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本日の構成
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１．超高齢社会 ⇒ 昔とは違う今 その一旦を私達も担って来た 「昔はよかった」ではない生き方へ

２．高齢期の特性 ⇒ 伸びる健康寿命 広がる可能性 高齢期だからできることがある

３．「私」の財産 ⇒ これまでの生涯 多くの人に支えられて来た私 周囲から得たものに気づく
（ワーク１）

４．生涯学習とは ⇒ 生きがい（点）をどう光らせるか 今の生涯学習は線から面、そして循環へ

５．具体的な輝き方 ⇒ 垂直・水平方向に広がる様々な学びのチャンス 学びの循環の中へ
（ワーク２）

６．これからの生涯学習 ⇒ 「きょういく」と「きょうよう」で、知恵と経験のバトンタッチ
「あなたに会えてよかった」の積み上げへ



１．超高齢社会 ⇒ 昔とは違う今
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平成28年度高齢社会
白書より
我が国の総人口は、
平成27（2015）年
10月1
日現在、1億2,711万
人となっている。
65歳以上の高齢者人
口は、3,392万人と
なり、
総人口に占める割合
（高齢化率）は
26.7％と
なった。

WHO（世界保健機構）や国連の定義によると、. 65歳 以上人口の割合が７％超で「高齢化社会」. 65歳以上人口の割合が14％超で「高齢 社会」. 65歳以上人口の割合が21％超で
「超高齢社会」.



労働者人口減・年収減⇒行政の税収減
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厚生労働省の賃金構造基本統計調査から

総務省統計局HP

統計Today No.97「最近の正規・非正規雇用の特
徴」から



２．高齢期の特性 ⇒ 伸びる健康寿命

健康寿命

 平均寿命のうち、健康で
活動的に暮らせる期間。

 WHO（世界保健機関）が
提唱した指標で、平均寿
命から、衰弱・病気・痴
呆などによる介護期間を
差し引いたもの。

 （デジタル大辞泉より）
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生涯発達 ⇒ 「もう年だから・・・」は×
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結晶性知能とは、多くは言語的な側面
の知能であり、これまでの経験や知識
の豊かさや正確さと結びついている能
力。、高齢者になっても比較的に遅
くまで維持される言語や経験によって
獲得された知的な行動は、老いてます
ます英知として輝いている。

流動性知能とは、新しい場面への適応
に必要な能力であり、具体的には、計
算力・暗記力・思考力・集中力などが
ある。
（キャッテル、ホーン、バルテス等の研究より）



日本老年学会提言 2017年1月5日

わが国を含む多くの国で、高齢者は暦年齢 65 歳以上と定義されています。

しかし、この定義には医学的・生物学的に明確な根拠はありません。わが国に

おいては、近年、個人差はあるものの、この高齢者の定義が現状に合わない

状況が生じています。高齢者、特に前期高齢者の人々は、まだまだ若く活動的

な人が多く、高齢者扱いをすることに対する躊躇、されることに対する違和感は
多くの人が感じるところです。
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65～74 歳 准高齢者 准高齢期 (pre-old)
75～89 歳 高齢者 高齢期 (old)
90 歳～ 超高齢者 超高齢期 (oldest-old, super-old)



高齢者教育学 高齢者の経験と知恵は宝

教育学

ペダゴジー（子どもの教育学）

アンドラゴジー（大人の教育学）

ジェロゴジー（高齢期の教育学）

高齢者と学習のニーズ マクラスキー 対処、表現、貢献、影響、超越

貢献的ニーズ （参加と貢献を通し認められたいというニーズ）
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３．「私のお宝」発掘 ワーク１

シート下半分

ルールの説明

☆プライバシーに関わることはなし

個人で書く 10分

テーブルで共有 5分
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４．「お宝」を輝かせる生涯学習とは

 「生涯学習」の登場 １９６５年 ユネスコ

ポール・ラングラン

登場前 学習の対象 子どもが学校で学ぶことが中心

登場の時代 急激な科学技術の進歩、変化する社会や生活
子ども時代に限定した学びでは、対応できない。

登場後 学習の対象 子どもだけでなく、全ての世代が
いつでも、どこでも、なんでも学べる

生涯学習社会の実現へ
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「生涯学習」の変化

1０年前 「生きがい」中心 学ぶその人の満足度が重要

2008年 平成20年 中央教育審議会答申
「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について

～知の循環型社会の構築を目指して～」

現在 学びの成果を、その人だけで終わらせない
生涯学習の循環創造へ→生涯学習社会の実現
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ひろがる生涯学習社会（水平方向）
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教育・生涯学習に関する世論調査

平成２８年２月
内閣府政府広報室より、

この１年間の生涯学習の実施状況

ユネスコ 1996年
21世紀教育国際委員会報告書
『学習・秘められた宝』より

学習の4本柱



深め高める生涯学習（垂直方向）
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大学の公開講座
公民館の講座

カルチャーセンターの講座

大学の聴講生
社会人入学

大
学
院

も

っ

と

学

び

た

い

図書館・公民館
に期待！



結果：私とあなたと未来のため

なさけはひとのためならず【情けは人の為ならず】
 大辞林 第三版の解説

 情けを人にかけておけば、巡り巡って自分によい報いが来るということ。

〔近年、誤って本人の自立のために良くないと理解されることがある〕

持続可能な社会を構築するために・・・
○ 人格の発達や、自律心、判断力、責任感などの人間性を育むこと

○ 他人との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性を認識し、「関わり」、

「つながり」を尊重できる個人を育むこと
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ピカピカ実践ご紹介

ＮＰＯシニア富田林くすのき塾高齢者大学 2001年～

 １．設立動機は「なにくそ魂」→ 行政をあてにしない自立型

２．だからこそ、行政に本音で物申す→ 働きかけが改善へ

３．15年持続する運営→ 工夫で稼いで維持する仕組み

 ４．学ぶ側が教える側へ→ 学びの成果が循環する仕組み

５．受け身でない支え合い→ つながり広がる人間関係
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会員数 約600名
平均年齢 75歳

講座・サークル・教室
30以上

バスツアー
お楽しみ会
お祭り

等実施



富田林のお宝

寺内町と河内木綿展 ご来場者からの学び
 １．富田林市の寺内町には、3件の木綿問屋があった。

 ２．昭和初期まで、一面の綿畑が広がっていた･･･

 ３．当時を知る方が減り、当地の河内木綿が失われる･･･ことに歯止めをかけたい。

展示が提供する機会 見る→さわる→読む→つくる

様々な関心 歴史、綿づくり、糸紬、機織り、染、商品化

深める支援 情報提供→図書館 地域資料の充実

グループ化の機会提供→公民館

主体的な循環の創造への可能性
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５．具体的な輝き方 ワーク２

個人で書く

テーブルで共有
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これからの生涯学習社会
⇒点から線・面そして循環へ

 「私だけ、今だけ、よかったらいい」に明日（未来）はない

 文句を言っても始まらない ⇒個人や社会の課題を乗り越える学びへ

 宝を磨く ⇒生涯学習 ～ 磨けば光る ⇒循環へ

 あなたもわたしも、そして未来も幸せになるための学び＝ピカピカの創造へ
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