
1 はじめに

わが国では、高齢者大学は、1950年代後半から老人

大学として各地で開催され、高齢者の学習の場となっ

てきた。高齢者のニーズとともに学習内容が変容し、

近年では、受講後に高齢者自身がリーダとなり、地域

に貢献するという「人材づくり」の学習内容が課題と

されている１）２）。

平成25年版高齢社会白書（以下「高齢社会白書」と

いう）によると、60歳以上の高齢者の学習活動の参加

状況は17.4％である。参加していないが、参加してみ

たいと答えたものは40.2％であった。また、「行って

みたい生涯学習は何か」という質問に対しては、「健

康スポーツ」47.5％、「趣味的なもの」44.5％「ボラ

ンティア活動のために必要な知識・技術の内容」17.5

％と回答していた３）。

このようなことから、高齢者の半数は、学習意欲が

あり、自らの健康や関心を高める学習内容を求め、加

えて社会活動をするための技能を希望しているのでは

ないかと考えられる。

本学の地（知）の拠点整備事業（以下、COC）の

一環である中部大学アクティブアゲインカレッジ（以

下、CAAC）の設立趣旨は、リタイア後の高齢者に知

的で健康的な生活力を身につけてもらい、本学の建学

の精神でもある地域（春日井市）においてあてにされ

る高齢者リーダとなる人材を養成することである。

そこで、本研究は、春日井市在住の高齢者がどのよ

うな学習内容を求めているか、また地域の社会的問題

やその関心度などを把握し、CAACカリキュラムを作

成するための基礎資料を得ることを目的とした。

さらに、本学のCOC事業は、大学での地域関連の

正課教育を行い、将来地域に貢献できる学生を育てる

こと、併せて、地域の活性化を図ることを目的として

いる。その正課教育科目として「地域創成メディエー

ター学入門」（創造・協働・自立の精神を身につけた

あてになる人間）の授業を開講する計画である。この

科目は、本学学生とCAAC受講生が共に学ぶ学習の場

として位置づけている。学生にとって、学習意欲の高

いCAAC受講生と一緒に授業を受けることによって、

現在地域が抱えている課題を理解する視点を養うこと

ができる実践的な科目ではないかと考えている。

本研究結果から「地域創成メディエーター学入門」

の内容を含め、CAACカリキュラム内容を検討したの

で報告する。

2 調査方法

2.1 対象者

平成26年２月中部大学COC事業地域連携講演会お

よび市民フォーラムに参加した127名を対象として無

記名自記式調査を実施した。回収数は126名（回収率

99.2％）であった。無回答または年齢、性別の記入漏

れのあるものを除外し、118名（有効回答率93.7％）

を分析対象とした。

2.2 調査方法

調査用紙は、講演会等会場受付にて参加者に配付し、

会場出口に回収箱を設置して回収した。

調査項目は、基本属性（年齢、性別、居住地、居住

形態）就労の有無、社会活動等の経験資格の有無、介

護の資格取得の希望、関心のあるテーマ、学生と一緒

に学ぶ希望などについて質問した。

写真１ 講演会会場受付風景

2.3 分析方法

分析には、IBM SPSS（Statistics21）を使用した。

CAACの対象者である50歳以上の高齢者を抽出し、各

項目を基本属性について単純集計した。また、地域で

の関心事や学びたいことについては50歳未満と50歳以

上の２つに分けて比較検討した。

2.4 倫理的配慮

講演会および市民フォーラム参加者に調査目的や方

法などを口頭および書面にて説明した文書を調査用紙
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と共に配付した。回答、無回答にかかわらず回収し、

回答が得られたものは調査に同意が得られたものとし

た。また、調査用紙を受け取らなかったもの、無回答

は、調査に同意が得られなかったものとした。なお、

この調査は中部大学倫理審査委員会の承認を得て行っ

た。（承認番号第250057号）

3 結果

3.1 対象者の属性

対象者118名のうち、CAAC対象となる50歳以上は

96名（81.5％）であった。また、60歳代は43名と最も

多く、次いで70歳代39名、39歳以下13名と続いた。性

別では、男性86名（72.9％）、女性32名（27.1％）で

男性が多かった。（表１）

表１ 対象者の属性

居住地は、101名（87.8％）が春日井市在住であっ

た。市外では、名古屋市、小牧市、日進市などの近郊

から9名、県外からは5名であった。50歳以上の市内在

住は87名（90.7％）であった。

住まいについては、戸建てが98名（83.1％）、集合

住宅は20名（16.9％）であった。

就労状況については、50歳以上では、働いていない

方62名（65.3％）、毎日働いている方17名（17.9％）

であった。

3.2 対象者の仕事や活動経験など

春日井市および近郊に居住する50歳以上の対象者の

仕事や活動経験は、社会参加（ボランティア・地域活

動等）が最も多く37名（31.4％）、続いて教育関係27

名（22.9％）であった。その他では、建築関係、

ＮＰＯ活動、カウンセリングなどがあげられていた。

「クラブやサークルに入っているか」の質問では、

クラブやサークルなどのグループに所属し活動してい

る方は76名（60.1％）であった。趣味活動が37名、ボ

ランティアは20名であった。（図１）

次に資格について尋ねたところ、50歳以上では53名

（55.6％）が資格をもっていると回答し、その内訳は

介護福祉関係の資格をもっている方６名、スポーツ関

係３名、保健医療関係６名、パソコン関係３名であっ

た。その他には、簿記、建築士、料理師、カウンセラー、

学芸員など、さまざまな資格が具体的に記載されてい

た。

図１ クラブやサークルに所属

3.3 対象者のニーズ講座

「介護職員初任者研修（旧ヘルパー講座）」の希望

者は15名であり、そのうち50歳以上では10名であった。

現在、居住している地域で関心をもっていることは

何かという問いに対して、50歳以上では「高齢化」と

回答した方は66名（68.8％）「健康」48名（50.0％）

「地域防災」45名（46.9％）と続いた。50歳未満では、

教育環境が多かった。（図２）

図２ 地域で関心があること

また、これから関心をもちたいことまたは学びたいこと

については、50歳以上では、「健康」と回答した方が47

名（48.9％）とほぼ５割を占めていた。次に「学習」

41名（42.7％）「社会参加」34名（39.6％）であった。

また、50歳未満では「社会参加」９名が最も多かった。

なお、50歳未満と50歳以上を比較すると、有意な差

があったのは、「高齢者大学に通う」は50歳以上に有

意に高く、「子育て支援」は50歳未満に有意な差がみ

られた。（図３）

50歳以上では、「地域や周りの方に教えたい」とい

う質問に対して「大いに教えたい」「少し教えたい」

と回答した方は、51名（57.5％）であった。また、中

部大学の学生と一緒に学びたいと思っている方は75名

（83.3％）であった。
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39歳以下 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 合計 ％

男性 12 4 3 29 33 5 86 72.9

女性 1 5 6 14 6 0 32 27.1

合計 13 9 9 43 39 5 118 100.0
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図３ これから関心をもっていることまたは学びたいこと

4 考察およびカリキュラム検討

4.1 CAAC対象者について

CAACの対象年齢50歳以上は、参加者のうち96名で

あり、研究目的である対象者が８割を占めていた。大

学が主催した講演会および市民フォーラムに参加した

方々であることから、対象者は、世代間交流や地域の

活性化などに対して関心が高いと考えられる。さらに、

これまで、世代間交流、または高蔵寺ニュータウンに

おいて住民との交流、NPO団体との関わりなど本大

学の地域活動の成果が反映され、対象者の意識はより

高くなっているのではないかと思われる。

また、対象者は、現在、社会参加（ボランティア・

地域活動等）をしていたり、クラブやサークルなどに

所属し趣味活動している方は60％とすでに社会参加活

動をしている。高齢社会白書の対象は60歳以上で報告

され、本研究と比較することは難しいが、本研究の対

象者は、意識が高いばかりでなく、すでに積極的な社

会参加活動をしている。よって、対象者の活動経験や

資格の取得内容を活かすことができるようなカリキュ

ラム内容がのぞまれる。

梨本は、「高齢者が社会や特定の他者との関わりを

豊にしていく活動」を「社会活動」とし、「そのよう

な活動に新たに参加したり、活動をとおして社会や他

者との関わりを豊かにしていく過程」を「社会参加」

として、社会活動と社会参加を区別している。そして、

学習することは、学習としての社会参加活動だととら

え、その学習の成果を地域活動に活かす場合、学習そ

のものを目的とする場合、あるいは、学習に付随する

人間交流を求めている場合の３タイプに分けることも

できると述べている４）。本研究の対象者は、８割の高

齢者が本学学生と学びたいと回答していることは、若

い世代との交流を求めていると考えられる。よって学

習を通して高齢者同士のつながりが増すことはもちろ

んだが、大学生との交流と広い人間交流を求めている

ことがうかがわれ、質の高い社会参加活動に発展する

のではないかと思われる。

今回の対象者は、本大学が地域活動している対象地

域であり、地域の活性化などには高い関心をもってい

る集団であり、春日井市全体の50歳以上の住民の関心

度や学習意欲の程度などを把握することにはいたらな

かった。

講演会などには、50歳未満、市外や県外からの参加

もあり、今後CAACに関心をもってもらうように地域

活動の評価をしながらカリキュラムを検討することが

必要である。

4.2 カリキュラムについて

高齢社会白書によると、60歳以上の高齢者の望む生

涯学習は、「健康スポーツ」「趣味的なもの」「ボラン

ティア活動のために必要な知識・技術の内容」であっ

たが、本研究結果は「健康」「学習」「社会参加」であ

りほぼ同様な結果となった。また「地域防災」があげ

られていることは、時代や地域を反映したものである

と思われる。このようなことから、１年コースは共通

科目として「健康」「学習」「地域防災」などをふまえ

て、「健康増進」「IT」「言語」「地域」「健康増進実習

（運動）」といった科目のカリキュラムを作成した。

さらに、対象者がいままでの活動経験をふまえて、

学習を積み重ねていくことができるように、２年目の

専門コースでは、社会参加活動の目的が達成されるよ

うに「健康心理学」「東洋医学」「運動と健康学」「現

代社会と福祉」など科目のカリキュラムを作成した。

50歳以上と50歳未満で有意な差があったものは、

「子育て支援方法」であった。若い世代が「子育て支

援方法」に関心をもっていることを理解し、高齢者に

向けた学習でだけでなく幅広く活動するためには若い

世代の関心事に対しても学習することができるように

カリキュラム内容の検討がのぞまれる。

4.3 正課教育～共育事業

平成26年２月24日、立教セカンドステージ大学の担

当者から高齢者や学生の共育事業についてお話を伺っ

たところ、ゼミ学習として学生との交流の場を設けて

おり、その場では高齢者の学ぶ姿勢が学生に影響を与

えているとのことであった。しかし、学生がセカンド

ステージ大学の存在を知っているのは10％に満たない

とのことであった。

本学の場合は、「高齢者自身がリーダとなるように

育成する」「学生が地域に貢献できるように育成する」

という両者の目標を達成する教育の場を設けている。

カリキュラムは、春日井市という具体的な地域の場を

教材に、そして、その地域に住んでいる高齢者と学生

が学習の場を共有することによって、学生が地域をイ

メージできるのではないかと思われる。

平成26年９月から下記のようなカリキュラムで行わ
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れるように計画した。（表２）

表２ 地域創成メディエーター学入門の内容

5 まとめ

・本研究の対象者のうち、CAAC対象の50歳以上は96

名であった。概ね研究目的に合った対象者を抽出で

きた。

・対象者が地域で関心をもっていることは、「高齢化」

「健康」「地域防災」であった。この結果を学生と正

課教育科目「地域創成メディエーター学入門」のカ

リキュラムの内容に反映することができた。

・対象者が学びたいことは、「健康」「語学・歴史など

の学習」「社会参加」であった。この結果をCAAC

の１年次共通科目に取り入れた。

・高齢者大学への通学希望者は24名、介護職員初任者

研修講習希望者は10名でありCAAC開講にむけて情

報を得ることができた。
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週 内 容

1－2
春日井市と中部大学の連携活動（仮題）

春日井市における中部大学の新しい存在意義 （仮題）

3 COC事業におけるCAACの意義とシニアの役割

4 春日井市における多文化共生の取り組み

5 春日井市の環境問題について

6 家先のデザインでまちを変える

7 まちのエキスパネットの取り組み（仮題）

8 高蔵寺ニュータウン再生市民会議の取り組み （仮題）




