。このふたつは人の死を想像させるものです。ご飯茶碗にお箸を刺すのは
まくらめし まくらもと はし わた ぱし

「枕飯」といって、遺体の枕元に置きます。お箸でおかずを伝え渡すのは「伝え箸Jといって遺骨を
こうい はし いぬぐ

拾うときに行う行為です。またお箸やスプーンを使わずに直接口で食べることを「犬食い」といい、大



変行儀が悪い食べ方です。いちばん心地のよい食べ方は、お箸を使って、自分が食べたい分量を口に運

ぶことが大事であると想像してみてください。また音を大きくたてて食べないことも大事です。 うどん
めんるい かのど

やそばなど麺類は音をたてて食べることを好む人もいますが、あまり噛まずに喉を通してしまうことが
こ めん のど

多いため、みなさんが介護を受ける方の口に麺を運ぶときには、少しずつ口に運んで喉の通り方に注意

してあげてください。

最後に食事の始まりと終わりについてです。 「し¥ただきますJIごちそうさま」は必ずいう習慣がある

ことはわかるかと思います。 みなさんが食べるわけで、はないですが、いっしょに「いただきます」

ちそうさまJをいってお世話に入ると、食事をひとりでしているという感覚は薄くなると思います。
し、っしょ

とりよりも一緒に食事をしている感覚は大事ですね。

d均'"" てみよう~

お箸の使い方における つてはいけないマナーはまだあります。

えておきましょう O

In~ ま L

口寄せ箸:食器を箸で引き寄せたり、移動させること

口ねぶり

口探り

はし な

:箸を舌でベロペロと祇めること

:食器の中のお料理を箸で探ること
[土し

このほかにも、箸の{51'口、方でやってはいけないマナーがたくさんあります。

みなさんで考えて話し合ってみましょう。

ひ
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2魚の食べ方、調味料の使い方

私たちは食事の際、自分の食べ方で食べたいという感覚を持っています。例えばみなさんがステーキ

肉を食べるときに、最初にすべて切ってから食べますか、それとも口に運ぶときに一口分を切って食べ

ますか。口に運ぶごとに少しずつ切った方が丙jYを選さずおいしく食べられるという人もいれば、先

に切った方が私は食べやすい、という人もいるでしょう。好みというのは人それぞれですね。いっしょ

に食事をする人がよほど不快で、ない限り、食べ方はその人の好みにあわせて自由であると思います。み

なさんの目の前にいる介護を受けている方の食事を助けるときも、その方の好みがあるだろうと想像し

てください。

こうれい

高齢の方は、魚の好きな人も多くいらっしゃるのですが、みなさんは魚のほぐし方に慣れている人ぱ
しせつ いっびき

かりではなし、かと思います。施設で出てくる料理で骨付きの魚が一匹そのまま出ることはないかもしれ
いっぴき

ません。しかしみなさんの目の前にいる人が元気なとき、どのように一匹の魚をほぐして食べていたか

えてみましょう。

はし

まず魚の背骨に沿って箸を入れて身を背中側と腹側に分けてみます。次に背中側の身をはがします。

ただしその身の背びれがある部分は硬く骨がありますので、そこを箸で取り除きます。そして背中の身

を好みに合わせて箸で一口分に分けて食べます。背骨から下は腹身といいますが、サンマやアジのよう

な魚ですと、腹身に小骨が多く、また内臓がそのままの場合もあります。その内臓を「ワタ」といい、

魚が好きな人は好んで、食べますが、だめな人は箸で、取り除きます。ここで魚の半分を食べたので、裏返

してまた同じように背中と腹の身を分けて食べます。お箸の使い方が器用な人は魚の頭付近にも身があ
はし

るので、そこをほぐして食べる人もいます。お魚を食べることと、お箸を使うことが大きく関わってい
いっぴき

ると考えてください。介護を受ける人が元気で食事をしていたとき、お魚を自分で一匹をきれいに食べ

たいなと思っていたかな、と想像してみてください。

かいじょ にぎかな

ただみなさんが食事の介助で出てくる魚は切り身の煮魚か焼き魚ではないでしょうか。骨を取り除く
ふち

作業はそう多くはありません。しかし切り身でも注意したいことがあります。切り身の縁にあるのは魚
しぼうぶん

の皮です。鮭ゃぶりなどの切り身には、この皮がある状態で調理されている場合が多いです。皮は脂肪分
ちが

が多く、また食感も魚の身とは違い好みが分かれます。切り身が出たときには「皮は食べますか。残し

ますか」とたずねると、親切に対応してくれている方だと感じてくれると思います。魚の好みは人ぞれ
きら めんどう

ぞれであり、また好きな人はお箸を使って自分で食べることを喜びとします。嫌いな人は面倒な料理と
はし

感じるでしょうから、小骨に気をつけて、身をほぐして箸で口に運んであげてください。

それぞれの好む食べ方で、は、調味料の使い方にも差が出ます。みなさんもマヨネーズ、やケチャップの
Lょうゆ っ Lょうゆ

使い方はさまざまですね。醤油の使い方もいろいろです。漬け物に醤油をかける人とかけない人もいま

すし、十分塩がきいている焼き魚にも醤描をかける人もいます。冷たいお主清(湾攻)に多めにかける

人もいれば少しだけという人もいます。どの食べ物にかけるか、あるいはかけずに小皿に入れてそれに

つけて食べるかなど好みはさまざまですので、自の前の人に聞いてみるとよし、かもしれません。 100
しょうゆ

さん、お魚に醤油をかけますか。そのまま食べますか。」と聞いてあげると、その人の好みに合わせた
かいごしせっ

調味料の使い方になると思います。しかしみなさんが介護施設で食事の助けをするときには、塩分を考



えて冨泊芸しを使うことはなし、かもしれません。量諾(だけではなくソースやケチャッフ。なども誉めて)

が小さい袋で出てくるかと思います。そのときも料理にそのまま全部かけずに、好みを聞いてあげると、

介護を受ける方が元気だ、ったころの生活に近づくものになるかと思います。

みなさんと同様、介護を受ける方が元気であったころの食事の習慣はそれぞれであり、特に調味料は

自分の好みで調整します。自分の好みは大事ですね。特に魚料理に醤認や塩を使うときに、好みを聞い

て少しずつ料理にかけてあげられるとよし、かと思います。

公1
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I 3 関本人の食に対する考え方

みなさんは、生まれ育った国の食文化に対して思い入れがあるのではないでしょうか。子供のころか
きそ

ら今までの自分をつくってきた基礎は、自分の国や民族の食文化ではないで、しょうか。みなさんが日本

に来て、改めて自分が当たり前に思っていた食文化を見直し、より大事なものであると感じていると思
いっぱんでき

います。今までの自分をつくってきた基礎である食文化について、一般的に日本人はどのようなことを

基本的な拠り所としているでしょう。みなさんの育った食文化と比較して考えて見てください。

いっぱんろん ;二うれいしゃ

まず、一般論ですが高齢者の方は和食を好みます。もちろん食の好みはそれぞれですので、「日本人

は・・.Jと決めつけてはいけませんが、カレーライス、スパゲティのような洋食が毎日つづくことと比

べると、和食が毎日つづく方がよいと考える人は多いです。和食といっても京料理のようなものを考え
みそしる きそ っ

ずに、単純に「ご飯Jr味噌汁Jの組み合わせを基礎として考えてください。この組み合わせに ri責け

物J、そして「おかずJ一品を加えたものを「和食Jとして捉えているとみてください。ご飯を基本に
みそしるみそ じる しるもの

して味噌汁(味噌を使わないすまし汁もあるので、「汁物Jともいいます)が重要で、、それにおかず一
し、ちじゅうし、っさし、

品を組み合わせて「一汁一菜」という言い方をします。「ー菜」の「菜」は、ご飯とともに食べるもの、

つまりおかずになります。けっして「野菜Jとは限りません。また「斗千うと葉、Jを基本に、おかずの

数が増えると-干3三支」という言い方をします。「三菜j となると、「三つのおかず」という見方も
そろ

ありますが、数字よりもいろいろなものがおかずに揃っていると考えてください。魚、肉そして野菜な
たさい そろ

ど多彩に揃っているというイメージです。つまりカレーライス、チャーハンといった一品よりも複数の

組み合わせのおかずがあることを好みます。一つの大きなお皿一つですむ料理はとても食べやすいです
しるも 0)

が、ご飯と汁物に加え、おかずの組み合わせが落ち着くと考える日本人は多し、かと思います。

ご飯(米)はアジア諸国中心に、世界中にある食であり、みなさんの出身国も米の食文化である人も

多いでしょう。それにも関わらず「日本人はやはり米だな」と米を日本特有の食文化と考える日本人も

多いと思います。しかしそうではなく、みなさんは日本人の食文化は「ご飯(米)を中心とした組み合

わせをもとに食文化を考える人が多いようである」と捉えてください。そう考えると、みなさんの日本
L{Sもの ぎょうざ

人の知り合いで、ラーメンやうどんのような汁物にご飯をつける、あるいは敵子をおかずとして考え、
めんるい

それにご飯をつける組み合わせをして食べる人の好みもわかるかと思います。特に麺類にご飯の組み合

わせをする人もいますね。これは「重ね食し、」といい、お米と小麦粉の炭水化物(糖質)を重ねて多く

とってしまいます。現在では肥満の原因といわれ、健康上避けた方がよいという考え方が日本でもひろ

がってきてはいます。しかしなぜこの組み合わせを好むかは、日本の食文化の基本である「ご飯」に何

かを組み合わせることを好むところにあります。

日本文化を語るとき、米を中心とした食文化が基本にあり、その米を「主食」という言葉で捉えてい
いっぱんてき

ます。主食は英語で staplefoodですね。ところが、一般的に主食をイメージとして mainfoodと訳し

て捉えているところもあります。 rmain=主Jと直訳していますが、これを深く考察すると、米、つま

りご飯を主な食べ物と考えてそれを中心とした組み合わせを好む、という理解で日本人の食文化を捉え
がいねん いっぱんてき

てください。「主食」という概念はよく考えると面白く、一般的に日本人はパンをご飯と対応する主食

と捉えています。したがって「ご飯かパンを選ぶj という感覚はあり、パンをおかずとしてご飯を食べ
めんるい しるもの めん

ることは、あまり見かけません。しかし麺類、特に汁物の麺の場合、ご飯と組み合わせをする人もよく



しるもの

見かけます。これはご飯に汁物という基本の組み合わせからきているとも想像できます。

みなさんは、自身の食文化と比較しながら、自の前にいる介護を受ける方の食文化、好みを想像して

みてください。

-

4
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|重ね食い l 
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I 4食に対する持み

いっぱんてき しるもの

先にも述べましたように、一般的に日本人の食習慣では、「ご飯と汁物におかずを組み合わせるJこ
ちが

とを基本としています。もちろん、好みは個人個人で違います。みなさんが生まれ育った国の友人もい

ろいろかもしれません。そして世代によっても違うものですね。みなさんのおじいさん、おばあさんの

好みと、若いみなさんの好みは違いますね。同じ食文化で、あっても、育った時代により好みは異なりま

す。それは日本人の食文化にも見ることができます。介護を受ける方の好みと自分の好みは、異文化で
ちが

あれば違うとともに、世代によっても違うものであるということを理解してください。

それでは世代によってなぜ好みが違うのでしょうか。それは子供のころの食経験が大きいのです。「お
にもの

母さんが作ってくれた煮物がとてもおいしくて忘れられない」、あるいは「子供のとき食べたすき焼き
のど おく

に入っていた熱々のネギが喉の奥まではいってやけどをしてしまった。辛かったので、今も食べられな

しリなど、食の経験はその人の人生に大きく影響しています。特に高齢の男性は、お母さんが作った
えいきょう あた

料理を「おふくろの味j とよび、その人の食習慣に大きな影響を与えています。「おふくろ」はお母さ
こうれい

んを意味する言葉です。不思議と高齢の女性が「おふくろの味」ということはあまりないのですが、お

母さんの料理に何かしら影響を受けていることはあると思います。みなさんが介護を受ける方に ro
Oさんは、子供のころおいしかった料理は何ですか?忘れられない料理はありますか ?J と聞いてみる

と、子供のころの想い出を楽しく話す方に出会うことは多し、かと思います。

また、世代によって好みが分かれる食べ物もあります。みなさんや同じ世代の日本人の友人にとって
こうれい

おいしいと感じるものが、高齢の方にはおいしくないと感じるものもあります。それは今を生きる方の
ねんれい さい じ

年齢の歴史 (70歳から100歳ぐらいまで)をさかのぼると、太平洋戦争時に子供で、あったころの経験が
えいきょう あた

影響を与えている場合が多くあります。

あま こうれい

例えばサツマイモですが、みなさんは甘くておいしいと感じ好きな人も多いでしょう。ところが高齢

の方、特に 80歳から上の方には「サツマイモのことは思い出したくもなしリという人もいます。日本が

太平洋戦争中、国から支給される食料品にあるサツマイモはとてもおいしいものとはいえなかったよう

です。またおいしくなくてもサツマイモが手に入らないときは、サツマイモのツノレを食べて飢えをしの
えいきょう あた

いだ人もいます。辛かった時代に食べたものは心に残り、今も影響を与えていることがあります。ま

た牛乳についても、子供のころの影響が大きいといえます。戦争により中断されていた給食が戦後、

小学校を中心に再開されます。そのとき牛乳をメニューに組み合わせるようすすめられていくのですが、
だっしふんにゅう だっしふんにゅう

とても生乳は分量をそろえることができないので、脱脂粉乳を使っていました。現在の脱脂粉乳はおい
かちく

しいと感じる人もいると思いますが、 1940年代後半に給食で出てきたものは、家畜の飼料用に回すもの

が子供に支給されていたことも多く、あまり美味で、はなかったようです。その経験から「牛乳にいい想

い出がなしリとあまり好まない人もいます。また現在の若い日本人には少ないと思いますが、牛乳にあ

る乳糖の消化ができない体質で「牛乳を飲むとお腹がごろごろするJと、あまり体にあわない人もいま

す。日本人の食文化で、日常牛乳を多くの人が口にするようになったのは、戦後の給食からで、あまり

歴史が長くありません。あまりおいしくない牛乳を口にした人、体調を話した経験をしている人も
こうれいしゃ

高齢者の中にはそれなりにいます。



えいきょう こうれい

食の好みは人それぞれですが、その人の生きてきた時代も大きく影響をしています。現在高齢の方
えいきょう しょくりようなん

が 1930~40 年代半ばに子供だ、ったならば、戦争時の日常生活が影響しています。食糧難であった時

代の経験で食に対する好みが作られていると想像してみてください。そして 1940年代後半から後に生

まれた方(戦後世代の方)は少し食に対する好みが変わってきます。高齢の方も生まれた時代で好みが
こうれいしゃ

変わることも想像してみてください。高齢者でひとくくりにはできない世代差もあるのです。
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I 1 畠本文化と着物一輔の場、そして倒的な文化との関わり

みなさんは、日本に来る前、日本人はいつも着物を着ていると思っていませんでしたか。現在の日本

の社会では日常生活で着物はほとんど着なくなりました。明治時代に政府が近代化をすすめていく中で、
しようれい いっぱん しよみん

着物よりも洋服を着るようにと奨励しましたが、一般の庶民はまだまだ着物を着ていました。そして

大正後期から昭和に入る 1920~30 年代にかけて、仕事での機能性を重視して洋服を着る人が増え、特
ひんぱん せんたく

に女性の洋服化は都市部では進みました。もともと着物は、頻繁に洗濯できないことや着用に時間がか

かるところから、衛生の維持と時間の効率化が提唱され、次第に日本の社会において洋販文化が定着し

ていきました。
ふそで はおりはかま

しかしながら、着物の文化は現在もつづいており、特に成人式では振り袖を着る女性、羽織袴を着る
はおりはかま

男性も多くいます。また子供の成長祝いである七五三でも女の子、男の子も着物、羽織袴を着用して神

社、寺院にお参りします。つまり日常の服装としては、着用する人は少ないのですが、お祝い事、特に

成長に関わる儀礼で、着物を着る文化は、若い人にも受け継がれています。

着物に関しては、細やかなマナーがあります。若い人は、日常着ないこともあり、知らない人も多い
こう札い けっこんしき

かもしれませんが、高齢の方はよく知っています。例えば女性が結婚式のようなお祝いの席に出るとき、
きこん そで みこん そで みこんきこん

既婚女性は留め袖を、未婚女性は振り袖を着ます。未婚、既婚で使い分けることは重要です。もっとも
そで けっこんしさ はなよめ

振り袖は、結婚式のような花嫁を引き立てる場では、訪問着と呼ばれる落ち着いた色合いの着物にして、
そで をP そで

振り袖にしないという人もいます。また留め袖も着物の生地が黒の黒留め袖を着ますが、こちらは人に
そで きこん そで

よっては「新郎新婦の身内女性は黒留め袖Jとする人もいれば、既婚女性であれば黒留め袖でもよいとす

る人もいます。着物はお祝い事、不幸事で何を着るかが重要です。海外から来たみなさんにとっては、
えん

あまり日常生活では縁のないことかもしれませんね。またみなさんの日本人の友人も、ほとんどの方は

細かい着物のマナーを知らないで、しよう。しかし介護を利用するみなさんの自の前にいる方は、知って

いる方も多いです。どのような場面で、どういう着物を着るのか、聞いて見るといろいろ教えてくださ

ると思います。

いろいろな場面で着物を選ばなければならないので、特に多くの話齢の女性は着物をたくさん持って
けっこんしき

います。昔の習慣ですが、結婚式のときに着物とタンスを持たせて嫁入りをさせるのが女性の親の役目
よめ むすめはじ

としていた時代がありました。女性がお嫁に行くのは男性の家に入ることになり、娘が恥をかかない

ように必要なものは持たせる習慣です。その中に着物を持たせることが重要と考えられていました。そ
けっこん と つ か も ん

れは結婚が、個人の意志よりも家同士の契約という感覚が強く、黒地の着物には、嫁いだ先の家紋を入
しょうちょう

れたものを着ることで、その家の人間になることの象徴としても考えられてきました。現在では多様

な価値観があり、この考え方を絶対と思う人も少なくなってきました。しかしこのように着物に対する

マナーは日常存在していましたし、高齢の方は、細やかな著物のマナーを気にされる人も多くいます。

さどう かどう ぶよう

毎日の生活では着る方は大変少なくなってきましたが、茶道、華道そして舞踊などの習い事をやって



いる方は、着物が必要になります。日本の伝統文化と関わっているともいえますが、洋服でこれらの習
Lせっ かどう

い事はしません。みなさんが施設の中で茶道、華道を行う場面では、いちいち着物を着てやっていると

大変かもしれませんが、正式には着物を着て行うことで、気持ちもその習い事に入っていくことができ

ます。

着物はいわゆる伝統的とされる日本文化との関わりの中で、意識して着用される面は現在もつづいて
かぶさ

います。江戸時代にはじまった落語家も歌舞伎役者もすべて着物を着て演じます。日常着としてはほぼ
ぎれい

着られなくなっていますが、人生の節目、社交儀礼的な場面そして伝統的な日本文化に関わる場面にお
ひかく

いては着られています。みなさんの国の民族衣装と比較して考えてみてください。

87 



88 

I 2衣臓の着方、話通の仕方、たたみ方

服は自分の好みのものを、一番似合う形で着たいと思いますよね。もちろん、動きやすさや着やすさ、
す「

そして温かい、涼しいといった機能性もありますが、その人に合った着方をのぞむのは、どの文化でも

同じであると思います。ただし世代によって好まれる着方が違う場合もあります。同じ服の組み合わせ
こうれいしゃ ちが

でも、若い方と高齢者の方とでは若干違うところもあります。

例えばシャツとズボンの組み合わせですが、若い人はシャツをズボンから出して着る人も多く、また
こうれい

ベノレトも仕事以外の時はっけない人も多いです。これに対して、高齢の男性はズボンの中にシャツを入

れて着ることを好む人は多いです。またズボンのベノレトは必ずといっていいほど着用します。着方の好

みに関してはいろいろな理由が考えられます。若い世代の方は仕事か休日かによって服装や着方を分け
こうれい

る傾向がありますが、高齢の方は会社勤めのときの服装と同じく、ネクタイとワイシャツ、そしてベノレ
は

トを着けてズボンを履いていることもあります。現在の着こなしに合っていないと考える人もいるかも

しれませんね。ここで「きちんとした格好Jrだらしない格好」という意識について考えてみましょう。

比較的高齢の方は、シャツをズボンから出して歩くことが「だらしなしリと、若い頃から教えられてき

たことは間違いありません。またベルトをしていないのも「だらしないJr格好がつかないj と思われ

ている方も多いです。服の着こなしは、「自分に似合うものJr今の時代に合ったものJをという考えと
こうれい

ともに「きちんとした格好をするJという意識も、それぞ、れの人が持っています。高齢の方は特に「きち

んとした格好jへの意識が強いかな、と想像してみてください。
えり くず

「きちんとした格好」はどうあるべきかですが、ズボンの折り目やシャツの襟が崩れていないことが重

要です。また若い方も同じかと思いますが、ズボンの折り目に合わせてたたまれていることをとても大

事に考えています。アイロンで折り目もしっかりつけていること、そしてシャツならば襟にのりがきい
えり

てしわになっていないしっかり形が作られているものを好みます。たたむときも襟がきちんと折り目に

合わせて形を整えられていることを大事に捉えています。みなさんもいろいろな服をたたむ機会がある

かと思います。例えばスウェットをたたむときは折り目がないので、意識せずにたたむかもしれません。
ねまき

しかし折り目のあるズボンと同じようにたたまれていると、安心感を持つ方も多いです。また寝間着も

襟のあるものならば、ワイシャツをたたむようにしっかり襟元が形になってたたまれているとよいです。
ζ うれいしゃ

服の着方やこだわりはそれぞれの人の好みで、すし、高齢者だからみんな同じように考えます、とはいえ

ません。しかし、折り目を正して、シャツをズボンの中に入れることは、好みよりもきちんとした格好

で着たいという気持ちのあらわれであると想像してください。

こうれい

また若いみなさんと同様に、高齢の方も清潔な服装については、意識を高く持っています。襟の折り
わきあせ いや あせ

目や脇の部分に汗じみが黄ばんで、残っているのは、みなさんも嫌かと思います。汗じみのない服を着た

いという思いは、老若男女間わず持っています。また自分の体臭を意識するのはみなさんも同じです

ね。みなさんも下着は毎日替えるでしょう。特に暑い夏はなおさらですね。介護を受ける方も、元気だっ
きが あせ きが

た頃は自分で毎日着替える方がほとんどです。しかし冬のあまり汗のかかないときには着替えなくてい
よご きが

いかなと思うかもしれませんね。汚れていなければ着替えなくてよい、とするよりも毎日取り替えて気
きが

持ちよく過ごしたいという意識は持っているかな、と考えてください。自由に自分で着替えができなく

ても、きちんとそして清潔に着心地のよい下着や衣服で生活がしたし、かなと思ってください。



「きちんとした格好」なんであるのだろうか。みなさんは思うかもしれません。それも正解です。しか

し「きちんとした格好」は何にこだわっているのかな、という想像力は持っていてください。

4書
鷹講

毒事

「
藤

曜普
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1入防法、関本人の入j舎への考え方

だれ

入浴に対する考え方は、それぞれの国や民族の文化により違いが出てくるものです。しかし誰でも体

をきれいにするという行為は必要ですし、やらなければ病気になってしまいます。体を拭く、シャワー

を浴びる、そして湯船につかる等、いろいろ体をきれいにする方法はありますが、おおむね日本の文化

においては湯船(パスタブ)にお湯を入れてつかることをとても大事に考えています。「お風呂に入るJ

という日本語は、まさに湯船につかることで、「シャワーを浴びる」と区別して使います。
こうれい

湯船につかることをとても楽しみにしている人は多くいます。特に高齢の方はシャワーで体を洗うだ

けよりも、湯船につかることを楽しみにしています。湯船につかり、そして体を洗うという入浴方法を

とりますので、トイレと湯船が一体となっているユニットパスは、受け入れにくい人も多いかと思いま
ふろ

す。これは老若男女間わずそのような傾向があると思いますが、もともと、日本の家屋でトイレとお風呂
こうれい

が一体となっている間取りはなかったこともあり、高齢の方で積極的にユニットパスを好む人は少ない

と思います。
いっぱんでき ふろ きら

一般的に「日本人はお風呂好き」といわれています。もちろん人によって嫌いな人もいますが、入浴は

体をきれいにする行為であるとともに、湯船につかることを楽しみとして捉えている要素も強いです。

お風呂好きの理由はいろいろ考えられますが、日本列島は火山が多くどこに行っても温泉があります。
えいきょう

温泉への旅行は、多くの日本人にとっての楽しみであることも影響しているのではないでしょうか。

入浴にはマナーがあります。まずし、きなり湯船につかるのではなく、お湯を足もと、あるいは手先に

かけたあとに体にお湯をかけます。これをかけ湯といいますが、足先手先からかけるのはできるだけ心

臓から遠いところで¥またいちばん冷えるところから温めるためです。その上で体にかけるときには、

できる限り右側、つまり心臓の逆側からかけていき、次に左側にかけるのがいちばんよし、かけ湯の方法

です。もっとも、そのような順番を考えずにやっている人が多いと思いますが、このようなかけ方がし、
ふろ かいこ

ちばん体に負担がかかりません。みなさんがお風呂の介護をするときにも、心臓に近いところにいきな
λ、ろ

りお湯をかけたりはしないと思います。介護を受ける方がかつて元気に自分でお風呂に入っていたとき

の、そして最も体に負担のなし、かけ湯の方法を知っていてよいと思います。
会ろ

そしてかけ湯の後、体を洗ってから湯船につかるのがマナーです。お風呂は自分ひとりだけでなく、
ふろ よご

家族も使いますし、また公共のお風呂では多くの人が使います。極力お湯を汚さない湯船のっかり方を

することが大事です。またタオノレは湯船の中にはつけずに入ります。体を洗った後のタオノレであれば、

たとえすすいでいてもお湯につけると湯船のお湯は汚れます。このようなマナーを守れていない日本人

に出会うこともあるかと思いますが、この入り方がし、ちばんお湯を汚さずにすむことを知っておいてく

ださい。

またみなさんがユニットパスの湯船にお湯をはり、そのお湯の中に体をつからせたとします。その後

はその湯船のお湯は流して棄てて、次に入る人は改めて入れ直し、個別にお湯を使う人も多し、かと思い
いっぱんてき

ます。しかし日本の入浴は、湯船のお湯を複数の人で使うことが一般的で、ひとり使うごとにお湯を入



よご

れ直すことはしません。湯船につかるときには、他の人も使うことを意識して、できる限り体の汚れを

取ってから入るようにします。

しかし寒いときには、体を洗うよりもまず湯船につかって温まりたい、と思うこともあります。その

ときはかけ湯だけはしっかりして手足を温めて入るようにしてください。いきなり湯船に入ってしまう

のは体の負担も、そして衛生上からも好まれないと考えてください。
ふろ か い ご

お風呂はリラックスする場でもあり、血流がよくなり、介護を受ける方も大変楽しみにしていると思
ふろ

います。気持ちよく、体に負担のないお風呂の使い方をみなさんも体感してください。そしてその感覚

を活かした入浴の介護を考えてみてください。

3 
L=~!J 
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2 トイレに関すること

みなさんは日本に来て最初にトイレを見た時、どのように感じましたか。 トイレは人間の生活におい
ひかく

てとても重要な場所です。みなさんが生まれ育った国のトイレと比較したとき、異文化で出会うトイレ
ちが

との違いに気がついたと思います。
いっぱん とくちょう

一般に日本で見られるトイレの特徴を考えてみます。まず便器の形状から和式と洋式に分かれます。
はいせつぶつ

また排世物をどこで処理するかによって、水洗式とくみ取り式(あるいは落下式)に分かれます。
しせっ

和式はしゃがみ、洋式は腰掛けて用を足しますね。現在の日本では公共施設で新たにトイレを作ると
ふきゅう いっぱんか

き、ほとんどが洋式便器を設置します。日本では戦後、洋式トイレが登場しましたが、普及し一般化し
せんじよう いっぱん

たのは、 1970年代後半以降です。その背景はいろいろ考えられますが、温水洗浄便座の一般家庭への
ふきゅう

普及も要因のひとつといえます。現在は洋式便器が一般的ですが、以前はしゃがんで用を足す和式便器
こうれい

が中心でした。高齢の方は長く和式便器のある生活に慣れていたので、和式の方がょいという人もいま
ひざ

すが、膝の負担を考えると洋式の方が使いやすいと思う人も多いようです。みなさんの日本人の友人は、

若い方なら和式に慣れていないことが多く、中には和式では用を足せないという人もいるかもしれませ
いっぱんか はいせつぶっ

ん。そのくらい洋式便器が一般化しています。水洗式は排f世物を水で、流すもので、下水路を通って処理
しせっ

されます。都市部を中心に下水施設が整備されているところはほとんどがこの形です。くみ取り式は便
はいせつぶつ はいせつぶっ

器ドにある肥だめに排世物を落下させ、のちに肥料にするか回収業者がたまった排世物を引き上げてい

くものでした。くみ取り式は農家を中心に地方ではよく見かけるものでしたが、現在では水洗式がほと

んどとなっています。

トイレは、使う人の心理がとても見える場所でもあります。たとえば便座に腰掛けるときに冷たいと
は

不快ですが、温かいと気持ちよく座れますね。用を足すときに出る音を恥ずかしいと思う人のために、
4止/νじよう

水が流れる音や音楽が流れる装置のあるトイレもあります。また先述した洗浄便座も、より清潔にし
せんじよう

たいという気持ちが出ています。外でトイレを探すとき、わざわざ洗浄便座のトイレを選びたいとい

う人も多いようです。それだけトイレは個人が恥ずかしさをあまり感じずに、清潔で快適な空間で用を
だれ

済ませたいと思うようになってきているといえます。 トイレは、誰しもなくてはならない場所であり、

その時には自分の気持ちに合わせて用を済ませたいという空間になったといえるでしょう。

かいごはいせつ はいせつ

さて、みなさんは介護で排池の処理をする仕事がありますね。排世の仕事はとても大変ですね。みな
はいせつ とら ひかく

さんの国では、排世の処理をする仕事はどのように捉えられているでしょうか。そのことと比較して考

えてほしいことがあります。まず介護を受ける人の家族の気持ちについてです。大事な家族ですので、
はいせつ

家族が排世の処理はしますが、職業としてやってくれる人に対してとても感謝をしています。またその
そ ていねい

仕事が、介護を受ける人に寄り添って丁寧にしてもらえるとより感謝されます。本来であれば、介護を

受ける人も自分で用を足したいのです。 トイレという空間は、小便器が並んで、いる公衆トイレは別とし

て、扉のある個室で用を足します。快適に清潔に自分でしたいと思っているにもかかわらず、他の人

に語らざるを得ないのです。複雑な気持ちでいることは想像してみてください。日本の病院の看護業務
はいせつ

でも排世の処理を行います。本人にとって自力でできないこと、手伝う家族もずっとっきっきりででき

ないこともあり、介護で排唯物を処理するプロがいることは、とても意義のあることであると思います。

みなさんがトイレで用を足すとき、使うトイレットペーパーの量も自分に合った分量を使うでしょう。



はいせつ は

また排推の時の音が恥ずかしい場合、周りに気づかれないような音を鳴らす装置があれば使うかもしれ
せんじよう

ません。洗浄便座も自分に合う水の強さで使うでしょう。 トイレは自分の意思で他人に見せることな

く用を足す空間なのです。しかし介護を受ける方はそれができません。「自分で済ませたいな」と思う相
かいご はいせつぶっ

手の気持ちを想像しながら、介護として行う排世物の処理を考えてみてください。 トイレにはそのこと

を考えるヒントがあると思います。
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3闘捕i珠に関すること

掃除の道具でみなさんは何を思い浮かべますか。もちろん掃除機やモップは仕事場で使うこともある
そうじ そうじ

でしょう。室内であれば円形の自動掃除機は、とても重宝です。自分の意志ではなく機械が掃除をして
こうれいしゃ

くれることは、高齢者の方からすると考えられないことと思う人が大半ではないで、しょうか。 それは、
そうじ

当然ながら自分で汚れているところを確認し、自分の意志で掃除は行うものと思っているからです。

ひんぱん そうじ

自分の意志で、 できる限り頻繁に行える掃除道具は、「ほうきJと「ちりとり」です。現在、 日本人
そうじ そうじ いっぱんてき そうじ

の家庭において、室内の掃除には掃除機を使うのが一般的ですが、古くから室内の掃除に「ほうき」 と
こうれい そうじ

「ちりとり」を使っている家庭は多くありましたし、高齢の方からすればとてもなじみのある掃除道具
げんかん

です。 「ほうきj と 「ちりとり Jの組み合わせは室内用、玄関用、 そして屋外用と、使用する場ごとに
そうじ は

所有していました。屋内用と屋外用は共用にせずに使い分けます。「ほうき」を使った掃除のことを「掃

き掃除」といいます。「ほうき」で室内の挨を集めて「ちりとり」で拾います。畳の部屋、板の間でも
そうじ はそうじほこり

「ほうき」は重宝でした。掃除機と比べると、掃き掃除は壊が空中に散りやすいので窓を開けて行い

ます。

そうじ

日本人は学校教育の中で、「ほうき」と「ちりとり」
そうじ

を使った掃除を必ず経験します。ほとんどの小

中学校では、自分の学級の教室内は子供たちが掃除を行います。このとき使うのは「ほうきJと 「ちり

とり j です。みなさんがつきあっている日本人の友人も、そして介護を利用する高齢者の方も、小中学
そうじ

校で「ほうきJと「ちりとり」を使った経験を持っています。日本の学校教育の中にも長く存在する掃除

道具です。
そっじ

もうひとつ小中学校で、掃除をする道具として、必ず使うのが「ぞうきんj です。 「ぞうきんJを児童

それぞれが家庭から学期ごとに持参するように、学校からいわれます。お母さんが夏休み、冬休み明け

に余った布で「ぞうきんJをこしらえて子供に持たせます。現在では百円ショップで学校用「ぞうきんj

が売られているので、 それを利用する人も多くいます。
ふ そうじ

「ぞうきんjはバケツに水を入れてぬらしてしぼりながら使いますが、これを「拭き掃除Jといいます。
ひかくてき たたみ ろうか

一般的な日本の家屋の中でも、「ぞうきん」は比較的足もとに近いところ、例えば畳や板の間そして廊下
ふ ふ

などを拭いてきれいにするときに使っています。学校では「ぞうきん」で机を拭きますが、基本的には

ねしを拭くものと床を拭くものは別の「ぞうきん」を使います。
ゆかてい ね い そ う じ ぬ かわ ぬ

また床を丁寧に掃除するならば、「ぞうきん」は濡れたものと乾し、たものを使い分けます。まず濡れ
ぬ ゆかめんかわ ふ

た「ぞうきん」 で、汚れを拭き取り、その後濡れている床面を乾いた「ぞうきん」を使ってきれいに拭き
そうじ そうじ

取ります。現在ではフローリング用の掃除道具もあり、とても手間なくきれいに掃除ができますので、
ゆかめんふそう じ ぬ

床面の拭き掃除に「ぞうきんj を使う機会は少なくなっていますが、窓ガラスでは濡れた「ぞうきん」
ふ そうじ

と乾いた「ぞうきん」を使って拭き掃除をすることはまだあります。

そうじ そうじ '"そうじ

屋内の掃除をするときの順番は、掃き掃除のあとに拭き掃除をします。「ほうき」で掃いて挨を取っ
ゆかふ いっぱんてき そうじそうじ

たあと、 「ぞうきん」で床を拭くという習慣が一般的でした。現在では屋内の掃除は掃除機を使う家が
げんかんそうじ そうじ

大半でしょうが、玄関は掃除機を使わずに小さな「ほうき」を使って掃除をする家は多くあります。い
そうじ こうれいしゃ

くつかの用途に合わせて「ほうき」や「ぞうきんJを使う掃除は、若い世代も高齢者の方も経験してい
そうじ TJ7lλ く

ます。みなさんの育ってきた文化ではどのような掃除道具を使っていたでしょう O そのことと比較して



考えてみてください。
いっぱんてき そうじ

一般的にほとんどの日本人は、「ほうき」と「ちりとり J、「ぞうきん」を使った掃除の経験をしてい

ます。そして掃除機と違って、手軽に使える身近な掃除道具であることも理解してください。もしみな

さんが「ほうきJや「ぞうきん」を使った掃除をする機会があったならば、介護を受ける方に質問して
叩かめん

みてもよいのではないでしょうか。「ほうきJも「ぞうきん」も床面に向かつてまっすぐにして使うこ
そうじ そうじ

とや、部屋全体を掃除したあとに部屋の角の部分を掃除することなどを教えてもらえるでしょう。そし

てみなさんの出身の文化ではどのような掃除道具を使ったかも、話をしてみてください。

楽「ぞうきん」と似たものに「ふきんJがあります。「ふきん」 はお皿やテープ勺レを拭し、たりするのに

使うもので、口に入るものと関わるところで使いますので、「ぞうきん」とは明らかに区別します。

注意しましょう。

95 



96 

j 4 語髄に関すること
しせっ かいご

施設で介護を受ける方は、大半はベッドで生活されていますね。みなさんも日常生活ではベッドを
すいみん とうれい

使っているのではないで、しょうか。現代の日本ではベッドで睡眠を取る人が増えてきましたが、高齢の
ね ゆか

方は長い間、ベッドではなく布団を使って寝る生活をしてきています。ベッドでは床から高いところに
ゆか し ねね こうい

寝る場所がありますが、布団は床にそのまま敷いて寝ます。寝ることは人聞にとって重要な行為で人そ
びんかん ね まくら ね

れぞれ敏感なので、どこででも寝られる人と、慣れた布団や枕でないと寝付きにくいという人もいま

す。介護を受ける方はほとんどの場合ベッドでの生活になりますが、自宅にある自分の布団に慣れてい

るだろうなということは想像してみてください。

いっぱんてき

日本で布団が長く使われてきた要因のひとつに、間取りとの関係、があります。一般的に日本の部屋は
せま

ひとつひとつは狭く、反面ベッドは相当なスペースを取ります。ベッドはいつでも横になる場所となり
お

ますが、布団は起きたらたたんで押し入れに入れておくことが大事です。日常の生活で布団をたたみか
ね し

たづけると、部屋の空間ができとても効率よく使えます。いつでも寝られるように部屋に敷いたままに
まんねんどこ ぎょうぎ

していることを「万年床」といい、行儀のよくない生活態度と取られてきました。しかし最近では、ワン
ふつう

ノレームのアパートでもベッドを置いて、ベッドの上でテレビを見たり木を読んだりすることが普通に
ね

なってきました。ベッドが寝るため場所だけではなく、起きているときの活動をする場所として、特に

日本人の若い方は生活をしています。しかし布団を敷いたまま、布団の上でテレビを見たり本を読んだ

りするとなると、病気のときは別としても、日常ではあまりよい生活スタイルとは見られません。その
しせつ ね はな

意味では、施設のベッドで過ごす人は、起きたら寝る場所から離れて、日常の行動をしたいという方も

多いでしょう。ベッドの上や布団といった寝る場所の上で日常の生活をすることは、元気であればした

くないという感覚を持っているかな、と想像をしてみてください。

カ3 し カミ

ベッド、の場合はマットレスがありそこにシーツを掛けますが、布団は敷き布団にシーツを掛けて使い
ふくろ

ます。敷き布団にもベッドと同様、 l枚のシーツをかぶせるものと袋タイプになっているシーツがあり
いっぱんてき ふくろ

ます。一般的には袋タイプのものを使っている家庭が多いですが、ベッドのシーツ同様に定期的に洗

う必要があります。上に掛けるのは掛け布団で、こちらも布団を包むようなシーツを掛けます。
いっぱんてき か

たたみ方ですが、敷き布団は縦方向に 3つに折りたたむのが一般的です。掛け布団や毛布は縦に l回、
お いっぱんてき

横に l回たたみ、 4つに折って押し入れに入れるのが一般的です。たたんだものを敷き布団、毛布、そ
か お お Lっ け

して掛け布団の順に押し入れに入れます。押し入れは湿気がこもりやすく、軽いものが重いものにつぶ

されてしまいやすいことに注意しましょう。

あし ゆかはな ね ゆか ほとりさ

ベッドには脚があり、床から離れたところに寝る場所がある分、床からの挨を避けられます。しか
ゆか ほこりえいきょう ねま そうじ

し布団の場合は直接床からの挨の影響を受けますので、寝聞はよく掃除をしておく必要があります。
かんそう ね

また布団は天日干しをすると綿が乾燥し、ふかふかで温かくなり、気持ちよく寝ることができます。
いっぱんてき

一般的な家庭では日の当たるベランダの柵に布団を掛けて布団パサミで留め、飛んだり落ちたりしない

ようにして干します。またマンションなどでベランダに布団を干してはいけない規則がある場合は、室
しつど

内かベランダの中に布団干し台を置いてそこで干します。日本は湿度の高い国ですので、天気のよい日

は定期的に布団を干すことが大事です。布団を使う生活をしてきた人は、この天日で干した布団の気持
こうれい しせっ

ちよさを知っています。長く布団の生活をしてきた高齢の方は、なおさらです。施設で使うベッドは、



ね

必ずしも自分に合ったベッドとは限らず、また布団のような感覚も持つことはできません。寝づらい人
u、つばんてき

もいるかもしれないかな、と介護を受ける方をよく観察してみてください。一般的な日本の家庭では、
まくら ちやわん はしいっぱんてき

家族それぞれに自分の布団と枕を用意します。お茶碗やお箸も一般的に共用にせずに、家族それぞれ
しせっ しんぐ ちが

で所有するのと同じです。施設でみんなが同じベッドと寝具を使っていることは、今までの日常と違う
すいみん とら

睡眠の取り方と捉えている人もいるのではないでしょうか。
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