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ころ

みなさんは子供の頃、学校以外で何か習いごとをしていましたか。現在の日本で、も水泳やサッカーな
じゅく こうれい ころ

どのスポーツから学習塾まで、習いごとをする子供がたくさんいます。高齢の方も子供の頃に習いご

とをした人も多く、おもにそろばんと書道を習った経験のある人は多いかと思います。書道は別の呼び

方で習宇ともいいます。「字を習う」と書き、宇を読むことと書くことを習う機会でした。先に挙げた

そろばんは計算をする道具ですので、これらの習い事は、国語と算数を子供が学ぶ機会で、あったといえ

ます。現在、日本の学校でも書道が授業科目になっていて、何かしら習字を学ぶ機会があります。また

今も書道教室は、代表的な習い事のひとつでもあります。

けん

漢字文化圏の方にとって書道はイメージしやすし、かと思いますが、書道を初めて見る方もいることで
しせっ こやらくしゆみ

しょう。みなさんの中には、施設で行われるさまざまな娯楽、趣味の活動を通して、はじめて書道を見

た人もいるかと思います。ここでは、書道というものがどういうものかを見てみましょう。

すずりすみ ぶんちん

書道は、筆と硯、墨、半紙、そして文鎮を基本的な道具として使います。筆は毛筆ともいいます。

毛筆は大筆と小筆が基本的な組み合わせで、すO 大筆で半紙の中心に大きく宇を書き、小筆では自分自身
わき

の名前などを半紙の左脇に書くのに使います。
寸ずり ぽくてき すずり すみす

硯は字を書くための墨液を作るための道具です。硯に水を落とし、その上を固形の墨を擦って水に
ていねい す

溶かしていきます。墨を擦る作業は、心を静かに落ち着かせながら、力任せにせず丁寧に擦ることを心
すみ ぽくてき ぼくじゅう

がけます。固形の墨を使わずに、すでに墨液になっている墨汁と呼ばれるものもあります。もし習字
すみ す

を心得ている方に教えてもらう機会があったならば、墨の擦り方を教わってみましょう。宇を書くこと
す せんさい

に集中する前の、心の整え方や擦るときの繊細な力加減を教わることができるでしょう。

ぽ〈てき すずり

さて、できあがった墨液を筆につけて書いていきますが、硯の上で適量を毛になじませていき、持

ち上げたときにぼたぼた落ちないように心がけます。そして筆の形は必要以上に崩さないように使い、

"' 力を入れるところと力を抜くところを意識しながら字を書いていきます。筆の動かし方を筆裁きともい
ぬ

いますが、それぞれの漢字やひらがなで力の入れ方、抜き方があり、それを練習していきながら学んで

いきます。子供の頃に書道を学んだ人は、体の感覚で筆裁きを覚えていて、自然な動きで筆の力加減が

できます。

字を書く紙を半紙といいますが、両面とも白ですが表と裏があります。さわってみるとわかりますが、
ぷんちん

つるつるした方が表面で、こちらに宇を書いていきます。文鎮は半紙を押さえるものです。そして半紙
したじ

の下には布地でできた下敷きを入れて使います。

書道は「字を知ること j であるとともに、自分自身の心を整えてながら自分自身に「向き合っていく
むだ すみす ぼくてき

作法Jでもあります。無駄な力を入れずに墨を擦り、適切な分量を心がけて墨液を筆になじませ、筆の
せいぎよ いっぱん

力加減も適切な型に合わせ制御していきます。一般に日本文化の中には100道Jと、「道」が付いている

ものが多くありますね。後述する茶道、華道もそうですし、柔道、剣道といったものもあります。「道」



は、ひとつの作法として認識して、さらにそれを深めていくという考え方を基本にしています。そのた
きた

めには心を静め、そして自分自身を鍛えていくことと大きく関わっています。「道を究める」といういい

方は、ある技量を深めていきながら、心のあり方に自分自身が向き合っていくことを指します。ここま

で読んでみて「堅苦しし、から自由に字が書きたい」と思われた人もいると思いますが、それも正しい感

覚です。ただ書道には、字を書くときに無心に向き合い、ある一定の型に沿いながら筆を動かし表現す
みりよく しげき

る魅力があります。書道は「手先を動かすので、脳の刺激になってとてもよい」とする見方もありますが、
しせっ

施設で書道をやっている方の筆裁きをよく観察してみると、その方が自分なりに集中して心から向き

合っていることが想像できるのではないかと思います。その観察もみなさんにとって異文化を知る経験

だと思います。
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2 会と遺

日本語で「お茶をする」という言葉がありますね。友人同士の会話でも使ったことがあるでしょう。お

茶といいながら、コーヒーを飲んで、いる場合もよくありますね。では「お茶をする」の本来の目的は何で

しょうか。それはひとりで「ただお茶を飲む」よりも、その場をともにする相手と会話をする、あるい

はもてなしをする場として「お茶を飲むJというところに意味があります。伝統的な日本の茶道は、この

お茶を通じた相手へのもてなしをまず大切に考えます。

茶道は、来客に出すお茶の入れ方、そして飲み方の作法を基本としています。茶道は「茶の湯」ともい
ふだんいっぱん せんちゃ まっちゃ おもてせんけ

います。普段、一般家庭で飲まれる緑茶は煎茶ですが、茶道で使うお茶は抹茶です。茶道には表千家、
うらせんけ

裏千家などいくつかの流派がありますが、みなさんの興味が深まるまでは「茶道にもいろいろな作法が

あるのかな」と思うにとどめておいてください。

また茶道には道具がとても細やかにあり、それらを全部覚えるのは、実際に習ってみないとわからな
しゅみ しせつ

いと思います。もし趣味で茶道のたしなみがある方が施設におられるようならば、実際にお茶をいただ
しょうかい

きながら、教えてもらうのがいちばんよいです。ここでは茶道の基本となるものを紹介します。茶道
ちゃわんちゃせん かま かまわ ち や わ ん ま っ ち ゃ ちゃせん

の道具では茶碗、茶笑、そして釜が基本になります。釜で沸かしたお湯を使い、茶碗に抹茶を入れて茶築

でかき混ぜて作ります。このように書くと単純ですが、ひとつひとつの動作に作法があります。茶道は
いっぱんてき ていしゅ

お茶を作る側(一般的に主人、亭主)が、来訪したお客をもてなすことを前提としていて、お客を招き

お茶を振る舞う集まりを茶会といいます。
いっぱんでき せんちゃ まヮちゃ ちやわんちゃせん

また日常生活で一般的には煎茶を使し¥「お茶を入れる」といいますが、茶道では抹茶を使い茶碗と茶築

で作ることを「お茶を点てる」といいます。日常、みなさんの周囲にいる日本人も「お茶を点てるjという

言葉を知らなし¥かもしれませんが、茶道では使うので知識として知っておいてもよいかと思います。

わさ

茶道の基本的なものの見方に、「イ宅び」と「寂び」という考え方があります。これは 16世紀に茶道の
せんのりきゅう がいねん わ さ がし、ねん

基本を作った千利休により確立された概念です。イ宅びと寂びは難しい概念ですが、日本人が持つ美意

識のひとつで、あると、まずは大きく捉えてください。
わ ひんそ めぐ じゅうそく

イ宅びですが、貧粗でものに恵まれていなくとも心を充足させる意識と考えてください。つまり、も

のがあるから心が満たされるのではなく、ものがない中にこそ心の幸せを見出すという見方です。簡素

の美と捉えてください。
さび おくぷか

寂びは、静かな中、寂しげな中にも奥深さがある内面の美を見出すものと捉えてください。派手で、目

立つもの、あるいは若々しい姿は外見から見ても目立つものであり美でもあります。しかし時間を経て
ふ ん い き さび

古くなったものの雰囲気は、外見から見ると寂しげに感じてしまうかもしれませんが、その内面にこそ

美があるという見方です。内面からにじみ出る美と捉えてください。
カ功、しゃく カミIv'¥き

いろいろな解釈の仕方があり完壁には説明しがたいのですが、簡素の中の美、内面からにじみ出る

美を心で捉える意識であることはたしかです。主人と客が静かに心を向かい合わせて、自分と他者のあ

り方を考え、そして心から見る「美意識j を考えることは茶道の基本といえます。

{宅びと寂びは日本人のアイデンティティとしてよく使われる言葉でもあります。イ宅びと寂びは一緒に

なって「佑び寂びJという言い方をしますが、この美意識を心からわかっている日本人がどれくらいいる
わさ くく

でしょうか。日本人でも多様な美意識を持っていますので、すべて佑び寂びでは括れないかと思います。



さび

しかし物質にとらわれず、また静かな寂しさの中から見出す美を求めるという考え方は、仏教、特に
ぜんしゅう ゅうごう つが

禅宗の考え方と融合して現代にも受け継がれてきています。

「あまり形にとらわれず、自由にお茶を飲みたし¥」という気持ちも、ひとつの考え方です。しかし伝統

的な日本文化は「型の文化Jの中で長く受け継がれています。伝統的な作法という型から何を学べるの

か、という観点で茶道を見ると、みなさんにとって異文化である伝統的な茶道の持つ意味が想像できる

のではないかなと思います。
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3.華道
かどう かさ

華道はお花を飾るものである、 ということは想像できると思います。 英語に訳すと flower 

arrangementとなりますが、多くの日本人は直感的に、華道とフラワーアレンジメントを別のものとし

てみています。 ところが「ふたつはどう違うのですか ?Jと日本人の友人に聞いてみてください。あまり

明確に答えてくれる人はそう多くはないと思います。お花を飾る、という行為は何かを表現するもので、
かどう とら

どの国や民族でもある人間の表現行為だと思います。では「華道jとはどう捉えられるでしょうか。

かぎ こうい ごろ

お花を飾るという行為はいつ頃はじまったのか。 これは難しい質問ですが、華道の起源としては仏教
ささ こうし、 きょうカ、

日本では 6世紀に仏教が伝

わっているので供花を起源とするならば、この時期とする見方もありますが、華道の確立は室町時代、

で花を捧げる行為(供花といいます) と関連しているとする説があります。

かざ

16世紀に京都の六角堂の僧侶によるものが起源ともいわれています。みなさんは、「お花を飾ることは、

きっと世界中の人類のはるか祖先もやっていただろう Jということと「日本の華道は、どうやら 6世紀の

仏教伝来との関わりから 16世紀に確立し、そこから芸術へと展開したのだjと大きく捉えてください。

、どういば な せいか

華道は「生け花」ともいいます。生花を使うので、当たり前ですが造花は使いません。 つまり飾ったあ

ともその花は生きているという感覚が重要になります。

かどう とら

また華道を芸術として捉えるならば、何を表現するかが重要になります。華道は人と空間のあり方を

表現するのが基本で、入、天、地を生きた花で表現をしていきます。天と地が空間を示しますが、 そこ

に自然の美しさを示し、そして人の心情が表れるように生けていきます。 日本の気候には四季の変化が
せんさい

あり、それぞれの季節の様子を活かして繊細に表現していくことも大事になってきます。季節の花を主

体として表現していくのですが、ひとつの花材で、表現するものもありますし、いくつかの花を組み合わ

せて表現するものもあります。

お花を飾ることは、表現したい人に合わせて自由で、あってもよい、 という考え方もありますが、華道

では多くの流派があり、そこで伝えられる様式については厳密な決まりが伝承されています。例えば素

材で使う花や葉、枝の組み合わせ、生け方、何を表現したいかという考え方など、一定の型が存在しま
とくちょう

す。伝統的な日本文化の特徴には「型j をもとにして道を究めるという考え方があります。茶道と同

様に華道もそうです。型を意識しそれを深めながら受け継いで、いくので、「道Jという言葉が使われます。

けんざん かき

華道で使う道具についてですが、まず剣山と呼ばれる、花を立てる道具があります。 そして花器と呼

ばれる、花を生ける器があります。花器と生けた花の調和も重要になります。流派によりいろいろあり

ますが、お血の形状で皿の上に生けていくもの、筒の形状で生けた花を吊すものなどさまざまです。ま
かどう

た華道では生花を使いますので、飾ったあとその花材が日持ちをするように水をし、かに確保するかも重

要になります。 日持ちをさせる工夫も華道では伝承されてきていますが、それでも生花ですので変化し
びみ工う おもむき とら

ていきます。 しかしその微妙な変化も趣のひとつとして捉えることができます。

こうれい ころはなよめ けっこん

高齢の女性の方が若い頃、花嫁修業といって結婚する前の習い事として経験された方も多くいます。
とろ

また子供の頃から習い事として学んだ方もいます。みなさんの若い日本人の友人は、これまでと比べて
かどう りゅうぎ ころ

習い事として華道をやる人が多いとはいえませんが、現在も生け方の流儀は伝承されています。若い頃



かどうしゅみ りゅうぎ

に習った方は今も華道を趣味にしている人もいます。生け方の流儀が身についていると、何を表現した
かざ

し、かを自然と自分の感性で表現できます。「自由に花を飾りたいJ
りゅうぎ

という考え方とは別に、「この生け方

で今の季節を表現する」という流儀も大事な考え方であると思ってください。

ともな とうれい かどう

今後は時代背景の変化に伴い、高齢の方でも華道のような伝統的な日本文化に触れた経験がないと
しゅみ ひ き

いう人も増えてくるでしょう。趣味もギターを弾く、ロック音楽を聴くという人も増えてくるのではな
とうれい かどうしゅみ しゅみ こうれいしゃ

いでしょうか。 「高齢の方は茶道や華道を趣味にしている」とは限らず、多様な趣味を持った高齢者が現

れてくると思ってください。
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1.高齢者に持まれる歌(童謡、唱歌)と思い
さく

みなさんにとって、子供の頃に歌った歌はよく記憶に残っていませんか。 日本語で「三つ子の魂百

まで」ということわざがあります。「三つ子」は素直に 3歳とも解釈できますが、小さい子どものことを
たましい

いいます。 「魂百まで」というのは心の思い、考え方が百まで (100歳というのではなく、 一生)つつ

くというものです。今介護を受けている方も、子供の頃に聞いた、歌った曲をよく覚えています。その
どうよう

代表的なものが童謡、唱歌です。

どうよう

童話も唱歌も、みなさんの周りにいる日本人に「区別して説明できますか」と聞くと、ほとんどできな
どうよう

いかもしれませんが、広い意味で 2っとも同じであると考えているでしょう。広い意味で言うと童謡も
まちが

唱歌も「子供が歌う歌」で「学校で習ったことがある歌」と答えてくれるでしょう。それで間違いはないの
どうよう じゅんすい とうれい ころ

ですが、童謡は「子供の純粋な心を育てることを目的とした歌や詩」で、現在高齢の方は子供の頃、

よく耳にしてそして覚えています。詩なので、必ずしも歌うものでもなく、子供の心を育てていくため

に必要な言葉、そして内容が盛り込まれています。唱歌は、現在は「音楽」という科目でいいますが、戦

前小学校に通っていた方は「唱歌」という科目があり、学校で学ぶいわば子供の心の教育を目的とした歌
どうよう

です。現在童謡にあたる詩は、 「音楽」 の科目で学び歌うこともあれば、「国語Jの科目で学ぶものもあ

ります。
どうょっ

少し難しかったかもしれませんが、みなさんは「童謡Ji唱歌」をまずは同じ意味かなと捉えてもらって
まちが

ょいと思います。 それは今若い日本人もそう思っていますし、けっして間違いであるとは思いません。
どうよう

意味の区別よりも「学校で、学んだ童謡や唱歌は心に残っているかな」と想像してみてください。つまり目
きおく き ざ こ とら

の前にいる介護を受ける方は、小さい頃に学校で学んだ歌が記憶に深く刻み込まれているかな、と捉え

てください。

いろいろな童謡、唱歌があります。そして、現在使う日本語での会話ではあまり使わない言葉もあり

ます。 例えば「鯉のぼり」という唱歌があります。この曲の 1番はこのように書いています。「葺の波
なかぞら たちばな

と雲の波、重なる波の中空を、 橘かおる朝風に、高く泳ぐや、鯉のぼり。」です。みなさんが学んだ

日本語には「聾 Jはないですね。これは、屋根にある瓦を指します。 瓦はいくつも重ねられて海の波
なかぞら

にように見ることもできますね。「中空Jは空の真ん中、つまり空を見上げると遠く向こう側ではなく真
しょじゅん

ん中あたりの空を意味します。「橘」というのは常縁の木で、 5月初旬あたりを日本語で初夏といい
ころ さ

ますが、その頃は白い花が咲き花の香りを感じることができます。つまり「橘かおるjは、初夏のさわ
たちばな こい たんごせっ く

やかな季節を橘の花の香りで感じるとしづ意味です。鯉のぼりは 5月 5日のこどもの日(端午の節句

ともいいます)に、男の子のいる家庭で鯉のぼりをあげる習わしと重ねた歌でもあります。今の若い日
いらか たちばな

本人も、鯉のぼりは歌えるかもしれませんが、華や橘の意味は説明できない人も多いでしょう。

ふるさと

また「故郷」

忘れ難き故郷」

うさぎ か こぶなつ か めぐ

という唱歌で歌詞の 1番は「兎追ひし彼の山、小鮒釣りし彼の)11、夢は今も巡りて、

とあります。 これは生まれ育った故郷を離れて都市部などで生活している人の心を表現



しています。子供の頃にうさぎを追し、かけたり川で、魚を釣ったりした風景は忘れられない想い出である

という歌です。今の若い人は「うさぎ追いし」を「美味ししりと勘違いしている人もいますが、「追し¥かけ

た」という意味です。

このような童謡、唱歌は高齢の方はよく覚えていて、子供の頃を思い出し歌うこともできます。また
どうよう

童謡、唱歌は 1番だけではなく、 3番まで歌詞があるものがほとんどで、 3番まで歌える人もけっこう

います。

みなさんにとっても子供の頃に歌った歌はよく覚えていませんか。その歌詞にはどのような意味があ
きおく

るのかな、ともう一度自分自身の記憶をもとに意味を考えてみてください。意外な新しい発見があると
ころ

思います。そして介護を受ける方に「子供の頃に歌った歌を教えてくださしリと聞いてみてください。詞

の意味や歌った風景を思い出されるでしょう。

，.." 戸可

内
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I 2俳句や短歌誌む

日本語の音韻(つまり発音のリズムですね)を生かした文学的な活動として、俳句や短歌があります。

108 

ょ

これらは音のリズムを意識しながら、詠みながら楽しむものです。みなさんの母国語でも言葉のリズム

を生かした文学はあるのではないで、しょうか。俳句や短歌は、日本の詩歌の中で代表的な表現技法とも
しゅ J，λ

いえますし、現在でも自分で作ってみることを趣味としている人はいます。
ちが

日常の話し言葉と遣う俳句や短歌を難しく感じるかもしれませんが、音のリズムと人間の心情、そし

て季節感をできる限り言葉の中に盛り込んだ表現方法なのだな、と思ってください。人間の心情とは恋

する気持ちゃ喜びゃ悲しみなどを表現していきます。みなさんがよく聴く音楽の詞もそうですね。まず

そこは同じであると思ってください。

俳句は江戸時代に分野として確立したもので、基本は 5・7・5音の 17音で作る定型的な詩歌です。
まつおばしょうこばやしいっさ ばしよう

俳句を作るは俳人と呼ばれ、代表的な俳人に松尾芭蕉、小林一茶があげられます。 17世紀に芭蕉はこれ
せんさい えが

まで庶民的で難しく考えない俳句から、自然や心象を繊細に描く芸術性を高めていきました。例えば代
せみ せいじゃく せみかん

表的な句に「静けさや、岩にしみいる、蝉の声」があります。夏の静寂な中で蝉が甲高く鳴いており、
せみ せみ

その蝉の声は固い岩にしみこんでいくようであると表現していますが、現実には蝉の鳴き声が岩にしみ
せみ

こんで、いくことはありませんね。これは静けさの中でひびく蝉の声を通して夏の季節を表現しています。

俳句には、必ず季節を表す言葉を入れます。これを季語といいます。そして 100やJ100けり」といっ

た句のまとまりを作り、感情を示すために使われる助調を「切れ字」といいます。切れ字をうまく使って

いると、「切れがいしリと高く評価されます。日本語でも「切れがいいですねJとしづ表現は聞いたことが

あるかと思います。これは刃物のようなものでなめらかに鋭く切れることからきているとも考えられ

ますが、俳句に対するほめるときの評価としても古くから使われています。俳句を作る人は仲間と集
しゅみ

まって俳句を詠む機会を持ちます。これを句会といいますが、これに参加することを趣味としている方

もいます。

いっぱんてき

短歌は、一般的には 5'7・5・7'7の 31音と 5つの句に分けて表現する詩です。古くは万葉集から
しよみんはば よ

始まり、古代の日本社会では貴族層から庶民層まで幅広く作られたものです。短歌も俳句同様に、詠む
おもむき

人の心情(哀しみや怒り、喜び、そして恋思う気持ちなど)や季節に対する趣を表現します。
しゅみ

みなさんの若い日本人の友人は短歌を作ることを趣味にしている人はあまりいなし、かもしれません
ひやくにんいっしゅ しゅういっ

が、「百人一首」と呼ばれる歌かるたは知っていると思います。百の秀逸な短歌を集めたもので、
ふじわりのさだいえ おぐらひゃくにんいっしゅ

藤原定家による「小倉百人一首jが現在見かける絵かるたの定番となっています。かるたですので読み
カ斗J非

札と取り札があります。読手は読み札を最初の 5• 7 • 7音(これを上の句といいます)、まず上の句を

読んでひと呼吸置きます。その後 7・7音(これを下の句といいます)。そして全部とおして読みます。

取り札は畳など床にすべて広げておき、読まれた短歌の取り札を競って取るのですが、できる人は 100

首すべて覚えていて、上の句が呼ばれたら、下の句を読む前に取れる人もいます。日本の高校では古典
L ゆみ

の学習で習いますが、 100首すべて覚えている若い人は、なかなかいないと思います。しかし短歌を趣味
こうれい

にしている高齢の方は、小倉百人一首を覚えていることは基本なので、すべて覚えている人に出会うこ
しせつ ごらく

とがあるかもしれません。施設でのお正月の娯楽で百人一首をやることもあるかもしれません。みなさ

んは、現在の話し言葉ではあまり使わない日本語なので難しし、かと思いますが、若い日本人の友人も同



じだと捉えてください。
おもむき えが

俳句も短歌も定型的なリズムで、季節の趣や人間の心情を描いたものであるということは知ってお
こよみ ちが きゅうれき

いてください。特に俳句に必ず使う季語は、現在の暦と違って、旧暦にある初春、初夏、初秋、初冬

を基準に分けられます。季語はそれほど難しい言葉ではないので、この言葉がなぜこの季節を指すのか、

考えてみると面白いと思います。

。品もも

00もも
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!?時代や社会によって変わる嵩齢看像

110 

みなさんの母国にいるおじいさん、おばあさんはどのような人生を歩んで、きたか、聞いたことがあり
じょうきょう

ますか。私たちは、自分が生活をしているときの社会状況や経済事情、そして常識といわれるものに
ころ

関わりながら生きています。これはどの国でもどの民族でも同じです。例えばおじいさんが若かった頃、
くうしゅう あ に

戦争があったとします。その戦争に兵士としていった人もいるでしょうし、また空襲に遭って逃げた
ころ

つらい経験をした人もいるでしょう。また戦争が終わり、戦争のない平和な生活の中で子供の頃を過ご

した人もいるでしょう。また経済状況も、国全体が貧困で食べ物もまともに買うことができなかった経

験をしている人もいれば、経済状況がよくなり、いろいろなものが自由に買える経験をした人もいるか

と思います。みなさんのおじいさん、おばあさんも時代の流れの中で経験したことをもとに人生を歩ん

できています。もちろん若いみなさんもこれから先、社会や経済、またその時の時代状況に向き合い、

さまざまな経験しながら年を経ていきます。

かいご こうれい

ここでみなさんに考えてほしいのは、介護で関わる高齢の方も同じように多様な経験をしているとい
こうオエいしや さい

うことです。そして「高齢者」としてだけでひとくくりにはできないということです。現在の 70歳代と

80歳代、そして 90歳代は、生きていた時代は重なりながらも経験の差があり、今を生きています。現
さかのぼ

在から 100年を遡る日本の歴史を考える中で、それぞ、れの世代により経験をした人のものの考え方が

違うのかな、ということをまず想像してください。

し、つばんろん われき

まず一般論ですが、時代の節目で、その人の世代像を語ることがあります。日本の場合、和暦である明

治、大正、そして昭和生まれという見方があります(明治生まれの人は稀少になってきました)。あわ

せて「戦前、戦後生まれJとしづ見方も意識としてあると思います。「戦」は太平洋戦争です。この戦

争は、アジア諸国と日本との関係を悪くしてしまうものでもあったので、みなさんの国で学ぶ歴史や家

族との話でみなさんが考える歴史観はあると思います。しかしここでは、戦争をおこした日本国の観点

よりも、そこに住んで、いた日本国民がどうであったかでまず考えてください。

この戦争が終わったのは 1945 年(昭和 20 年)です。大正時代 (1912~1926 年)に生まれた男性は、

何かしら兵士としての経験のある人は多くいます。昭和一ケタ生まれ (1926~1934 年)の人も戦争時
ころ

に子供の頃生活をしています。戦争を何かしら経験し、そのときの国の教育を受けた人の考え方は、戦

後全く価値観が変わる日本の社会で経験してきたことと合わせて、多くの時代変化を経験してきた人で

す。現在の 80~90歳代の人はおおよそ戦前の世代になります。戦後生まれの人は現在一番上の人で、 70歳

代前半になります。生まれたときには戦争が終わっていた人は、戦後日本の経済復興の中で成長し、高
こう二くしカ当Iv

度経済成長の中で、大人になった人です。戦前は皇国史観(天皇を中心に国家がなり立ち、そのもとに国

民がいるという発想)をもとにした教育でしたが、戦後は国民主権(すべての国家の決めごとは国民の

意思によって決定する)のもとでの教育になります。 70歳代のなかで、戦争が終わって特に 1947~49 年
だんかい

に生まれた人の人口が日本で最も多く、団塊の世代といわれています。現在この 3年間に生まれた人が、



こうれい

70歳代になりました。みなさんが、介護で関わる高齢の方としてはまだ若し市ミもしれませんが、今後戦
だんかい かいご

後生まれの団塊の世代の人たちが介護を受ける方の中で増えてきます。戦後世代の人は、みなさんの日

本人の友人とほぼ近い価値観で教育を受けています。戦前は「家のため、国のため」という価値観でし

たが、戦後は「個人の自由」をもとにした価値観です。

だんかい

まずは戦前、戦後生まれという見方、そして戦後生まれの団塊の世代が、これからみなさんの介護に
ζ うれいしゃ

関わることが多くなるということをイメージしてみてください。生まれ育ってきた経験により高齢者も

多様な価値観の方がいるのでは、と想像をしてみてください。自の前にいる介護を受ける方の生まれた

時代を考えてみましょう。

R削開閉~'J\Il，lO'

2019 平成 31)年 I r平成j は4月 30日まで

2011 (平成 23)年 |東日本大震災7)';起こる

1995 平成 7)年 1阪神白淡路大震災が起こる
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2戦前生まれの世代

こうれいしゃ ちが

太平洋戦争が終わる 1945年より前後を境に、高齢者でも世代観に違いがあると考えられています。

戦前に生まれた方は、何かしら戦争に関わる経験しています。例えば大正時代生まれ (1912~1926 年)

の男性は、兵役の経験をお持ちの方も多くいます。 1910年代生まれの方は 100歳代か 100歳前になりま

すので、みなさんが出会う高齢者としては数少ないかもしれません。日本が中国との関係を一気に悪化

したのは満州事変 (1932年)と日中戦争 (1937年)がきっかけですが (15年戦争ともいいます)、大

正生まれの方はこのとき若かったので、中国との戦争はじめ太平洋戦争での直接の経験をしています。

そして、当時の軍隊での人間関係に疑問を持ち、これは「正しい戦争で、はなかったのではJという思い
いっぱんてき

を持つ人も多くいます。もちろん逆に考える人もいるかとも思いますが、一般的に兵役を経験した人は、

「戦争は嫌だJと実感で、思っている人が多くいるかな、と想像してください。

きょういくちよくご

また戦前の小学校で、は教育勅語を学んできました。教育勅語は、明治天皇が示した国民に対する教

育観で、天皇主権の国家観について、学校教育のなかで国家、国民のあり方を示したものです。 1910

年代生まれの方もさることながら、 1920~30 年代に生まれた方もそれを絶対的なものとして学校で学

んでいます。特に 15年戦争のとき小学生であった方は、戦争体制になっていくなかで教育勅語を徹底

的に暗記させられる教育を受けています。

ここで想像してほしいのは、「この戦争は正しいJと学校で教えられ、また兵役の経験のある方は、

敗戦後に全く変わる民主主義社会と国民主権を前提とした教育を経験して「やはり戦前の学校教育はお

かしかった」と相対化する方も多くいるということです。戦前生まれの方は、国家による教育が、敗戦

を境にして社会の価値観が大きく変わる中で生きてきた方である、と捉えてください。

もちろんこの考え方はひとつの見方ですので、そのような経験をした人であってもいろいろな考え方

をお持ちの方がし¥るかな、とも想像することは大事です。戦前生まれの方も多様な価値観を持っていま
えいきょう あた

すが、戦争時の経験が何かしら影響を与えている方たちが多いかな、と想像してみてください。

戦前生まれの方は、食べ物や労働でも苦労をした経験をお持ちです。特に 1930年代生まれの人は、
じようきょう むか

戦争が一番厳しい状況であった 1940年代前半に、子供としての成長期を迎えています。食べるもの

も十分になく、辛い思いをされた方は多し、かと思います。また 1938年から 1945年の敗戦まで中学生
くんじゅ がくとどういん

で、あった方は、学生でありながらも軍需工場で強制的に働かされる経験(学徒動員といいます)をした
ころ

方もいます。 1930年代生まれの方は、戦争が悪化する中での日常生活を、子供の頃に経験をしている

方であると捉えてみてください。

もしみなさんが戦前生まれの方とお話をするときに、「子供の頃、どのようなものを食べましたか」

と聞いてみると、いろいろ会話がひろがるのではないで、しょうか。例えばお米がほとんど、入っていない
ぞうすい

雑炊を食べて、お腹がいっぱいにならなかった話や、貧しい食事の中でも、このお菓子は美味しかった
ころ こうれい

など話されるのではないで、しょうか。子供の頃の食経験は、高齢になってもよく覚えていることがあり

ます。みなさんも子供の頃食べたとても美味しかったもの、とてもまずくて今も食べられないものはよ

く覚えていませんか。

こうれい

これからの日本は超高齢社会となり、ますますみなさんが介護で関わる方の数は増えてくるかと思い
とうれいしや

ます。その中でも、みなさんは高齢者の方の価値観が世代によって多様になってくるだろうということ



を想像してください。ここであげた戦前生まれの方は、戦争を何かしら生活の中で経験していますし、
とうれいしや

これまで高齢者といわれる方の中で多数でした。これから先は戦後生まれの方、つまり 1945年以降に
さい

生まれた方が多数になってきます。現在では 70歳代前半の方が、これから 2020年代以降は 70歳代後
こうれしし、しゃ

半から 80歳になってきます。次第に高齢者の中で戦前生まれよりも戦後生まれの方が増えてきます。み
こうれいしゃ ちが とうれし、しゃ

なさんが現在出会う高齢者の方と違う価値観の高齢者に出会う機会も増えてくるかな、と考えてくださ

し、。
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3戦後生まれの世代園品説の世代
こうれいしゃ

先に書きましたように、これからの日本の高齢者層には多様な価値観を持った方たちが出てくるで
Lゅうりょう

しよう。日本のここ 100年の歴史を見ると、 1945年の太平洋戦争終了の前後で教育や社会環境が大

きく変わりました。終戦ののち、 1947~1949 年は第一次ベビーブームといわれ、日本人の人口比で最
だんかい

も出生者数が多く、この世代は特に「団塊の世代j とも呼ばれています。このときに生まれた人は現在
さい こうれいしゃ

70歳を超えてきました。そしていずれ 75歳以上になり、高齢者の多数がこの世代の方となっていくで
ょうれいしゃ こうれいしゃ

しょう。みなさんがいる 2020年に近い今は、戦前生まれの高齢者に加えて、戦後生まれの高齢者が多

数含まれてくる流れの中で介護の仕事に向き合っていると考えてください。

戦後生まれの人は、親が戦前の軍国主義教育の中で、育ったのに対して、自分自身は国民主権の民主的
えいきょう あた

な教育の中で、育っています。いつの時代も家庭での親の考え方は、子供に影響を与えますね。その親
なや

の世代の考え方と、自分自身が成長するなかで経験する学校や社会の考え方の中で考え、悩む世代とも

いえます。例えば、戦前の日本の社会には男性が上位で女性が下位とする考え方が根底にありましたが、

戦後は男女平等を前提としています。しかし、みなさんが見てもわかるように、現在の日本の社会も必
けっこん

ずしも男女平等とはいえないですね。また結婚についても、現在では二人の意志が大事であるのに対し
カ3ちょう

て、戦前の法律では家長(その家のお父さん)による決定が第ーであり、本人たちの意志よりも家を継

ぐことが大事とされる制度でした。戦後生まれの方は、そのような新しい社会の枠組みの中で生きてき

たと同時に、古い考え方の影響も受けながら自分の人生を歩んできています。

またこの世代の方が中学校を卒業するとき、日本は高度経済成長期で、労働力が大変必要とされ、特

に地方から東京などの都市部に集団就職をする経験をお持ちの方もいます。彼らは「金の卵Iともいわれ
かみがた

ていました。戦後の日本経済における成功体験を支えた世代であるといえます。服装も髪型も、戦前の
まるほうず

方よりも自由なスタイルで、生活をしてきました。戦前生まれの方は男性の場合、丸坊主で少年時代を過
ちょうはつかみがた しゅみ

ごした人が大半ですが、戦後生まれの方は若い頃、長髪の髪型を好んだ人もいます。また音楽の趣味も
えいきょう

ビートルズの影響から日本でもグノレーフ。サウンズが流行したこともあり、ギターやドラムといったバ

ンドの演奏を好む人も多く、自分自身で演奏する人もいます。過ごしてきた生活が戦前生まれの方とか
ちが

なり違います。

そして高度経済成長の時代を若い時代に経験していますが、 1990年代のバブル経済の崩壊も 50歳代
ねんれい

で経験しています。日本の会社社会は長く年功序列の考え方がありました。会社での勤務年数や年齢の
くず

高い順に昇任していくシステムでしたが、パブケレ経済崩壊以降、この考え方が大きく崩れてし、く経験も
しょうしん

しています。年功序列であれば会社で昇進した可能性があるのに、年下のあるいは会社の外部から来

た人に役職を取られてしまうという苦い経験をした人もいるでしょう。「年功序列よりも実力主義の方
こうてい

がよしリと考える人は若い人には多いかと思います。しかしこの世代の人もその考え方を肯定している

人も多いのです。

ここでみなさんに知っておいてほしいのは、さまざまな価値観を経験しながら、日本の経済成長の中

心的役割を果たした世代が、戦後の世代といえるということです。そして、年金も 60歳から 65歳に支
ちが

給が延長されたこともあり、 60歳の定年退職後、再雇用(同じ会社に今までと違う立場で就職をする)、

あるいは他社で再就職をするという経験をしながら、長く仕事を続けている方がし¥るのも、戦前生まれ



ちが とくちょう

の方とは違う特徴です。

だんかい

戦後生まれた団塊の世代の方は、新しい社会や生活の考え方のもと、同世代のライバルとの競争の中
こうれしいさ む日

で、人生を歩んできています。そして日本の経済成長低迷を経験しながら高齢期を迎えたともいえます。
こうれいしや こうれいしゃ

これからの日本は、戦争を知っている世代の高齢者から戦争を知らない世代の高齢者が増えていく流れ
ちょうこうれい

にあります。 21世紀の日本の超高齢社会はそのように変わっていく流れにあります。
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11 会話で出てくることわざ園揮出渇
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日本語での日常会話の中で、ことわざ、慣ー用句を使った表現を耳にすることがあります。特に高齢の

方との日常会話では、よく出てくる表現です。また現在、日本の学校教育では国語の授業を中心に多く
ふ

のことわざ、慣用句に触れる機会がありますので、若い方もよく耳にし、使う人もいます。ではことわ

ざ、慣用句というのは、どういう定義ができるでしょうか。

実のところふたつを大きく分けることは難しいのですが、共通していることは、少ない言葉の組み合

わせで表現されるものです。ことわざは、その短い語句の組み合わせから、日常生活の知恵や教訓、そ

して日常生活のあり方を示す意味があります。例えば「かわいい子には旅をさせよ」という言葉には、

子供をいつまでも親元においておくのではなく、親は子を自立して行動できるようにしてあげよう、と
ちが

いう意味を持っています。また慣用句は、その短い語句の組み合わせで違う意味となって表現されるも

のです。例えば「足が出るjという言葉はどのように考えますか。これは「もともと考えていた予算を超

えてしまう Ji赤字」を意味します。「足jと「出るjという言葉が組み合わさって別の意味になります。し

かしことわざも慣用句も明確に区別して使い分けることを考えずに、日常の会話ではよく出てくるもの

と捉えてください。

例えば人間の体の一部をたとえたことわざ、慣用句はよく耳にします。「目から鱗が落ちるjは、魚

の鱗が人の目から落ちるなど、実際にはあり得ないことですが、「今まで、見えなかったこと、わからな

かったこと、迷いなどが、あるきっかけではっきりわかるようになる」ことを指します。これはキリス
L-~ぎようでん

ト教徒の方ならば新約聖書の使徒行伝@第九章にある 'Thescales fall from one's eyes.'tこ基づいている
うろこ

ので、わかる方もいるでしょう。日本語の日常会話では「目から鱗」と略して使うことが多いです。

「寝耳に水」という言葉は「突然思いがけないこと、予想もしなかったことが起こる、あるいは知るこ
やぶ

と」をいいます。実はこの意味と同じことをいっていることわざ、慣用句が多くあります。例えば「薮

から棒(が出る)J i足もとから火が出る」などがあります。
じゃま おく

「出鼻を挫かれるJは「物事を何かはじめる段階で、相手に邪魔をされたり、先にやられて後れを取っ

てしまう」ことを指します。これも似た表現で「先手を取られるJi出し抜かれる」などがあります。

「口は災いの元(あるいは「円J)Jという言葉は「不用意な発言は自分に災いをもたらすので注意す

ること」を指します。これも似た表現で「多言は身を害すJi病は口より入り禍は口より出ず」があげ

られます。

このように顔の一部を使つてのことわざ、慣用句だけでも多数あります。また類似表現も多数ありま

す。日常会話の中でこれらの表現に出会ったら、介護を受ける方に聞いて見ると、教えてくれるかもし

れません。

きねづか ねこ

みなさんがおそらく介護の現場で耳にするだろうものをあげてみると、例えば「昔取った杵柄Ji猫の

手も借りたいJi備えあれば憂いなし」はあるかもしれません。また若い方も使う表現かと思います。「昔



取った料品、jは、「若い頃に身につけた技量や両前が年を取っても支えずにすることができること」を
きねづかさねもち え にぎかしょ

指します。杵柄の「杵」は餅っきのときに使う道具で、「柄Jはその握る箇所を指します。なかなか力のい
もち もち

る作業でもあり、また餅をつく技術が高くないと美味しい餅はっけないですね。その例えから来ていま

す。高齢の方との会話ではよく出てくるかもしれませんね。また「猫の手も借りたしリは「忙しくて人
だれ かいごいそが

手が足りないので、誰でもしW、から手伝ってほししリことを指します。日常介護の現場で忙しくて大

変なときに、みなさんの仲間が使うこともあるかもしれませんし、みなさんも使うことがあるかと思い

ます。

「備えあれば憂いなし」は「十分な準備をしておけば、何か予想しないことが起こっても対応できる」こ

とを指します。このようにことわざ、慣用句は日常の会話で、そしてみなさんの仕事でも使われること

を知っておいてください。
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刊癖
仇
門
以

内ノ一

人間は生きていると、つい弱音を吐いたり、文句をいったりすることがあるかと思います。聞いてい

る側からすればどのように対応したらよいのか、難しいですね。みなさんの生まれ育った文化と言葉に

も、それはあるのではないで、しょうか。

くちぐせ

まずみなさんが、介護を受ける方から、つい言われてしまう可能性のある口癖を考えてみましょう。
ちかごろ れ いぎ

例えば「近頃の若い者は00がわかっていなしリなどと、若い世代の人を批判したりする言葉です。礼儀

で、あったり、態度であったり、あるいはみなさんにとっては介護の仕事で満足のいく仕事をしていない
ねんれい

と相手が感じたとき、出てきてしまう言葉かもしれません。年齢が上の人が若い人を批判する言葉は、

世代観の考えの違いや経験も関係して出てくる言葉です。みなさんがこのようなことをいわれたとき、

|一伺か足りないことがあったら、教えてください。」と言った返事をすることを考えてみてはいかがで

しょう O

し、円 1:1:んろん

般論ですが、そのようなことを言われたとき「ごめんなさいJ1すみません」という日本人は多し、かと

思います。「とりあえず謝っておく」という考え方です。これは、ひとまず相手の不満を抑える効果が

あるかもしれませんが、自分にミスがない、問題はないと感じているならば、みなさんは無理にこの方

法をとることはないと思います。いろいろな場面で若い世代を批判する言葉に出会うかもしれませんが、
こうtしし、 ころ

高齢のその方も若い頃はそのようなことを言われていたことはたしかだと思います。

ぐち

そしてつい愚痴る言葉で「年なんか取りたくはないJと、みなさんに言うことがあるかと思います。

これはその方が、自分の老いを感じて若い頃と比べて体調がよくない、手足の動きが悪いときなど、自
だいじようぶ

分自身が情けなく感じたときつい言ってしまうことがあります。このようなときは100さん、大丈夫で

すよ。やれるところからやってみましょう」と前向きになれる返事を考えてみてはどうでしょうか。

よくこういう場面で「そんなことはないですよ。 Jという返事をすることもあり、また相手もそのよう

にいってほしいと考える方もいます。みなさんの友人の中でも「私は少し太ったんだJと言ったら、その

相手は「そんなことないよjとあなたに言ってほしい心情があるかと思います。もちろんそういってあげ
〈ち

てもよいですが、愚痴る気持ちから前向きになれるような受け答えを考えてみてもいいかと思います。

もちろん、みなさんが愚痴る相手に対してどのような受け答えをするか、自分自身の価値観で考えてよ

いと思います。ただ、相手の言葉をワソでも否定するか、より前向きな言葉で返答するか。日本の社会
しんらい

の中ではどちらもありますが、後者の方がよりおたがいの信頼関係は作れるかと思います。

また「外国人にはわからないだろう」と非難の言葉を浴びることもあるかもしれません。失礼ですよね。

そのときは、みなさんの育った文化に誇りを持ちながら、たとえ年上の方でも「その言い方はいけない」

と心の中で、思っていてください。おそらくそのようなことを言う人の心情は「日本人だったら、わかっ

てくれるはずだJという思いがあるのでしょうが、おそらく介護の現場では同じ日本人の同僚でも伝わ

らないことはたくさんあります。そのようなときは、「十分に私が理解できていなし、かも知れませんが、

学びながら仕事に取り組みます」といった対応でよし、かと思います。それでわかる方は十分理解されま

すし、逆にわからない方は何を言ってもわからないのです。その場合は、うまく気持ちの中で引きづら

ないように考えてみましょう。
くちぐせ

そしてつい不満や怒りの感情が見えてしまう口癖に「ちえっ!J 1ふん!J 1くそっけがあります。

118 



そのような言葉を吐かれたときには、みなさんも感情的になってしまうことがあるかもしれません。受

け手であるみなさんがそう思うのは自然なことなので間違いではありません。そのような時は相手のこ

とを「ああ、きっと、うまくいかずに辛いのかな」と、ひとつ上の感情で心に思えるとよいですね。難し

いですが、みなさんが人間としてひとつ上の心構えを目指してみることも考えてみてください。
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I 1子供かも成人にかけての飴しLと祝い

120 

ぎれい

人生の中で、それぞれの成長を祝う儀礼はどの民族、どの国でもあるかと思います。次の世代の人た

ちが育っていくことを、その社会の大人が祝うことには大きな意味があります。みなさんの育ってきた

文化の中で、成長のお祝いを受けた経験はありませんか。

ぎれい

古くから日本の社会でも子供の成長、そして成人になっていく成長を祝う儀礼が細やかにあり、今も

伝えられています。高齢の方は、白分自身の子供、孫たちに対してそれぞれの成長の祝いを大事に考え

ておられる方も多いかと思います。

まず子供が生まれたときには、名付けの祝い(命名)があります。生まれてくる子供の名前をつける

ことは、現在では赤ちゃんのこ、両親がつけることも多いのですが、生まれてくる子供の祖父母、あるい

はお父さんに関わりのある社会的地位のある方に名前をつけてもらうことも多くあります。名前がつい
あた ぎしき

ていない存在である新生児に、きちんと名前をつけることで、個性を与える儀式は今も残っており、毛
だれ は

筆で「命名OOJと半紙に書いて部屋の、誰にでも見えるところに貼り付けることを行います。また新し
じゃき

く生まれた子供は悪い邪気に犯されることのないように、自分の住んで、いる土地を守る神社の神々にお

参りをする儀式は今もずっとつづいています。これをお宮参りといいます。自分の住んで、いる町村を守

る神様に新たに生まれた子供を守ってもらうことをお願いする儀式です。これは地域により、男の子と

女の子ではお宮参りする日にちが違うところもありいろいろなのですが、子ども自身がこれから生活す
まっ く ぞ

る地域の神社に杷られる神に守ってもらうお願し、することは今もつづいています。そしてお食い初めと
わん はし おく

いう儀式は、まだ実際に普通の子供と同じように食べられない赤ちゃんに対しお椀やお箸の食器を贈り、

その食器類を使って子供に食べさせるまねごとをするものです。生後 10ヶ月ぐらいで、はお箸を持って

食べることはないのですが、「し、ずれみんなと同じように食べるJことを願って食べさせるまねごとをす
ぎれい

る儀礼です。赤ちゃんが次第に家族の一員になる成長を祝うものと考えてください。

いっぱんてき しちごさん はかま

そして一般的な子どもの祝いとしては七五三があげられます。みなさんも 11月に神社に着物や袴を
さい ぎれいさい ぎれい

着けた小さい子供を見かけたことはないで、すか。七五三は、 5歳は男の子の儀礼、 3歳は男女ともの儀礼、
ねんれいかぞさい かぞ さい

7歳は女性の儀礼と捉えられています。この年齢は数え歳で行います。数え年とは、生まれた年を 1歳と
まんねんれい さい

し、正月を迎えるごとに 1つ歳を取るという考え方です。だいたいですが、満年齢よりプラス 1歳と考
主んねんれい さい

えます。したがって満年齢では 2，4， 6歳の祝いになりますが、現在ではこだ、わらずに日常生活で身近
まんねんれい

な満年齢の 3，5， 7歳でお祝いをする人も増えています。

ぎれい

このような伝統的な成長を祝う儀礼とともに小学校、中学校、高校の入学祝いをするなど、学校を中
ぎれい

心とした成長儀礼も加わり、子供の成長を祝う儀礼は現在も多様につづけられています。特に小学校の
おく

入学では、ランドセノレを子供に贈る祖父母は多くいます。伝統的なお祝いと現実に学校に進学をする機

会を見てのお祝いが存在しています。

そして 20歳の成人式があります。 20歳を境に、社会的責任を負う大人であるという認識があります。



ぎしき

成人式はその人が住む市町村が成人式の儀式を行います。みなさんの生まれ育った社会においては、成

人は 18歳である方が多いのではないでしょうか。大人になるとしづ区切りの年齢は多様で、あり、長らく

日本は 20歳でしたが、今後 18歳を基準に成人のあり方を定めてし、く流れにあります。これからみなさ
あっ7)'

んがつきあう R本人の友人も、 20歳から 18歳に下げて成人として扱われることになり、ひょっとする

と今までと違う成人に対する考え方が出てくるかもしれません。
ぎれい

このように生まれてから成人するまで、さまざまな成長を祝う儀礼は日本でも多くつづけられていま
ぎ札い

す。みなさんが母国で受けた成長に関わる儀礼はどのようなものでしたか。いずれにしても見守る大人

が成長していく人たちを心から祝うものであることは、共通で、はないでしょうか。
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j 2 託尋料老年にかけての飴Lと祝い

みなさんの国や民族の文化で、成熟したひとりの人間となる儀礼はありますか。いわゆる働き盛りの

122 

ねんれい そうねん そうねん

年齢の時期を日本語で「壮年」といいます。壮年の時期は諸説ありますが、仕事で責任ある立場に立つ

時期と重なり、おおよそですが 30歳代から 40歳代(特に前半)を指すと捉えてください。この時期は、
ころ

社会での中心的役割を背負う世代でもあると同時に、元気であっても若い頃に比べて体力も少しずつ
おとろ そうねん

衰えていきます。壮年期には、家庭のことや会社のこと、そして自身の健康のことで災いが起こる確
ぎれいやくよ そうねん

率も高くなってきます。日本にも古くから伝わる儀礼で厄除けがあり、現在でも壮年期の人を中心に多
やくよさがん ねんれい

くの人たちが厄除け祈願のために神社、寺院を訪れています。また先述した七五三と同じで、節目の年齢

は数え年で考えます。

ねんれい ほんやく とし としまえや く

厄年は男性、女性で、災いが起こるとされる年齢が異なり、本厄と呼ばれる歳とその前後の歳(1前厄」
ゃくどし

「後厄Jといいます)合わせて 3年聞は用心するという考え方があります。それぞれの厄年でも一番気
たいやく やくどし

けるようにいわれるのが、大厄と呼ばれるものです。男性は人生の中で 3回厄年の期聞があり 42歳
どし さいたいやく たいやく

が大田に、女性は人生の中で 4回厄年の期間があり 33歳が大厄となります。大厄の前後を含めて 3年
たし、ゃく

聞は災いが起きやすいので注意する、とされています。大厄は男性女性とも、肉体的な変化や社会的立
ねんれい ぎれい

場での変化で負担がかかる年齢でもあることもあり、災いをよけたいと考える儀礼は日本の文化で今で

も根強くつづいています。

そうねん ぎしさかんれき かんれき さい さい ずきん

壮年から老年に入る儀式が還暦です。還暦は数え年で 61歳(満 60歳)の時に、赤色の衣服(頭巾や
かんれき おく かんれさ えと い内じゅん

ちゃんちゃんこ)を還暦の方に贈りお祝いをします。還暦は誕生年の干支が 60 年で-~し、再び誕生
かん止しき ぎれい

年の干支に戻ることに由来しています。還暦は老年になった節目の意味を持って行われたお祝いの儀礼

でしたが、現在の日本人で 60歳は老人とはいえない元気な方が多いので、 160歳からは老年である」と
lZ~ くどし

する考え方は、本人も周りも薄くなっているといえます。先に述べた厄年は、現在でも数え年で行う習
ねんれい ねんれい

慣を根強く持っていますが、日本の年齢に対する考え方が、数え年より満年齢になってきているので、
かんれき さい

「還暦は数え年で 61歳」とし¥う考え方よりも「還暦は満 60歳」と誕生年で考える人も多くなっていま

す。みなさんは単純に 160歳の節目の祝し、」と捉えてもらえればよいと思います。

むか

を迎えてから後に行う老年のお祝いは、細かくつづいていきます。数え年 70歳を古希(本来は「古
さし、 さんじゅ

稀J)、 77歳が喜寿(1喜」という漢字の草体では「甚」と書き、 77という数字が見えます)、 80歳が傘寿

(1挙」は「八」と「十」に分かれて見えます)、 88歳が米呆(1米Jは「八J1十J1八」に分かれて見えます)、
さい はくじゅ

90歳が卒寿(1卒」の略字は「卒」で 90に見えます)、 99歳は白寿(1白」は「百」という漢字からーを引し、

たものと考えます)といわれ、現在でも長寿の祝いで行われています。みなさんが働く施設でもこれ
きじゅ

らの老年のお祝いを受ける方を見たことはないで、しょうか。喜寿から後のお祝いは、漢字との関わりで
ぎれい

意味づけーされた儀礼で、みなさんとともに同じ日本人の若い世代の方も説明できなし、かもしれませんが、

いわれを覚えておいてもよし、かと思います。

ねんれい

実はこれ以外でも細かく老年の祝いはあります。どうしてこのように細かい年齢の区切りでの祝いが
まれ

あるのか。いろいろな説はありますが、 70歳を過ぎて生きていること自体が古くから大変稀である (70
ねんれい

歳の「古希」の由来はここにあります)と考えから、年齢の節目を短く区切って老年のお祝いすること



じゅ3井Jう

が定着したのではないかと考えられます。しかし現在の日本では男女ともに平均寿命が 80歳代ですの
そっじゅ はくじゅ じゅみょう

で、卒寿あるいは白寿が日本人の平均寿命を超えたお祝いとなります。老年の祝いも現在の日本の者
かんれき こ会

人観からすると、還暦や古希は、老年の祝いといっても「まだまだ私は若しリという感覚をお持ちの方は

多いのではないでしょうか。みなさんのおじいさん、おばあさんの老年の祝いと比べて考えてみてくだ

さし、。
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3結婚式
けっこんけっ こん しんせき

結婚式は、結婚する二人がこれからの生活をともにすることを誓い、正式に親戚、友人、そして二人
えん ひろうぎしき けっこん

に縁のある方々に披露する儀式です。この点に関しては、どの民族においても同じかと思います。結婚
けっこん ちか

式は、二人がこれからの結婚生活を誓う場でもありますし、みなさんの信仰する宗教においても結婚式
けっこん

は重要な役割を持っかと思います。結婚式の意味は、それぞれの社会や宗教によって異なる意味づけが

あります。今までの日本でよく見られた結婚式と現在の様子を比較しながら考えて、さらにみなさんは
けっこん

自分自身の育った文化における結婚式の意味も考えてみてください。

けっこん けっこん

結婚は本人同士の意志確認が必要ですが、それだけでは正式に結婚の約束をしたとしない考え方が日
けっこん

本では長くつづいてきました。結婚の約束である「婚約」は、二人のそれぞれの家族がおたがいに会っ
ぎしき ゅいのう

て、家同士で正式に約束を取り交わす儀式を行うことで成り立ち、それを「結納J2::いいます。結納に
りっこん もうしこZ与

はいろいろな形態がありますが、男性側の家から女性側の家に正式に結婚の申込をし、結納品と結納
けっこん

金を女性側の家に渡し、女性側から正式な結婚の返事をもらい、約束を取り交わします。戦前の日本で
けっこん けいやく ぎ L き

は、結婚は家同士の契約の意味が強かったので、結納は必要な儀式でした。戦後は個人の意志が前提の
ぎしき

結婚に変わりましたが、結納の儀式は現在でも残っています。

けっこん しんこう ひろうえん

結婚式では、自らが信仰する宗教との関わりで式を行い、その後に披露宴を行います。古くからは神

道式の神前結婚式が中心でしたが、キリスト教式の結婚式を行う人もいます。もとからキリスト教の信

者でない人も、キリスト教式で行いたい場合、事前にキリスト教の教えを神父、牧師から受けます。日

本人は、生まれたときはお宮参りで神道、指蕗式はキリスト教、そして葬誌は仏教という例も官しく

はありません。みなさんから見たら不思議に思うかもしれませんし、疑問に思うかもしれませんね。日

本人の宗教観は、ひとつの宗教を深く信仰をすることよりも、自分がよいと思った宗教ならば、たとえ
しんこう

護数でも信仰を受け入れるところがあります。

ひろうえんけっこ ん しんろう けっとん

披露宴は、結婚する男性(1新郎j といいます)と女性(1新婦」といいます)がホテルや結婚式場を

使って招待をした出席者に酒食を用意し、二人の生い立ちゃ出会い、また職場などを通じてお世話に
けっとん

なっている周りの方たちに祝っていただく場を設けます。結納が正式な家同士の結婚の約束であるなら
ひろうえん そうほう

ば、披露宴は双方の親族や知り合いに公式に結婚を公開する場であるといえます。そして近年の日本の
づっこん ひろうえん しんろう

結婚式では、披露宴のあとに二次会が行われます。この二次会は新郎新婦の友人を中心に聞かれます。
ひろうえん しゅうぎ ねんれい

披露宴は、ご祝儀と呼ばれるお祝いのお金を出席者は用意しますが、年齢や社会的立場によりその金額
しゅうぎ

は異なり、またご祝儀を出す人の意志でお金を包みます。二次会の場合は会費制で、出席するすべての
けっこん

人が同じ金額で参加します。結婚は個人の意志とはいえ、まだ根強く家同士の契約という考え方がある
ひろうえんふだん いっぱんてき しんろう

ので、披露宴も普段つきあいがなくても親族を招待することが一般的です。しかし二次会は、新郎新婦
けっこん

のつきあいのある人たちだけを呼んで、パーティー形式で行います。二次会は、結婚が新郎新婦の意志に

よるもの、という考えが強く出ているのが近年の儀式といえます。

高齢の方で戦前生まれの方は、結婚相手は自分たちの意志ではなく、家長である父親が決めるという
けっこん れんあい けっこん

経験をしている人も多くいます。もちろんおたがいが結婚の意志を持ちながら恋愛をして結婚された方

もいますが、現在と比べて少数です。戦争が激しくなってきたときには、親が決めた初めて顔を見る相



けっこん

手と結婚するということもありました。戦後生まれの方は、そのような家同士で決めるという慣習の影
けっこん けっこん ちが

響もありながらも、恋愛結婚した人は多くいます。日本の結婚のあり方は戦前と戦後では大きく違い、
し/νろう

また現在に至るまで、さまざまな古い慣習に影響を受けながらも大きく変わってきました。また新郎新
けっこん かい じん百んけっこん こうれし、

婦の結婚の誓いも、全く宗教を介しない人前結婚式で行う人たちも増えてきています。高齢の方にとっ
けっこん けうこん ちが

ては、現在の結婚式と自分が経験した結婚式が、かなり違うものになってきていると感じているでしょ

フ。

125 



jヰお轟誌に対する考え方

126 

むか

人は死を迎えた後、どこに行くのか。すべての人間にとって死を考えること(死生観)は、生きるこ
しんこう

とを考えることであり、さまざまな民族や宗教により多様な姿があります。みなさんも、自身が信仰し

ている宗教による生と死に対する考え方を人生の支えにしているところはあるかと思います。では日本
そうしき

人の生と死に対する考え方はどのように見ることができるでしょう。それはお葬式がどのようにおこな

われるのかを考えることで見えるかと思います。

れいこん はな

一般に日本人の死生観は、死を迎えた後、肉体から霊魂が離れていくという考え方があります。その
れしし、こん そうしき

霊魂を死後の世界(iあの世Jという言い方をします)に送るためにお葬式が行われます。まず亡くなっ
ふ ゆかん

た方のご遺体をきれいに拭きます。これは湯濯といいますが、家族の中で一番身近な人がこれをします。
ゆかん もど

現在では病院で亡くなる方が大半なので、看護師が湯濯をしますが、ご遺体が家に戻ってから改めて家
しろしょうぞく ちゃわん はしさ

族がする場合もあります。そして白装束を着せ、亡くなった方のお茶碗にご飯を山盛りにし、お箸を刺

して玩識を作ります。これは亡くなった方があの世にいくために食べるものという伝承があり、現在
ねこ とうぶつ

でも行われています。また胸元には猫またぎと呼ばれる袋に入った刀物を置きます。これは肉体から離
れいこんねこ ねこ

れていく霊魂に猫が乗りうつらないようにするためとされ、遺体から猫を除けるためといわれています。
れいこん

いずれにしても、霊魂が何か悪いものに取り強かれたりせずにあの世に送り出すという考え方です。

仏教で、の暴遥においてはお語長を行い、経を唱えた後、一晩通して家族はご遺体とともに過ごします。
しようこう ひつぎ

次の日を告別式といい、改めて経を唱え、参列者により焼香が行われたのちに、棺に入ったご遺体を

崩場で燥します。婦ののち、家族は亡くなってから一年間嶋こ服します。これを酔といいま
けっこん ひか

すが、この期間は祭礼への参加や結婚式を行うことを控えます。 1年間の間にはお正月を迎えますが、長

の聞はお祝いをしません。

そうぎ きんりん そうしき

もともと古くから葬儀は、近隣の家々や親族によって葬式を出す家を支え運営されてきました。つま
そうしき たが

り同じ村に住んでいる限り、葬式を出すのはお互い様なので、必ず手伝い合う関係を持っていました。
そうしき

しかし近年、おたがいの家の事情で必ずしも手伝い合えるとは限らないことから、葬式を出す家が中心

となって主操業者による新義が主流になってきていますO それで、も語義は亡くなった方の意志よりも、

生きている家族の意志に基づいて行われていました。それは、その家の代々の継承を願って、亡くなっ

た家族をあの世に送り出し、年忌供養といわれる一定期間ごとの供養をしたのちに、亡くなった方はい

ずれその家の先祖になるという考え方に基づいて行われているからです。

そうぎ

しかし近年、特に東京などの都市部での葬儀は多様なものになってきています。亡くなった方の意志
だれ そうそうぎ かそう

を第一に考えて、周囲の誰にも知らせずに身近な家族だけで行う家族葬や、葬儀を行わず直接火葬にす

ることをのぞむ人も増えてきています。さまざまな理由がありますが、身内がいないことや亡くなった
まいそう

後埋葬されるお墓を子どもたちに管理させるのは、お金がかかり気の毒であるとする人もいます。多様
そうぎ れいζん

な葬儀観が出てきており、霊魂をあの世に無事に旅立たせ、そして亡くなった方が家の先祖になるとい
そうぎ しょうちょう とら ぎれい

う意識での葬儀は、家族観の象徴として捉えることができる儀礼でした。しかし現在の日本ではその
そうぎ

考え方に加えて、個人個人で多様な死生観をもとにした葬儀のあり方を見ることができます。

そうぎ

みなさんの育ってきた文化の中では葬儀はどのように捉えられているでしょうか。長く日本では、死



者を送ることは生きている家族のっとめであり、それが亡くなった方を先祖として考えていく第一歩と

詰えていたといえます。現在は参議をしてくれる家族がいない、また亡くなった人にとって、言長で、い
そうぎ

ろいろな人に気を遣わせるようなことを家族にさせたくないなどの理由から、葬儀に対する考え方が変
そうぎ

わってきているともいえます。みなさんの国における葬儀事情と比較して考えてみてください。
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どの社会においても、ある一定の時間の周期を意識して生活をしています。 1日、 1週間、 1ヶ月そし

て 1年です。その中でも 1年の周期は、ある重要な節目を中心に、その社会に住む人にとって生活のリ

ズムとして意識されます。そして社会での活動も、 1年の周期を意識しながら時聞が流れていきます。

みなさんにとって 1年の周期での重要な節目とは何でしょうか。学生であれば新学期、定期テスト、そ

して夏休みなどの長い休日が重要な節目となるでしょう O 社会人で、あれば、また別の重要な節目がある

でしょう。では個人とは別に、自分が生活する社会において、 1年の重要な節目とは何でしょうか。そ
ぼん

の観点から、日本社会の 1年の周期における重要な節目、「お正月」と「お盆」を見てみましょう。

としがみ

お正月は新年の始まりであることは全世界共通ですが、日本のお正月には、歳神様がやってくるとい
としがみ はんえい

う考え方があります。歳神様は各家に招かれ、その家の安らかな生活と繁栄をもたらしてくれるとされ
としがみ とし

ています。 1月 1日(元日)に歳神様は、歳をひとつ持って各家を訪問するといわれています。そのた
とし としがみ

め元日にひとつ歳を取るので、かつての日本社会では数え年が使われていました。また歳神様を家に招
げんかん かざ

き入れるために、家の玄関にはしめ縄、門松を飾ります。しめ縄、門松の内側(つまり家の中)は神様
としがみ

を招き入れる聖域になります。そして歳神様は、お正月が終わると人間の世界から帰りますので、しめ

縄などの飾りははずします。お正月の終わりは 7日や、 11日から 15日までと、地域により考え方がし、

ろいろです。
いっぱんてさ

また会社や役所が 4日から仕事が始まるので、 3が日は休むのが一般的です。休む日の長さはその人

によって元日だけ、あるいは 3が日だけなどとさまざまですが、年末からお正月の聞に休むことを「正

月休み」と呼んで、います。またお正月には神社や寺院にお参りをし、 1年を無事に過ごせることを願う
はつもうで

初詣という行事をおこなう人がとても多いです。どの国においても新年の始まりは節目ではあります

が、日本でのお正月の慣習は、とても重要な節目といってもよいでしょう。

ぼんきゅうれき きゅうれき

もうひとつの大きな節目であるお盆は、旧暦で 7月 13"-'15日になります。現在の日本では旧暦は
し、つはんてき

一般的に使われていないため、おおよそ同じ時期にあたる現在の暦で 8月 13"-'15日をお盆とし、これ
おく ぼん

を「月遅れのお盆」といいます。
ぼん

古くから日本のお盆には、ご、先祖様が家に帰ってくるという考え方があります。地域により若干違い
むか

はありますが、お墓に提灯を持ってご先祖様を迎えに行き、家に連れて帰るという行事があり、これを
むかぽん むか ぶっだん Lゅうかくぶつ

迎え盆といいます。ご先祖様をお迎えした後、家の仏壇の前に野菜、果物などの収穫物をはじめとし
ちそう

たご馳走を供えてご先祖様をもてなします。訪問されたご先祖様は 15日になると、あの世に帰っても
lまん

らいます。これを送り盆といいます。現在の日本のお盆行事でも、多くの人がこの時期に仕事を休みま
ぽん

す。これを「お盆休み」といいます。子どもたちは学校が夏休みということもあり、家族で旅行に出かけ、
ぽん

また故郷がある人は自分の生まれ育った家に帰ります。お盆は、夏場のまとまったお休みを取る期間と

して重要な節目であるといえます。



ぽん としがみ むか

お正月もお盆も、歳神様やご先祖様をお迎えし、そして帰っていただくという考え方は、どこか共通
としがみ

しています。もちろん歳神様もご先祖様も、姿形が見えるわけではないことも共通点です。しかしこの

ふたつの行事を重要な節目として、 1年の周期に組み込まれているのが、日本の年中行事の大きな特徴

といえます。みなさんの周囲にいる日本人の友人が、このことを明確に説明できるかというと、そう多

くはないと思います。しかし、お正月、お盆の背景を知らなくても、このふたつの期間にお休みを取る

節目として意識はしていると思います。そして、家族や友人と神社寺院に出向きそしてお墓参りするこ
ミいご こうれいLや ぽん

とは、それなりに経験しているでしょう。みなさんが介護をする高齢者の方は、お正月とお盆について

は、 1年の中で重要な節目と考えているだろうな、ということは想像してみてください。
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日本語で「祝日Ji祭日 Ji祝祭日Jといういい方があります。ややこしいですが、まずみなさんはすべて

同じと考えてください。ただ厳密にいうならば、政府により法律で定められた国民の休日が「祝日」です。
きゅうてい

加えて戦前は天皇家、宮廷に関わる祭典を行う日を「祭日」といって、この日は法律で定めた祝日では
あつか

なかったのですが、休日として扱われていたこともあり、「祝日 Ji祭日 Jを合わせ日曜以外の休日を

「祝祭日 J といい、今もこの言葉が使われることがあります。現在では法律で政府が定める休日を「祝

日Jといいます。

日本の祝日は戦前と戦後とで異なり、戦前は祭日で、あったものも、それを由来にした日にちを戦後で

は祝日としているものがあります。戦後、日本は天皇主権から国民主権になったのですが、現在も祭日
めいしょう

は祝日の中で名称を変えてつづ、いているものがあります。

例えば 2月 11日は「建国記念のI3Jですが、戦前は「紀元節」といわれ、明治政府により、初代天

皇とされる神武天皇が即位した日として祭 Rでした。現在の史実から神武天皇が即位したとするのは疑

問がありますが、天皇主権国家の象徴的な祭日として考えられてきました。戦後、紀元節は廃止されま

したが、のちに「建国記念の日」と名前を変えて祝日となりました。

また天皇誕生日は、戦前「天長節」といわれ、在位している天皇(今上天皇といいます)陛下の誕生

日とした祭日でした。平成の元号では 12月 23日が天皇誕生日です。これまで在位していた天皇陛下の

誕生日も、現在では別の名前で祝日になっている日もあります。 4月 29日は「昭和の日 Jですが、昭和

の元号のときは昭和天皇の誕生日でした。 11月 3日は「文化の日」で、明治天皇の誕生日でした。
にいなめさい にいなめさい

そして 11月 23日は「勤労感謝の日 jとする祝日ですが、この日は「新嘗祭Jともいいます。新嘗祭は、
ぎしき

天皇陛下自らの育てた稲穂を収穫し、天と地の神様に奉納し、そのお米を神様とともに食べる儀式を
てんちょうせっ きげんせつ にいなめさい

する祭日でした。このように「天長節Ji紀元節Ji新嘗祭Jは天皇家にとって重要な祭日でした。それに
しほうせつ

加えて 1月 l日の元日も祭日です。戦前は「四方節」と呼ばれ、 1月 1日の早朝に天皇陛下が一年間の

豊作と無病息災を祈るもので、四方拝という祭把を行っているところからきています。この 4っとも天

皇家の行事で戦前は祭日でしたが、現在は名称が変わり、国民の祝日となっています。

げじゅん じにうじゅん

日本では 4月下旬から 5月上旬までの聞をゴールデンウィークとよばれる、まとまった大型連休が

あります。現在の政府は、まとまった休日を取りやすいようにする指針のもと、平日がはさまることも

ありますが、土曜、日曜日を含めると、長い連休となります。なお 5月 4日は、 3日の憲法記念日、 5

1::1のこどもの日といった祝日にはさまれていることから、現在ではこの日を「みどりの日 Jとして、国民

の祝日に定めています。

あわせて 3連休を意識的に作る目的で、現在では毎年同じ日ではなく何週巨かの月曜日に移動させて

いる祝日があります。例えば 1月第 2月曜日は成人の日ですが、かつては 15日に式典が行われていま

した。 7月第 3月曜日は海の日ですが、以前は 20日でした。また 9月第 3月曜日は敬老の日ですが、

こちらも以前は 15日でした。そして 10月第 2月曜日は体育の日ですが、こちらも以前は 10日でした。

このようにあえて三連休が取れるように祝日を移動させる制定がされています。ただし、戦前の天皇家

と関わる祭日が由来の祝日および春分の日、秋分の日はこのようなことはしません。また祝日が日曜日

になった場合、振替休日といって次の日の月曜日が休日となります。



最初に述べたように、祝日、祭目、祝祭日は意味としてはほぼ同じだと覚えてよいと思います。おそ

らくみなさんの若い日本人の友人はこの 3つを区別できない人がほとんどです。ただし戦前に生まれた
こう才しい

高齢の方は、子供のころに祭日と祝日は区別していた方もいます。そのことは覚えておいてください。
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I 1宗教への考え方
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みなさんの信じる宗教は、みなさんの人生にとって支えになるものかと思います。もちろん宗教に関

する捉え方は、人それぞれです。その宗教の決まりに厳格に従う人もいれば、その宗教のょいところを
しんこう

生きる支えにして信仰をする人もいます。まずみなさんが信じる宗教でも「イスラム教徒は00であるJ
しんとう

「キリスト教徒は00である」など、すべてをひとつの宗教を信仰する人々をひとつに括られるのは
い わ か ん

違和感があると思います。その前提で、日本人の宗教観を考えてみましょう O

先述したように、「私は無宗教であるjとしづ言い方をする B本人に多く出会います。「人聞が無宗教

で生きていけるのか ?J という感想を持った人は、まさに「その通りである」と思います。生きている

世の中には人を超える力が存在し、生きる上で支えになるのものが宗教であり、そして神々であるわけ

です。

どうも「私は無宗教である」はもう少し解釈を加える必要がありますね。これは言い換えるならば「私
しんこう とら

は特定の宗教を信仰していなしリと捉えるのが一番わかりやすいかと思います。つまりどの宗教にも、

よほど自分に合わない考え方でない限り、受け入れるところがあると捉えてください。
ぎれい

例えば日本には、こどもが生まれたときにお宮参りと呼ばれる誕生の儀礼がありますが、これは神道
けっこん けっこん

です。結婚式では、神道式で行う人もいますが、教会でキリスト教式の結婚式を行う人も少なくありま

せん。なくなった後は仏教式で、葬式を行う人も多数います。またお正月に出向くあ〕諸には神社にも行

きますが、寺院にも出向く人は多いです。そしてクリスマスも、キリスト教の宗教儀式に基づかなくて

も、ひとつの年中行事として受け入れられています。このように、よくいえば「すべての宗教に関して、
ひかく

大らかに受け入れることを考えている」ともいえます。この点に関しては、みなさんの感性と比較をし

てみてください。みなさんにとってその考え方を受容するかどうかはそれぞれですが、どうやら「無宗

教Jではなさそうだ、と大きく捉えてみてください。

なにゆえにどのような宗教でも受け入れているのか?これについてはいろいろな解釈がありますが、
やおよろずのかみ えいきょう やお

日本列島には八百万神がいる、とする考え方が影響しているのではないでしょうか。「八百」は「たく

さん、多数」という意味で、数字上の 800ではありません。例えば火の神、水の神といった自然の力を
すうはい

神としてみたものは自然崇拝でもあるので、みなさんの出身国の文化にもあるのではないで、しょうか。
やしき しせつ

また屋敷の神(つまり家屋の神)や船の神、そして道具の神様など、施設やものに対する神も存在しま

す。このように身の回りに多様な神様が存在している生活空間であることから、さまざまな神様を受け

入れる姿勢があるのでは、としづ見方です。

しんこう かいしゃく

もうひとつ、「私は無宗教である」を「私は特定の宗教を信仰していなしりとする解釈を別の角度から

考えてみましょう。日本語でr(あるひとつの)宗教に入っているJr (あるひとつの)宗教にはまって
びみょう しんこう

いるJという表現をする背景には、微妙な感情があるということです。ひとつの宗教の教えを信じ、信仰

を深めていくことは、何もおかしいことではありません。しかし「宗教にはまっているJといういい方は、



その人が理性を失って宗教に関わっているとする捉え方がどこかにあります。これは古くからある仏教

や神道以外の新興宗教に対して、複雑な感情を持っている人がいることから来ています。もちろん新興

宗教すべてが悪いわけではなく、またひとつの宗教として尊重されるべきなので、それらの宗教を深く
しんこう

信仰している人も多くいます。その意味では日本人の中でも多様な宗教観があるといえます。

けっこん そうしさ

日常生活の中で身の回りにいる八百万の神々、そして誕生や結婚、そして葬式といったライフステー

ジで関わる神道、キリスト教、そして仏教。実は日本人の生活空間には多彩な神々と宗教が存在します。
かんきょう

その環境の中で「私は無宗教ですJという考え方があり、そして「特定の宗教に深く関わる」ことに対す
びみょう

る微妙な心理があるかもしれない、と想像をしてみてください。
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~ 2神道と仏教

l34 

ちが

神道も仏教も E本人の生活の中に深く関わる存在です。神道、仏教は違う宗教ではありながらも、と

もに絡みながら発展していった歴史があります。また日常生活の中にも、ふたつは完全に別の宗教とい
うす かみだな ぶつだん めずら

う感覚は薄く、家の中にも神棚があって仏壇がある家は珍しいことではありません。また何か願い事

をするとき「神様、仏様jということばが出てくることからも、ふたつの宗教は、日本人の日常生活に神

様と仏様両方が存在しているといってよいでしょう。

神道と仏教の歴史であまり細かいことは知らなくてもよいと思いますが、ふたつの宗教の関係につい
えど

て簡単に知っておきましょう。まず江戸時代までは、すべてではありませんが寺の中に神社がある
じんぐうじ らが そうほう から うかが

「神宮寺」が存在しました。違う宗教ですが双方が密接に絡んで、いたことが伺えます。しかし明治時
いせ

代には天皇主権のもと、たくさんあった神社を統合し、神道は伊勢神宮を頂点にした国家の宗教としま
ぶんり しんぶつぶんりれい

した。これを国家神道といいます。このとき神宮寺は分離する政策がとられました。これを神仏分離令

というのですが、このときにふたつの宗教は全く別の存在として国家により規定されました。

へいぞん

しかし日本人の日常生活の中では神道も仏教も両方併存して現在まで、至っています。例えば、神社は
まつ まつ うじがみちんじゅ

その地域を守る神様が前日られていると考えられています。間られている神様のことを氏神、鎮守などと

いいます。その神様に守られているとされる地域の人たちは氏子と呼ばれ、神社のさまざまなお祭りの
ねむ ばか

運営に関わります。またその人たちは、その地域にあるお寺によって先祖が眠る墓を維持していきます。
まつ だんなでら

代々にわたって先祖を杷ってもらうためにお寺と深く関わります。そのお寺を檀那寺といい、その寺の
しんこ〉 だんか

信仰を支える家を檀家と呼びます。少し難しし市ミもしれませんが、地域を守る神様を支える氏子であり、
まつ だんか しんこう

また先祖代々を杷ってもらう檀家でもある、と考えてください。つまり日常生活において神道の信仰に
しんこう

も関わり、そして仏教の信仰にも関わる、ということです。このようにふたつの宗教が生活の中で深く

根ざす日本人は多くいます。

もちろん、日本人もさまざまな信仰のあり方があるので、自分の家は仏教徒であるけれど、「宗派は

何だったか ?Jとすぐに説明できない人もいれば、きちんと説明できる人もいます。また仏教にはいっ
そうしき

さい関わらず、神道のみを信仰し、葬式も神道式でやるという家もあります。都市部では「私は神社の
だんか はつもうで

氏子でもなければ、寺院の檀家でもなしリという方もいます。では、そのような方が神社や寺院で初詣
そうしき

をしないかといえば、する人は多いと思います。そして近年では葬式で、神道も仏教も両方関わらない

儀式で行う人もいます。このように神道、仏教との関わりは深いですが、どちらにも関わらないという

人も出てきています。

神道は戦後、国家神道からひとつの宗教法人へと移行しました。戦前は国家の宗教として神道は位置

づけられていましたが、それはなくなりました。日本国憲法でも第 20条一項で「信教の自由は、何人
また

に対しでもこれを保障する。し、かなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使しては

ならない。Jとあり、神道が政治的な存在として国民に示されることはなくなりました。しかし戦前も
へいぞん しんこう

戦後も、何かしらふたつの宗教は日本人の日常生活の中で併存して信仰されてきたといえます。

しんこう ちが しんこうかん

みなさんの信じる宗教や、その信仰のあり方とは違うかもしれません。このような信仰観をみなさん
しんこうかん

が受け入れるかどうかは、みなさんの信仰観をもとに考えてほしいと思います。しかし介護に関わる目



の前の人の神道、仏教に対する考え方、宗教に対する考え方は尊重してもらえればと思います。まず単

純に日本人の生活の中にふたつの宗教が存在する歴史が長くつづいていると捉えてください。もっとも、

みなさんが介護で関わる戦前生まれの方は、天皇家を中心とした国家神道のあり方を教育で受けている
ちが

ので、戦後生まれの方と神道に対する考え方に若干違いがあるかもしれません。しかしながら「日本人

の生活には神様(神道)も仏様(仏教)も身近な存在である」と大きく捉えてみてください。
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3固親への患い、先祖への思い

みなさんの育ってきた文化の中で、家族に対する思いはどのように表現できるでしょうか。お父さん、
えん

お母さんに大事に育てられた入、あるいはそういう縁がなかった入、さまざまかと思います。自分が経
えいきょう あた

験した親との関係は、 自分の人生に大きな影響を与えますね。みなさんにとって、幸せであった親子
ねんれい

関係あるいはそうで、なかったとしても、年齢を重ねていく中で、みなさんの育った国や民族の家族観を

考えながら、よい人生をおくってほしいと願っています。そこでみなさんが介護で関わる日本の家族観
いっぱんてき しょうかい

について、一般的な見方ですが紹介します。

みなさんの国でも同じかと思いますが、親は子どもの将来を考えて育てる義務があり、親に対して子
しょうがし、

どもは敬意を持って接するという姿勢はあります。 そして親への思に対して、子どもは生涯にわたっ

て報し、るという考え方が強くあります。親を大切にすることを「親孝行Jといいます。 この考え方は日本

特有とはいえませんが、あらゆる場面で「親孝行であるべき」 という考え方が、子どもにかかってきま

す。
、ご しせっ

例えば今介護を受けている方が施設に入る、あるいは訪問介護をお願いするのも、そのお子さんがす
いっぱんてき

るべきという考え方があります。また一般的には「子どもが親の面倒を見るのはっとめである」 と自分

自身も考え、 そして他の人からもそう見られていると感じています。 さらに親孝行を強く考えた場合、
はいせっ かいこ

「子どもが親の排世の世話をせずに介護士にさせるのか」という考えにまで、なってしまいます。「親孝行」

をどこまで考えて、親と子がどのように良好な関係を作るのか。 これにひとつの答えはありません。た

だ「親孝行」は大事で、あるという考えを否定する人はいなし、かと思いますし、本当の親子の幸せは何かに

ついて、みなさんは介護を受ける方とそのお子さんの関係を観察してみてほしいと思います。

そして「子どもが親に対して孝行するのは当たり前Jという思いは古くから根強くあり、 その考え方

が強くなると、介護の現場では子どもは多くの負担を感じるのも事実です。みなさんの目で親孝行のあ

り方について考えてみてください。 日本のことわざで「親孝行、 したいときには親はなし」があります。

これは、親の存在は生きている聞は子にとって当たり前の存在で、亡くなってはじめて親の大事さがわ

カミる、 という見方です。みなさんの育った文化ではどうですか。

「親を大事にするJをさらに深めると「自分が今この世にいるのはご先祖様のおかげ」という考え方に

なります。親のさらに上の世代、おじいさんやおばあさんを越えてはるか過去の自分につながる先祖は、

自分をそして家を守ってくれる神様である、という存在です。先祖は「ご先祖様Jと敬意を持っていわれ
ぶつだんまつ ぶつだん

ます。 ご先祖様はお墓、そして仏壇に杷られています。墓や仏壇は、自分の身近であった存在で、あった

家族(例えば亡くなった父母や祖父母)とともに、自分自身が生まれる前に亡くなった方であるご先祖
まっ

様を把っています。実はご先祖様とされる存在は固有名詞(つまり生きていたときのお名前)ではなく、
まつ まっ

100家の先祖」という意識で杷ります。日本人の先祖観で 50年がたつと「杷り上げ」といって、今まで

亡くなったご先祖様と一体になるという考え方です。 ご先祖様は家の神様として考えられます。仏教を
しんこう そうほう しんこう

信仰している方でも「神様」という見方をします。 ここにも日本で神道と仏教が双方関わりながら信仰さ

れていたことがわかるかと思います。

ご先祖様に対する思いも人によりさまざまですが、先祖代々つづく農家の方には「自分の家の田畑は

ご先祖様から受け高齢、だものだから簡単に手放したくない。パチが当たるJと、先祖から受け継いだも



のに対する深い敬意を持っている方も多くいます。もちろん農業をやめて田畑を売却する必要のある方
こうかん

もいますし、代々受け継し、だ田畑を条件のよい田畑と交換する方もいます。今を生きることを判断する

ことは大事なのですが、高齢の方の「先祖に対する思いは深い」という見方を想像してみてください。
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