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朝さろんの本棚〈20〉 

モブ・ノリオ『介護入門』について 

 

20th morning：2013 年 2 月 14 日(木)＠渋谷 

参加者: 6 名 

 

【テーマ】 

  〈ケアへの／からの視線（２）〉 

 

【本】 

   モブ・ノリオ『介護入門』(文春文庫) 

 [初出：『文學界』2004 年 6 月号、単行本:『介護入門』2004 年文藝春秋社 刊] 

 

【モブ・ノリオ(もぶ のりお)】 

1970 年生まれ。奈良県桜井市出身。実家は 400 年続く旧家。大阪芸術大学芸術学部文芸

学科卒業、同大学大学院専攻科除籍。学生時代に中上健次の主宰した熊野大学に参加、こ

こで『早稲田文学』現編集長で文芸評論家の市川真人、批評家の池田雄一と知り合う。彼

らの誘いで上京し、東京大学の古井由吉ゼミのニセ学生をやっていた。家庭教師などを経

て 2004 年、祖母の死をきっかけにして書いた小説『介護入門』で第 98 回文學界新人賞を

受賞、同作品で第 131 回芥川龍之介賞受賞。ヒップホップ的な文体で介護という現代的テ

ーマを取り上げている事が話題となる。 

 

【ストーリー】 

「この家にいて祖母に向き合う時だけ、辛うじてこの世に存在しているみたいだ」。下半身

不随となった祖母の自宅介護を日々続ける 29 歳、無職で金髪の〈俺〉。親切面した親族、

役に立たないヘルパーに苛立ちながら、大麻を吸い込む。それでも俺にしかできない精一

杯の愛情を、祖母には注いでいる――道義や美徳だけでは語れないリアルな介護風景と、

独特の饒舌な文体が高い評価を集めた新人の、実体験を踏まえた作品。 

 

【議題】 

１：この小説の好きなところと嫌いなところがあれば教えてください。 

（評価できるところ、評価できないところ、でも結構です） 

 

２：「さっきの叔母の夫、つまり祖母とも俺とも血の繋がらぬ叔父の話をしよう」(p65～) 

 この部分で語られる内容は、作中に出てくる「祖母-母-俺（語り手）という血縁家族に
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よる介護の輪」を拡大し、そこに非血縁者が介入する可能性を感じさせます。ここに“他

者”が関与する余地があるように思います。祖母や俺（語り手）にも認められうる形で（つ

まり作中に掲げられる「介護入門」という掟を順守しながら）、叔父（他者）が介入してい

くためにはいったいどのような条件が重要になるでしょうか？ 

 

 

【介護入門】―作中で提起される介護の心得― 

介護入門 一、《誠意ある介護の妨げとなる肉親には、如何なる厚意も期待するべからず。仮にそのよう

な肉親が自ら名乗り出て介護に当たる場合は、赤の他人による杜撰さを想定し、予め警戒の目を光らせ

よ。続柄意識だけが義務感となって彼等を緩慢に動かすに過ぎない。被介護者とともに生き、ともに死ぬ

覚悟なき義務感など、被介護者を必ずや不快にさせると思え。責任感は気高く、義務感は卑しい。彼等の

汗を目にした時に限り、警戒を緩めるべし。》(p40-41) 

 

介護入門 一、《派遣介護士の質は、人間の質である。その質を見極め、我慢がならぬ時には、強く出て

まともな人材を要求すべし。低劣な介護士は、介護の助けになるどころか、さらなる厄介の種で自宅介護

者を苦しめる。（以下略）》(p50-51) 

 

介護入門 一、《己が被介護者にとって何の血の繋がりもない赤の他人だと仮に思え。「他人なのにここま

でしてもらった」「他人なのだから、少々嫌な思いもさせられたが」と仮に思えば、まだまだ尽くし足らぬと思

えてくる。そうすれば甘えが消える。そう思ってはいても、他の所でつい甘えが出る、弱音を吐きたくなるも

のだ。養子養女が立派に介護を務める例など数え切れぬ。その彼等が果たして血の縁を理由に介護する

道理があろうか、とその内心を察せよ。寧ろ血は、遠きにありし者に近きを錯覚せしむる。月に居ながらにし

て、娑婆の母の傍らに己が身を置く錯誤はいとも容易い。月には月の、娑婆には娑婆の務めがある。なら

ば娑婆に降りたる時にこそ、今しかないと娑婆の務めに精を出せ。》(p64-65) 

 

介護入門 一、《無言で介護するべからず。介護床の離れ小島に被介護者は横臥する。幾ら同じ屋根の

下であろうと、傍を離れる時は島を離れると思え。小島に残した家族と再会を果たし得た折、無言で居る

なら会う甲斐などなきに等しいではないか。決して他人の言葉で済ませようと楽をせず、己なりの語り方節

まわしで語れ。語る言葉の己の中になきを恐れず、己の言葉の空を見据えた時、新しき言葉が己を選

ぶ。》(p96) 

 

 

【前回のポイント】 

１：ケアの定義／ケアとはこれまでケアする側の属性や行為であるかのように取り扱われ

てきたが、ケアは、ケアの与え手と受け手の間における相互行為と捉える必要がある。 

２：ケアの自己決定性／①ケアする権利、②ケアすることを強制されない権利、③ケアさ



“a house without books is like a room without windows” 

朝さろん 20th morning 

〈ケアへの／からの視線(２)〉 

 

 3 / 9 
 

れる権利、④（不適切な）ケアを受けることを強制されない権利、の四つ。 

３：ケアのニーズ／承認ニーズや潜在ニーズ（庇護ニーズ）を総称した「要求ニーズ」と

「非認知ニーズ」の差異に注目する。 

４：ケアはなによりも相互行為であるからこそ、一回性と個別性が要求される。ケアされ

る側が自らのニーズを認識し表現し介護者に伝える権利と義務をもったときに、彼らはニ

ーズの主人公となる、つまり当事者となる。 

 

 

【解題】本作について 

１●《小説として読む》ということ 

本を丁寧に読むことを教わりましたね。ひとつの本について、そのイメージとテキスト（小説）は違うもの

であり、イメージはテキスト（小説）のリアリティを損なってしまうものであるということについて教わったり 

とか。                                      （モブ・ノリオ インタビューより） 

作品評； 

―――――肯定派の意見――――― 

*「話の中心には祖母と母と語り手という聖家族がおり、ここにだけ介護を通じて発見された本当の愛があ

る。作者はこの発見を世に伝えるために小説という手段に訴えたかのごとくで、この初々しさは好ましい」

(池澤夏樹) 

*「読み易い小説ではない。」「しかし読み進むうちに言葉に込められた熱が力に変り、作者の怒りがストレ

ートに伝わってくるのが感じられるようになる。血の繋りという欺瞞に対する憤り、形式的な介護システ

ムへの疑い、自分の生活からの出稼ぎとしての介護を否定する姿勢が鮮烈に浮上する」(黒井千次) 

*「《家と家族とを呪い続けた俺》から《世で最も恵まれた環境を授かった俺》への転生にして新生を遂げ

た場所、ＹＯ、教科書を丸暗記させられたように、無理矢理そう思い込んだんじゃねえぜ、朋輩（ルビ：

ニガー）、そう感じる以外に辻褄の合わぬ現実を思い知らされたのだよ。」「言葉の過不足を量っていられる

ような境ではない」(古井由吉) 

―――――否定派の意見――――― 

*「私は全く評価しなかった」「神ではない人間が行う「介護」という現代的主題の根底に潜んで在るはず

の、善意にまぶされた憎悪とか疎ましさといった本質の主題が一向に感じられない」(石原慎太郎) 

*「祖母にしても、私には操り人形のようにしか見えなかった」(河野多恵子) 

*「主人公のちょいとふざけたラップ口調で語られる「介護する者」と「介護される者」との日々の辛さや

いらだちや不安や怒りは、まことに正論である」「だがその正論が、モブ氏がこの小説で使った口調によっ

て価値を持ったとするなら、私はその点においてある種の危惧を抱かざるを得ない」「それは単なる一過性

の小技にすぎないのであって、一篇の小説が内包する本質的な深さとは無関係だからである」(宮本輝) 
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２●《老人文学/介護文学の系譜に連なるものとして》 

立止まって目の前を見つめた。楢の木の間に白い粉が舞っているのだ。 

 雪だった。辰平は 

 「あっ!」 

 と声を上げた。そして雪を見つめた。雪は乱れて濃くなって降ってきた。ふだんおりんが、「わしが山へ行く

時ャきっと雪が降るぞ」と力んでいたその通りになったのである。辰平は猛然と足を返して山を登り出した。

山の掟を守らなければならない誓いも吹きとんでしまったのである。雪が降ってきたことをおりんに知らせよ

うとしたのである。知らせようというより雪が降って来た!と話し合いたかったのである。本当に雪が降ったな

あ!と、せめて一言だけ云いたかつたのである。辰平はましらのように禁断の山道を登って行った。 

 おりんのいる岩のところまで行った時には雪は地面をすっかり白くかくしていた。岩のかげにかくれておりん

の様子を窺った。お山まいりの誓いを破って後をふり向いたばかりでなく、こんなところまで引き返してしま

い、物を云ってはならない誓いまで破ろうとするのである。罪悪を犯しているのと同じことである。だが「きっ

と雪が降るぞ」と云った通りに雪が降ってきたのひとことだ。これだけは一言でいいから云いたかつた。 

 辰平はそっと岩かげから顔を出した。そこには目の前におりんが坐っていた。背から頭に筵を負うようにし

て雪を防いでいるが、前髪にも、胸にも、膝にも雪が積っていて、白狐のように一点を見つめながら念仏を

称えていた。 

                               （深沢七郎『楢山節考』） 

 

もしかしたら、歳をとるということは、意外と荒々しく、積極的になれるものなのかもしれない、と思いました。

六〇代の女性たちの第二の青春みたいな、本当に吹っ切れて、失うものはないという、そういう強さを書こ

うかな、と。ですからきっかけとしては、うちの母のことが頭にありましたね。六四歳で寡婦になり七四歳で亡

くなった母が「こんな幸せな一〇年間はなかった」と晩年を振り返っていたことを人づてに聞いて、「想像を

はるかに超えた人生や考え方があるだろう、それを描いてみたい」と考えていた。 

 

行き場のない敏子がカプセルホテルで身寄りのない「風呂ばあさん」と呼ばれる宮里と知り合い、敏子が

「私が一番怖いのは歳を取ることです。歳を取るってどういうことですが」と尋ねるが、宮里は「ま、人間なる

ようになるわよ」とはぐらかす。桐野は「自分で書いたのに、この場面を読む度に笑ってしまう。ここは、敏子

の最大の恐怖は「孤独と老い」であり、そのふたつに対処する方法なんてない、とする宮里の明快な結論

があるのだが、本当にその通りだと思う自分がいるからだ。    

 （桐野夏生インタビューより） 

 

 

 

３●《介護/看護の現場から》 ＊以下、『家族看護学研究』（日本家族看護学会）より 

「病人のなかには、自分では生きる意味も見出せず、呼吸する動機さえ乏しくなっていくものもいる。しか

し、生きる意味は他者によって見出されるものでもあろう」（p182） 
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「人々の善意に身を委ねれば、よく生きるために必要なものは必ず与えられる。彼らはそう信じている。そう

あってほしいと願っている」（p211）                        （『逝かない身体』川口有美子） 

 

質的研究のメタ統合～家族看護研究における「家族のゆらぎ」の検討～    入江安子 

・「家族のゆらぎ」･･･「調和のゆらぎ」、「感情のゆらぎ」「価値のゆらぎ」 

・このプロセスには、家族システムがゆらぐ先行因子、家族がゆらぐ力動的変化、家族シ

ステムがゆらぐことでもたらされる家族への影響である帰結因子の３つの位相からなる。 

キーワード：〈家族支援〉 

 「家族のゆらぎ」は家族システム内の変化を促進する力であり、家族システムがストレ

スに対処するために、「家族のゆらぎ」があると位置づけられる。ゆえに家族のゆらぐ能力

を肯定的に伝えること、家族と地域社会、社会資源との相互関係づくりが重要である。 

認知症患者を介護している家族の体験のメタ統合               安武綾 

キーワード：〈介護〉と〈看護〉という二つの主題系 

E・キューブラー＝ロスの指摘した、死を目前にした人間の心理過程の 5段階説 

否認 ⇒ 怒り ⇒ 取引 ⇒ 抑うつ ⇒ 受容 

「人間は、絶えず（上のどの段階でも）最期までどこかに希望を持ち続けている」(ロス) 

 

家族看護学概論                            浅野みどり 

家族の定義 

・  (1996) 

家族とは、お互いに情緒的，物理的，そして／あるいは経済的にサポートを依存し合っている 2

人以上の人々。家族のメンバーとは、その人たち自身が家族であると認識している人々 

看護の中で家族に焦点を当ててきた４つの専門領域（U.S.A.） 

・地域看護 Cmmuit elth Nurig 

・母子看護 Pret-ChilNurig 

・精神看護 Pchitric-metl helth Nurig 

・家族プライマリーケアナース Fmil Primr cre Nure 

家族ナースプラクティショナーFmil Nure Prctitier 

家族看護のニーズ 

とくにニーズが生じるのは… 

・家族関係そのものに看護援助が必要な場合 

・患者の健康問題が家族に重大な影響を及ぼしている場合 

・家族の健康を守る機能を高める援助 

家族看護についての混乱 

・家族看護と地域看護の相違 

☆ケアの目標（ｔａｒｇｅｔ）の違い☆ 
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家族看護のｔａｒｇｅｔ：ﾚｼﾋﾟｴﾝﾄとしての「家族」 

地域看護のｔａｒｇｅｔ：個々の家族の健康よりも、むしろ、「コミュニティーの健康」に

究極のゴール 

・家族療法と家族看護の相違 

家族療法：病理を家族に求め､家族システムを治療の対象とする。より複雑な心理社会的介

入方法 

例）戦略的ｱﾌﾟﾛｰﾁ,世代論的ｱﾌﾟﾛｰﾁ,構造的家族療法、 

Fmil ure：教育的・支持的な方法で介入 
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【まとめ】 

ケアの当事者と介護者の関係、血縁家族としての対応の様子について、小説表現を媒介に

そこに如何に他者が関わる余地があるかという視点で考えてきた。これまで介護の現場に

は（血縁）家族にのみ関与の余地があった。しかし介護保険制度の導入以後、そこにプレ

イヤーとして参加するのは決して（血縁）家族のみとは限らない。むしろ他者の関与の余

地を残すことが、嫁による姑の看取りというような暗い看護の在り方を超えた、ケアをめ

ぐる普遍的な価値観を構想することにもつながっていくだろう。 

次回は、ケアから提起された人間の基本的な条件や他者との関わりの根源的な問題につい

て、『人間の条件』（立岩真也）を通じて更に、一緒に考えてみたい。 

 

 

⇒〈ケアへの／からの視線（３）完〉へ 

 

※参考文献 

・『現代思想』2012 年 5 月号「特集=大阪」（青土社、2012） 

・『作家の読書道 3』WE 本の雑誌:編（本の雑誌社、2010） 

・『楢山節考』(1956) 深沢七郎（新潮文庫、1964） 

・『海辺の光景』(1959) 安岡章太郎（新潮文庫、2000） 

・『恍惚の人』(1972) 有吉佐和子（新潮文庫、1982） 

・『黄落』(1995) 佐江衆一（新潮文庫、1999） 

・『老熟家族』(1985) 佐江衆一（新潮文庫、1996） 

・『吾妹子哀し』(2003) 青山光二（新潮文庫、2006） 

・『魂萌え！』(2005) 桐野夏生（新潮文庫、2006） 

・『〈介護小説〉の風景 ――高齢社会と文学』米村みゆき, 佐々木亜紀子（森話社、2008） 

・『介護文学にみる老いの姿』小梛治宣（朝文社、2006） 

・『在宅ケアのフシギな力』秋山正子（医学書院、2010） 

・『逝かない身体 ALS 的日常を生きる』川口有美子（医学書院、2009） 

・『家族看護学研究』（日本家族看護学会） 

・『訪問看護と介護』（医学書院） 

「連載 息子介護者の〈言い分〉/僕らが「支援」を必要とするワケしないワケ」平山亮 

「連載 精神科医の家族論 12 家族以外の人間の存在」服部祥子 

http://ej.ilib.jp/ejurl/tp-13417045.html 
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健康な家族の特性 Curran(1983) 

 

1.コミュニケーションがあり、相手の話に耳を傾ける 

2.お互いに肯定し支援する 

3.相手に対する敬意を教える 

4.信頼感を発展させる 

5.遊びとユーモアを解する心をもつ 

6.責任を分担しているという感覚を表現する 

7.正しいことと悪いことを理解する心を教える 

8.家族には儀礼的なことと伝統的なことが多く含まれることをしっかりと感じる 

９．バランスをとりながら家族の構成員との相互作用のやりとりを行う 

10.宗教上の核心となることを共有する 

11.お互いのプライバシーを尊重する 

12.相手に尽くすことに価値を置く 

13.家族の団欒を育む 

14.余暇のときを共有する 

15.他からの助けを受け入れ求める 

 

 

 

 生きるということは、人の死を数々見送ることではないかと朋子はかねてから考えていた。人はそれ

ぞれの母親から同じように生まれて同じように死ぬのであるのに、決して等しい寿命というものがな

い。朋子より齢上の者が死ぬばかりでなく、朋子より若くても死ぬものがある。たとえば、この常治の兄

か姉に当たる子供は、生まれ落ちる瞬間に死んだ---。だが長く生きたからといって、人の死を惜しい

と思わないときはなく、死は誰のものであっても、それは常に突然のことであった。つなの死。神波英

公の死。野沢宗市の死。江崎文武の死。そして朋子の母親である郁代の死---。生きるということ

は、こうして身近い人の死を数々見送ることなのだ、と、たった今まで朋子は考えていた。それがどうし

たことか、常治の無心に煎餅を噛む音を聞くうちに、朋子の胸の疼きは、次第にこれまでとは違う考え

を持つようになって来ていた。 

生きるということは、身近な者の育つのを見守ることではなかったろうか---朋子は翻然としてそう考

えていた。常治の煎餅を噛む音は次第に間遠くなって、いつか彼は炬燵の上に俯伏して眠っていた。

右手には、食べかけの塩せんべいを握っている。この無邪気な姿勢から、彼の生命の終り---死を

想像することはできなかった。    

                          （有吉佐和子『香華』） 

 


