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朝、学 校に行く前に
どうきゅうせい

とう こう

タッチーはいつも近所の同級生のガッちゃんと登校します。
ある朝のこと。
せ なか

タッチーとガッちゃんが学校に行くとちゅう、目の前をおばあさんが背中を丸め
て歩いていました。おばあさんはゴミの入ったふくろを持っていますが、えっちら

……

おっちらとなんだかたいへんそうで、なかなか前に進めません。
しゅう せき じょ

タッチーたちが学校に行くときに通るこの道路に、ゴミの集積所があるのです。
しゅうしゅう び

毎週水曜日と土曜日の朝はもえるゴミの収集日。おばあさんは自分の家からそこ
までゴミのふくろを運んでいくところなのでした。
二人はおばあさんを追いこしていきました。
おばあさんを追いこしてから、タッチーはちらりとおばあさんをふりかえってみ
ました。

ゴミぶ
くろ

こし

おばあさんはいったん地面にゴミのふくろをおいて、腰をトントンとたたいてい
ました。

考えてみよう

おばあさんはなぜ、ゴミのふくろを地面において
休んでいたのでしょう？
タッチーはどうしたらおばあさんを
助けることができたでしょう？
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編集後記
厚労省によると、我が国の65歳以上の高齢者人口は、昭和25（1950）年には総人口の5％未
満でしたが、昭和45（1970）年に7％を超え、平成6（1994）年には14％超となり、平成27
（2015）年には21.5％にまで増えています。
WHO（世界保健機関）や国連の定義では、高齢化率が7%を超えた社会は「高齢化社会」、
14%を超えると「高齢社会」、21%を超えたら「超高齢社会」といいます。
つまり、日本はすでに「超高齢社会」なのです。さらに、これからの日本は人口が減っていくな
かで高齢者の割合がもっと増加していきます。
こうした高齢者が多い社会ではどのようなことが大切でしょうか？
ふく

人は年をとると脳や身体の機能が低下し、今まで一人でできたことができなくなってきてまわ
りの人の助けが必要となります。人の助けを必要とする人は、高齢者の方以外にも、障害のある
方、小さな子どもなど、この社会にたくさんいます。
かつての日本では、このように人の助けを必要とする方々への対応やさまざまな日常の生活
課題に対して、家族をはじめ、地域の取り組みで解決してきました。
「お互いさま」の気持ちがあ
りました。
しかし、都市化や核家族化が進むにつれ、隣近所で助け合うことが少なくなり、子どもたちは
身近におじいちゃんおばあちゃんと接する機会があまりありません。そのため、高齢者や障害の
ある方などが困っていることは何か、助けるにはどうしたらよいか、などの理解がむずかしい傾
向にあります。
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