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みなさんは自分の主張を明確にいう方ですか。それとも、自分の主張を強く言わない方ですか。自分

の考えや意見をきちんと言うことはとても大事なことです。また相手のことを考えて自分の考えや意見

を言わないのも、場合によってはEしいこともあります。自己主張を「するJrしないj で、物事の善

し悪しは決めにくく、使い分ける場面もあるのではないでしょうか。その前提で話をしていきたいと思

います。

みなさんは「日本人はあまり自己主張しなしリ「日本人は自分の意見をはっきり言わなしリという評価

を耳にしたことはありませんか。よくある日本人論だなと、なんとなく納得してしまうかもしれません。

しかしこのテキストでは「日本人は00で、すJでは括らないで、説明してきました。日本人にも多様な価

値観の人がいます。みなさんの国の人がみんな同じ気質や考え方ではないですね。それと同じです。で

はなぜ「自己主張しない、自分の意見を言わない日本人Jという表現がされるのか。その背景を考えて

みましょう。

けんきょ えんりょ

まず「自分を出し過ぎないというところを美徳として捉えるJところがあります。「謙虚Jr遠慮Jはそ
吋んきょ ひか

の中で使われる言葉です。謙虚は「控えめにすること Jr少し下の立場で、相手の意見を聞き入れることJ
けんきょひとがら ひか ひとがら

という意味です。たとえば「謙虚な，人柄」というと「発言が捜えめで、素直に相手の意見を受け入れる人柄J

を指します。「謙虚に反省するJというと「言い訳をすることなく相手からの助言を受け入れる」となりま

す。つまり自分の意見や考えを強く言わず、他人の意見を素直に受け入れることを指します。そして謙虚

な態度は、人づきあいの中で肯定的に捉えられます。

けんきょ

しかしよく考えてみてください。謙虚で、あるためには、自己主張をはっきりといえないのかもしれま
ふんいき

せん。そして自分の意見を周囲の雰囲気を考えずに言い続けると「わがまま」と否定的に取られます。な

ぜこのような見方ができたのか。あらゆる説がありますが、日本の社会では人生の長い期問、同じ場所

で同じ人たちと生活することが背景にあるのでは、といわれています。

例えば、生まれた場所で一生を過ごす、同じ会社で定年まで勤めるなど、長い期間同じ場所で同じ人

間関係が続くと、自己主張をして対立すると関係が悪くなってしまうので避けるようにしたのではない

かともいわれています。ただし自分の意見を言わないと何を考えているか伝わりませんね。仕事でも自
けんきょ

分の考えを言わないと前に進まないこともありますね。「謙虚で、あることは大事だ、が、場面によっては
こうてい

必ずしも肯定的な評価ともいえないのではないか。」そのように考えている日本人もいることは想像し

てください。

けんきょ えんりょ

謙虚とならんで「遠慮」という言葉があります。「遠慮」にはさまざまな意味があるのですが、「強く自

己主張しない」ことを美徳とする背景からの意味で説明します。
えんりよ

まず「遠慮」は「控えめにすること」に加えて「相手の気持ちやその場の雰囲気を思いはかること」

が強く意味に加わると捉えてよいと思います。例えば、自分はこのような意見だが、はっきりと言うこ



えんりょ

とが相手にとって、またこの場にとってよい結果となるかなと悩んだときは「発言を遠慮するJ(あるい
えんりょ

は「発言を控えるJ) ようにします。また駅で「おたばこはご遠意くださしリという放送を聞いたことがあ

るでしょう。これは「あなたは吸いたし、かもしれませんが、駅にいる他の方を思いはかつてたばこは吸

わないようにしてください。」という意味です。つまり自分のしたいことは他の人にとって必ずしもそ
えんりょ

うではないと考える、それが「遠慮j となります。

けん舌ょ えんりょ

「謙虚Jも「遠慮」も強く自分を出さないことで肯定的に捉えられてきました。ただし、同じ日本人でも

多様な考えを持っています。はっきり自己主張しないと仕事がうまくし、かないこともあります。また相
けんきょ

手がショックを受けることでも、はっきりと言わないと解決しないこともあるでしょう。単純に「謙虚」

や「遠慮Jであればよい訳ではないと考える人が日本の社会にもいることも想像してください。
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I 2. rおもて怠しjのむ
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「おもてなし」は英語ならば hospitalityになります。お客に対する心を込めたサービスを指します。
かんたい

もとの意味は「持て成す」が「歓待をするJという意味で捉えてよく、接頭辞の「お」がついています。

「お」は漢字で「御Jになりますね。つまり対象としているものをひとつ上に上げて自分の位置を下に置く

ときに使いますね。先述した「客」を「お客」とすることで対象をひとつ上に上げることになります。「お
かんたい

もてなし」というのは主人あるいは訪問を受けた家が、お客に対して心からの歓待をするという意味で

す。

たきがわ しょうち

滝川クリステノレさんが、 2013年に行われた東京オリンピック招致のプレゼンテーションで「お・も@

て・な@し」とひとつずつ音を区切って発音をし、世界中の人たちにこの日本語が広がり、また日本人

も「おもてなし」という言葉をより身近に使うようになりました。街中の飲食屈の看板や雑誌にも「当直

のおもてなしJiみなさんをおもてなしいたします」という言葉を見かけるのではないでしょうか。古く
だれ

からある言葉なのですが、誰もがこの言葉を気軽に使うのは、ここ最近のことといっていいかと思いま
しょうちたきがわ こかんたい

す。実は五輪招致で滝川さんが「おもてなし」を表現したのは、日本の伝統文化の中に心を込めた歓待を

する姿勢があり、それが「おもてなし」であると知ってもらうねらいがあったからだと思います。

ここでみなさん、考えてみてください。みなさんの育った国や民族の文化にも hospitalityはありま

すよね。何も日本だけではないだろう。その通りです。ではなぜ「おもてなし」は日本の伝統文化と関わっ

ていわれるのでしょうか。

実は「おもてなしjは相手に押しつけない、さりげない行為として捉えられているところがもとにあり

ます。つまり「あなたをおもてなししますJは、もとの意味からすると違和感があるのです。もてなす側

が相手に対してはっきりいっているので、それはさりげない行為とはいえないで、すね。つまり本来のお
，t;，νきょ

もてなしは、 riもてなすJと簡単に相手に語らず奥ゆかしさ、謙虚さ、そして華美にこだわらずに今自
かんたい かび

分にできることで相手を歓待する」と捉えてください。つまり本来のもてなしは「言葉j、そして「華美な
かんたい かんたい

もの」で明確に歓待するよりも、心の次元で歓待するという意味があります。さりげないもてなしです

から、お客はそのときに気がつかずに、翌日になって、あるいは何年かたって「ああ、あれはあの人が
こころづか

心遣いしてくれたのだな」と気づくこともあると捉えてください。

「おもてなしjは言葉にしたところで「おもてなし」ではなくなるといいました。しかし、「何のおもて
にもの

なしもできませんが、家にあるもので、作った煮物です。よかったらどうぞJと、不意に来たお客さんに

家にあるお酒と食材だけで、作った料理を出すといった例は、言葉で「おもてなし」を使っていますが、さ
かん?とい

りげないおもてなしといえます。無理に寿司を出前で、取ったりせずに、家にあるものでお客を歓待する

ことが本来のおもてなしといえます。日本の伝統文化では特に茶道で「おもてなし」のあり方が深められ
か L ふま

たといえます。ものではなく心で、そしてさりげなくお客にお茶とお菓子を振る舞うあり方が、茶道に

はあります。

とうれい

この日本語の意味を深く説明できる日本人はそう多くはないと思いますが、高齢の方は、ここ最近の
いわかん

「おもてなしJとしづ言葉を多く耳にすることに違和感を持っているかもしれません。さりげなく相手を
かんたい

歓待するのがおもてなしですので、言葉でいった途端にもはや「おもてなしJではなくなるのですね。し



かし現在使われる「おもてなし」は単純に
かんたい

「歓待j の意味で、使っています。 言葉は時代により使われ方、

意味合いが変わってきます。けっして間違いではないのですが、「おもてなしの心」はさりげなく、そし
こころづ ふく 左ら

て今相手が気づかなくても後で気づくようなちょっとした心遣いを含むと捉えてください。

介護の現場で「おもてなしの心」をどう捉えるか。難しいですね。介護を受ける方に「こうしてほしし汁

といってもらって動くのが基本でしょうが、 「この方はこうしてほししゅミなJと読み取り、

てあげるならば、それは「おもてなしの心jでの行動といえるでしょう。

さめさ為、
持活餅(か法Iぜこ)も
どぜいきとす
ともろそ?どうぞ

さりげなくし
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I 3. rもったいない」のむ
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「もったいなし、」という言葉を英語に訳そうとしても、そのままの意味の単語はないといっていいで
む だ ろう U

しょう。あえて近い表現をするならば、「無駄な使い方をしているJ1浪費しているJという意味で waste

という単語を使い、It'swaste!あるいはWhata waste!と表現できるかもしれませんが、やはり「もっ

たいなし汀の意味がうまく伝わっていません。みなさんの母国語と日本語を対訳したときに、必ずしも
いっち

ぴたりと一致しない表現や言葉はあるかと思います。「もったいなしリはまさにそれで、 wasteでは表

現しきれない文化背景があります。

「もったいなしリには、「本来あるべきものを十分に活かしてきれていなしリという重要な意味があり、
けんやく

それを生かすために「節約J1倹約Hこつなげて十分に活かす‘こと、と考えてみてください。
す

例えば大根を料理するとき、白い部分を使って葉つばを棄ててしまうことがあります。葉っぱはゴミ
す っ

として棄てられますが、料理のできる人からすれば、この葉つばを漬け物にします。本来食べることが

できる葉つばを棄てるのは、大根全体を十分に活かしていないと考えると、それは「もったいなしリとな
す

ります。しかし「葉っぱは食べなしりと考える人もいますね。食べないならばゴミとして棄てることは
ろうひ

「浪費」とはいえないで、すよね。
ろうひ

つまり「もったいなし、Jは「浪費しなしリの意味合いもありますが、「ものを最後まで活かし切るJとこ
もやわん つぶ

ろに大きな意味があると考えてください。ご飯を食べるときにお茶碗にご飯粒が残ったりします。それ
とら こうれい

はお米、ご飯を最後まで活かし切れていないという感覚で「もったいなしリと捉えます。特に高齢の方で
ちやわん こめつぶ

戦争の前後で食べ物に苦労した方は、茶碗に米粒を残さない教育を受けていますので、きれいに食べる
こころが

ことを心掛けている方も多くいます。

「もったいなしリは節約、倹約と大きく関わります。例えば近くのある!苫で 100円の商品が、少し遠い

ですが別の居で 98円で、あったとします。みなさんはどちらを選びますか。 12円ぐらいならば近くで買

おう j と思う人もいるでしょう。そして 2円ぐらいならば 100円と変わらない、とも考える人もいるで

しょう O しかし少しでもお金の値打ちを活かしたいと考えるならば 98円で買わないと「もったいないJ

となります。その 2円は貯金箱、あるいは小銭入れに入れて次の買い物に活かすように考えます。見方
けんやく ところが

によっては「けち」と見る人もいますが、節約、倹約を心掛けているとも考えられます。

例えばみなさんが介護を受けている方に買い物を頼まれたとします。「あの屈では 324円で、売ってい

るので、そこで買ってきてねJと頼まれた場合、みなさんに 500円玉 1枚と 10円玉 2枚、 1円玉 4枚
しはら

が渡されることがあります。それは 524円をお屈で支払って、おつりを 100円玉 2枚 (200円)でもら

いたし、からです。おつりが細かくならないようにしたし、からもありますが、ここでは小銭である 10円

玉と 1円玉が、その値打ちの中で十分に活かされた使い方をしていると捉えてください。

もし 500円玉 1枚で、支払って 176円のおつりをもらったならば、あらかじめ渡された 10円玉 2枚、

1円玉 4枚に加え、 100円玉 1枚に 10円玉 7枚、 5円玉 1枚、 1円玉 1枚を持ち帰ることになり、用意

された 24円の小銭は十分に活かされなかったことになります。「結果は同じではないで、すか。きちんと

買い物をしましたよ」といえばそうなのですが、小銭をきちんと活かして使いたいという気持ちは「もっ

たいなしリの心からきていると捉えてみてください。もちろんそのような買い物をしても、「もったいな

い」の心を強く持たれている方は、きっとその小銭を貯金箱に入れることでしょう。



少しで、も小銭を貯めておきたいという考え方をみなさんはどう捉えるでしょう。「私もそうです」とい

う人もいれば「細かいお金のことばかり考えているばかりいられないJIお金に細かいのは嫌だJとさま

ざまなでしょう。多様な考え方でよいのです。ただ、みなさんにとって、「もったいなしリは「十分にも

のや食べ物そしてお金を活かし切れていないかjという見方があるということを想像してください。そ

して貯金箱を使って小銭を貯めていくのも、のちのち小銭を十分に活かしていくための心構えからきて

いると捉えてください。

2 

ヰ

おつり
スッキ1)

x 1 

おっリx 71開削品、ザヤー

X 岳

324丹の買い物
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1本音と建前

みなさんは100さん、また会おうね。また電話するね。近くに来たら家によってね。」などと、知り

合いの人に別れ際にあいさつで言われたことはないで、すか。そのように言われたので¥近くに来たつい

で、にその人の家に寄ったら「何か用なのワ jと言われるかもしれません。相手が言ったとおりにしたのに、

なぜそのようなことを言うのでしょう?またアルバイト先でいっしょに働く日本人の仲間に 100さん、

日本語とても上手だね」と、自分の日本語に自信がないにもかかわらず言われたことはないですか。と

ころがその人がアルバイトをやめるときになって 100さん、あなたの日本語よくわからなかったから、

仕事がしにくかったよ」などと言われることもあるかもしれません。ならば最初から言ってくれればい

いの(:::...・。と思いますね。なぜ、このような発言をするのでしょうか。

いっぱんてき

そこには本音と建前の考え方があります。本音は「正直な自分の気持ち」であり、建前は「一般的なつ

きあし、をする上で、の形式を整えた態度Jといえます。「電話するね。近くに来たら家によってね」は「あな

たとの関係は、さほど深いわけではないけれど、まだまだ、つづきますjという意味で、使った建前の表現
とつぜん

です。本当に電話をするか、家に突然やってくることを許す心があるかどうかは別です。また「日本語

がとてもと手」という建前は、「あまり上手で、はなしリと本音で、思っていても、それをそのまま相手に伝

えたら仕事をする上でおたがいの関係が悪くなるのでは、と思うところにあります。

「はっきり言ってよ」とみなさんのなかには思う人もいるでしょう。それも正しい感性です。しかし相

手に対してふたつの意見を用意することは、みなさんの文化の中でもあるかもしれませんね。例えば、

あなたの友人が「私の着ている服、とてもいいでしょう O 似合っている?Jと聞いたときに、もしあなた

が「似合っていないなJと思ったとします。それをそのまま言うか、それとも「うん、とても似合ってい

るよ」と言うか、さてどちらでしょう O あなたが「相手は着こなしの助言を求めている」と判断したら本

音で言うかもしれません。しかし「似合っている、といってほしいjと感じたならば、たとえあなたが「似

合っていないなJと思っても「似合っている」という建前をいうかもしれませんね。このような本音と建

前は、どの人間にも起こるやりとりですが、なぜ日本人論の中で語られるのでしょう。

せ主

それにはいろいろな説がありますが、日本の社会が長く狭い共同体の中で常に顔を合わす人間関係に

あるためでは、といわれています。王直な意見をおたがいぶつけ合うとおたがいの関係が悪くなってし

まうのではなし、かという考え方です。正直な意見をいうことは自己主張でもあります。自己主張を通す
ひか せま

ことで他の人の意見と対立するよりも、主張せずに控えめにした方が狭い共同体の中では良好な関係が

続く、という考え方です。現在の日本の社会では、国際化の流れの中で、自分の意見を積極的に言って

議論を戦わせることは重要であるという考えもひろがってきています。

さて本音と建前が介護の現場ではどのように出てくるでしょうか。例えば、みなさんが介護を受ける
はいせつ

方の排世の始末をしていたとします。みなさんはあまり上手にお尻を拭いてあげられなかったと感じた

とき、介護を受ける方はどのように言うでしょうか。 100さん、上手に拭いてくれたよ。またお願い



ふ

します。」と言うか、 100さん、お尻拭くの、下手だったよ!次はきちんと頼むよ!Jと言うか。前者

は建前かもしれませんね。本音を言って気を悪くしないでほしい、関係を悪くしたくないという心理が

あるかもしれません。後者は本音ですね。自分の感情を素直に伝えて、次は改善してほしいとはっきり

言っています。みなさんはどちらがよいですか。本音で言ってもらう方がよいと思われる方、多いので

はないでしょうか。その場合、みなさんは相手が建前で、言っていると思うならば「本当にうまくやれた

かな ?Jという想像はしてみてください。そして「ひょっとしたら気をつかっているかも」と想録をし

てもらえればと思います。
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2.義E聖と人'1宵

日本人現在の日本人が日常の会話の中で「義理と人J情」をいっしょに使うことは少なくなりましたが、

「義理」と「人情jはそれぞれ別々に使うことはよくあります。 このふたつ論ではよく使われる言葉です。

をいっしょに使うことでどのような日本社会の背景が見えてくるでしょう。

もう少し言葉となります。「義理jとは多くの意味がありますが、「対人関係における守るべき道理」

日本独自

ヲー

」

どの民族でもありますね。

のことではありません。また日常の会話のなかでよく耳にするのは「義理の父母」といったいい方で、
いっぱんてき けっこん

の場合には義理は「血のつながっていない父母」となり、一般的には結婚相手の父母となります。

これはどの国、を選ぶと「人付き合いの正しいあり方」となります。

のお礼を返すのが大事である、

身近なところでは贈り物を相手から受け取ったならば、
おく

もし贈り物をもらって何もしないと「義理を欠く」といって、
とら はじ

聞に顔向けできないこととして捉え、それは「恥」

ここで重要なのは「人間関係」と「血のつながっていなしリのふたつで、す。おおよそ社会は親族だけで成

つきあう相手に対して恩を受けたならば、そ

一方的な人間関係ではなく、相互関係が基本にあります。

こちらからもお礼を申し上げ贈り物をすると

り立っていませんね。あらゆる人と人間関係を結びます。

と考えます。

とても人間関係の中で世いった関係です。

であり、人としての道徳に反するという意識を強く

持ちます。
けっこん

また義理の父母も、結婚相手の父母ですから、他人同士でありながらも親子関係であるという意識で

つきあいます。血はつながっていなくても親子であるという考え方で人間関係を築くことが重要です。

このように義理は「血のつながりを前提としていない人間関係のあり方と深め方Jが大事になります。

「自己

あるい

あえて日本人論で、語られるところとなると、義理を果たさないと「恥」であると考えることと、
ぎせい ぎ止い

犠牲」という言葉で語られるところがあります。自己犠牲は、

は命に関わることでも相手に尽くすという考え方です。自分の命を捨ててまでとは、

たとえ自分にとって不利なこと、

?

で

か

っ

と

な

う

w
牲

い
れ
犠

う

が

ど

分
白
同

h

えとたまれここはみなさんの社会観、生命観の中で比較してほしいことですが、

も自分の子ども、孫の代で思が返ってくるという考えが基本にあります。つまり個人同士の人間関係を

超えて、世代を超えた人間関係、を前提としています。
あた

これは古く日本の武家社会の考え方に由来しています。主人は家来に対して思を与え(例えば土地や
あた ぎせい

を与える)、家来は主人に対して戦のときは命を投げ出すという関係で、すO 命を犠牲にする家来は、

これが日本の会社組織でも、会社と働自分の家を代々その主人が守ってくれるという考えがあります。

く人の関係にも受け継がれたともいえます。

で「相手を思いやる気持ちJが基「人としての自然な心のあり方J「人情」も多くの意味がありますが、

本です。相手を思いやる気持ちが強い人を「人情に厚い」といいます。人情も人間関係を前提とした言葉

なのです。ただし義理は「物事の道理」、つまり正しいあり方を意識しており、人情は「相手を思いやる

このふたつが対立するこを強く意識します。義理も人情も大事な人間関係を示す言葉ですが、気持ち」

ともあります。

ぬ寸

自分の知り合いがものを盗んだことにあなたが気づきました。悪いことをしたので周りに知

らせる、警察に知らせることはものの道理です。つまり世の中のため、その人のこれからのためにも「義

例えば、
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理」を通す態度です。しかし、その人がはじめてやったことで、反省しているならば「蘇っていて、藍ん

だものを返すようにすすめよう」という気持ちも起こります。これは「人情」です。この義理と人情の間
なや いたばさ

で悩むことを「義理と人情の板挟み」といいます。おそらくみなさんも現代の日本人も「悪いことはきち

んと反省して隠さなしリと考える方が大半でしょう。日本の社会も大きく変わってきています。

ほうけん

このように「義理と人情Jは、日本の歴史から見ると武士社会の封建制度下で基本となった人間関係で、
えいきょう あた

あり、近代以降も会社組織などあらゆる人間関係の中で影響を与えていたといえます。

額ま告を認め、手がら記よって

武士
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みなさんが日本で生活をしていて、例えば何かの仕事の責任者を決めないといけない場合、あるいは

会議で、ク、、ルーフ。の代表者を決めなければならないとき、その場で立候補をして決めるという機会は意外

に少なし、かもしれません。例えば、職場のグ、ノレーブρで、掃除の責任者を決める打ち合わせで、いきなり iO
そうじ とつぜん

Oさん、掃除の責任者になってくださいJと突然言われることは、ほぼなし、かと思います。もしその人

に掃除の責任者になってほしいならば、ミーティングの前に iOOさん、次のミーティングであなたを

掃除の責任者にするように決めるけど、いし、かな」と事前の了解を得ることをします。このように事前

に了解を取っておいて、正式なミーティングで決定するような方法を「根回し」をすると呼んで、います。

「根回しjは、木を移植する際の作業で生まれた言葉です。木を別の場所に移すときに、いきなり引き
抗 、

抜いて移植すると枯れやすくうまくいきません。そこで移植前にあらかじめ木の根もと周囲の土を掘っ

ておいて、土中に伸びる根の主要な部分をのぞいて切っておく作業をしてから移植します。そうすると、

秒

くために事前の準備をしておくことを指すようになりました。

それでは、なぜ「根回し」が日本の社会のあらゆる場面で行われるのでしょうか。それは本音と建前で
せま

も書きましたが、狭い社会の中で長く同じ人間関係が続くことから生じたのではなし、かといわれていま

す。

例えばある会議で、グループリーダーを決めるとき、 Aさんと Bさんが立候補したいと考えているとし

ます。その際、多数決投票で Aさんが選ばれたとき、 Bさんは Aさんと、そして Aさんを支持した人

たちとは、これから先うまく行かなし、かもしれません。それであれば事前に A さんと Bさんの両方を

取り持つ第三者が「今回は A さんに立候補してもらい、 B さんは立候補なしで次にしてみませんか。 J

と伝え、 Bさんの立候補を辞退させる、あるいは最初からしないように持っていきます。このことでグ

ループではAさんのみが立候補者となり、反対なく決定したと見ます。

さて、みなさんから見たらこの進め方は「民主的ではなしリと思いませんか。それは正しい見方です。

Bさんは立候補する権限を事前に放棄するように持っていくので、組織としては Bさんの意志をつぶし

たことになります。このような決め方はよくない、とする見方は現在の日本でもいわれていますが、そ

れでも事前に本人の意思を確認するといった「内諾Jを前提に物事をすすめていくことは、現在も行われ

ています。日本の国会も、公式の委員会などで議員が議論する場合でも、事前に質問は用意されその準

備をして答弁をするといったスタイルで、す。その場でいきなり出る質問に基づいた議論は基本的にはあ

りません。これも根回しのひとつといえるでしょう。また会社で、も役所でも、会議とは別の場所で物事

を決めて調整をしてから、正式な会議で事前に相談をしていたことを公式に決めていくというスタイル

はよくあります。

では、この「民主的で、はなしリとする決め方がなぜ行われているのでしょう。それは、長く日本の社会
いっち

で、多数決よりも全会一致で決める方式を好んで、きた背景があります。つまり反対意見なく参加者全員

が認める決定方式です。このことは「自己主張しない日本人Jとする考え方とも関係します。例えば会議

において全員承認する方向で議題が進んでいたとします。しかしあなたは「反対だな」と思ったとします。
ふんいき

そのとき「私は反対です」というのは、なかなか難しい雰囲気を作ることになります。そのため、意見を



いわないという方法をとる人もいます。反対であっても「反対をいわなしリという態度です。

みなさんは、そのような流れに順応するのもひとつの考え方で、すO しかし「私は00と思いますJと大

多数の意見と違うものでも、自分の意見をいうこともまた大事かと思います。長く日本の慣習にある「根

回しjについて、みなさんその育ってきた文化を基本にして、「自分の意見をいう j あるいは「その場の

様子を見る」などを考えてみてください。

ことはこうしたら
もっといいんじゃないかな?
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「和」は、日本人論の中で最も重要となる言葉かもしれません。ほとんどの日本人は「和」という言葉に
こうてい

対して肯定的な考え方を持っています。「和Jは、長い日本の歴史の中で、日本列島に住む人々により、
けいしょう がいねん

心の中に継承されてきた概念といってもよし、かと思います。

まずは歴史的な始まりから考えてみます。「和jが人々の生きる姿勢と関連して出てきたのは、 7世紀

(604年)に聖徳太子が作った十七条憲法によるところが大きいかと思います。そこには「和をもって尊
ちょうてい

いと記されていました。憲法といってもいわゆる法律としての意味合いよりも、大和朝廷のもとで統

治される人民の生き方、心構えについて書かれであるものといってよいです。この言葉の意味は「みん

な仲良く協力し合って生きていくことはとても大事なことであり、尊いことである。人民はそうあるべ
がいねん

きである」という意味です。この概念は、のちに律令国家といわれる法律に基づいた国家から武家によ

る支配下の国家、そして近代国家へと、国家統治の移り変わりの中でも人々のあるべき姿として受け継

がれています。

では、どうして国家統治と関わるのでしょうか。例えば農民はお米を作ってそれを税として国家に納
ちょうてい えど はん

めます。聖徳太子の時代は朝廷に、江戸時代は領土を統治する藩あるいは幕府にお米を納めます。支

配者にとって税であるお米が納められることはとても重要で、そのためには農民が協力し合って田を作
しゅうカユく

り、収穫の作業をしないといけません。おたがいが手伝いあわないことが、最もよくないと考えられ

てきました。そのため「和」を大事にして農作業に励むようにと伝えられたものなのです。

よい意味で「和」を捉えるならば協調性になります。グループの人間関係を大事にし、おたがい手伝い

あうことがとても重要になります。各人が好き勝手な行動をせずに、グ、ノレーブ。全体のことを考えるとい

う見方です。小学校の教育でも「みんな仲良くしましょう JI粋を大事にしよう Jという、おたがいが手

を取り合って行動をすることが大事であると教えます。おそらく多くの日本人はこの考え方に疑問は持

たないかもしれません。

しかし「和」という言葉を別の角度から考えてみましょう。クループDで、行うことや相手と協力し合うこ

とを優先すると、自分のやりたいことができなくなる、あるいは自己主張がしづらくなるという面もあ

りますね。例えば先に述べた「みんなで協力し合って田んぼで働きなさしリといっても「私は別の作物を

作りたいから一緒に働かなしリとなると、わがままとも取られますし、支配者からすれば税であるお米
しゅうカミくえいきょう き-rな

の収穫に影響をします。また「粋が大事」といっても、人聞はおたがいが好きな人もいれば嫌いな

人もいます。なぜ議いな人との事ょが大事と考えないといけないのか。そういう疑問も出てきますね。

そのことに対する明確な回答ができる日本人はそう多くはないかもしれません。「和J、そしてそのこと

ばと関連し「みんな仲良しJI紳」という言葉には、絶対的な理念ととらえているかもしれません。大事

なのは自己主張と全体の行動のバランスを考えること、たとえ嫌いな人でもし、かに業務に限ってうまく

やっていくことができるかなのですが、なかなか難しいですね。

みなさんはアルバイトで、シフト制のお屈で働いたことはありますか。自分の希望する時間帯に勤務

時間を入れようとしますが、全体の運営を考えて、なかなか希望通りにし、かないこともありますね。ま

たシフトにあたっていない時間に他の人が休んだために「居に出てきてくれないか」と頼まれることが
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ありますね。そのときにどう考えますか。もちろん自分の意志で判断することでよいのですが、「困っ

たときはみんなで協力し合って」という考えを強く持ったならば、無理に出勤する人もいるかもしれま

せん。「和」が絶対的に大事で、あると考えた場合、そのように行動してしまうかもしれませんね。

つ がいねん

「和」は、長く日本社会における「人との関わりを示すあり方j として、現在も受け継がれている概念

です。そして「和Jは、協調性を前提とするとともに、自分の考えを出しにくい面もあるということを、
て〉カミく

みなさんの育ってきた文化と比較しながら考えてみてください。
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