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下地

敏洋

Introduction to Gerontology: Application of Gerontology for Daily Life

Toshihiro SHIMOJI
Summary
This article aims at considering the effectiveness and the importance of gerontology
to think about happiness and the meaning of life through the class for general people.
Japan is a mature society with an elderly population, aged 65 years or over, of 35.58
million accounting for 28.1 percent of the total population. The Japanese government
has recognized the importance and the necessity of interdisciplinary research
programs such as gerontology in the open lectures at community as well as college
and graduate levels.
The results show that participants have interests in studying the meaning of life, the
real aging process, and death education through gerontology. Although it is important
to study the aging field as a knowledge, the participants think that it is more useful to
share their ideas and experiences to put their thoughts together.
The field of death education, the real aging process, and the tips for the healthy and
longer life should be more emphasized to improve panticipants' motivation to study
gerontology.
Key Words: Gerontology, Open Lectures, Healthy and Longer Life.
75 歳以上の者となると推計されている。1）

１．はじめに
我が国の 65 歳以上人口は、3,558 万人となり、

そのような状況の中、65 歳以上の者のいる世

高齢化率も 28.1％となった。また、65 歳以上人

帯は全世帯の約半数、その中で「単独世帯」
・
「夫

口の中で、65 〜 74 歳人口は 1,760 万人（男性

婦のみ世帯」が全体の過半数となっている。65

840 万人、女性 920 万人、性比 91.3）で総人口

歳以上の者のいる世帯についてみると、2017 年

に占める割合は 13.9％、75 歳以上人口は 1,798

現在、世帯数は 2,378 万 7 千世帯となり、全世

万 人（ 男 性 706 万 人、 女 性 1,092 万 人、 性 比

帯（5,042 万 5 千世帯）の 47.2％を占めている。

64.6）で、総人口に占める割合は 14.2％となり、
1）

65 〜 74 歳人口を初めて上回った。

また、65 歳以上の一人暮らしの者が男女とも
増加傾向し、1980 年には男性約 19 万人、女性

総人口が減少する中、高齢化率は上昇を続け、

約 69 万人、65 歳以上人口に占める割合は男性

2036 年には 33.3％で 3 人に 1 人となると推測

4.3％、女性 11.2％であった。2015 年には、男

される。2042 年以降、65 歳以上人口が減少に

性約 192 万人、女性約 400 万人、65 歳以上人

転じるが、高齢化率は上昇を続け、2065 年には

口に占める割合は男性 13.3％、女性 21.1％と増

38.4％に達することにより、国民の約 2.6 人に 1

加している。

人が 65 歳以上となる社会が到来すると予測され

2020 年 1 月に新たに百歳高齢者となった人

ている。総人口に占める 75 歳以上人口の割合は、

数は、37,005 人（前年度比＋ 4,764 人）で、住

2065 年には 25.5％となり、約 3.9 人に 1 人が

民基本台帳に基づく百歳以上の高齢者の総数は
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−79−

琉球大学教育学部紀要

第 97 集

71,238 人（女性は 62,775 人、全体の約 88％）

30.0％が 60 歳以上の者であった。4)

となった。老人福祉法が制定された 1963 年の

平均寿命が延びる中で、これまで、学校等の教育

2）
153 人で、1998 年 1 万人となった。

機関で学び、就職、退職、趣味等で老後を過ごし

高齢化は地域にも特徴があり、2018 年の高齢

人生を終えるというライフサイクルの高齢者が多

化率は、秋田県で 36.4％と最も高く、沖縄県で

かった。今後、人生の途中段階において、必要に

21.6％と最も低くなっている。今後、高齢化率

応じて大学や大学院等の教育機関での学び直しを

は、すべての都道府県で上昇し、2045 年、最も

通して、生活や職業に必要な能力や技術のスキル

高い秋田県で 50.1％、最も低い東京都において

アップを行い、生涯を通して学び続けることが必

も 30.7％に達すると推測される。

要なライフスタイルを作り上げる必要性が出てく

ところで、75 歳以上の運動習慣のある者の割

るのではないだろうか。そのために、行政や大学

合は４割前後で、運動習慣のある者の割合 2017

等の教育機関においても、高齢者のニーズを踏ま

年 を 見 る と、65 〜 74 歳 で は 男 性 48.6 ％、 女

えた学習機会を戦略的に提供していく必要がある

性 39.8％、一方 75 歳以上で男性 43.3％、女性

と考えられる。

38.0％と男性の割合が女性よりも高くなってい
ることが理解できる。

本研究の目的は、授業を通して、受講者がどの
ような学びに興味関心を持ち、学びを通してど

現在、60 歳〜 69 歳の約 7 割、70 歳以上の約

のように考えが変化するのかを把握することであ

5 割弱が働いているか、またはボランティア活動、

る。また、どのような授業内容を提供することが

地域社会活動（町内会、地域行事など）、趣味や

効果的なのか、学習履歴等から確認することとし

おけいこ事を行っている。具体的には、60 歳〜

た。

69 歳で 71.9％、70 歳以上で 47.5％の者が働い
ているか、またはボランティア活動、地域社会活

２．授業の目的・概要

動（町内会、地域行事など）、趣味やおけいこ事

本研究のための授業は、放送大学沖縄学習セン

を行っている。また、男女別に 70 歳以上での社

ター面接授業の科目「老年学への招待」で実施し

会活動の状況を見ると、男性は 51.7％、女性は

た。

44.2％の者が働いているか、何らかの活動を行っ

（１）授業の目的

３）
ている。

少子高齢社会が進展する中、高齢期の特徴及

60 〜 69 歳の 55.0%、70 歳以上の 42.5% が、

び老化の過程を理解することは生涯発達の視

「この 1 年くらいの間に学習をしたことがある」

点から、ますます重要なものとなっている。授

となっており、70 歳以上で低くなる傾向がある。

業「老年学への招待－老年学を日常生活へ－」

学習の形式は、60 代では「インターネット」が

では、老年学に関する研究の知見を踏まえ、生

16.5％で最も多い。一方、70 歳以上では「公民

きがい等主観的幸福感に関する理解を深める

館や生涯学習センターなど公的な機関における講

ことを主な目的としている。授業内容は、「生

座や教室」が 16.2％と最も多くなっている。実

涯発達」を共通のコンセプトに、講義と議論を

際に、現在学習行動をしていないが、60 〜 69

通して、健康長寿の背景要因等の理解を深化さ

歳の 81.4％、70 歳以上の 62.6％が「学習したい」

せることとした。

と回答しており、機会があれば多くの高齢者が学
習すると考えられる。

（２）授業テーマ

また、
60 〜 69 歳では「健康・スポーツ（健康法、
医学、栄養、ジョギング、水泳など）」が 39.8%

科目「老年学への招待－老年学を日常生活へ
－」の授業テーマは、次のとおりであった。

と最も多く、
70 歳以上では「趣味的なもの（音楽、

第１回

高齢者のイメージと定義

美術、華道、舞踊、書道、レクリエーション活動

第２回

高齢者の特徴と課題

など）
」が 31.5％と最も多くなっている。

第３回

高齢期のライフイベントと課題

なお、放送大学（2018 年）で学んでいる学

第４回

老化理論と寿命

生 の 中 で、 大 学 課 程 の 26.0 ％、 大 学 院 課 程 の

第５回

老化と生涯発達
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第６回

生きる意味と生きがい

イメージ、②高齢者の特徴、③高齢期のライフ

第７回

死の準備教育

イベント、④老化理論、⑤生涯発達、⑥生きる

第８回

主観的幸福感の背景要因

意味と生きがい、⑦死の準備教育、⑧主観的幸
福感、⑨その他の９項目であり、複数回答とし

３．研究協力者

た。

本研究協力者は、2019 年度放送大学沖縄学習

その結果は、
「死の準備教育」７名、
「高齢期の

センター主催の面接授業の受講者であった。受講

ライフイベント」６名、
「老化理論」と「生きる

者に関する基礎データは、アンケート調査により

意味と生きがい」それぞれ５名、
「生涯発達」４名、

把握した。

「高齢者の特徴」３名、
「主観的幸福感」２名、
「高

（1）研究協力者

齢者のイメージ」１名、
「その他」２名は「認知

研究協力者は、男性 10 名、女性 11 名、計

予防の生涯学習」
「( 受講者の）皆さん」であった。
、

21 名であった。年齢は 40 代 3 名、50 代 5 名、
60 代 10 名、70 代 3 名、平均年齢は 62.2 歳
（SD:9.52、41－73 歳）であった。職業は、学
部学生（放送大学）2 名、社会人 8 名、退職者
その他

高齢期のイメージ

主観的幸福感

高齢期の特徴

生涯発達

生きる意味と生き
がい

面接授業の受講理由は、「この面接授業を受

老化理論

であった。
（2）受講理由（図１参照）

高齢期のライフイ
ベント

死の準備教育

3 名、その他 7 名（専業主婦等）
、無回答 1 名

講した理由をお答えください。（複数回答）」で
回答してもらい、選択肢は①興味関心があっ

図２

たから、②実務に活かすため、③資格取得ため、

興味関心

（4）人生観（資料１参照）

④卒業要件に必要な科目（単位）として、⑤社

人生の価値観等について、授業を活性化する

会の変化に遅れないため、⑥教養を高めるた

ことを目的として、記述式により８個の質問項

め、⑦いろいろな人と知り合うため、⑧気分転

目で確認した。

換のため、⑨その他、の９項目であった。

①質問１．「今私にとって、人生で一番大切

18 名が回答した。内訳は、「興味関心があった

なことは、
・・・」

から」が 12 名、「教養を高めるため」６名、
「実

「家庭の健康、
自身の健康」
「健康で長生きする」

務に活かすため」５名、「卒業要件に必要な科目

等『健康』８名、
「健康で幸せに過ごせること」
「毎

（単位）として」と「ろいろな人と知り合うため」

日を楽しく生きること」等『人生を楽しむこと』

がそれぞれ２名、
「資格取得ため」１名、
「その他」
２名は「認知症予防」と「自己研鑽」であった。

２名、
他には「趣味」
「今後の人生についての準備」
「仕事をしたいだけ満足するまで働くこと」等の
回答があった。
②質問２．「70 歳になったとき、私にとって
一番大切なことは多分、
・・・」
「老後のスタートは健康」
「健康で楽しく生活で

その他

資格取得ため

ろいろな人と知
り合うため

卒業要件に必要
な 科 目（ 単 位 ）
として

実務に活かすた
め

教養を高めるた
め

興味関心があっ
たから

きていること」
「自分一人で生活できるように健
康でいること」等『健康』９名、他に「家に迷惑
をかけずに、元気であることと家族のサポートが
できる」
「お金」
「旅行、囲碁、三線、詩吟を満足
するまでやること」
「家族」等の回答があった。

図１

受講理由

③質問３．
「年を重ねることで楽しみにして

（3）老年学で興味のある領域（図２参照）

いることは、
・・・」

老年学で興味ある領域は、選択肢①高齢者の
−81−
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「１：そう思わない」の選択肢の４件法であった。

の年代でしか味わえないことを探すこと」
「やり

評価は、①わかりやすかった、②役に立つ授業

たいことを満足するまでやること」の回答があっ

であった、③質問や議論のしやすい雰囲気があっ

た。

た、
④この授業で使用した教材等は適切であった、
④質問４．「年を重ねることで最も心配して

⑤この授業を選択する際にシラバスや役立った、

いることは、
・・・」

⑥受講に当たり準備学習を十分に行った、の６項

「認知症」
「体力の維持がどこまでできるか、認

目であった。

知機能の衰え」等『健康面』が９名、「急に体調

授業内容に直接関連すると考えられる４項目の

が悪くなることがある」等『体力』２名、他に「死

評価平均は次のようになった。
①
「わかりやすかっ

の準備」「子どもがちゃんと生活できるか心配」

た」3.78 点、
②「役に立つ授業であった」3.72 点、

等の回答があった。

③「質問や議論のしやすい雰囲気があった」3.89

⑤質問５．「もし、両親が自分自身の世話が

点、④「この授業で使用した教材等は適切であっ

できなくなったら、私は・・・」

た」
3.83 点であった。この評価点数は、
受講のニー

「両親が幸せに終えるよう介護をしたし、今も

ズを満たしていたものと考えられる。

介護しています」等『出来るだけ世話をする』５
名、
他に「介護できるのだろうか」２名、
「老人ホー

４．学びの評価（資料２参照）
研究協力者に、授業の受講前に「高齢期に大切

ムへ送る」等の回答があった。
⑥質問６．「もし、自分自身のことが世話で

なことは、
・・・・。なぜならば、
・・・・。
」
、受

きなくなったら、私は・・・」

講後にも同様の質問及び感想を記載してもらっ

「老人ホームへ行く（入る）」等『施設に入所』

た。また、授業テーマが終了するごとに、振り返

10 名、他には「夫か子どもを頼る」「今はわかり

りとして、
学んだことや感想も記載してもらった。

ません」等の回答があった。

授業後は、課題提出を課した。タイトルは、「授

⑦質問７．「高齢者のことを考えたとき、脳

業で取りあげた内容で、自分自身が関心を持った

裏に浮かぶ言葉は、・・・」

テーマ」についてであった。課題は、授業後に考

「認知症」２名、他に「ピンコロ」「孤立、孤独」

えや思いに変容等があったことについて、あるい
はこれまでの人生経験も踏まえて記載することを

「病気・身体の衰え」「死」等の回答があった。
⑧質問８．「将来、心身共に充実した生活を送る

許容範囲とした。課題は、後日沖縄学習センター

ために、現在、次のようなことをしている。」

窓口に提出或いは郵送とした。

「健康でありたいので、３年前からスポーツク
ラブに週５回通っている」等『健康・体力作り』

５．結果と考察

７名、
「パークゴルフ、三味線、囲碁、詩吟、散

(1) 学習履歴の変化

歩」等『趣味』等３名、他に「地域に根ざしてき

授業を通して、
「高齢期に大切なことは、
・・・」

た（福祉やソーシャルワーク）の勉強をしている。

の質問に対して、自分自身のみに関することから

終活を考えていること。」「体力維持のためのジョ

友人、家族、地域の人々への思いや興味関心へ意

ギング及び社会との関わりとしてボランティア活

識が働くなどの変容がみられる受講者がいた。ま

動」等の回答があった。

た、逆のケースもあった。さらに、これまで考え
たことのなかった自分自身の死及びライフイベン

４．授業評価

トなどについて考える機会となった者、人生哲学

授業評価は、授業終了後に放送大学沖縄学習セ

や生きがいなど人生の価値及び使命感に関して、

ンターにより実施された。質問は「受講された面

新たな考えに至った、あるいは再認識した者もみ

接授業について、以下の質問に対して４段階のど

られた。

の評価が当てはまるか、該当する番号に○印を付

それらのコメントの一部を紹介する。

けてください。
」
であった。回答は、
「４：そう思う」

①女性（50 代）

「３：ややそう思う」、「２：あまりそう思わない」、
−82−

受講前は、「高齢期に大切なことは、健康。な
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ぜなら、身の回りのことは自分で行いたいから。」

ある。自分自身の人生に意味を持たせために、何

で、受講後は「高齢期に大切なことは、生きる意

をするのかを考える内容となっている。

味、生きがい。なぜなら、幸福感のある生活を送
りたいから。
」と記している。

感想として、
「受講前は、高齢期にとって地域
とのつながりが一番重要ではないかと考えてい

感想欄には、「身の回りの事は、自分で行う。

たが、高齢者本人にとって、幸福感や人生を生き

ただ、生活しているだけでは、身体的、精神的に

る意味は各人違うこと。多様性があること、また

健康な生活は行えないのでは。生きる意味、生き

その家族によっても大きく左右されてしまうこと

がいを持っていれば、充実した生活を送れるので

を、改めて考えさせられました。

はないか。
」と記している。

自分の人生を肯定し、目標を持つことが、より

健康であることは、人生の質を高める上で必要

良い生活につながり、私は今 00 歳ですが、私の

なことである。そのことに加えて、内面の重要性

今の生活においても大切だと感じました。」と記

に気づき、そのことで心身の健康と充実を図るこ

している。

とに役立っていくのではと考えられる。

なお、変化がなかった、或いは考えがより強化

②女性（70 代）

されたと考えられる者もいた。

受講前は、「高齢期に大切なことは、いかに自

④女性（60 代）

立できるかどうかである。だから、日頃から身体

受講前は、「高齢期に大切なことは、毎日を

や生活習慣に関心を持ち、少しでも長く良い状態

ストレスなく楽しく過ごす。なぜなら、健康を

を保つこと。
」と記している。

保つために大切なことだから。」で、受講後は

受講後は、「高齢期に大切なことは、地域の伝

「高齢期に大切なことは、毎日をストレスなく、

統行事などに積極的に参加し、自己の存在を実感

ポジティブに過ごす。なぜなら、健康を保つた

できることはとても大事なことで、家族がしっ

めに大切であるから。
」と記していた。

かり生きていることを確認できると安心である。

⑥女性（60 代）

日々健康に気を付け、仲間と笑っていきたい。
」

受講前は、「高齢期に大切なことは、心身と

と記している。

もに健康なことである。なぜなら、死ぬまで

自立することは、自分自身の幸福感を高める上

に幸せに過ごせるからです。
」で、受講後は「高

でも大切なことであるが、地域の伝統行事等に参

齢期に大切なことは、健康である。なぜなら、

加することで、役割を果たしてくいくことの重要

残りの人生を自分の思い通りに生きられるか

性について述べていることが理解できる。そのた

ら。
」と記していた。感想として、
「学んだこと

めにも、周りの人々と行動することで、共に笑う

を生かして、幸せな高齢者になります。」と記

ことは重要であると考えられる。

していた。

次に、地域交流の重視から個人の生き方を重視

(2) 授業後のレポート

する方向に変化した例を紹介する。

授業後の課題は、
「授業で取り上げた内容で、

③男性（40 代）

自分自身が興味関心を持ったテーマについて、述

受講前は、「高齢期に大切なことは、地域との

べてください。
」の内容で課した。興味関心のあ

つながりである。なぜなら、働けない、身体が動

るテーマと自分のこれまでの体験と関連付けた内

かなくなった時等、一人ではどうしようもできな

容、興味関心のあるテーマと今後の人生を関連づ

いからである。
」と記している。

けた内容、興味関心のあるテーマの内容だけを書

受講後は、「高齢期に大切なことは、自己の人

いた課題に分類できた。

生の肯定である。なぜなら、今までの人生を振り

最初に、興味関心のあるテーマと自分のこれま

返り、
改めて整理して良くも悪しくも受け入れて、

での体験と関連付けた内容のレポートを紹介す

これからの人生に向けての意義や目標を持つこと

る。内容は原文のままで、
（

につながるからである。」と記している。

）
は著者が挿入した。

①女性（70 代）

地域で生きることは、地域を知ることであり、
自分自身のアイデンティティを守るために重要で
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ら、日頃から考えている老いることや死ぬこと

どを話しだし“私は死んで行く時は、恨みも悔い

への再認識ができ、また疑問に思っているこ

もなく死んで行きたい。良い思いだけが良いと。
”

とが少なからず解決できた。最近の地域の活

すべてを許し、
そして許してもらいたいと話した。

動、人との関わり方などに少し考えるところ

とても安らかで観音様のように見えた。しばらく

があったが、社会参加、他者との関わりの重要

過ぎ、もうすぐだからねと言い始めた。自分のそ

さを改めて理解できた。具体的な学びとして、

の時を感じている様子であった。そして、その２

次のように再確認する。

日後、その日が来た。意識がもうろうとした中、

①死に関する様々なテーマや考え方を学ぶ

はっきりした声で病室に先に亡くなった
“兄さん”

②自分の価値観の見直しと再評価することの大

が来ていると言った。私たちは、妹の手を握り、

事さ

顔を撫で、足を摩りながらその時を迎えた。私た

③そして、人生の終わりをしっかりと見定める

ちは妹によく頑張ったね、心配ないよ !! 大丈夫だ

力を持つことの大切さ

からねと声をかけた。最後の別れだと思うと涙が

④さらには、死に向き合う人との関わり方を

とまらなかった。しばらくして、彼女は大きく息

しっかり学ぶことができた。

を吸い、そのまま戻らなかった。安らかな逝き方

私事ですが、５年前、私の妹は 65 才の若さで、

だった。死を覚悟し受け入れた人の強さに“あっ

ガンで亡くなりました。

ぱれ”と思った。その時、私自身も死ぬことは恐

そのことを書いてみたいと思います。

いことではないと思った。最後に、心身ともに健

彼女のガンが見つかった時は、すでにステージ

康である今、いろいろ学べたことはとても大きな

は上がり、もう手術をしてもどうすることもでき

財産です。これからの人生最も大事なものは何

ない状態でした。それまではほとんど自覚症状は

か !! をしっかり見定めて、納得のいく人生を歩ん

なかった。しかし、ガンは静かに進行していた。

でいきたい。

余命８ヶ月の宣告でした。最初の夏は、少し取り

②男性（40 代）

乱していたが、医師や関係する方々のお陰で、彼
女は少しずつ死と向き合っていった。

今回の
“老年学”
の講義にあたり、
第 7 回目の
“死
の準備教育”の回が、特に興味を惹かれました。

日々、身の回りを片付け、自ら旅立ちの準備を
し、子ども達との時間を大事にした。体調の良い

私が、介護職員として老人ホームで働いていると
いうことも、心を惹かれた一因です。

日は、痛み止めの座薬を使用しながら、私達姉３

私は、今から約 11 年前に、
“高齢者を介護する”

人と思い出の場所にドライブし、ある日は４人で

という仕事に足を踏み入れました。
当初は、
“保育”

外食し、幼い頃のことを話し合った。食べきれず

の業界に興味があったのですが、職業訓練を受け

にいる妹の分を辛い思いをしながら食べたあの日

たのが“ホームヘルパー”の講習で、流れで高齢

を思い出します。

者介護の道に進むに至りました。当時、私は“高

いよいよ家での生活がきつくなったので、ホス

齢者”と言えば、身体の衰えで、辛気臭い様なイ

ピスに入った。彼女は医師との話し合いを何度も

メージが少なからずありましたが、年が経つにつ

重ね、自分の意思をしっかりと伝えていた。

れて、皆さん（が）喜怒哀楽に富み、前向きに生

病室での妹は、子ども達を慈母のようなまなざ

活していらっしゃるのだなと解ってきました。

しで見ていた。妹は見舞う私たちに“いつもあり

そのような中で、やはり一番感じるのが、利用

がとうネ”と感謝し、自分が死んだ後は、子ども

者の方々のお亡くなりになられることです。当時

達を見守っていって欲しいと頼んだ。私は何も心

は、
私の親や親戚の方々は、
まだ元気で身近に
“死”

配しないでいいよ !! 大丈夫だよと言った。安心し

を意識する機会があまりありませんでした。“こ

た様子で自分は死ぬことは何も恐くない。父ちゃ

んなにもあっけなく逝ってしまうものなのか”と

ん母ちゃんの居る所に行くのだからと言った。そ

何度も思ったことです。苦しまれて亡くなられる

してネーネー（姉さん）達の病気は私があの世に

方、ご家族や親戚等もなく、一人で亡くなられる

持って行ってあげるよ !! と言ったので、私たちは

方、亡くなられた後に、ご家族の間でもめ事が起

ありがとうと返事をした。さらに今までのことな

きてしまうという方、生前では分からないような
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様々な問題が利用者の方々が亡くなられた後、見

バタバタと手を動かしている。
看護師によると
「持

えてくるのは本当に心苦しくありました。“亡く

病のリュウマチが痛むのでしょう。今日はガンの

なる前に、どうしてお金の問題について話し合わ

移転している脳の調子が良く、痛みを感じるので

なかったのか”
、
“葬式の段取りは？”
“遺骨は誰

しょう」とのこと。もちろん、痛み止めの処置を

が管理するのか”
、等々。“老年学への招待”の講

最大限にお願いしたが、意識のない状態でも痛み

義を受け、改めて、あの世へ旅立たれる前に、お

は感じるものなのかと祖母の苦痛に涙した。もっ

金や葬儀、お墓等々、取り決めをしておくことは

ともっと苦痛緩和への関心・技術が高まり、苦痛

大切なことだと考えさせられました。亡くなられ

からの解放を希望します。

た方の為にも、また、この先生きていくご家族や
周りの方々の為にも。

高齢者の死生観２ 「自宅での自然な死を希望
していることが示された」について

そして、もう一つ私の心の中になるのは、“死
まで残り少なくなった時間をどう過ごすのか”
、

私は職業上毎日死亡届を受理する立場にある
が、私の主観だが 90％以上は、病院や老人ホー

“その人らしい死のあり方はどのようなものなの

ム等の施設でなくなっていると感じ、自宅で亡く

か”ということです。私も仕事柄、穏やかに亡く

なる方は少ないと感じる。自宅で亡くなる方の中

られる方、胃瘻等で最後は反応も乏しくなくなら

にも、臨終の際に医師の立ち合いのもと、死亡診

れる方も・
・
・。日本では、患者（利用者）本意、パー

断書を書いていただく方と、亡くなってから医師

ソンセンタード・ケアが広まってきたとはいえ、

の判断を仰ぎ、死亡診断書を書いていただく方も

エンド・オブ・ライフ、ホスピス病床はまだ充実

ある。数からみても「自宅で自然な死」というの

しているとは言えません。その人らしい余命を過

は、今の日本では難しい現状にあるのではないだ

ごすにはやはり、家族や介護者、医療側の総合的

ろうか。望む方が多いのであれば、医療の体制の

支援が大切で、多面的に患者（利用者）のニーズ

見直しが必要ではないだろうか。

を知り、寄り添うことが、その方本意の“死”に

高齢者の死生観 2 の後半の「居住している地

対して貢献できるのではないかと考えています。

域の宗教と習俗的な死生観」、３の「それらが支

認知症や脳障害等、自分の意思に障害が出る前

援の手掛かりになる」について

に、後見人を決めたり、エンディングノートや遺
言者に要望を記しておく手もあります。何がその

高齢者が信じている死生観に基づいた支援がで
きれば、心的苦痛の軽減につながると考える。

人にとり最良なのかは、後になってみないと確定
はできません。ただ、最後が近いであろうその人

高齢者の死生観４ 「死後の自分の存在につい
て考えることが重要である」について

には、言葉だけはなく、傍らにそっと寄り添う気

死ぬと全てが無になるのではなく、死後へ現世

持ちが大事なのだと、改めて、今回の講義の中で

で自身のスキルを持っていくことができるとすれ

感じました。

ば、現世での犯罪や争いも亡くなるでしょう。そ

次に、興味関心のあるテーマと今後の人生に関

うなることを望む。

連づけた内容について、紹介したい。
③女性

（おわりに）

50 代

この授業を機に、死生観について家族と話すこ

老年学への招待第 6 回「生きる意味と生き
がい」の中から高齢者の死生観について考察。
（はじめに）

とができ、私も「延命治療はせず、自宅で自然な
死を望んでいることを告げることができました。
私の希望は叶えていただけるかも、もしくは死後

私は義父母と同居しており、最近体調が良好で

の時間のみならず、
生前の時間も生きていく人
（私

はない義母の心に寄り添いたく、この授業を選択

よりもっと長く生きるであろう人）のものになっ

し、中でも高齢者の死生観に興味を持った。

てしまうのか。結果はまだ先の事でありますよう

高齢者の死生観１ 「心身の苦痛感を望んでい

に。

る」について

④女性

50 代

亡くなった祖母がガンで入院中のこと、お見舞

今回の面接授業で学ぶ老年学の内容はどれも興

いに行くと意識のないはずの祖母がベットの上で

味深く、私が積極的に人生を過ごし、幸福感を高

−85−

琉球大学教育学部紀要

めるために、とても役立つ内容であった。母親の

第 97 集

６．まとめ
(1) 授業を通してどのような学びをするのか。

哲学価値観や考え方に大きな影響を与えること、

授業の中で、人生で大切なこと及び必要なこと

大切な人との良い関係性が長寿につながること、
役割を持って現在を一生懸命生きて活動し、生き

を、授業や図書等で得られる知識を通して学ぶこ

がいや精神的な満足感を得ることの大切など多く

とは勿論であるが、直に自他の経験及び体験談を

のことを学ぶことができました。

共有すことで、深化させることができると考えら

その中でも、特に興味を持ったのは、エリクソ

れる。例えば経済的健康は、主観的幸福感を高め

ンの発達段階における「統合性」と「絶望」であ

たり生活の質をの向上の上からも大切であり、精

る。誰でも老年期では、人生の集大成として統合

神的健康及び家族並び地域の人々との文化交流

性を求めると思われるが、それができなかった場

や地域行事への参加も重要であることが理解でき

合のもがき苦しんだ末の絶望は想像しただけで恐

る。このことは、学習履歴に「高齢期に大切なこ

ろしい。私は高校生の頃に自分が生まれてきた意

とは、生きる意味、生きがい。なぜなら、幸福感

味や役割を考えて出た答えは、「命は二種類あり、

のある生活を送りたいから。
」及び「高齢期に大

一つは自分の体の命で、もう一つは遺伝子を子孫

切なことは、地域の伝統行事などに積極的に参加

に残す永遠の命なので、とにかく子供を産む」で

し、自己の存在を実感できることはとても大事

あった。

なことで、家族がしっかり生きていることを確認

一日目の授業の中で、ライフイベントを書き出

できると安心である。日々健康に気を付け、仲間

した時に、私のイベントの中心は出産と子育てで

と笑っていきたい。
」との記載からも理解できる。

あった。自分って結構頑張ったんだと納得でき、

また、主観的幸福感や高まりに加えて、他人への

子ども達の成長に満足し、幸せを感じまた。しか

配慮や思いやり等へとシフトし、個人だけでは幸

し、頭の片隅に友達の顔が浮かぶ。その人は 40

福感や心身の健康を維持、向上させることはでき

歳を過ぎた頃から、攻撃的になり、私に対して発

ないことに気づくようになったのではないだろう

する言葉は「あなたは子どもがいるからいいけ

か。
また、
これまで考えていたことがより強化され、

ど、私はいないからこれから先も一人」と言う。
面接授業の中でも質問させてもらったが、絶望に

経済面の重要性が一層重要となったり、仕事を継

陥らないよう自分の準備はできているが、周りの

続することで、アイデンティティを確立及び維持

居た場合どうすればよいかやっぱり不安になる。

することを一層意識する者もいる。健康に対する

○○先生よりどうしようもないと聞いて、不安が

思いも同様に、健康の維持がいかに大切であるの

70％程軽くなったが、残り 30％の不安は、これ

かに意識が働くことも理解できる。授業の中で、

からの私の人間関係構築の課題としたい。

男性の一人（60 代）は、「私は、サトウキビづく

誰でも、いろいろ大変なことを抱えているし、
年を取るにつれて、人生いろいろ、一人一人が異

りを継続し、地域の組合長になりたい。そのこと
が生きがいだ。
」と話していた。

なった拡がりを持っている。大切な人との関係性

さらに、年を重ねることで重要となる役割や義

づくりはもちろん、周りの人とも程々の良い人間

務などの再発見をすることで、家庭や地域社会で

関係を築ける人になりたいと思った。

清明祭や旧盆等の伝統行事等を通して、役割や義

また、死を迎える時の私の最高の条件は、「子

務を果たすことも再認識するようになる。これま

ども達が自身の人生を自立して生きていけること

で参加していた、伝統行事や地域行事、住み続け

を確認し、安心した上で私自身のために生きたと

ることや方言で話すことの継承、人生の中でおけ

いう実感を持つこと」だと明確に解ったことは有

る価値や意味づけ等を再認識することで、人生に

り難い。

対して肯定感が高まり、結果として人生の統合へ

これから先、考え方が少しずつ変わるかもしれ
ないが、一日一日自分の物語を紡いでいきたいと

とつながり、生きがいや人生哲学に対する意識が
一層高まっていくことが考えられる。
(2) どのような授業テーマを提供することが効

考えることができた授業だった。

果的なのか。
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受講者のニーズは、老年学の知識の吸収に加え
て、異世代、同世代の様々な人々の生き方や現実

content/12304250/000547374.pdf

2019 年 9 月

（2020 年 3 月 1 日取得）

に関する情報や経験を共有することで、それらの

3） 内閣府、教育、生涯学習に関する世論調査、

ことを日常生活の中でいかに役立てるのか、今

2016

後の人生をいかに有意義で充実したものとして人

4） 国際長寿センター、日本における高齢者教
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旅行、囲碁、三線、詩吟を満足するまでやること その年代でしか味わえないことを探すこと

その時に、地域福祉に関係していること

※健康で楽しく生活できていること

今を現状維持したい

※健康、生きがい

家族

※自分一人で生活できるように健康でいること 思いつかない、どういうことがあるのかしら 人との付き合い

70歳を過ぎましたが、60代とあまり意識の （子や）孫の成長（２）

変わりはありません。ただ、今後のことを 足腰が丈夫で旅行もしたい

人生を楽しむこと（２）

心穏やかな時

仕事をしたいだけ満足するまで働くこと

目標の達成

※毎日を楽しく生きること

健康で生き生きして楽しいことをしたい

今後のライフスタイルの考え方

社会への価値ある仕事をすること

趣味

回答なし（４）
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※公共の施設に世話を依頼する

※施設で過ごし一生を終える

※老人施設に入所します

回答なし（５）

も介護しています

病気

率先して介護し看取ります

回答なし（７）

両親が幸せに終えるよう介護をしたし、今 今のところわかりません

辛い、苦しい。

元気に過ごしている高齢者を見習い、死ぬまで学び続けていく

回答なし（４）

※スポーツジム通いをしてメタボを改善します。食に気をつけている

※健康でありたいので、３年前からスポーツクラブに週５回通っている

個人的には運動、放送大学での学び。
回答なし（４）

意欲的に身体を動かし、友人、知人との会話できる範囲でのボランティア、地域参画、

毎日生きていくのに精一杯で将来のことはよくわかりません

※趣味を楽しみ、趣味を通して社会との関わりを持つようにしている

興味のあることについて、知識を深めたいと思う

体力維持のためのジョギング及び社会との関わりとしてボランティア活動

※食事に気をつけ、運動をする

らば与えられん。

※体力を維持するための運動。精神的な力を身につけるためには学ぶこと。求めよ、さ

地域に根ざしてきた（福祉やソーシャルワーク）の勉強をしている。終活を考えていること。

「一日一生」の考えで行きたい

※パークゴルフ、三味線、囲碁、詩吟、散歩

子どもになったようでかわいい

死

病気・身体の衰え

孤立、孤独

私は、どのような高齢者になるのか

人に優しい言葉、介護になったとき

苦。お疲れ様でした。

院で看取りました。父母は短い間の世話で どうしたら良いのか･･･・

したので。

生涯発達と終活

体験、身内で世話をしましたが、最後は病 落ち込むでしょう

※老人施設に入るのかな？

ピンコロ

認知の衰え

うか、楽しいのだろうか

できるだけのお手伝いをする

※養護施設に入る

すでに他界している
レクレーションをする

夫か子どもを頼る

出来るだけ世話をする（２）

※運動、やったりやらなかったり

しっかり健康管理している（７）

趣味がある（３）※※

８．「将来、心身共に充実した生活を送るために、現在、次のようなことをしている。」

回答なし（４）

夫の世話

能の衰え

※体力の維持がどこまでできるか、認知機

自分を失うこと

特にない

年を重ねて、あきらめることが増えるだろ ※体を整える

※どの程度介護ができるためにどうするべきか ※施設で生活していることでしょう

考える

介護できるのだろうか（２）

どう生きるのか、どう最後を迎えるのかと 祖母

介護、仕事

介護

※施設に入所する

痴呆症（認知症）（３）

老人ホームへ行く（入る）（10）

に浮かぶ言葉は、」

老人ホームへ送る

くなったら、私は」

両親共に天国へ

できなくなったら、私は」

５．「もし、両親が自分自身の世話が

家族が増えること

世界一周をすること

６．「もし、自分自身のことが世話できな ７．「高齢者のことを考えたとき、脳裏

回答なし（４）

※健康で長生きする

回答なし（１）

族のサポートができる

家に迷惑をかけずに、元気であることと家 人との付き合い

※健康で幸せに過ごせること

自分の心の変化

作って行くかを考えます

※家庭の健康、自身の健康

※子どもの成長、孫を見ること

考えると、自立できるこれからをいかに

かもしれないということ

生きる力

子ども、金、人とのつながり

子どもがちゃんと生活できるか心配

体力（２）

※急に体調が悪くなることがある

死の準備

その年代にしか出来ないことが、見つかる ※健康及び経済的なこと

知らなかったことを知る喜び

やりたいことを満足するまでやること

自由な時間

過去に知らなかった事を知っているかもしれない事 ※認知症

健康面（認知症予防）（９）

楽しむこと

遊ぶ時間

お金

孫達の成長

ことは、」

４．「年を重ねることで最も心配している

今後の人生についての準備

自分の足跡を残したい

ことは、」

３．「年を重ねることで楽しみにしている

遊ぶ

大切なことは多分、」

「70歳になったとき、私にとって一番

老後のスタートは健康（９）

2

健康（です）（８）

ことは、」

１．「今私にとって、人生で一番大切な
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番号

受講後

高齢期に大切なことは、自分を受け入れることである。

高齢期に大切なことは、楽しみを持つことである。

高齢期に大切なことは、地域の伝統行事などに積極的に参加し、自己の存在を実感でき

高齢期に大切なことは、お金である。
なぜなら、先立つものはお金である。
高齢期に大切なことは、大切な人たちとの人間関係と大切な人たちの自立と幸せ。
なぜなら、安心して死後の世界へ旅立つため。
高齢期に大切なことは、健康であることとこのようで後ろめたい気持ちを残すことなく

高齢期に大切なことは、健康である。

なぜなら、健康でないと何もできないからである。

高齢期に大切なことは、健康であること。

なぜなら、最後まで納得のいく日々を過ごしたいからである。

−89−
高齢期に大切なことは、毎日をストレスなく、ポジティブに過ごす。
なぜなら、健康を保つために大切であるから。
高齢期に大切なことは、
なぜなら、

高齢期に大切なことは、毎日をストレスなく楽しく過ごす。

なぜなら、健康を保つために大切なことだから。

高齢期に大切なことは、健康。

なぜなら、主に終末期に一番重要だと考える「生きがい」には必須であるから。

高齢期に大切なことは、
なぜなら、

高齢期に大切なことは、これからの人生を楽しく生活する。

なぜなら、今後のことを考え、生きがいを見つけて暮らしていく。

る。

なぜなら、3つの健康があってこそ初めて高齢者である。

と。

惑をかけないこと。

なぜなら、周りに迷惑をかけてまで、私自身は生きようなんて全然考えないからであ

高齢期に大切なことは、心の健康、身体の健康、経済の健康の3つの健康を維持するこ

かもしれない。

高齢期に大切なことは、要介護にならないように、健康維持をしっかりやって周りに迷

なぜなら、生活できないと自己満足できないから。

高齢期に大切なことは、家。

高齢期に大切なことは、生活力である。

なぜなら、雨風をしのげて安心できる居場所が確保されていると、暮らしが良くなるの

なぜなら、無理せず家族と共に楽しく過ごす。

高齢期に大切なことは、自分らしく生きること。

高齢期に大切なことは、健康な心身である。

なぜなら、楽しい余生を送るため、家族のためにも必要であるから。

からの人生に向けての意義や目標を持つことにつながるからである。

高齢期に大切なことは、自己の人生の肯定である。

高齢期に大切なことは、地域とのつながりである。

なぜなら、今までの人生を振り返り、改めて整理して良くも悪しくも受け入れて、これ

なぜなら、

なぜなら、もし介護させる時。

である。

高齢期に大切なことは、

なぜなら、働けない、身体が動かなくなった時等、一人ではどうしようもできないから

なぜなら、残りの人生を自分の思い通りに生きられるから。

高齢期に大切なことは、健康と人に優しくする。

が大切だと思うからです。
高齢期に大切なことは、健康である。

なぜなら、死ぬまでに幸せに過ごせるからです。

高齢期に大切なことは、心身ともに健康なことである。

なぜなら、生活や様々な行動範囲、考え方が狭くなるから。

高齢期に大切なことは、家族、自立。
なぜなら、高齢期のライフイベントや生きがいを見つけるためにも、家族との話し合い

なぜなら、目標があると老後も明るくなり、生きている証を見つけること。

なぜなら、動けなければどうにもならない。

高齢期に大切なことは、健康である。

高齢期に大切なことは、生きがいを求める。そして自分自身を大事にすること。

なぜなら、残された人生と整えること。

高齢期に大切なことは、健康である。

なぜなら、毎日の生活が楽しく送れるから。

彼岸へと旅立っていくことができるように。

なぜなら、自分自身をよく知り、今回学んだことを自覚していきたい。

なぜなら、ボケ防止、人との交流。

高齢期に大切なことは、健康である。

高齢期に大切なことは、より良い人間関係を築く、自分自身の意識を高める。

高齢期に大切なことは、学ぶこと、自己管理。

る。日々健康に気を付け、仲間と笑っていきたい。

ることはとても大事なことで、家族がしっかり生きていることを確認できると安心であ

なぜなら、

高齢期に大切なことは、いかに自立できるかどうかである。

だから、日頃から身体や生活習慣に関心を持ち、少しでも長く良い状態を保つこと。

高齢期に大切なことは、

なぜなら、

ため。

高齢期に大切なことは、金、健康、人との繋がりである。

なぜなら、楽しい時は、心が元気でいられるから。そうすると健康でいられる。

なぜなら、幸福感のある生活を送りたいから。

なぜなら、身の回りのことは自分で行いたいから。
なぜなら、年を重ねることは止められない。その時の自分を受け入れて、人生を楽しむ

高齢期に大切なことは、生きる意味、生きがい。

高齢期に大切なことは、健康。

きるためには社会との関わりも大事である。

なぜなら、健康であることは、社会と存在する上での必要条件であり、ポジティブに生

高齢期に大切なことは、健康で社会との関わりを持つこと。

なぜなら、日々の活動の中で、健康でないと社会との共存が難しい。

なぜなら、外見にとらわれることはない。

要」

高齢期に大切なことは、死の準備教育として「澄んだ心でこの世を去ることだけが重

高齢期に大切なことは、健康で経済的、社会的にも自立していること。

受講前

なぜなら、一日一日が楽しくない。食べ物が美味しいと感じられない。

高齢期に大切なことは、健康である。

学習履歴
感想

老いることの心の準備とこれからやるべき行動が整理できました。

責任で用意できるようにがんばろーと思って。やっぱり、多少、面倒だなあと思ってします。

元々、明るい未来を思い描けないので、現状維持で緩やかに考えていくことを考えているが、自分の好きなように自分の

P.S. 嫁もいました。孫一人です。これからが楽しみです。

います。ペットホテル、ワンちゃんデイケアなど。夫一人、子ども長男1人、女3人、チワワ、トイプードルの家族です。

職後はペットトリーマーの資格を取得し、大好きなワンちゃんに囲まれた生活を描いています。娘と一緒に経営を考えて

菜園でキューり、ナーベーラーを育ています。30代の記憶はほとんどなくあっという間に子育てが終わった感じです。退

においても大切だと感じました。
現在成人期において今から自分の時間を大切にしながら子ども達へのサポートできるように健康で仕事も無理せずに家庭

させられました。自分の人生を肯定し、目標を持つことが、より良い生活につながり、私は今41歳ですが、私の今の生活

を生きる意味は各人違うこと。多様性があること、またその家族によっても大きく左右されてしまうことを、改めて考え

受講前は、高齢期にとって地域とのつながりが一番重要ではないかと考えていたが、高齢者本人にとって、幸福感や人生

学んだことを生かして、幸せな高齢者になります。

今後の生き方を改めて、考え、見つめ直す機会になりました。

なものは健康と書いたが、その他家族、お金、趣味、仲間etc.あるのみ気付かされました。

た。昨日今日で理解できたわけじゃないけど、学習をきっかけにプリントに目を通して学びたい。受講前、高齢期で大切

いかと思う。死にゆく人の状態を記録したＤＶＤを見てみたいと思う。
高齢化社会に突入して、老後の生き方についていろいろな問題提起がある時勢に老年学について学べたのは羅㏍－でし

いくと思われるが。昔のように食事の量が少なくなって、少しづつ弱って死んでいく状況を見れたら判断できるのではな

行わない方が良いのか判断ができない。がんやそのほかの病院で死んでいく人が多くなると、この延命治療がなくなって

で栄養を取り入れると衰弱の悲惨さは見られない。しかし胃婁をして寝たきりの状態で苦しくないか。胃婁を行うのか、

しようと思った。より良く生きる糧になりました。
現在は病院で死を迎える人が多数であるので、死にゆく人の肉体的、精神的状態がわからない人が多いと思います。胃婁

自分にとって、大切にしたいことが明確になった。日常の大部分の時間とエネルギーと取られている仕事は、ほどほどに

高齢者の幸せのためには、自己決定が大切であると感じた。

今までの人生が走馬灯のように。自分の生き方を反省していきたい。

味、生きがいを持っていれば、充実した生活を送れるのではないか。

身の回りの事は、自分で行う。ただ、生活しているだけでは、身体的、精神的に健康な生活は行えないのでは。生きる意

今後の終活をすることへの基礎体力をつけることができた。

老年学への招待－老年学を日常生活へ－
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