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II. 成果の概要
地域における多世代共生・世代間交流によるソーシャル・キャピタル醸成を目指す介入研究は極めて少な
い。この種の介入研究として長年の実績を有する地域高齢者による絵本の読み聞かせボランティアプロジェ
クト REPRINTS®を応用し「命・つながり」をメインテーマとする高齢者による子どもや地域住民への啓発プ
ログラムを開発した。啓発プログラムは地域におけるつながりの重要性に関する講義と、つながりに関する
絵本を活用した内容とした。プロトタイプ版啓発プログラムを開発した後で、本プログラムを開発した。プ
ロトタイプ版は北秋田市教育委員会の職員と、本プログラムは府中市保健センターの職員とともに協議し、
地域において実行可能性の高いプログラムを開発した。
これらのプログラムを地方農村部(北秋田市)と大都市部(東京都府中市)において試行した。北秋田市では、
絵本読み聞かせボランティアの研修を終えた直後の高齢者を対象に、プロトタイプ版の啓発プログラムを実
施した。参加したのは 14 名（平均 65.6 歳、女性 100.0％）で、研修を受ける約 3 週間前に心理・社会的機能
に関する事前調査を実施し、研修を受けた直後に事後調査を実施した。その結果、参加直後の有意な変化は
みられなかった。府中市では、声掛け・あいさつウォーキング活動を行っている元気いっぱいサポーターと
して登録している高齢者を対象に本プログラムを実施した。参加したのは 20 名（平均 68.6 歳、女性 50.0％）
で、研修を受ける 3 週間前に北秋田市と同様の事前調査を実施し、研修を受けた直後に事後調査を実施した。
その結果、次世代育成感に関する尺度であるジェネラティビティ尺度における「自分の人生に対する現在の
考え方」因子の得点が事前から事後で向上していた。
本研究で開発したプログラムは、地域で幅広く活用できる内容である。また、本研究でプログラムを受講
した高齢者は、学んだ内容を今後の自身のボランティア活動に活用する予定であり、今後、命・つながりにつ
いての啓発が子どもたちや地域に広がっていくことが期待される。

There are very few interventional studies aimed at fostering social capital through multi-generational symbiosis
and intergenerational exchange in the community. We developed an educational program in which the elderly offers
to children and residents with the main theme of “life and connection,” applying a senior volunteer project to read
picture books, REPRINTS® which has a long history of the intervention research in this field. This educational
program consisted of a lecture on the importance of social connections in the community and reading of picture books
on “life and connection.” This educational program was developed after first developing an experimental version of
the program. We developed this highly practical program for the community by consulting with members of the
Board of Education in Kita-Akita city for the experimental version of the program, and members of the Health Center
at Fuchu city for this educational program.
These programs were offered in a rural area (Kita-Akita city) and an urban area (Fuchu city, Tokyo). The
experimental program was offered in Kita-Akita city to elderly who had completed training seminars for volunteer
picture book reading. Fourteen people (average age: 65.6 years, female: 100%) participated in the program, with a
pre-survey on the psychological and social functions conducted 3 weeks before the program and a post-survey
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conducted directly after the program. No significant differences in the results were found between the pre- and postsurveys. The main educational program was offered in Fuchu city to elderly citizens who were registered as “GenkiIppai (spirited) supporters,” participating in friendly-greeting activities and/or social walking activities in the
community. Twenty people（average age: 68.6 years; female 50.0%）participated in the program, with a pre-survey,
similar to that conducted in Kita-Akita, conducted 3 weeks before the program and a post-survey conducted directly
after the program. The score for the “current attitude towards life” item in the Generativity Scale, a measure of
generative concern, was improved in the post-survey.
The program developed in this research could be widely applied in the community. Furthermore, the elderly who
attended this educational program are now intending to utilize their learning in their own volunteer activities, so that
continued promotion of “life and connection” is expected.
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