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~ 1. r Iまじめまして。よろしくお願いしますoJ 

みなさんは、生まれ育った国や地域でいろいろなあいさつを身につけたかと思います。年上の人や友

人そしてはじめて出会う方に対して、様々なあいさつのノレールがあったのではないで、しょうか。挨拶は
しょうちょう

その国の文化を象徴するものですね。上下関係をはっきりさせる、対等であることを大事にする。そ

れぞれにその国の社会的なあり方と関わっているとみていいですね。

いっぱんろん けいこう

一般論ですが、日本の社会では上下関係を考えないあいさつは、あまり受け入れられない傾向にあり

ます。敬語をどう使うかが日本語で難しいことと関わるかもしれませんね。でも、敬語の使い方に気を

つかってばかりいると、話もしづらいですね。

「敬語がわからないとコミュニケーションはとれなしリとあまり考えずに、相手へのあいさつで重要な

「万能のあいさつ」をまずは意識して、話をするようにしてください。難しい敬語の使い方はいろいろ

な人とのやりとりで慣れながら学ぶとして、この章では忘れずに意識してほしい「万能のあいさつ」を
Lょうかい

紹介していきます。「万能のあいさつ」は、“まずはこれを忘れないでほしし、"というあいさつです。

まず「よろしくお願いします。」についてです。では、みなさんがこれからお会いする介護を受ける
いっぱんてき こうれいしや ねんれい

組.IJの人たちを想像してみましょう。みなさんから見て介護を受ける方々は一般的に高齢者で、年齢の面

から見ても目上の方です。

そのとき、みなさんがこれから目の前の方に介護の仕事を始める前に、まずは「よろしくお原品、しま
れいぎ

す。 Jということばを意識して、話をしてみてください。「よろしくお願いします。」は、「礼儀をわきま
ふく

えてこれからあなたと関わります」という意味合いですので、上下関係のみならず、対等な関係も含め

てさまざまな方々との人間関係にも使えます。

もし、初めてお会いする方でしたら「はじめまして、よろしくお願いします。 Jの「はじめまして」をつ
すベ

ければ、あいさつの滑り出しはとてもよいです。何度か会っている方でしたら、その日の時間帯に合わ

せて「おはようございます。よろしくお願いします。Jiこんばんは。よろしくお願いします。 j とつづ
すベ

けるとよいです。まず介護する方に会ったときの滑り出しのあいさつで「よろしくお願いします」は、相

手に礼を尽くしながら会話ができる「万能のあいさつ」であると思ってください。

「よろしくお願いします。 Jをよりていねいに伝えるならば、「します」を「いたします」に置き換え

て「よろしくお願いいたします。」となります。この「いたします」の方は、完全に年上の方に使うあい

さつではありますが、「します」でも全然無礼にはなりません。ここはあまり気にしすぎないで、ください。

ていねい

また、より丁寧なことばとして「どうぞよろしくお願いいたします。 jの「どうぞj がつきます。この

「どうぞj がつく場合は「いたしますJにした方が、より伝わります。

たとえば、介護をする相手と初めてあいさつをするときを想像してください。



「こんにちは、 00さんJrはじめまして、 00さん」で相手に呼びかけることになりますが、このあ

とに加えて「よろしくお願いしますj がつくと、相手の方はきちんと礼を尽くして介護に当たってくれ

るのだなと、安心感がわきます。

これに加えて、みなさんのお名前を入れて自己紹介するとさらにみなさんと相手との聞にコミュニ
じようきょう

ケーションがとりやすい状況ができます。 「はじめまして、
れいぎ

00さん。私はムムといいます。 どうぞ

よろしくお願いいたします。Jこれで、相手に対して礼儀を重んじた初対面のあいさつになります。

みなさんは人との関わりで「初対面が大事」と感じたことはないですか。最初に話しやすい人と感じる

と安心感がわきます。その安心感は何か?これは社会により違うと思います。親しさや、対等性が大事

な社会もあります。全世界共通しているのは笑顔だとも思います。そして日本の社会では、まずは礼を

尽くす関係性が大事だととらえている人が多いです。それを表す最初のあいさつが「よろしくお願いし

ますjです。 このことばを軸に様々なあいさつパターンを自分なりに作ってみてください。

j翼習~やってみよう~

二人一組になって、声に出して練習してみましょう O

「はじめましてJrよろしくお願いします(し、たします)J 
じぎ

2)次に、挨拶の順番に気をつけてお辞儀もあわせて練習してみましょう。

. rはじめまして0 よろしくお願いします(し、たします)J 

.軽くお辞儀をする
あいさつじぎ あいさつ じぎ こころが

※挨拶とお辞儀は同時におこなわず、挨拶をしてから軽くお辞儀をすることを心掛けましょう O
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2. rお元気で、すかJr体調はどうですかJ

たが

はじめて会ったときから 2回、 3固と介護する方に会う機会がつづいていくかと思います。すでにお互

いに介護する、されることをしていますね。その際のあいさつで、相手が一番話をしやすくなる「万能の

あいさつJがあります。

それは相手の体調を気にかけることばです。前回、介護する相手と会ったときとどう相手の様子が変
づか か い ご

わっているか、その相手を気遣う気持ちがあると介護の関係はより深まっていくように思います。

づか

その「万能のあいさつ」は「体調はどうですか」です。まずは体調を気遣うことばがあると相手は話し

やすくなります。「こんにちは、 00さん、体調はどうですか ?J と聞くと、前回会ったときとどう変

わりましたか、と相手を気遣っている意味合いが出てきます。この、相手と前回お会いした際の様子と
けし、ぞく

比べて体調を聞くあいさつは、人間関係の継続を示す意味合いもあります。「前回と比べて自分の体調
づか

はどうなっているのかなということを、この人は気遣ってくれているJと相手も受け止めるものです。

このあいさつと同じ意味合いで「お加減はどうですかjもあります。ここで特に注意したいのは、あく

までも介護される側は年上であることを意識してほしいということです。病院などで「体調はどう?J 
び かんじゃ かいご

「お加減はどう ?Jと、文章の語尾を省略して患者さんに話しかけるお医者さんがいますが、介護の現場
ねんれいてき かいこ ごび

では年齢的にも介護を受ける方は年上ですので、語尾を省略しない方がよりよい関係性が作れると思い

ます。

また体調を聞くあいさつに「お元気ですかJは、あまり使わなし、かもしれません。寝たきりで元気が持

てない人に「お元気で、すか」というあいさつは、自分の様子をわかってくれていないと介護を受ける方に

受け取られることもあり、使うことを避けることが多いです。明らかに調子が悪い人に「お元気ですか」

は少し複雑な気持ちでとられますので、使わない方がいいかと思います。ただ、相手が「介護を受けな

いといけないが、自分は元気にやっているjという気持ちの強い人には、このことばはより健康な人に

対するあいさつに近いので、伝わりやすし、かと思います。あるいは「元気そうですね」と、より積極的に伝

えてもいし、かもしれません。

「体調はいかがですかJiお加減はいかがですかJという気持ちは、相手を思いはかつている気持ちを伝
ふん いき か い ご たずさ

えることができます。それは相手の雰囲気を介護に携わるみなさんが観察し、それが相手に伝わるこ

とでとても良好な関係につながります。

つぎに、あいさつのときに伝えてしまうことばで、少し注意して考えてみるものを紹介します。こ

れらはあくまでも相手を思いはかつてのあいさつという意味でとらえてください。たとえば「今日は顔

色が悪いですね」は、受け取る人によりますが、自分の調子が悪いことを相手から素直にいわれること

をよく思わない人もいます。もちろん、直接いってもらえる方がよいという人もいます。「本音と建て

前Jにもつながりますが、自分の状態が悪いことを、そのまま正直に言われることをつらく思う人もい

ます。けっして正直に相手の症状が悪くみえることを素直にいうべきではない、といっているわけで

はありません。最初のあいさつの段階で、きつい現実を言われると落ち込む人もいるかな、と想像して

みてください。そしていわない方がいし、かな?と思ったときは、症状が悪そうに感じたことをいわな



かし、ご しんらい

いようにしてみてください。介護している方との信頼関係が深まり、相手の性格が自分なりに理解でき

たときには100さん、こんにちは。今日は少し体調が悪そうですね。」ということもあってもよし、かと

思います。

いずれにしても、まず相手との関係性を作る段階でのあいさつでは「体調はいかがですかJが一番相手
きよりかん

に伝わりやすいあいさつかと思います。それは相手の心に踏み込みすぎないこと、相手との距離感を意

識したあいさつとして日本の社会では受け入れられやすいあいさつかと思います。

j躍~やってみよう~

1 )二人一組になって、声に出して練習してみましょう。

「体調はし、かがですかJ1お加減はし、かがですかJ
いす こし

2)次に、椅子に腰かけている相手に、芦をかけてみましょう。

※目線の高さに注意して声をかけてみましょう。
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I 1" rごめんくださいj協やましますJ

介護する方の家を訪れるときのあいさつについて考えてみましょう。「こんにちは、 00で、すj とあ

いさつのあとに自分の名前をいうだけで十分な訪問時のあいさつにはなります。これが基本です。ただ、

相手の生活空間にはいっていくときに、勝手にはいっていくことは失礼で、あるという感覚はありますね。

まずは「相手の生活空間にはいらせていただきます」と自分を一段下の立場においてするあいさつに、

「ごめんくださしリ「おじゃましますJなどがあります。ここでは 3つの場面ごとに、それぞれのふさ
しょうカ功、

わしいあいさつを紹介します。

一つ目は、「ごめんくださしリです。「ごめんくださしリは、相手の家に訪問する前に伝える最初のあ

いさつとして使います。最初、家に訪問するときに「ごめんください。こんにちは、 00です。 j でて
れいぎ

いねいな訪問時のあいさつになります。「ごめんくださしリは訪問した際の第一声として、礼儀を知っ

たあいさつであると捉えてもらえます。

さて、家の人に「どうぞ入ってくださしリといわれました。

げんかん

ここで二つ目の、「おじゃまします」です。この「おじゃまします」は、玄関から屋内に入るときに
げダんかん

使います。屋外から玄関を通るときも、相手の生活空間にはいることから、ひとつ下がってていねいに
じゃま

表現していきます。ここで何も相手の「邪魔」をしにきたのではないことは明らかですね。もちろん「失

礼」をしにきたわけでもありません。

かいご ね

そして、介護を受ける人が寝ている部屋に入るときもひとこと「おじゃまします。」あるいは三つ目

の、「失礼しますJのひとことがあって「こんにちは、 00さん、体調はどうですか?Jと相手の方に
じゃま

向かつてあいさつができると相手とのやりとりがしやすくなります。「お邪魔します」と「失礼します」
びみょう ちが

の微妙な違いはあとで記します。

さて、皆さんの中には「仕事として介護に来たのだから、ここまで一歩下がったあいさつをしないと
ひかく

いけないのかしら ?J と思う人がし、るかもしれません。ここはまずご自身の文化と比較しながら考えて

ください。まず介護をするあなたと介護をされる方は対等な存在である、ということは大事なことです。

そこは常に心がけつつ、相手の生活空間にはいっていくときに、段階を経て相手に近づく必要があるこ
げんかん かいご

とも理解しましょう。屋外から相手の家に入る前、玄関を通って入ったとき、そして介護する相手がい

る部屋に入るとき。それぞれの段階で少しずつ相手の生活空間にていねいな態度で、入っていく慣習が、

日本の社会の中では作られてきました。

げんかん

それが玄関では「ごめんくださしリから始まるあいさつであり、家の中に招き入れてもらうと「おじゃ

まします」といって入る、さらに介護の人の部屋に入るときにもう一度冒頭に「失礼します」があると、

介護する人との会話に入っていけます。



とびら

あなたの育った社会でも、扉のあるところに入るときにはまずノックをするのではないでしょうか。

ノックは「中に入っていいですか」の確認となりますね。また中から、 OKの返事があったら入ります

が、そこでのやりとりはどうでしょうか。英語ならば、 Comein.の芦がしたら、 Hi!か Hello!で、いける
て〉均ミく

ことが多いですね。みなさんの育ってきた文化と重ね、比較しながら、日本の社会で外から内に入るあ

いさつは、段階ごとにことばがあるのだな、と捉えてみてください。とはいえ、難しく考えずに「ごめ

んくださしリ「おじゃましますJr失礼します」と空間を通りながらひとことあれば、とてもていねいな

訪問のあいさつだと家の人たちにも介護を受ける人にも捉えてもらえます。

だま

まず家に入るときも目の前にいる人にも「こんにちはJのあいさつがいえることが一番重要です。黙っ

て家に入ることは無礼になるので、この「こんにちは」のあいさつは必ず守りましょう。その上で、「ご

めんくださしリ「おじゃましますJr失礼しますj が加わると、さらに今後の介護を受ける入、そしてそ

の家族が好感を持って家に招き入れてもらえると思います。

j 演習~やってみよう~

1)二人一組になって、声に出して練習してみましょう O

「ごめんくださしリ「おじゃましますJr失礼します(し¥たします)J 

2) 次に、一人が少し離れたところから相手に声がけして、徐々に二人の距離を縮めてみましょう O

※玄関から家の中に入っていく自分を想像しながら声をかけてみましょう。
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2 轄に入るときの万能なあいさつ「財はす』

介護を受ける方がいるお部屋に入るときですが、何もあいさつせずに入室するのはよくありませんね。

相手のいる生活空間に、何もあいさつせずに入るのは不自然であると理解できると思います。これは「無
おそ

礼」な態度と取られてしまう恐れがあります。

入室の際、いちばんあいさつで、使いやすいことばは、「こんにちはJ(時間にあわせて「おはようござ

いますJ1こんばんはJ)です。そのことばの前にぜひ加えてほしいことばは、「失礼します」です。

「失礼します」は、相手のいる空間に入っていくときに、自分も入らせていただきますといった意味

合いを持つ、ていねいな表現です。日本の社会においては内側と外側を意識する傾向があります。たと

えば神社に鳥居がありますね。あれは単なる門ではなく、鳥居より内側が神のいる空間、外側が人間の

いる空間と明確に境界を意識しています。もっとも、そのことを強く意識している日本人ばかりとはい

えませんが、「内と外」という感覚は大変強く持っている傾向があります。みなさんが育った社会の中

にもあるかと思いますが、家の中、そしてお部屋の中は、私的な内側の空間として強く意識しているの
きんちょう

で、他人が入ってくるときには、少し緊張の気持ちを持ちます。これは家族同士でも内側と外側につ

いてはとても意識します。お母さんが子供の部屋に入るときには 100君、お部屋入るね」といってノッ
だま

クはしますね。黙って入ってくることには、家族であっても不快感が出てくる人も多いでしょう。特に

介護にうかがった家に上がって、さらにその部屋に入るときには、みなさんは家族ではなく他人として

入っていきますね。その場合には一歩ていねいに自分の立場を相手より下げて「失礼します」といって

入っていきます。つまり敬語としての意味合いをもっ表現です。「失礼します」の「失礼」はこちらに

非があるようにとらえられる意味もありますが、この場合は、非があるのではなく「あなたの空間に入

らせてもらいます」という相手への敬意を表す意味合いで使われます。これは介護の世話に行くみなさ

んが、仕事としてうかがうのではありますが、入室の際に使うと、相手への敬意が伝わり、相手との会
ひ か く て き ちょうよう けいこう

話もうまく行くと患います。日本の社会では比較的、長幼の序を重んじる傾向があります。つまり年

下の人が年上の人に敬意のある言葉づかいをすることが一般的です。みなさんは介護される方よりも年

下であるでしょうから、入室の際には「失礼します」が、あいさつの最初にあるとょいと思います。

さらに「失礼します」といって入室するときに軽く一礼をしてはいると、とてもていねいなあいさつ

とみてもらえます。一礼は深くお辞儀をするのではなく、軽く頭を下げながらで大丈夫です。またより

ていねいな表現で「失礼いたします」もあります。「し、たしますj の方が「します」よりもよりていね
れ い ぎ

いな表現ですが、「失礼します」でも十分に入室の礼儀は伝わります。

じゃま

「失礼します」とは別に「お邪魔します」という入室の際のあいさつがあります。「お邪魔しますJ
じゃま

は家を訪問したときから入室のときに広く使えるあいさつの表現です。したがって「お邪魔します」を

使ってもかまいませんが、広く使える表現なので、みなさんが、たとえば日本人の友人宅を訪れたとき

にも使えるあいさつでもあります。介護される方はみなさんより年上でしょうから、「失礼します」が
じゃま

お邪魔しますよりも一段上のていねいな表現かと思います。

最後にお部屋を出るときにもひとこと、「失礼しました」とあいさつに使うのがよいでしょう。退室
まちが

のとき「失礼します」でも間違いではありませんが、一般的には「しましたJを使います。このときに



出る方向に向かつて「失礼しました」ではなく、部屋の中、介護を受けている人の方に体と顔を向けて

軽く一札しながらいえると、最後まで相手への敬意が伝わるやりとりとなります。「失礼します」は相

手の生活空間に入るときの、冒頭のあいさつとして万能のことばであると思います。

j関~やってみよう~

1)二人一組になって、声に出して練習してみましょう。

「失礼します(し、たします)、おはようございます。」

「失礼しますれ、たします)、こんにちは。J

「失礼します(し、たします)、こんばんは。J

2)次に一人が、訪問する時間を相手に伝え、その時間にふさわしいあいさつをもう一人がしてみま

しょう。
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1. rさようなら」よりも『またうかがしEますJrお元気で、お過ごしくださいj

とし、うことばは、「またね」
あいさつ

みなさんは、その場を離れるときにどのような挨拶をするでしょうか。

「また LINE

「さようなら」ということばは日常の会話で多くは使わないかもしれま

これは「今この場ではあなたと離れるけれど、おたがいの関係は続きますJ

「またメーノレするねJまた「また電話するね」友人同士でのやりとりではよくありますね。

するね」もありますね。あまり
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らですね。英語の Seeyou later.の意味と重なります。別れ際のことばは、

と

「し、つでも

てし、く前提で話した方がいいですね。

はな

もしみなさんが、介護を受ける人のベッドから離れるときには rooさん、またうかがいますねj
あいさつ

挨拶をすれば、とても安心な気持ちでいられると思います。毎日顔を合わせるのであれば、
はな

戻ってきますよ」という意味合いでその場を離れることばを使った方がいいです。

、と あいさつ

あるいは訪問介護で、家に行った帰りの挨拶を考えて見ままたみなさんが、介護を受けーる人の病室、

とと加えてみれば、しょう。そのときに「さようなら」につづけて rooさん、またうかがし、ますねJ

ても安心をしてもらえます。ここではむしろ「さようなら」は特に使わずに、「またたずねてきますよ」

という意味があるあいさつの方がよいです。

それは「お元気でそして相手の健康を気遣うことばが挨拶の中であるとよいのではないでしょうか。

ということばで、相手の健康を思いはかるひとこと「お大事になさってくださいj、、、L
V

、

さ

と

だ

る
く

あ

し

に

ご
わ
拶

過
肘
挨

お

が
とても安心に思ってくれるのではないでしょうか。

いっぱんてき あいさつ

ということばについて少し考えて見ましょう。一般的な別れの挨拶として使う

しと使うでしょう。

「さようならj

基本的な表現ですね。みなさんは学校から出るときに先生に対して「さようならj

かしアルバイト先で帰るときにお屈の人には「お疲れ様でした」

さて、

「さようならJは基本

「こんにちは」よりも使う場面は多くないかもしれません。その意味
あいさつ

また訪れることを考えての別れの挨拶である方がよし、かと思います。

を使いますね。

的な表現であるにもかかわらず、

では、

あいさっ

ただし人間関係が続くことを前提とした挨拶は意識するにしても、ひとつ注意しておきたいことがあ

ります。それは敬語を意識することです。しかしそうはいっても、なかなか正確に使うことは難しいで
まちが まちが

日本語を母語としている人もよく間違えます。母語ではないみなさんにとっては「間違えること

もあるかな」くらいの気持ちでよいのですが、それでも気をつけたいのは、文末の省略はしないことで

という表現を病院の受付で帰り際に挨拶でいわれます。けっして無礼で

はないのですが、みなさんが年下で介護を受ける方が年上となる場合がほとんどかと思いますので、そ

の場合は、文末の省略は避けた方がいし、かな、と心掛けてください。やはり

すね。

す。例えば「お大事にどうぞ」

「お大事になさってくださ

「お大事に「してくだ

といってしまうこともあるでしょう。少しぎこちない表現ではありますが、文末まで省略せず

ではなくここで「なさってくださしリと最後までいう方がし、いと思います。

さし、JJ 

」、，
v
L
V
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に伝えると、気持ちは伝わりますので¥心掛けてみましょう。

かいご しんらい

みなさんと介護を受ける方との信頼関係が深まるにつれて、親しい会話のやりとりになることもある
はな あいさつ

でしょう。それはそれで、よいことですが、その場を離れるときの挨拶では「またねJIじゃあねJIお大

事に」という省略した表現よりもしっかり文末まで、いってみましょう O

最後にその場を離れる挨拶で「またお会いできればと思っています」といった「お会いする」という
ふつう

表現があります。けっこう普通に使っていますが、正確には「またお目にかかりますJIまたお目にか

かれればと存じます」となります。しかしここまで正確に敬語を使える人はそう多くなし、かな、と大き

く構えていてください。実際に使っていきながら、正確な敬語は覚えていくことができます。そのため

にまずは文末を省略せずに伝えるように心掛けてください。

j演習~やってみよう~

1 )二人一組になって、声に出して練習してみましょう O

「またうかがいますねJIお元気でお過ごしくださし1
いす こし

2)次に、椅子に腰かけている相手に、声をかけてみましょう O

※目線の高さに注意して声をかけてみましょう。
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2 自曜を出るとき「失礼しますoJ 

「万能なあいさつJのひとつとして「失礼します」について説明しました。ここではもう少し「失礼
はば

します」の幅広い使われ方について説明します。

これから介護をする相手のベッドに近づくとき、 100さん、こんにちは。体調どうですか。これか
あいさつ

らおむつを替えますね。失礼します。」と挨拶の最初に使える言葉でもありますし、またすべて終わっ

たあとに 100さん終わりましたよ。夫礼しました。」とその場を離れるときにも使える言葉でもあり

ます。このように「失礼します」はさまざまな場面で使うことが可能です。

れいぎ

「失礼Jという言葉は、直接的な言葉で考えると「礼儀を失う」になり、とてもよくないこととして
あいさつ

捉える言葉ですが、どうして挨拶のときの万能な言葉として使われるのでしょうか。それは相手の生活

空間に他人が入るときには、相手に対して、他人である自分は「あなたの生活空間を尊重しています」

ことを示すものだからです。

1 1失礼Jなことをこれからしますよ」と、そのままの意味で捉えるのではなく「あなたの生活空間
ていねい

に私は立ち入らせてもらいます」という丁寧な敬語表現として使われるのです。

ふ ふろ

例えばみなさんが介護の仕事で相手に向き合うときに、体を拭いてあげたり、お風呂に入れてあげた

り下着を取り替えたりしますね。みなさんの仕事は、当然ですが相手の体に触れないとお世話はできな
ふ

いことが多し、かと思います。ここで相手の体に触れるということは、自立して行う生活空間、行動に入っ

ていくことであり、このときに相手に対して「失礼します」と一言伝えて、相手の体に触れる介助をし

てあげると、相手は安心感を持っと思います。なぜならば介護を受ける相手は、本来は自立して自分の

生活をしたいと思っている人がほとんどではないで、しょうか。 トイレに行くのも、お風呂に入るのも自

分でしたい、と思っていますが、それができなし、からみなさんに介護してもらっているのですね。その

ときにみなさんが「介護をしてあげる」ではなく「あなたの生活空間にはいって、手伝わせていただき

ますねj という気持ちを持ってもらえるならば、その「失礼します」は介護を受けーる相手に対して、自
そ

身の生活空間、そして行動に寄り添ってもらえていると思ってくれるはずです。

もう一度整理します。「失礼しますJは、「あなたの生活空間、行動を尊重して立ち入ります(ました)J 

という意味合いを持っています。そこで「自宅を出るとき「失礼しますJJについて説明します。ここ

でいう自宅は訪問介護をした先の家と考えてください。そこには介護を受ける相手がいて、ご家族もい

るでしょう。自宅を訪問する段階で、相手の生活空間に入っていくことになります。まず相手の家に入
れいぎ

るときに「失礼します」があると礼儀を分かつている人であると、受け入れてもらえるでしょう。そし

て介護の仕事が終わったあとに「それでは失礼します(しました)Jとしづ言葉があると、「ご家族の生
かいご よ そ とら

活空間にはいって、介護を受ける方に寄り添う作業をしてくれた」と捉えてもらえます。相手の生活空
あいさつ

間に立ち入るときに「失礼します」、その場を立ち去るときの別れの挨拶として「失礼しましたJがい
れいぎ しんらい

えると、相手はあなたに対して礼儀をわきまえた信頼できる人と受け取ってもらえると思います。特に
はな

その場を離れるときに使う「失礼しました」はとても大事で、すし、英語でいう Seeyou.に比べてより相

手そしてそのご家族を尊重した表現となります。介護が終わったとき、相手のベッドから離れるとき、
あいさつ

部屋を出るとき、そして訪問介護ならば自宅を出るときの「失礼しました」がとても大事な挨拶表現で



あることを知ってください。

介護の仕事はなかなかハードな仕事ですね。みなさんも辛いと思いながらも「仕事としてやること」

と割り切って考えるでしょう。それでよいと思います。ただそれに加えて「きっと自分でトイレはした
ふろ

いだろうな、お風呂に入りたいだろうな。」と想像しながら仕事をしてもらえれば、「失礼しますJ["失
あいさつ

礼しましたJと部屋や家を出るときに挨拶できるあなたに対して、相手そして家族から敬意を持ってみ

てもらえると思います。

j j寅留~やってみよう~

1 )二ノ¥一組になって、声に出して練習してみましょう。

「失礼しますJ["失礼しました」
にぎ はm

2) 次に、一人が相手の手を握って離してみます。その時、手を握る前に「失礼しますJ、

手を離した後に「失礼しました」と相手に話しかけてみましょう。
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~ 1. rありがとうございますJrありがとうございましたJ

「ありがとうございます(ました)Jは、まず相手に対する感謝の気持ちを伝える言葉ですね。みなさ

んの母国語にもある表現かと思います。「ありがとう」は、相手に思いを伝える上でとても重要な言葉
まちが

であることに間違いありません。

日本で生活していると、この「ありがとう」のことばは、日常よく耳にします。例えばみなさんが外に
いっぱん

食事に出たとき、会計の前後でお居の人は「ありがとうございます(ました)Jをいいますね。一般にお

屈でお買い物したときには耳にすることばですし、みなさんがアルバイトをしているときもこの「あり

がとう Jがいえないと、お客さんに感じが悪いと捉えられるでしょう。また電車に乗っていても駅員さ

ん、乗務員さんの「ご乗車ありがとうございますjといった車内放送もよく聞くでしょう O 他人同士が何

かしら社会の中でおつきあいをする際、日本の社会では「ありがとう」の言葉を多用しているのかもしれ

ません。

ここでみなさんの育ってきた文化と比較して、日本の社会における「ありがとう」という言葉を自分

なりに評価をしてみて下さい。「ありがとう」を言い過ぎではないか、感謝の気持ちがこもっていなくて

形式的かな、と感じているならば、それはとてもよく日本の社会を観察しているといえます。ただし「だ

から私は「ありがとう」はいわないJということを勧めているわけで、はありません。みなさんがアルバ

イトで会計をしているときに、「ありがとうございました」をいわずにお客さんにおつりを返したならば、
しゃ ζ うぎれい

それは低く評価されてしまいます。残念ながら形式的な、少し難しくいうと社交儀礼としての「ありが

とう」もあるということは、理解してみて下さい。「ありがとう」をいってさえいればよい、のではなく、
ぎれいてき

儀礼的な「ありがとう Jもあるのか、と見てもらえるとよし、かなと思います。

さて、ここでみなさんが介護の現場で出会うだろう「ありがとう」を考えてみましょう O まず、あなた

が介護している本人から「ありがとう」を言われたとき、それはあなたの仕事にたいする表現であると思

います。心から喜んで「どういたしまして」といえればよいのではないで、しょうか。また介護を受ける方

のご家族から「ありがとう Jを言われるときもあるでしょう。それも同様にとらえて下さい。

ただし、残念ながら、介護を受ける人もそのご家族も「ありがとう」の一言を言ってもらえない場面に

出会うこともあります。あなたの仕事に満足していなし、から、ということもあるかもしれませんが、多

くの場合、素直に「ありがとう Jがいえない人もいることは事実です。「ありがとう」が多く聞かれる日本

の社会であっても、それを言われないことが、あなたの仕事を必ずしも否定しているわけではない、と

も捉えて下さい。

それでは逆にあなたが、適切に自分の気持ちを伝えられるように「ありがとう」をどの場面で使うか、

考えてみませんか。例えば、あなたがおむつの取り替えをしているときにrooさん、少し体を動かせ

ますか」と伝えたときに、あなたがおむつを取り替えやすくなるほど体を動かせなくても、少しでも動



かしてくれたら 100さん、動きにくいのに、ごめんなさい。体を動かしてくれて、ありがとうござい

ます」といわれると、介護を受ける人が努力をしていることをあなたが理解してくれていると思い、相

手はうれしいはずです。相手の少しの努力に対して「ありがとう Jがいえる感性を、身につけてみません

か。

残念ながら形式的な「ありがとう Jという挨拶が多いのは事実で、また形式的でもいわない場面もあり

ます。しかし介護の場面で、相手を思いやれる「ありがとう」がいえるのが一番よいことかと思います。

ごび

また「ありがとう」のあと「ございます(ございました)Jと語尾までつけるのは、特に年上の方に(年

下であるみなさんが)その気持ちを伝えるときにつけると、自然な会話になって良し¥かな、と思います。

少なくとも日本人の友達が使うであろう「あざっすJなどの略語は、絶対に仕事の場面、特に介護を利用

する人に対しては使わないようにした方がよいです。

j 演習~やってみよう~

1)二人一組になって、声に出して練習してみましょう。

「ありがとうございます。J1ありがとうございました。」

※言葉と一緒に、表情にも気を配ってみましょう。笑顔で言えていますか?
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2， f(大変)申し訳ありませんでしたJrすみませんでした」

自分に何かしらの失敗があった場合、「申し訳ありません(でした)J rすみませんでした」を使います。

「申し訳ありません」の方が「すみません」よりも一歩相手より下がった立場で、謝罪の意思を伝える

意味合いが強くあります。ただし、あまり気にしないで下さい。

おく

例えば、みなさんの日本人の友人が待ち合わせ場所に遅れてきたとき、「し、ゃあ、大変申し訳ない!J 

と言うこともあります。本来、友人同士ならば「ごめん(なさし、)J rすみません」でいいはずが、一歩下

がる敬語表現で使う例もよくあります。敬語の使い方からしたら間違いになるのですが、あまり考える

と敬語の使い方を気にしすぎて言葉が出てこなくなってしまいます。日本語を使う場面で、若い人に限
J二うれい

らず高齢の方も正確に敬語を使えるとは言いがたいと思って下さい。

あともう一つ意識してほしいことがあります。先ほどの「ありがとう jと同様、「申し訳ありません」

などは日本の社会でよく耳にする表現です。お1古で注文したものが来ないことを居員に伝えると「申し

訳ありません。伝票を確認します」といいます。ここで「申し訳ありませんJrすみませんJがないと、居
おく

員は非常に感じの悪い対応をしたととられます。電車の乗務員が「事故のため 3分ほど遅れて出発しま
たいへん

した。お急ぎ、のところ大変申し訳ありませんJといいます。

このような謝罪の言葉について、みなさんの育ってきた文化から見て同じ感覚ですか。それとも謝り

すぎですか。まずはここから考えて下さい。「そこまで謝らなくても， ，・1と思うならば、その感覚は大

事にして下さい。しかし日本の社会で経験する日常生活では、失敗に対して何かしら謝罪をすることを

前提とした状況に出会うかと思います。「謝罪がないといけなしリをどのように考えるか。みなさんの

価値判断の中で「自分が正しいと思ったことは、たとえ周りに批判されても通すべきである」という考え

もあるでしょう。しかし「申し訳ありませんJrすみません」からはじまる人間関係もあるかな、と別
まちが

の観点で考えて見てください。謝罪の言葉が会話の中で多く聞かれるのは、間違いに対して反省が足り

ないことのあらわれかもしれません。しかしまず相手の希望や予定に影響を与えたことに対して、「申

し訳ありませんJrすみません」は使うべき言葉と捉えてみてください。この言葉によって、相手の感
まちが

情をこじらせずにすむことも多くあります。不満を持つ側が相手からの謝罪がない場合、相手の間違い

に対する不満を大きく感じていくことがあります。「あの人は一言もあやまらない。一体どのような教
ふく けいこう

育を受けてきたんだ!ダメだ!Jと、相手に対する悪い評価が、だんだん心の中で膨らんでいく傾向が

あります。それを防ぐ一言として捉えてください。

介護の現場では、例えばおむつを替える際に用便の始末をしてあげる仕事がありますね。おしりをき
ふ ふ

れいに拭いてあげられるようにしたいですが、相手にとってうまく拭いてもらえなかったという不満の

言葉が出るかもしれません。そのときにあなたは「きちんと拭いてあげたのに」という不満の気持ちを
ふ

持っかもしれません。そのときに「本当は自分で拭きたいのだろうな」と相手を思いはかつてあげてく

ださい。そして「うまくできていなかったですか。申し訳ありません。次は気をつけてやってみます。」

と伝えてあげてください。そこで次に介護を利用する人と介護をする人の関係を整えていくこともでき

るかと }~Jいます一。

また介護の現場では、明らかに自分が悪くなくても相手に責められることはあるでしょう。そのとき



に、「それは遣います」と自分の考えを素直に伝えてよいと思います。ただしここで少しだけ、難しい

ですが、譲歩してみましょうか。「し、ずれにしても気分の悪い思いをさせてすみません。 j と伝えれば、

相手の誤解も静まる可能性はあります。

まらが

「申し訳ありませんJIすみません」は、たしかに自分の間違いを相手に示す言葉ではあります。し

かしそれよりも相手の行動や希望に添えない結果になったことに対しての、最初の言葉と捉えてみてく

ださい。

i ;翼習~やってみよう~

1 )二人一組になって、声に出して練習してみましょう。

I (大変)申し訳ありませんでしたJIすみませんでした」

※言葉と一緒に、表情にも気を配ってみましょう。どうですか?相手の気持ちが伝わってきました

か?
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~ 1細やかなマナー

介護を利用する方のご家庭を訪問したときの、ちょっとしたマナーについて考えて見ましょう。

あいさつ あいさつ

先述したように、訪問時の挨拶(1ごめんくださしリ「おじゃまします」など)は必要ですね。まず挨拶
げんかん

をしたあと、先方から「どうぞお入りください」といわれてから入るようにします。それまでは玄関の
げんかん くつ ぬ

外で相手の返事があるのを待ちましょう。そして家の中に入りました。まず玄関から靴を脱いで上がり
くっそろぬ くつぬ げんかん

ますね。このときに靴は揃えて脱ぐようにしましょう O いちばんよいのは靴を脱いだあと、玄関の方に
そろ

靴先を向けて揃えることです。ただ、みなさんの周りにいる日本人の友達もそのことができているとは
ぬ くっそろ

限りません。しかし「だから自分もしなくてよい」とは思わずに、脱いだ靴は揃えるだけでもマナーが
こころが

よいと感じてもらえますので、心掛けてみましょう。そしてもう一歩細やかにマナーを意識したいなら
くっさき げんかん Z ろ

ば、やはり靴先を玄関に向けて揃え直してください。

ろうか

次に廊下を歩いてお部屋に入ります。ご家庭によっては、みなさんにお客様用のスリッパを出される
たたみじ

でしょう O それを使って歩いて行くときに注意してほしいのは、畳敷きの部屋に入るときは、そのスリッ
: b土

パを脱いで、ください。現在の日本の住宅のほとんどは、スリッパを履いて移動で、きる空間になっていま
たたみ ぬ

すが、畳の部屋だけはスリッパを脱ぎます。またトイレを利用するときも、別のスリッパが用意され

ていますので、それに履き替えましょう。

すぐに介護の仕事に入る前、あるいは終わった後、客間に案内されることもあるかと思います。もし
たたみじ

畳敷きの客聞に案内されたとしましょう。そのときに座布団が出されています。いちばんよいのは、座

布団にすぐに座らずに、しばらく座布団の横に座って、相手から「どうぞ座布団をお使いくださしリと

いわれてから座布団を使います。ただし、こちらもそこまでできる人はなかなかいません。難しいな、

と思ったならば、すぐに座布団に座ってもよいので、まず正座で座ってみましょう。難しし、かもしれま
あし

せんが、最初にあぐらをかいて座るよりは細やかさが伝わります。正座すると、脚がしびれてきますね。
あしくず だいじようぶ

その際、早いうちに「脚を崩させていただきます」と一言言えば、大丈夫です。その後であぐらをかい

たり、横座りしたりしてよし、かと思います。

えしゃく

そしてお茶やお菓子を出されることもあるかと思います。そのとき出してもらったときに軽く会釈

(少し頭を下げる)ができると、細やかさが伝わります。そしてお茶に口をつけるときに「いただきま

す」と一言いえるとよいです。あと、お茶が入っている湯飲みは持っところはないですね。できれば片

手で持ち上げて、もう片手で湯飲みの下を支えて静かに口元に持っていくと、大変細やかな飲み方とみ

られるでしょう。片手だけで飲んでいても、けっして礼を失しているとはいえませんが、いちどやって

みましょう O カップとソーサーでコーヒーがでたときも、片手でカッフ。を持ってもう片手でソーサーを
そ とら

持って添えて飲むと、細やかな飲み方に感じるかと思います。それと同じ感覚と捉えてください。また

お茶を飲むときには、静かにすする音で飲むのがし、ちばんですが、あまり気にせずに、みなさんがコー

ヒーや紅茶を飲むときと同じ感覚でよいです。



お茶とともにお菓子が出されることもあるかと思います。 ひとりひとりに出されるものもあれば、大

きな寵にたくさん入っていて、中から自由に取る形で出されることもあります。みなさんは若い方です

マナーを気にしすぎることはないのですが、お菓子を手に取るとき、一言「いただきますJ とし、ので¥
こ二ろが

えることは心掛けてみましょう。大きな寵から取るときもたくさん取るのではなく、少しずつ取ってみ

るとよいと思います。あとはお菓子を口に入れたときに、食べている口の中が見えない程度に、手を口
4そ

元に軽く添えられるとよいです。

細やかなマナーがで、きていると、相手から好感を持ってみられると思います。 しかし、あまり気にし

すぎずに考えてください。細やかなマナーは「知らなければならないj ではなく、 「知っておいて損は

ない」 と考えてください。

演習~やってみよう~

くつぬ そろ

1 )靴を脱いで、、揃えてみましょう。
そろ 〈つ

2)揃えた靴は、 どこに置くのが良し、か話 L~合ってみましょう O
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2極力し本いようにするマナー

細やかなマナーがで、きていると、とても相手から好感を持たれますが、極力しないようにするマナー

を意識するのも、大事かと思います。みなさんの育った文化の中でも「これはやってはいけーなし1 ある

いは「やらない方がよしリというマナーはあるかと思います。日本に来て職場や町中、また家を訪ねて

は「なぜこれをやってはいけないの 71 と思った経験はありませんか。みなさんの育ってきた文化の中

では理解しがたいかもしれませんが、知っておいて損はない、極力しないようにするマナーを考えますO

とうちゃく おく

まず訪問先に到着する時間についてです。約束した時間から早すぎても、また遅れるのもあまり好

感は持たれません。予定の時間よりかなり早い時間に着くと、先方の家の準備が間に合っていないこと

もあります。また遅れるとたとえ 5分でも不快に思う方もいます。

かつての B本の社会は、そんなに時間にうるさくなかったのはたしかなのですが、現代においては分
びんかん

刻みで、敏感に時間について考えている人もいることは知っておいてください。少し早めでも 5分程度、

定刻より遅れるときは電話を入れるとした方がよいでしょう。

「極力遅刻をしなし1 については、みなさんの育ってきた文化の中では「時間に細かすぎるのもよく

ないのではj と思う人もいるでしょう。それでよいと思います。しかし、みなさんが仕事をされる日本

の社会では、意外に細かく考える人もいるかもしれないという想像はしてください。

たたみ とびら

さて、訪問して部屋に入ります。畳の部屋の場合、だいたい扉がドアではなく引き戸になっていま
しきいふ たたみ

す。引き戸の下を敷居といいます。部屋に入るとき、この敷居は踏まないようにしてください。また畳
ふち ふ

には l枚ごとに縁がついています。そこも踏まないように歩いてみましょう。このことについて説は定

まっていないのですが、空間と空間の境界に関して、日本の文化の中ではとても重要な意味づけをして

いるという考え方があります。

例えばみなさんが見かける神社ですが、ここに鳥居がありますね。鳥居を境にして中が神のいる空間、

外側が人間のいる空間を示していて、鳥居はその境界になります。

げんかん

また、お正月の玄関にしめ縄をします。これは玉月のときに家の中に神がいることを指します。日本
としがみさま むかげんかんぐち

の正月文化は毎年、歳神様という神様が家を訪問するという考え方があり、神様を迎える玄関口にしめ

縄を張り、家の中を聖なる空間とします。

もっとも、このことをとても意識している日本人が今どれだけいるかなのですが、境界に関しては無
しきいたたみふち ふ

意識のうちに重要視しています。そこで敷居や畳の縁を足で踏まないというのは、これらがちょうど

境界にあたるからという説があります。「足で、踏むJというのは何かしら大事にしていないという感覚
ふ こういとら

があり、境界にあたる場所を踏むことは無礼な行為と捉える人もいます。「そこまで考えなくても」と

みなさんの中にもそして日本人の中にもいます。ただみなさんのなかでは敷居や縁は「踏むj のではな

く「またぐj ようにしてください。マナーをとても意識する家であれば、そこはしっかり見ています。
しきいふちふ ふ

もっとも、もっとシンプルに「敷居や縁を踏むと傷んで、しまう」と考えてみてもよいです。これらは踏
ふ まちが 二ころが

まれることを前提としていないので、何度も踏みつけると傷みやすいのは間違いありません。心掛けて

極力しないようにしてみてください。



みなさんが案内される部屋は、介護をする方のいる部屋か客聞かと思います。通された部屋の中にあ
7こま めずら

るものを、ご、家族の方に黙って手に取ることはしない方がいいです。例えば「珍しい本だな」と思っ

て勝手に手を伸ばすと、「人の家の物を黙って手にとって」と思われることもあります。できる限り黙っ

て家の備品に手を触れないようにすることは心掛けてください。

また最近の日本の家屋は、台所と食事をするところが一体となっている間取りが多いのですが、台所

が独立している間取りのところもあります。何か用事がある場合を除いて、あまり台所の中をのぞくの

は避けた方がいいです。台所は、基本お客さんを通すところではないので、あまり見られることを好み

ませんので、極力しないようにしてみてください。
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I 1部塵にある詩編、i識について
しんこう

みなさんにとって生きる支えになるのが宗教であり、信仰カミと思います。また宗教は、自分の育った
ちが

文化の基礎となるものです。違う宗教を信じていても、おたがいの宗教を尊重することが、相手を尊重
かいごふくしし

することにつながります。相手を尊重し、生きる支えとなることは介護福祉士の仕事とも関わりますね。
ちが しんこう

相手を思いはかる気持ちで、みなさんと違う信仰のあり方を見ていきましょう。

いっぱんでき

日本人は一般的に「自分は無宗教j という感覚を持っています。「無宗教Jといういい方は、みなさ
い わ か ん

んには違和感があるかもしれません。それは正しい感性です。もう一歩、理解へと深めてほしいので少
いっぱんてき

し解釈すると「日本人は無宗教Jではありません。一般的に「特定の宗教を深く信仰しない」人が多
しんこう

いと考えてください。そして「古くから日本列島で信仰されている宗教、そしてその中心となる存在(神、

仏)を受け入れる」ところがあるのです。

みなさんが介護をする人の自宅を訪ねたとき(あるいは仕事でなくても日本人家庭を訪ねたとき)、古
かみだなぷつだん かみだな ぶつだん

くからの家であれば、神棚と仏壇があります。神棚は神道、仏壇は仏教です。ふたつの宗教が、生活の
まっ

中に把られていることはよくあることです。不思議に思うかもしれませんが、古くから生活の中に 2つ
へいぞん しんこう

の宗教が併存して信仰されていることを理解してください。

かみだな いっぱん Cき

神棚ですが、部屋の高いところにつくられているのが一般的です。みなさんが家を訪問して部屋に案
まっ

内されたときに、特に一札をする必要はありませんが、「ここに神様を肥っているのだなJ という気持

ちは持っていてください。神道における神様は、人間に似たかたちで図や像として表現されているもの
しゃでん まつ まつ

ではなく、社殿の中にご神体を把るというかたちです。そして人が杷るときにそこに神が存在するとい
しんこう まっ かみだな

う考え方があります。つまり神道を強く信仰していない家でも、「我が家で神を把りたしリと思えば神棚

を作ります。逆に「神道は否定しないし、神の存在も理解するけれど、神棚はつくらない」という家も
かみだな

あります。みなさんが神棚を見たときに「この家では神様の存在を信じ、大事にしているのだなJとい

う気持ちを想像してください。

ぷつだん

仏壇は、その家のご先祖が存在してはじめて成り立つものです。つまり、代々自分の親、祖父母、さ

らに前の世代からこの家を受け継いでいる象う徴Jとして捉えてください。つまり仏壇は「自分の家の先
ぷつだん

祖を把る」存在であるということをまず理解してください。古くから日本列島で信じられているものと

して、先祖は時がたつとその家を守る神になるという発想があります。実は先祖が神になるという発想
しんこう いっしょ まつ

と仏教が合わさって信仰されています。神道と仏教が一緒になって、それぞ、れの家で、記られているのは

その感覚からきています。

ぶつだん さほう

その家で仏壇に向かつて手を合わせる機会があるかもしれません。いろいろな作法がありますし、み
しんとう ちが

なさんが信仰する宗教と違う場合もあるでしょう。無理に手を合わせることはありませんが、簡単な流

れは知っていてもよし、かと思います。まずろうそくに火をつけてその火を使って線香に火をつけます。



線香の供え方もいろいろですが、あまり気にしなくてよいです。そこまで作法をいう人はいないですし、
かね

作法を気にする人ならば教えてくれます。このあと、おりんと呼ばれる鐘をおりん棒を使って鳴らしま

すが、1， 2回たたいて鳴らしてください。何度も何度も鳴らすことは避けてください。そのあと手を合

わせて拝んでもらえるだけで、その家の人は喜ぶかと思います。ろうそくの火ですが、口からの息で消

すことは厳禁なので、手で、あおって消してください。火は清らかなものという考え方があり、人の息で
あお

消すのは火を汚してしまうという考え方があります。手で煽って消しにくいときはその家の人に「すみ

ません、火を消してくださしりといえばよし功ミと思います。

かみだな ぷつだん

家にある神棚や仏壇に参るようにと、あなたに対して家の人から強制されるということは、まずあり

ません。ただあなた自身が、その家で信じて把っている神様や仏様に対して、理解を持ってもらえるだ

けでよいかと思います。
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j2j品半を十丁つ、手を合わせる。差点主をまく
「私は無宗教です」という言い方する日本人はそれなりにいます。これは「私が信じる宗教はありま

しんこう

せん」という意味よりも「私は特定の宗教を信仰していません」の方が近いかと思います。ただ宗教を
しんこう

信仰することは、どの民族、どの国の人たちもひとりひとり多様で、あるとし寸前提は変わりません。み

なさんが日本で出会う人々も多様な宗教観があるという前提は、みなさんと同じです。その考え方のも

とで、みなさんが白常出会う日本人が「無宗教j という言葉を使っているのだな、ということは理解し

てもらえればと思います。

しかしながら「無宗教」であるといいながらも、神道や仏教のある生活を日本の社会では多く見かけ

ます。神社や寺院(お寺)に行く機会、そして墓参りすることは日常の行為として行っている人々は多
はつもうで

いです。例えば正月に神社や寺院にたくさんの人がお参りします。これは初詣といいますが、もとは l
がんたん うじがみちんじゅ

月 l日の朝(元旦といいます)、自分の住む地域を守る神様(1氏神Jr鎮守j といいます)に一年の無

事を願ってお参りする習慣です。しかし現在では、自分が行きたい神社や寺院のある地域に出向きます

し、三が日のどの日もお参りをします。

かしわで

ここでみなさんが知っておいてほしいのが、神社ではお参りで「中自手を打つ」、寺院では「手を合わ
まつ いっぽんしゃでん すず

せるJことです。神社で、は神様が把つである場所(一般に社殿といいます)の前に立っと、目の前に鈴
すサ お ゆ すず にれいにはくしゅいちれい

がつるされています。鈴には緒がついていてそれを揺らして鈴を鳴らします。その後「二礼二拍手一札」
しゃでん にはくしゅ

をします。二礼は社殿に向かつて 2回静かに頭を下げる、二拍手は 2回手のひらの音をたてて拝む、そ
しゃでん は く し ゆ か し わ で

して心の中で願し、事をしたら 1回お礼をして社殿をあとにします。拍手は柏手ともいいます。神道では

手のひらで音をたてて拝む作法です。いろいろな作法があるのですが、この方法は知識として知ってお

いてください。ただ、みなさんの日本人の友人も意外に知らない人は多し、かもしれません。厳密に考え
かしわで しんこう

なくてもよいです。頭を下げる礼を省略して 2回柏手を打つだけでも十分です。神道はみなさんの信仰
ちが

する宗教とは違うかと思いますが、目の前にいる介護を受ける方は「自分の力で神社にお参りして願い

事したし、かな」という想像はしてみてください。

まつ いっぱんおどう

同じように寺院に行ったときに、も仏様が杷つである場所(一般に御堂などといいます)に、鐘がつる

されています。鐘の緒を静かに振って鳴らして、手を合わせます(これを合掌といいます)。先ほどの
ていねい

神社との違いは、手で音をたてて礼拝しないことです。手を合わせる前後にそれぞれ一札すると丁寧な

りになります。こちらも作法として厳密に考えすぎずに、寺院では手を合わせるということを理解
がっしょう かしわで

してもらえればよいのではないでしょうか。神社で合掌、寺院で柏手といった、本来の方法と逆のこ

とをやるのは少し恥ずかしいので、区別できるとよいです。

7)-'しわで がっしょう

神社、寺院でお参りをすることは柏手を打ち、また合掌して目を閉じて願い事をします。人間の力
ちょうえつ

を超越した存在(神様)に願し、事をし、そして信じることが、宗教の存在意義ですね。その観点で神

道、仏教のお祈りの作法を見てもらえればと思います。

じゅず じゅ「

またお墓参り、あるいは仏教式で葬儀を行うときに使うのが数珠です。数珠を手のひらにまいて手を

合わせます。手を合わせるときにお経の一文を唱えますが、みんなが唱えられるわけで、はないので、静
そうぎ

かに手を合わせることが多いです。もしみなさんが、不幸にも知り合いが亡くなり仏式の葬儀に出る場



合、みなさんの措析する宗教をまず前提としながら、そして手もとに薮球はなくても、手を合わせるこ
じゅすミ たま

とは亡くなった方にしてあげてください。数珠は珠がつながっていますね。心と心をつなぐものである
えん ほうぐ

と思って、亡くなった方と今祈る人の縁をつなぐ道具(正確には法具といいます)なのだなと思ってく

ださい。

いっぱんてき はつもうで

一般的に初詣もお墓参りも、高齢の方はとても好みます。自分の足で神社や寺院に参り、そして先
まつ

祖を杷っているお墓にお参りしたい人は多いと想像、してください。みなさんがもし介護を受ける方と
か iAつでがっ L工う じゅず

いっしょに神社、寺院、お墓に行ったとき、柏手、合掌、そして数珠の意味を思い出してください。

1関~やってみよう~
にれし、に口くしゅいもれし、

1)神社でのお参りの作法 l二礼二拍手一札」をやってみましょう。
がっし上ろ

2) 寺院でのお参りの作法「合掌」をやってみましょう。
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3.お墓参りについて

仏教を信仰している家にとって、お墓参りは非常に重要です。仏教には宗派がいくつかあり、それぞ

れ少しずつ作法が違うこともあります。 しかし共通しているのは、お墓には、その人の先祖がし、るとい

う考え方です。お墓参りする人は、 自分の先祖と向き合い、そして拝みます。そのお墓にはいろいろな
いっぱんでき

形がありますが、 一般的には直方体の長い形になっており、 それを墓石といいます。墓石には 100
まいそう

家之墓j と表面に記されていることが多いです。つまりお墓は、亡くなった人を埋葬する場であるので
まっ

すが、その家の先祖が記られている場でもあります。

ぶっきょうしゅうぞく いっぱんしんとう しせいかん

日本の仏教習俗で一般に浸透していった死後の考え方(死生観)から説明します。まず故人(亡く
かいみょう

なった方を指します)に対して、死後の名前を付けます。これを戒名といいます。墓石あるいは墓石の
まいそう かいみょう

横には墓誌と呼ばれる場所があり、埋葬されている方の戒名が書かれてあります。 亡くなられたあと
ほうよう ねんきくよう

何回かの定期的な法要(これを年忌供養といいます) を経て 50年がたつと、故人はその家の先祖とな

るという考え方です。その家の先祖が、今生きている自分たちを守ってくれる存在になる、
しんこう

とし、う信仰

が基本です。お墓参りは「自分をこの世に誕生させていただき感謝しています。これからも私たちを守っ

てくださしリ という、先祖との対話をする行為と理解してください。

ぼせき

ただし近年、お墓のあり方が変わってきています。東京都は特に増えていますが、墓石のあるお墓を
いつかっ いこつ まいそう

持たずに、他に亡くなった人と一括で遺骨を埋葬してもらうことを選ぶ人もいます。それは、先祖の墓
こうれい

となると、子孫は佐代を超えてお墓の管理をしてし、かないといけません。現在高齢の方で、自分自身の

子供がし、ない、あるいは子供に家の墓を守らせるのは費用や手入れの必要もありかわいそうだ、
まいそう

という

考え方も出ています。自身が亡くなったあと、自分はどのように埋葬してほしいか。お墓は「家の先祖J

を前提としているものから、「亡くなった人の考え方J
しせいカ〉ん

を前提としているものも出てきています。現代

の臼本において多様な死生観がお墓を通じて見ることができます。

ちが ぽん

いつお墓参りに行くかですが、それは人それぞれ遣います。 しかし共通しているのはお盆(現在では

8 月 13 日 ~15 日、地域によっては 16 日まで数えます)にお参りすることです。 13 日はお墓に出向き先

祖を家に連れて帰ると考えます。
むかぽん ぽん

これを迎え盆といいます。お盆の期間、家にいてもらうという考え方
ぼん

で 15日または 16日)にお墓に連れて帰ります。これを送り盆といいます。このような先祖を連れて帰
日?ん

り、そしてお墓に戻すという考え方は、みんなが行うとはいえませんが、お盆は先担とお墓参りの関わ
しゅうぞく ひがん

りがよく現れている習俗です。そのほか亡くなった方の命日(亡くなった日)、春と秋にあるお彼岸(春

分の日、秋分の日の前後)、また地域によってはお正月に墓参りをするなどがあげられますが、故人に

近かった家族が、 亡くなった方と向き合いたいと思うときにはいつでもお墓参りします。

さてみなさんが、亡くなった知り合いのお墓参りに行くことがあるかもしれません。みなさんにとっ
ちが ちがしゅうぞく しんこう

て違う宗教か、あるいは違う習俗の仏教でしたら、無理に細かな作法を気にしすぎずに、自身の信仰を
ひぎ

まず大事にお墓参りしてあげてください。墓石に向かつて目をっぷり、膝を曲げてしゃがみ、手を合わ

せることをしてあげるだけでご家族そして故人にみなさんの気持ちは伝わります。
かいみよう

かいみょう

また先ほどの戒名

という死後の名前ですが、亡くなった方を戒名で呼ぶことは日常会話の中ではありませんので、みな

さんが呼んで、いた 100さん」 でよいです。



がっしょう

また蝋燭の火で、線香に火をつける機会があるかもしれません。その線香は線香立てに入れて合掌し
ろうそく

てください。蝋燭の火は息で消さずに、消すのはご家族にしてもらいましょう。

先祖に対する考え方は、日本に仏教が入ってくる前からあった宗教観といわれています。この考え方
いっぱん 7)"いご

に仏教が合わさり、日本列島では仏教が一般の人々に定着しました。みなさんが介護される利用者の家
ぶつだん しょうちょう

にある仏壇も、お墓同様にその家の先祖を象徴する宗教的な存在であると理解してください。
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4お札お守り

「日本人は無宗教Jといいながらも、生活の中にはさまざまな神様や仏様が存在します。宗教の厳し

い教えを必ずしも前提とせず、身近に神様や仏様を置きたいという考え方があります。「宗教」という
みんかんしんこう いつはんてき

よりも「民間信仰」と呼ばれる、人々による身近な神や仏への関わりが、一般的によく見られます。そ

れを象徴するものとしてお札、お守りがあります。

おんけい あた

お札は、神社、寺院から神様や仏様の恩恵を分け与えられた存在であり、神様、仏様と同じとして考
ごし人ノさつ

えます。神道では「御神札Jとも書きます。

かみだな

お札を把る場所はさまざまですが、神棚がある家では、神道のお札をここに把ります。地域やその家
L んこうかん ちが いっぱんてき い世じんぐう てんしょうこうたいじんくう ないくう

の信仰観により違うこともありますが、一般的に見かけるのは伊勢神宮のお札「天照皇大神宮J(内宮)
とJうけだいじんぐうげくう いせじんぐう せいち いせさま

「最受大神宮J(外宮)です。伊勢神宮は古くから日本人になじみが深い聖地でもあり、「お伊勢様(さ
しんこう かみだな

ん)1といわれて親しまれ広く信仰されています。みなさんが神棚を見てお札にあるこの文字を見て「お

伊勢様ですね」といえば、「よく知っていますね」といわれるでしょう。

教と違うかと思いますが、お札は神社から神様の霊力を分けてもらい、

理解してもらえればと思います。

かみだな まつ

しんこう

神道はみなさんの信仰する宗
むか

家に迎え入れる存在であると

またお札は神棚以外にも家の中のいろいろなところに杷ります。例えば台所は火を使うので、火事に
まつ

ならないように願う火の神様のお札を把っている家もありますし、井戸がある家、あるいは井戸がなく
まっ

ても水道の近くに水の神様のお札を把っている家もあります。火と水は日常生活には欠かせないもので

すし、また火や水が使えなくなることは家族の生命に関わります。そこで、お札を把 eって神様に守ってい

ただきたいという考え方があります。

しんこう

その他にその家とその地域で深く信仰されている神社、寺院のお札を把ることもあります。例えば富
れいけん れいほフ しんこう

士山は霊験のある山(霊峰といいます)といわれ、特に関東地方では富士山に対する信仰が広く親しま
かみだな

れています。そこで、富士山近在の神社のお札を家の神棚に置く家もあります。富士山に限らず、山を
れいりよく

霊力のある神様とする信仰は、山が多い日本列島にはたくさんあります。お札の持っさまざまな霊力

によって、家を守ってもらうという考え方があります。

れいりよく ちが

お守りも、お札同様に神様や仏様の霊力を分けてもらい、守ってもらうという考え方は同じです。違

うのは、お守りは身につけるものであるというところです。お札が家とその家族を神様、仏様に守って

もらうという考え方ですが、お守りはそれを身につけている人を守る、また原品、をかなえるものとして

広く使われます。お守りも神様、仏様が分け与えられていると考えてください。お守りには自分自身が
しんこう 「がわらのみもざね まっ

深く信仰している神社や寺院のものも使いますが、学問の神様といわれる菅原道真を把っている神社
だざいふてんまんぐう えんむす

(太宰府天満宮など)のお守りには「合格祈願」のためのお守りがあり、その他「交通安全」や「縁結

びJ(よい相手と結婚できますように)を目的としたお守りなどは多くの神社、寺院でも人気です。

お守りの中には、神様や仏様の名を記したものが入っています。それは中から出さないようにするの
いっぱんてき

が一般的です。ただし、人によっては自分の願い事をそのお守り袋の中に入れたりする人もいます。お
しんこう

守りはその人の目的、願い事にあわせて使われる信仰の道具といえます。



ちなみにお札、お守りを「買う Jとはいいません。「受けるJI分けてもらう」といいます。そして古

くなったお札やお守りは「捨てる」ではなく、「返す」ものとします。毎年新しいお札を手に入れたと
は

き、それを古いお札の上に重ねて貼る家もありますが、分けてもらった神社や寺院にお返しすることが
いっぱんてき

一般的です。あまりそのことを知らない日本人も多く、「買う」という言葉を使ったところで、気がつ

かない人も多いです。しかしお札もお守りも神様、仏様を分けた存在であるので、「買う」ものではな

く「受けるJI分けてもらう Jものであると理解してください。したがってお札、お守りを手に入れる

ところでは、みなさんが買い物にいくお眉などでよく聞く「し¥らっしゃいませJIありがとうございま

す」はいいません。
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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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おわりに一介護を受ける人の文化背景を知ること、そして介護するみ容さん由身の文化背景を知ること

ここまで読んで、みて、日本の文化や慣習について考えるきっかけはつかめたでしょうか。おそらくこ

れまでの日本での生活で、すでに経験したことも多いかと思います。またそのような経験の中で、さま

ざまな悩みを感じたこともあるのではないでしょうか。

ここまで記した内容は、あくまでも考えるきっかけとして記したもので、みなさんはこれからこの
こうもく

項目以上の経験をすることでしょう。そのとき、異文化として経験しながら失敗しでも落ち込まない感

覚を大事にしてください。そして異文化に接することは、自分の育った文化を理解し深める第一歩だと

捉えてください。

例えば、介護を受ける方の世代観でこのテキストで、は戦前に育った方、戦後に育った方の価値観につ
こうれいしゃ

いでふれました。同じ高齢者でもひとくくりにはできない背景は、育ってきたその人のこれまでの歴史

と大きく関わってきます。このような高齢者の世代観も、みなさんの国の麿史と関連させて今一度みな

さんなりに考えてほしいのです。

ただし、ひとつお願いがあります。みなさんは「私の国では00である」と、すべて国でひとつの文化

を括ることで終わらないで、ほしいのです。例えば「中国では00である」といっても、住んでいた地域
ちが

や経験した歴史によって価値観は違いますね。ぜひみなさんの育った国や文化を多角的に考察するよう

にしてほしいのです。それが「多様な日本人観」の理解につながると思うのヤす。

そしてみなさんが関わる介護を利用する方はほとんどが話協暑で、あり、みなさんとは違う文化的背景

で生きてきた方です。いろいろな方がし、らっしゃいますが、時には年上から年下に対して、そして外国
ていねい

人に対して、丁寧な受け答えをしない方に出会うかもしれません。そのとき、みなさんは不快に思うか

もしれませんが、みなさんの育った文化に誇りを持って、この仕事に取り組んでほしいと思います。み

なさんにはたとえ相手より年が下でも、ひとつ上の人間で、あってほしいと願っています。

そのためには、今みなさんがいる日本のあらゆる文化や慣習に興味を持ち、自身の文化と比較しなが

ら、みなさんの育った文化について、介護を受ける方に話せるようになるとよいな、と思っています。

多様な日本の文化や慣習をどのように見るか。そしてみなさんの育ってきた文化や慣習を今一度深く

えられるか。みなさんはそのことを意識しながら、介護の現場での学びと経験を積んでいかれること

を願っています。


