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1、 はじめに 

姫路市シニアオープンカレッジは姫路市が生涯現役社会の実現に寄与することを目的として、

市内の大学が開設する公開講座に対して支援する事業である。本学は地域貢献事業の一つとして、

2014年度もこの事業に参加し、＜表1＞の通り５講座開講した。これらの講座を丁寧に検証し、シ

ニアを対象とした講座のあり方について今後の方向性を探ってみることにする。 

 

2、 事業内容 

シニアカレッジ講座計画書の作成にあたっては従来から本学の独自性や地域性を考慮してプロ

グラムづくりを心がけて作成していた。しかし、福島明美氏の著書「未来を拓く地域づくり」[1]

を読んで、プログラムの立案にあたって「学びと遊びのバランス」の視点に欠けていたことに気づ

いた。これは福島氏が地域づくりについて長年にわたるコーディネーターとしての経験をもとに地

域づくりの事業について書かれたものであり、この中に魅力あるプログラムのカギとして12点をあ

げている中の一つであるが、筆者には大きな示唆を与えられた。 

 高等教育機関が行うカルチャー型の講義は学び中心の講座になりがちであり、シニア世代の参加

者に生きがいを感じてもらい、満足してもらうためには、この「学びと遊びのバランス」は不可欠

の要素であると思われたからである。 

 そこで2014年度のシニア講座のプログラム作成にあたって、この点に留意することとした。この

ことは各講座終了後の感想から、「学びと遊びのバランス」がいかに重要であるかということを再

認識することにもなった。 

 具体的なプログラム作成にあたっては、昨年のプログラム作成の段階で数十年前から日野社会教

育センターが着手した「いきいき体操」（日野市委託事業）[2] が高齢者事業として先駆的な役割

を果たしていることに注目していた。そこで今回も「健康づくり」というニーズを重視した。この

趣旨にそってシニア向けの健康づくり体操を取り入れた。担当の教員からも「いきいき体操」の趣

旨に沿った提案が出され、実践することにした。 

 これらのことをふまえて2014年度は全5回の開講科目を＜表1＞のように決定した。 

                                

 

 

 



 ＜表1＞ 

第１回 10月2日 （木） 豊富な経験を活かしたおもてなしを学ぶ 

第2回 10月9日 （木） 動きやすく疲れにくい体を作る(パートⅡ) 

第3回 10月16日 （木） 世界のおもちゃと遊ぼう 

第4回 10月23日 （木） イキイキ笑いの健康体操(パートⅡ) 

第5回 10月30日 （木） 水彩画入門 

 

各回の講座内容の概要は次のようなものである。（レジメ抜粋） 

第1回 豊富な経験を活かしたおもてなしを学ぶ。 

      （1）今日のお花 

    （2）ワンス アポナ タイム 

    （3）アナと雪の女王 

    （4）床の間は展覧会？ 

    （5）心を包む「ふろしき」 

      ・華やかに包む 

      ・お菓子の箱などを包む 

      ・ビンを包む 

      ・バッグにする  

    （6）誰かがどこかで見ていてくれる 

   

 第2回 動きやすく疲れにくい体を作る（パートⅡ） 

    （1）ウォーミングアップ 曲に合わせて体を動かしましょう。 

    （2）理想的な姿勢とは 

     ○側面 人間の体を積み木を重ねたものと考える。 

      釣り合いがすべてとれると安定。 

     ○前面 釣り合いの取れた姿勢は左右均等に見える。 

    （3）姿勢症候群 

      姿勢筋を不均衡に使いすぎると、対立する拮抗筋が弱まる。 

    （4）下の積み木から安定させる 

     足､下腿､大腿､骨盤、腰椎､胸椎､肩甲骨､頚･頭部のトレーニング 

    （5）ストレッチ 

    （6）有酸素運動 1週間に3回、各40分 



第3回 世界のおもちゃと遊ぼう 

    ○子どもは遊ぶことが仕事 

    ○現代の子供達、遊び場が喪失している。 

    ○大人になっても遊び心は人生を豊かにする。 

     ドイツのおもちゃ店のパッケージ・・・年齢表に「6歳～99歳」とある。老いも若きも、

男も女も、ハンディキャップのある人もない人も、誰でもが楽しむための生活の道具で

ある。 

○おもちゃの文化継承 

    ○世界のおもちゃ、みんなで遊んでみよう 

 

第4回 イキイキ笑いの健康体操（パートⅡ） 

   （1）孫と遊ぼう 

     ①短期大学付属幼稚園の子供達と楽しく体を動かします。 

     ②新聞ボールを使ってボール遊びの基礎を体験しましょう。 

   （2）肩こり解消体操・腰痛予防体操 

     ①ヨガマットとバスタオルを使用して肩こり解消体操 

     ②ヨガマットとバスタオルを使用して腰痛予防体操 

 

 第5回 水彩画入門 

   （1）何を描くのか 

     ①風景画 ②静物画 ③人物画 ④想像画 

   （2）どのように描くのか 

     ①写実的表現 ②心象的表現 ③抽象的表現 

   （3）何を使って表現するのか 

     ①下書き ②水彩画 ③水彩用具 

   （4）表現方法の工夫 

     「混色と重色」 

     ①混色 ②重色 

     「表現方法」 

     ①ウォッシュ ②グリザイユ ③ドライブラシ ④点描 

     ⑤ドリッピング マスキング 
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3、 受講者とアンケートの所見 

今回の延べ受講者は220名であったが。各講座終了時にアンケートの記入を依頼したが、回収

をできたのは210名であった。このため以下210名についての分析を試みることにする。   な

おアンケートは姫路市で作成されたもので、項目は受講者に関する項目が、性別、年齢、住ま

い、受講日となっており、続いて受講した講義についての評価・感想・参加した理由となって

いる。また初めての受講者にはどこで知ったか・以前から知っていたかを聞き、続いて他大学

の講座を含めて受講する講座、来年度取り上げてほしい講座、来年度の受講の有無の項目があ

り、最後に意見・感想を記入する欄が設けられている。 

 

（１） 性別                 ＜表2＞（縦軸は人数を表す。以下同様） 

  男女比については女子が圧倒的に多く

80％を占めていた。姫路市のまとめ [3]では

四大学全体で男性受講者が45.6％を占めて

いるが、本学では女性に興味をもたれるテー

マが多く、男性に「学びたい」という欲求を

高めるテーマが少なかったと考えられる。本

学の幼児教育を専門とする分野を活かそう

とすると、やむを得ないが、今後男性にも魅

力を感じてもらう科目設定に検討を加えた

い。 

＜表2＞ 

 

 （２） 年齢構成         

各回の年齢構成は＜表3＞のとおりで、50

代は10,5％、60代が最も多く62,4％を占めた。

つづいて70代が26,7％、80代の受講者が1名

あった。シニアオープンカレッジの目的から

すると50歳代の参加者が多いと予測してい

たが、10.5％と下回った。姫路市のまとめ[3]

でも50歳代の受講者が6.9％であった。 

これは「シニア」ということばの定義に

ついて、一般に言われている60歳以後と考え

る人が多かったか、もしくは就業人口の変化

＜表3＞ 



による影響があったと考えられる。この点については今後検証する余地がある。 

 

（３） 参加者の住まい 

   参加者1名をのぞき姫路市在住の市民であった。回を重ねるごとに他市からの参加者が減

少し、「シニアオープンカレッジ」は姫路市民のための講座であるということが、定着して

きたといえる。 

 

（４） 姫路市シニアオープンカレッジをどこで知ったか    ＜表4＞ 

  広報ひめじ9月号、ちらし、ホー

ムページ、家族や知り合い、その

他と5項目設けられていたが、回

答者１２８名のうち「広報ひめじ

9月号」が圧倒的に多く、家族や

知り合いが11名で、チラシ（白浜

で入手）が1名のみであった。 

  「広報ひめじ」がシニア世代によ

く読まれていることは、聞き取り

調査でもうなずけた。 

＜表4＞ 

 

 

  4、受講者の評価 

 評価内容は講義時間、講義内容、参加者の感想の3項目で、講義時間については、a-長い、

b-適当、c-短い 講義内容はa-難しい、b-適当、c-易しい、の3段階で、参加後の感想はa-非

常に良い、b-良い、c-ふつう、d-あまり良くない、e-悪い、の5段階評価である。 

（１） 講義時間 

開講時間は各講座とも85分であったが、評価結果から見ると、適当であったと思われる。 

（２） 講義内容 

  ＜表5＞のようにほとんどの人が適当であったと回答していることは概ね成功であったとい

える。 

 

＜表5＞ 
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（３）参加後の各講座についての評価                  ＜表6＞ 

   「非常に良い」「良い」という評価が

圧倒的に多かったことは、あとの感想

で裏付けられ、今回の各講座が好評を

得ることができたことを示している。 

    長期間継続して行う講座ではないた

めに、シニア世代のニーズを取り入

れ、企画段階から非日常性も取り入

れたことが好評を得る結果につなが

ったと思われる。＜表6＞ 

 

（４）各講座の概評 

   第１回「豊富な経験を活かしたおもてなしを学ぶ」は日常生活に日本の美を取り入れ、伝統

的な日本の住空間を活かす工夫や、ふろしきの包み方の実践を通して伝統文化を学ぶ内容であ

った。受講者が日本の日常生活における伝統文化には「おもてなしの心」が根底にあることを、

実感をもって感じてもらえたことが好評につながった。日常の生活における経験を活かした工
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夫が関心を呼んだと思われる。 

 

第２回「動きやすく疲れにくい体をつくる」は昨年講師がアスリートをめざしていたなか筋肉

を痛め、身体の筋肉に強い関心を持つようになった自らの経験を導入として話され、多くの受

講者が共感されて実技に取り組み、好評であったことから今回パートⅡとして開講した講座で

ある。 

「すごく楽しくとても為になった。運動の大切さが心からわかった」 

「このような機会をもっともってほしい。」 

「とても為になった。家でも続けたい。」というような感想から、シニア世代の健康志向が非

常に高いことが分かる。 

 

第３回「世界のおもちゃと遊ぼう」は世界のおもちゃを有する本学幼児教育研究センターでの

開催であったが、参加者にとってどのような感じを持たれるか心配していたが、感想として「楽

しかった。孫たちに伝えたい。」 

「おもちゃの遊びはわれを忘れてしまいました。」等楽しんでいただけたようである。 

 

 第４回「イキイキ笑いの健康体操」も、昨年本学の特色をいかし、幼稚園児と一緒にボール遊び

を取り入れた体操であったが、次回も開講してほしいという要望が多かったので今回も開講し

た。しかしシニアが5歳児を背負うと重すぎるという苦情もあったので、本年度は4歳児を参加

させてパートⅡとして実施した。高齢者が孫の世代と遊ぶ機会がほとんどないということで、

本年度もこの講座は大変人気がある講座となった。 

 感想文の中にもこれを裏づけるような「孫のいない私にはとっても楽しかったです。」 

「ひさしぶりに子供達と遊び楽しかったです。」 

「4歳児の笑顔、ダッコおんぶ日ごろの腰痛もなんのその幸せでした。」 

「私の孫のようで太ももを踏まれたときは痛かったでも楽しかった。」等の記述がみられた。 

この講座は体操だけでなく、家庭形態の変化により、夫婦のみで暮らすシニア層に「大人と子

どもの関わり」の関心を深め、コミニュニケーションの重要性を認識してもらうことにつなが

った。 

 

 第５回「水彩画入門」は絵を描くことに躊躇する人も見られたが、どのように描くのか、表

現方法について等、講師の作品を見ながら説明が行われたので、「絵をかくことはありません

でした。よい経験をさせて頂きました。」 

「今日は基本から教えてもらって良かった。」などの感想をみると、絵を描くことの楽しさを
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味わってもらったようである。またこの期間中に講師の作品展を開催したことが、絵を描くこ

との意欲を沸き起こすことにつながった。 

 

  

 5、本学の講座受講生の他大学受講状況      ＜表7＞ 

  受講者の39％が本学の 

 講座のみに参加し、他大 

学への参加者は＜表7＞の 

ようになっている。ただ 

 し数名がすべての大学の 

 講座に参加している。 

  本学のみの受講生の感 

 想に、講座の内容だけで 

 はなく、駐車場の案内から 

受付・講師の態度に「暖か

さを感じる。」ということが大きな要素を占めていることがわかった。参加者を大切にするとい

うことは地域を大切にする活動の展開に不可欠の要素となることをあらわしている。 

 

 6、次回への要望と意見・感想 

    健康体操に関する講座への要望がもっとも多く、中には低体温解消の体温を上げる講座の開設

要望もあった。また感想欄に各講座とも「大変勉強になり楽しいひと時であった」という記入がみ

られた事は企画で留意したことが間違いではなかったことを裏付けることになった。 

 

7.今後の課題 

 （1）今までの経緯 

 姫路市シニアオープンカレッジは2007年姫路市の市長公室政策推進室が中心となって市内の各

大学がシニアを対象とした公開講座を開設することから始まった。高齢化時代をにらみこのような

講座を主導した行政の取り組みとしては早いほうであった。本学もこれに参加し、2007年「子ども

大変時代の教育学」というテーマで教育学の講座を行った。内容は「教育学における二つの問い」

「哲学の問いと教育学の問い」からはじまり、21 世紀の教育、子育てをどうするのかという講座

であった。2008年は「私たちが受けた教育は何を目指したのか。～大思想家に学ぶ近代教育の理念

～」というテーマで実施した。 

2009年実施結果を検証してシニアオープンカレッジについて根本的な見直しを行った。そして従



来の講座が「生涯学習」の一環として行ってきたものであったが、「高齢化社会」への対応として、

「生きるよろこび」につながる講座を企画することになった。「生涯学習」はlifelong learning

の訳で生涯主体的に学ぶ学習活動であり、多くの大学で行われている「生涯学習」が受講科目を設

定して、継続的に行われているリカレント教育であるとすると、短期間で行う講座はこれと異なる

と判断したからである。また「生涯教育」のように知識の一方的な伝達に陥りやすいことも反省し

た。 

そこで2010年から企画委員が話し合い「まごまごしない高齢者」というテーマで高齢者が現代の

社会に取り残されないような講座が企画された。しかし「自分史の作り方」や「次世代に何を残し

ますか」という講座は好評であったが、「デジタル世代の遊び方」やデジタル写真を元にした絵手

紙作成」等の講座は時間的な制約もあり、難しかったようである。2012年シニアオープンカレッジ

についてさらに検討を重ね、「今を味わう～見る・動く・考えるシニアのきらめき」2013年は「生

きがいを感じるシニアのきらめき」、2014年は「今を味わうシニアの輝き」というテーマで企画を

一新した。シニア世代に生きる価値や意味を与える「生きがい」に焦点をあて、「生きがい」に直

結するといわれる美術系や健康体育系の講座、「趣味」を深める5講座を開設した。その結果受講

者から高い評価を得ることが出来た。「生きる喜びを」味わってもらったことは幸いであった。 

  

 （2）今後のシニアオープンカレッジの企画の方向 

今後のシニアオープンカレッジの企画について、「地域の特性」と「プロダクティブ・エイジン

グ」ということを考慮して方向性を検討したいと考えている。 

<まず、第一に地域の特性について> 

 姫路城は第二次世界大戦の被災を免れ、世界文化遺産に登録されている。先ごろ平成の大修復工

事が行われたが、この事業は姫路市が市民に説明会を開いて市民の協力を得て行ったという点で、

市民の「郷土愛を育む」という効果をもたらした。 

また、姫路城は城郭建築を代表する建造物であり、姫路市が「世界に発信できる文化」をもった地

域である、という将来性を秘めている。 

 姫路城だけに限定するのではなく、城下町として栄えた姫路の歴史的文化を丁寧に把握し、それ

を各方面に発信することによってさらに「歴史文化豊かな姫路市」として発展していく可能性をも

つものと考えられる。 

 また、本学が市の政策研究で「キリシタン遺跡について」発表したが、これはキリスト教につい

て姫路市を中心とした播磨地方が特異な歴史をもつ地域として世界に発信できるものの一つとし

て取り組んだものである。姫路を中心とした播磨地方はキリシタンの歴史において、最後まで信仰

を貫いた姫路の黒田官兵衛、明石城主高山右近、室津の小西行長、三木城主前野長康と4人のキリ

シタン大名がいて信者も増加し、「キリシタン王国」とまで言われた。池田輝政の時代にも厳しい



取り締まりは行われなかった。禁制にもかかわらず宣教師が在住し多くの信者を生み出している。

本多時代から厳しい取り締まりが行われ、いわゆる「隠れキリシタン」の時代に入ったが、現在も

姫路藩の領地であった加西には多くのキリシタン遺跡が残っており、姫路市内にも現存する遺跡が

みられる。このような歴史をもつ地域は全国的にもめずらしい。 

 このように地域の歴史に欠落した断層を見出し、特殊ともいえる歴史の研究をすることは未知の

地域形成の歴史に新しい素材を提供することになると考えるからである。 

金子勇氏が地域活性化について、持ち駒見直しに触れ「地域の活性化はその地域の持ち駒を見直

すことから始まる。持ち駒は歴史・風土に根ざすことが肝要で」[4] と述べているように、地域を

象徴する歴史的資源を掘り起こし、シニア世代の「関心」を高め、「生きがい」につながるような

活動は地域の活性化のためにも重要である。このような意味を考えるとシニアオープンカレッジで

地域の歴史を活かした講座を企画することは地域貢献として大きな意義があるものと考える。 

 

<第二に「プロダクティブ・エイジング（Productive Aging）」について> 

 この言葉はバトラー(R.N.Butler)によって提唱されたが、日本では「生涯現役」という言葉で広

く普及している。生産性の概念を提唱したものであるが、地域の「社会貢献」という意義を持って

いる。 

近年日本における急速な高齢化の進展については家族形態の弱体化をもたらし、高齢者の「夫婦

家族」という世帯が増大してきた。この結果今後森岡清志氏が指摘しているように、高齢者の主体

的な生活設計が、社会に大きな影響をもたらす [5] ということが考えられるようになり、すでに

「生涯現役社会の実現」が国の目標となっている。厚生労働省の受託事業として取り組んでいる愛

知県、はじめ埼玉県、三重県などでは積極的な取り組みがなされている。 

 このような社会の変化に鑑み、本学でも「プロダクティブ・エイジング（Productive Aging）」

に繋がるような企画をすることが急務であると考える。 

具体的には本年度実施したシニアオープンカレッジのアンケートの評価と上記の観点から 

 ①健康維持のための運動、 

 ②暮らしの工夫、 

 ③生きる喜びとしての「生きがい」に直結する美術系や技術系の「趣味」の講座 

 ④地域の特色ある歴史学習などが候補として浮かんでくる。 

特に健康については「健康な長寿」の重要性を実現できるものにしなければならないであろう。ス

ポーツ社会学の研究者である高尾将幸氏が「『健康』語りと日本社会」の中で、「健康寿命」[6]

という言葉に注目している。 

これは東北大学医学部の調査研究グループが「活動的平均寿命」を「健康寿命」と名づけたこと

に由来する言葉であり、これこそが高齢者が豊かな人生を過ごすために大切なものであると紹介し



ている。 

 これは今後シニア講座実施に当たってぜひ参考にすべき事項であると考える。 

 本学においてこのような講座を高等教育機関としてもつ「知」を活かした「価値を創造する暮ら

し」として位置づけ、その上に立って本学の特色を活かした講座を設定していきたいと思う。 
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