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生涯を通した健康で豊かな生活に関する検討
一「60歳以上」の方の生活及び学習等の実態に着目して一

人間発達文化学類教授浜島京子
人間発達文化学類教授　鈴　木　裕美子

1．緒 口

　筆者らは，2005年11月に石川町共同福祉施設で開

催されたr第9同県中地方公衆衛生大会，rすこやか，

いきいき，うつくしま』の創造～健康寿命の延伸をめ

ざして～」の講演会等に参加された成人男女を対象に，

人間が生涯にわたって健康で生き生きと生活するため

に，日々どのような暮らし方をすることが大切なのか

を検討する目的で，毎日の暮らし方及び生活意識に関

する調査を実施した。昨年度報告した当センター年報

では，特に生活満足度に注目し，属性，生活実態，学

習欲求度との関連性をみたが，生活満足度は年齢（60

歳以上と59歳以下との比較）及び学習欲求度（得点化）

と関連のあることが認められ，「60歳以上」及び「学

習欲求度得点の高い者」が生活満足度も高いことが把

握された。1

　本報告では引き続き前年度調査のデータを用いて分

析を進めるが，前回生活満足度の高かった「60歳以

一ヒ」の男女に着目し、現在の生活実態・意識，学習状

況及び学習欲求の高い内容，学校教育に対する意見等

についてみていく。本報告で注目するr60歳以上」の

方は，これまで従事していた仕事を定年退職した方が

多く，また人生経験も豊かであることから，現在どの

ような暮らし方をし，また生きることや教育について

どのような考えを形成しているのか把握することは意

義深いことと考える。

　なお，このような高齢期の男女を対象にした生活に

関わる調査研究は最近増えてきているが、例えば山田

らは，高齢者の「生きがい」は「はたらく」という家

族や地域との関わりを持った日常生活を通じて，比

較的実感されている。コことを示している。また，十

文字学園女子大学・短期大学の高齢社会生活研究所の

調査において，積極的生活態度を持つ5力国（イギリ

ス，ドイツ，デンマー久スウェーデン，日本）の高

齢者に共通にいえることは，各種の社会参加をしてお

り，人の役に立っているという意識があり，これから

の目標やライフワークをもっていることである。：号と

報告している。

　我が国では2004年に65歳以上の高齢者が19．5％を占

め高齢社会となった。この状況はますます進行してい

るが．そのような中で，生涯を通していかに生きるか

ということが一人一人の重要な課題であり，特に，毎

日の生活の仕方という観点からの調査研究が必要であ

ると考える。本調査では，福島県の県中地区に在住す

る活動的な成人を対象に生活状況の調査を実施したが，

これらの実態から上記の課題に対する何らかの示唆を

得たいと考えるものである．

2．調査方法

　調査対象者，方法，内容は前報1と同様であるが．

今回の分析で用いる年齢層別の対象者数を表1に記す。

表1　調査対象者
単位：人

「60歳以上」

@S群
r30－59歳」

l群
不　明 計

男　性 26 19 2 17

女　性 29 14 1 44

不　明 1 2 3

計 56 35 3 94

　なお，本報告ではr60歳以上jに注目して結果を述

べるが，その際「30－59歳」を比較対照群として考察

する。以下，r60歳以上」をS群，r30－59歳」をM群

と記していく。

3．結果及び考察

（1）現在の生活実態

　1）就寝時刻・起床時刻

　現在の生活実態についてであるが，始めに就寝時
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刻と起床時刻の状況をみる。図1－1より就寝時刻

をみると，両年齢層とも「11時」が最も多く，S層は

49．1％，M層50％である。次いで，「10時前」の割合

が高いが，S層42．1％，M層30．6％と，S層が約12ポ

イント高率である。「10時前」と「11時」を合わせた

割合では．S層が9L2％を占めておりS層の大半がll

時前に就寝していることがわかる。これに対しM層

は，r11時」＋r12時」＋r13時以降」が66．7％を占め，

この割合はS層の約14ポイント高い割合となっている。

これらの結果，就寝時刻においてS層とM層に有意差

（ズ検定，p〈．05）が認められており．これまで従事

していた仕事を定年退職した者が多いS層と働き盛り

のM層には就寝時刻に大きな違いがあるといえる。

　次に，図1－2より起床時刻についてみると，両年

齢層ともr6時前」が最も多いが，S層が68．4％に対し，

M層は88．9％と．M層が約21ポイントも高い割合を示

している。これに対し，S層はM層に比べ「7時」や

「8時、に起床する割合が合わせて約15ポイント高く，

また「その日によって異なる」も6ポイント高率であ

る。これらの結果，両者には有意差（ズ検定，p〈．01）

が認められ，S層はM層に比べ7時以降の起床が多い

といえる。すなわち，S層は生活における自由度が高

い状況がうかがえる。

　2）午前中及び午後の過ごし方

　ここでは，一日の生活において比較的自由な時間が

多いと考えられるS層のみの結果を取り上げ，午前中

及び午後の時間にそれぞれ何をして過ごしているかに

ついてみていく。

　最初に午前中の過ごし方であるが（図2－1），全

体の結果では，「家事」，「テレビ視聴」，「草花の手入

れ」，「自営業の仕事」，「趣味」，「家庭外の仕事、，「散

歩」，「『動物の世話』『運動』『友人とのおしゃべり』」，

「買い物」，「病院」，「読書」の順で多く挙げられてい

る。しかし，男女別には大きな違いがあり．上位3項

目はいずれも女性の割合が高い。なかでも「家事」は

女性約72％に対し男性約12％と60ポイントもの差がみ

られている。全体として．女性は「家事」，「草花の手

入れ」，「テレビ視聴」が多く，家庭の中での仕事やく

つろぎが多いといえる。これに対し，男性はr自営業

の仕事」，「テレビ視聴」，「草花の手入れ」，「趣味」，「家

庭外の仕事」，「散歩」などが比較的多く，家事以外の

労働，趣味，くつろぎなど午前中の過ごし方は多様で

あることがわかる。男女間の差についてRyan法によ

り検定を行ったところ，「家事」，「草花の手入れ」，「自

営業の仕事」の3項目に有意差が認められ，前者2項

目は女性が有意，「自営業の仕事」は男性が有意であっ

た。

　次に，午後の過ごし方であるが（図2－2）．全体

的に，「テレビ視聴」，「趣味」，「買い物」，「家事」，「自

営業の仕事」，「『草花の手入れ』『散歩』『読書』『家庭

外の仕事』『友人とのおしゃべり』」，「運動」，「昼寝」．

「『動物の世話』『病院』」の順で多く挙げられている。

これらも男女別には違いが大きく，上位4項目はいず

れも女性が高い割合を示している。なかでも「買い物」

及びr家事」はそれぞれ約51ポイント，約45ポイント

も女性が高率である。ただし女性は，「買い物」を含

めた「家事」以外にも，「テレビ視聴」や「趣味」の

割合も高く．また「友人とのおしゃべり」，「運動」、「『散

歩』r読書』」も男性に比べ高率である。これに対し男

性は，「テレビ視聴」のほか「自営業の仕事」や「家

庭外の仕事」の割合が高い。

　総じて、午後の過ごし方は女性の方が多様であり，

また行動的である様子がうかがえる。これらの男女差

をみたところ，「趣味」，「買い物」，「家事」，「読書」，「友

人とのおしゃべり」，「運動」の6項目において女性

が有意に高く，「自営業の仕事」，「家庭外の仕事」の

2項目に男性が有意である結果が見いだされた．なお、

午前・午後を通して「家事」は女性の割合が有意に高

く，女性の役割になっている状況が把握されたが，S

層はこれまで従事していた仕事を定年退職した者が多
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く，家庭で過ごす時間も増えていると思われるが．「家

事」への関わりは依然として女性に片寄っているとい

えよう。

　次に，上述の午前13項目，午後14項目の内容を表2

のように大きく5つに分類して，男女別にそれらのバ

ランスをみたものが図3－1・3－2である。なお図

中のNは複数回答の全選択数を示している。

　それによると，午前中の過ごし方において，女性は

「家事全般」が突出して高く．男性は「家事以外の仕事」

表2　午前・午後の過ごし方（13・14項目）の5分類

5　分　類 午前・午後の過ごし方

◆家事全般 家事．買い物，草花の手入れ

◆家事以外の仕事 家庭外の仕事，自営業

◆くつろぎ
テレビ視聴，友人とのおしゃべ
閨D読書，昼寝（午後のみ）

◆健康管理 運動，散歩，病院

◆趣味 趣味，動物の世話

が若干高いものの，それ以外は割合も低く分散してい

る。午後になると，女性は「家事全般」が午前よりは

減少し，　くつろぎ、がかなり増加している。男性も

「くつろぎ」が最も多くなり．次いで「家事以外の仕事」

が高い。このように過ごし方を大きく5つに分類して

みると，男女とも午後にFくつろぎ」の時間が多くも

たれており，このことが前報4でr60歳以上」に生活

満足度が高かった要因として関連の強いことが推察さ

れる。

　3）毎日の生活で楽しいと感じる時及び不安なこと

　毎日の生活で楽しいと感じる時はどんな時か．また

不安に感じることは何かについて，S層及びM層の結

果をみていぎだい。（複数回答）

　まず，図4－1より楽しいと感じる時の結果をみる

と，S層は高い順に，「家族と過ごす時間」約71％，「趣

味の時間」約61％．「友人との会話」57％，「旅行」54％，

「食事」約38％，「テレビ」約30％，「スポーツ」約

27％などがあげられた．M層は「趣味の時間」約57％．



30 福島大学生涯学習教育研究センター年報　第12巻 2007年3目

　％80

70

60

50

40

30

20

10

　　

ゐ評
説

　　＊
Vt4　　　　　　　　　　注）年齢層別に有意差がある場合＊で示す。　　■60歳以上（N＝56）

60．7

ロ30－59歳（Nニ35）

53．6

40ゆ
429

　　　　　　　　　　　　　　＊

Q8β　　　　　　　　　30’

200 20ゆ

14．3
11護

143
1．4

@　　　8．6

3．6

藻寧づ〆ヴ
　図4－1　毎日の生活で楽しいと感じる時

　％70

60

50

40

30

20

10

む

諺4〆殊やゼyノ”
　　　　　　　　　図4－2　毎日の生活で不安に感じること

66．1

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注）年齢層別に有意差がある場合＊で示す．　■60歳以上（N＝56）

@　600　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ30－59歳（N＝35）

＊

45．7
　＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42．9
S0∫）　　　　　　　　　　　　　　　　＊

＊

339　　　　　　　　　　　　　　　32．葉

2耕

25．7

214
　＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22．9
氓X£

8．9

　　　　　　　　　　　　　　　43　　　　　　　　　　　　4ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　綴5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛0．了　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．6

@　　54　　　　　　　　　　　　　　　5，729　　2．9　3お29

「友人との会話」約43％，「家族と過ごす時」40％，「旅

行」約29％，「スポーツ」・「観劇・芸術鑑賞」各20％

が比較的高く挙げられた。全体的にS層は様々な点で

楽しいと感じる割合がM層より高く，特に人との関わ

りに楽しさを見いだしている様子が推察される。これ

らの結果も，前報4の「60歳以上」における生活満足

度が高かった結果と符合している。なお，S層とM層

の比較において（Ryan法による検定），全11項目の

うち3項目一r家族と過ごす時間」．r旅行」，「テレビ」

一に有意差が認められたが，いずれもS層が有意に高

い結果であった。

　次に，図4－2より毎日の生活で不安に感じること

について結果をみると，「体の健康」についてS層（約

66％），M層（60％）ともに60％以上の高率を示して

いるが，このほかS層は，「交通事故」約43％，「自然

災害」約34％，「認知症」約32％．「お金のこと」・「子

どものこと」各約21％，「孫のこと」約20％が比較的

高く挙げられている。S層は特に認知症を含めたから

だの健康のこと及び事故や災害への不安が多いといえ

よう。これに対し，M層は「体の健康」に次いで，「お

金のこと」約46％，「子どものこと」40％，「仕事のこと」

約26％，「交通事故」約23％が比較的高く，M層は現

実に直面している問題を多くあげていることがわかる。

S層とM層の差の検定の結果において7項目に有意差

が認められたが，「孫のこと」，「自然災害」，「交通事故」，

「認知症」に関してS層が有意に高く，「お金のこと」，

「仕事のこと」，「子どものこと」はM層に有意であった。
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（2）生活意識一生きていく上で大事なこと一

　生きていく上で大事なことについて，順位を付けて

13項目から選択してもらった結果を表3に示す。ここ

では三位までの内容を，S層・M層別に示した。S層

の特徴としては，一位と二位に「家族関係」及び「食

生活」が多く挙げられている点であり，いずれも家庭

生活の営みに関わる内容となっている。三位には，「趣

味をもつこと」や「人間関係」が挙げられている。こ

れに対し，M層は一位では圧倒的に「家族関係、が多く．

二位の結果は分散しているが，「食生活」「衣食住生活、

「家族関係」の家庭生活に関わる内容及び「人間関係、

が比較的多く挙げられた。三位では「人間関係」が多い。

　全体的に．S層・M層ともに家庭生活に関わる内容

及び人間関係が特に重要視されている点で共通してい

る。

　　　　表3　生きていく上で大事なこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

S層（60歳以ヒ）N＝56 M層（30－59歳）N＝35

一位 ・家族関係（18） ・家族関係（20）

・食生活（6） ・生活面での自立（4）

・衣食住生活（5） ・食生活（3）

・人間関係

E経済的自立（各3）

趣味をもつ

E積極的な活動

o済的自立（各1）・収入ある仕事をもつ

E生活面の自立（各1）

二位 ・食生活（18）

・家族関係（9）

食生活

ﾟ食住生活

l間関係　（各6）・趣味をもつ（5）

・体を動かすこと（4） 家族関係（5）

・衣食住生活

E人間関係（各3）

・積極的な活動（2）

趣味をもつ

ﾌを動かすこと

茁�｠る仕事をもつ

E積極的な活動

E経済的自立（各2）

・収入ある仕事をもつ

E生活面の自立（各1）

・友人関係（1）

三位 ・趣味をもつ　（11） ・人間関係　（10）

・人間関係（7）

友人関係

E衣食住生活（各5）

E収入ある仕事をもつ

・家族関係

E趣味をもつ

E衣食住生活

E経済的自立（各4）

・体を動かすこと

E経済的自立（各4）

・食生活

E収入ある仕事をもつ

E生活面の自立（各2）・食生活（3）

・家族関係

E積極的な活動（各2）

・友人関係

E教養や学問（各1）

・生活面の自立

E教養や学問（各1）

〔3〕現在の学習内容及びとても学習したい内容

　次に，現在どんなことを学習し，またどんなことを

学習したいと望んでいるのかについて年齢層別にみて

いぎだい。（複数回答）

　まず，現在学習中の項目であるが（図5－1）、全

体では「病気の予防」（24．1％），「料理作り」（20．3％），

「ウォーキング」（19．2％），「毎日の食事の仕方」

（19．0％）．「コンピューター」（17．6％），「毎日の運動

の仕方」（13．8％）の順で高く示されている。このう

ち上位5項目はS層で特に高率であり，S層は健康に

関わる知識や技術に関すること，さらにコンピュー

ターの技術習得の学習が現在多く行われている．

　M層は，「料理作り」，「コンピューター」・「水泳」，「病

気の予防」・「ウォーキング」・「毎日の運動の仕方」，「子

育て」の順で高いが，「水泳」，「毎日の運動の仕方」，「子

育て」の3項目のみS層より高い割合を示している．

全体的にS層の方が学習に対して意欲的に臨んでいる

ことが推察される。

　では，とても学習したい内容についてはどのようで

あろうか。図5－2より結果をみると，16項目中戸子

育て」を除いた15項目においてS層の割合が高く示さ

れており，S層は学習欲求度もとても高いことがわか

る。これらを高い順に列挙すると．「歴史」（27．1％），

「書道」（26．5％），「心理学」（25．0％），「コンピュー

ター」（2L6％），r毎日の運動の仕方」（20．4％），rおしゃ

れ」（20．0％），「文章作り」（18．8％），「ウォーキング」

（17．0％），「毎日の食事の仕方」（14．8％），「病気の予

防」（11．0％），「水泳」（13．3％），「子育て」（12．5％），

「ペン習字」（12．0％）、「料理作り」（1L5％），「英会話」

（10．6％）．「ダンス」（8．3％）となっており，多岐の

内容に関心の高いことがわかる。

　この中で特に「おしゃれ」に関する欲求度が6位に

挙げられており．その割合もM層より高率である点は

興味深い結果である。筆者（浜島）が1999年にスウェー

デンの高齢者施設を訪問した際一人で暮らしている

女性が多かったが，皆，部屋を綺麗に飾り，またお

しゃれな身なりであることに感激した覚えがある。写

真1は80代の女性で夫に先立たれ一人で生活していた

が，油絵を描いたり手芸品を作って部屋に飾り，また

おしゃれな服装をして，楽しげに暮らしていた。写真

2の女性は90歳であったが，自分で手作りしたピンク

のブラウスを着て私たちを迎えてくれた。

　この時に，日本の高齢者と身なりや生活の楽しみ方

が随分異なることを感じたが，しかし今回の調査結果
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において．S層の方が「おしゃれ」について関心を示

していることは大変喜ばしいことと考える。身体の衰

えはやむをえないが．それを乗り越えるおしゃれへの

取り組みは，心の若返りや活性化につながるものであ

ろう。

　さて長記の調査結果に戻ると，総じてS層はM層に

比べ現在学習中の内容及びとても学びたい内容ともに

種類も多く割合も高いことが把握された。本調査対象

者のS層は，県中地方公衆衛生大会において表彰され

た者が含まれていること，またこのような大会に参加

すること自体，日頃より積極的な生活態度を有する方

達であると推測する。そのため，学習意欲も旺盛な方

達であったのであろう。とはいえ．これほどS層にお

いて学習意欲が高く，またその内容もバラエティに富

んでいることは再認識されなければならないであろう。

それと同時に，大学等における今後の学習機会の提供

について，様々な取り組みを検討する必要があると考

える。

〔4〕生きていく上で，学校教育において重要と考える

　内容（自由記述）

　ここでは，長年生きてこられた方達は，生きていく

上で何が教育において重要なことと考えているのか．

特に学校教育に何を望んでいるのかを把握するべく自

由記述で回答をお願いした。結果を表4に示す。

　表中の記載はS層とM層別に記述内容を列挙したが

（順不同）．自由記述にもかかわらず，S層は56人中35

人（62．5％），M層は35人中28人（80．0％）と高い記

述率であった。ただし．全体の記述結果に共通して，

生きていく上でという観点よりは，現在の学校教育で

何が重要かについて考えを述べた例が多くみられた。

その結果，M層では6割に近い方が，命の大切さや人

への理解ややさしさを含め道徳教育に関する教育の必

要性を記述していた．S層は，道徳教育に関しては約

2割で．このほか現代の母親に対する苦言，それに関

わって食育の必要性．家庭教育の重要性，生活の自立．

健康などに関する記述が比較的多く，これらは3割強

の方が記述していた。
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表4　学校教育において重要と考える内容（自由記述）

S 層（35人）

○人間としての教育（信仰・道徳・風習・文化・学問）（60
　代女性）

○現在のお母さん方は勤め等でかなり忙しく、子供の食
　事にどれだけ気を付けているか。食育がとても大事
　だ。（60代女性）

○自分が日本人である事の認識がない若者が多い．先人
　を批判する事しかない国民が圧倒的に多い．（60代男
　性）

○今は子供が少なく大事にされすぎている、それでは大
　きくなってから言葉で言っても体で苦労した人には
　かてない。子供の時から色々やったり苦労すべき。（60
　代女性）

○若いお母さんたちに食育の知識を再認識してもらい、
　子供の時からの食が大切なことを勉強してもらいた
　い。（70代女性）

○人は集団の中で（家庭・学校・社会）育ち、錬成され
　る原点に立って、各段階においてもっと共（協）同
　活動と共同学習の教育課程の再編の新実践を要望す
　る。（7〔）代男性）

C友達と仲良くできる人間関係を作れる環境、すべてを
　学校にたよるのではなく、家庭での役割を家族がで
　きるだけ認識し、実行していくことも大切と思う．（60
　代女性）

○食青（60代女性）

○一般教養、常識（＊周囲や親がf供の教育に無関心す
　ぎる。＊親が学校教育に介入しすぎる．＊教師も子
　供の気持ちを考えず、会社員気分になっている。）（（10

　代男性）

○倫理、初級数学、国語（60代男性）
○自分の今後の生活について（70代男性）
○家庭生活と学校生活共にあまやかすことなく厳しく
　指導をする。良いこと・悪いことをはっきり指導する。

　親、上司、指導者は自ら手本となる行動をする．親
　の経済的負担を十分考え、親に心配をかけないよう
　にする。（6〔）代男性）

○道徳教育（70代男性）
○道徳的なこと、友人関係、スポーツ（60代男性）
C良いこと、悪いことをはっきりわからせる。他人のこ
　とを思いやる。感謝の心をもたせる。うそをつかな
　いこと．裏表のないこと。ぬすみをしない。全ての
　人に笑顔で接すること．（60代女性）
○日本語をきちんと教える。（6〔）代女性）

○情操教育（60代男性）

○学校教育より家庭教育が重要（60代女性）
C友達を多く持ち、いつまでも大切にすること、話をよ
　く聞けて、理解のできる子。（60代男性）
○自立して生活すること（60代男性）
○ファミコンの廃止（特に殺し合うこと）。（60代男性）

○学校での人間関係（70代女性）
○学力をつけること（70代男性）
○社会に役立つ仕事をする人材の育成、その為にまず健

　康であること（食生活、運動、生活の正しさ）とそ
　れらの行動力（70代男性）
○道徳教育（60代男性）
○人間性（思いやり、友情、健康、マナー）（60代男性）
○知識だけでなく教養を身に付ける二と（7〔）代男性）

○思いやりの心を育てること（60代女性）
○昔のような厳しい教育（60代女性）
○健全な心と体（60代女性）
○社会人として責任の果たせる人間形成、他人に順応で
　きる人間教育（70代男性）
○少子化が心配。自由で伸び伸びしたヂ供を育んでいき
　たい。（70代女性）
○人間的マナーの在り方。責任をもつこと．（60代男性）

C食事と親子の対話（60代女性）
○目上の人に対する尊敬の言葉遣い。（60代女性）

M 層　（28人）

○集団での生活力を身につけることのできる人づくり
　（50代男性）

○「公衆道徳」を守る必要性、大切さを教え、民法の基
　本原則に謳う「私権は公共の福祉に遵う」ことをしつ
　かり理解させてほしい．（50代男性）
○道徳　（40代男性）

C生命の大切さについて教育の場を広げる，（30代男性）
○他人を思いやる心が大事（m代男性）
○すべてにおいて学ぶ姿勢（40代女性）
○道徳、教師の品位・品性（50代男性）
○道徳教育、心と体の健康、歴史の継承の観点からの地
　域社会、自然の保護のための地球環境（50代男性）
○人を思いやる心（10代男性）
○道徳教育（50代性別不明）
●全て、自主的、能動的、主体的となること。生かさ
　れたり動かされたりするのではなく、生きてるとか、
　動いているという意識の確立。（50代男性）
○何があっても負けない精神力を養うこと．（40代男性）

○集団の中でこそ学ぶ事のできること、団体行動、思い
　やりなど、（40代女性）
○人格形成（5〔）代女性）

○日常生活で役立つこと、学問はその次でよい。（5（1代
　男性）

○自立する力（50代男性）
○人としての道徳教育（50代男性）
○道徳の時間を多く設け、命の大切さを教えるべき。（5〔）

　代女性）

○愛国心、生きるノ」（m代男性）

●やさしさ（10代女性）
●集団生活（30代男性）
○物を創る、触れる、体験すること（50代女性）
○不登校の児童・生徒が安心して学べる場所等を設定す
　るなどして、自由に学べるように考えたらよい。（50
　代女性）

○命の大切さ。（40代女性）

○他人の心の痛みがわかるor知ることができる教育。
　基本的な倫理感をもった上での競争、正しく資本主
　義を理解したヒでの経済競争教育．自由とわがまま
　をはきちがわない教育．正しく挨拶のできる教育．（50
　代男性）

○規範意識の徹底、道徳教育（50代男性）
○社会で生きるための教育（50代女性）
○小学校教育の時期に、家族の大切さ、親子関係、他人
　との人間関係の大切さ、感謝の心をもつこと。（50代
　女性）
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　総じて，M層では今日の子どもの様々な問題状況か

ら学校における道徳教育の必要性を強く訴えているの

に対し．S層はむしろ母親の問題の指摘や家庭教育の

必要性を訴えた者が多くみられた．また，S層は昔の

教育と比較して，昔のようにもっと厳しくすべき，日

本語をきちんと教えるべきなどの記述もみられた。

　本報告では、前報酬において「生活満足度」が高

かったr60歳以上」に着目して，生活上の実態や意識

をみてきたが，今回の調査対象者は生活において楽し

いと感じていることが多く，また頃の日常生活を大事

にしていることが捉えられた。さらに，学習欲求度も

大変高く，生活全般的に意欲的であることも把握され

た。これらの結果から，高齢期の生活の仕方において，

日常生活を大事にしながら自分なりの生活を主体的に

創っていくこと，人間同士の触れ合いや関わりの時間

を大切にすること．学ぶ意欲を持ち続けることなどが

健康で豊かに生きる上で重要であることが示唆された。

4．まとめ

　本調査で得られた主な結果は以下の通りである。

m　就寝時刻に関して．S層は「11時前」に集中して

　いたが，起床時刻はM層に比べばらつきがみられた。

（21午前・午後の過ごし方において，午前・午後とも

　S層の女性の大半が「家事」に関わっていた。ただ

　し，午後には男性より多様な過ごし方がみられ，ま

　たくつろぎの時間も多くなっていた。

謝毎日の生活で楽しいと感じることはS層がM層よ

　り多くみられ，なかでも「家族と過ごす時間」，「旅

　行」．「テレビ」は有意に高かった。また，不安なこ

　ととして．S層は「体の健康」，「交通事故」，「自然

　災害」，「認知症」などが高く，特に後者3項目はM

　層に比べ有意であった。M層は「お金のこと」，「仕

　事のこと」．「子どものこと」が有意に高かった。

ゆ　生きていく上で大事なことに関しては，S層・M

　層ともにr家族関係」やr食生活」などの家庭生活

　に関わる内容及び「人間関係」が高く挙げられていた。

諭　現在学習している内容及び今後学習したいことに

　ついてはいずれもS層がその種類，割合ともに多く

　示されていた。

16〕学校教育で重要と考える内容に対する自由記述に

　おいて，M層は6割強が道徳教育の必要性を挙げて

　いたのに対し，S層は記述内容が種々示されていた。

中でも食育，家庭教育，自立，健康に関する内容が

3割強と比較的多く記述されていた。

　最後に，2005年11月実施の本調査にご協力ください

ました県中地区衛生組織連合会，石川町共同福祉施設

の皆様，また丁寧にご回答くださった大会参加者の皆

様に厚く御礼申し上げます。
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