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１．はじめに 

高齢化が進み、国民の間に生涯学習の機運

が高まっている。きっかけは多くの会社員と

言われる人々が定年に達し、仕事をしなくと

も良くなり、空いた時間をどう過ごすかとい

うこれまでにない状況になったこと。また一

つは年金制度が整い老人層の経済的余裕がで

きたこと、あわせて国民全体の健康増進によ

る高齢化も否めない。 

そこで、時間的、経済的に余裕のある階層

がその時間を利用することに“学び”を選ぶ

ことが多くなった。学びは強制されての教育

ではなく、また単なる暇潰しでもなく、自ら

学ぶという自発的学習行動であり、生涯学習

と唱えるようになった。一方、加齢はだれに

でもついてくる生理的現象であり、どの年齢

でどう学ぶかは個人の選択による問題であっ

て、ような意味か 18 歳以上であれば無試験

で入学できる放送大学も整備され、生涯にわ

たって自己を形成しようという理念ができ上

がった。世界的に生涯学習については 50 年

も前（1965）から問題にされていたが、わ

が国では指導行政がお上の仕事であるため、

生涯学習を成人教育および社会教育と見なし

て組み込んだのは、それから 20 年もあとの

ことになる（放送大学 1985）。ちなみに、

欧米には成人教育はあるが社会教育という用

語はない。 

ともかく、日本の生涯学習政策の中にいわ

ゆる老人大学ではなく、大学の 2 部や夜学、

通信教育とも異なる放送メディアによる大学

も誕生し、18 歳以上であれば何時でも目的

の如何にかかわらず好みの学問を選んで学ぶ

ことができるようになったし、学んだことが

その人個人の大学の習得単位としても認めら

れるようにもなった。 

放送大学に設けられた科目の一つに医学や

宗教以外の一般教養として命や死についての

問題も高齢者だけではなく、「生涯学習と自己

実現」という講義がもうけられ、堀薫夫客員

教授は“死への準備教育”という一章で一般

人が死に対してどのように思っているか、ま

た、死をどのように教育すべきかについて述

べている（2006）。 

その中に、“死への意識に関する調査から”

という項目があり、一般人の大雑把な年齢層

別に、死への思いのアンケートを取り、デー

タ化している。 

調査では調査対象全体を四大別し、若い層

を高校生と大学生に分け、大人は中年と老年

とに二分別している。この四階層分類の明細

は不明であるが、一般的な分け方としては納

得できる。 

その講義のなかでの「死」は当然、人間の

死を意味しているが、設問のなかにはペット、

動物の死についての項目もあり、本校のよう

に動物に関する二年制の専門学校では、当然、

生徒達は動物とその命や死に対して同年代の

人々よりは多くの知識と関心を持っていると

思われるところから、年齢的には高校生と大

学生との中間にあり、動物について 2 年間、

専門教育を受ける条件の階層をこの調査の中



に含めたら、一般人との間で命と死について

の考え方にどのような違いが出るかを知るた

めに、平成 20 年（2008）年に堀と同じ設

問で本校の生徒達にアンケートを試み、その

結果を動物文学誌上に発表した。 

その後、連続してアンケートを取っており、

今回はその結果も含めて平成 20 年から同

22 年までの 3 年間の本校生徒の「死」への

反応について、堀教授の一般人の結果とも照

合しながら検討を加えたので報告する。 

 

２．調査とその結果 

質問内容 

堀の質問項目は大きく次の 3種類 19項目

に分けられている。 

①死への恐怖（5段階 1回答） 

②思い浮かべる死の形態（8問複数回答） 

③身近に感じた「死」（6問複数回答）である。 

付表 1の 1 

今回はさらに①死への恐怖の項を重点的に

取り上げ、本校生徒（1 年生、3 年間）との

違いについて検討した。付表 1の 2 

 

結果と検討 

この研究は堀の報告に比べると例数は少な

いが特殊な集団階層のデータとして意味のあ

る結果が得られた。 

結果の全体は付表1の1に示した通りであ

る。単数回答 

 

①死への恐怖感 

この項は実際の死よりも死という言葉に対

する反応であると考えられる。 

本項は大きく恐怖の程度について5問に分け

ているが、ａ項およびｂ項は死を恐ろしく感

じているかであり、若い層ほど恐怖感として

高く現れている。とくに本校生徒が全階層よ

り高い数値を示しているのは、動物の死が日

常の教育科目の中で言葉として多く表現され

ていることと、動物が身近にいることから来

る感受性の強さではないかと思われる。 

また１の設問は内容からａ、ｂ、ｃを恐怖

あり、ｄ、ｅをなしと見て検討し、1の 2表

に示した。その結果は、恐怖感の平均値では

本校生徒がもっとも高く 84％、ついで高校

生（約 78％）、大学生（77％）の順に高い

恐怖度を示した。これら若年層にくらべて中

年者の 57％、老人の 52％は若年層より

20％も低く、死に対する恐怖感は若年層とは

べつな、たとえば多忙のため、仕事の面白さ

などこれまでの生存経験を加えた個人の歴史

および哲学によるものと考えられる。それは

ａとｂの回答の差であって、非常に恐ろしい

とは思ってはいられない忙しい世代（中年）

か、達観した老年世代の考え方ではないだろ

うか。また本校生徒が高校生や大学生とやや

違って成人側に偏っていたのは本校生徒は生

き物に関心をもち本校を選び、入学後さらに

動物に関する教育によって死の必然性を学ん

だからであろう。これは動物の死は生の隣に

必ず存在していることを理解している老年と

似た意識と考えられる。 

②思い浮かべる死の形態（複数回答） 

この設問においては一般の階層において偏

りが少なく、どの階層も比較的同じように分

散している。その中で本校の生徒は別の傾向

を示した。ｈのペット・動物の死、がすべて

の階層の中で最高率であった。動物専門学校

生の頭の中の死は身近な動物の死であり、教

育に拠って得られた死と考えられる。 

つまり、教育は経験を早取りできるという

結果を証明したことになる。 



③身近に感じた死 

傾向としては全階層とも類似しているが、

ａ家族・親戚などの死、ｃ友人・知人の死を

感じるよりは、ｆペット、動物の死を身近に

感じるのがどの階層よりも多かったのは設問

2 のｈと同じである。これはまさしく現在、

自分が身を置く動物専門学校の日常の教育に

影響されていることに他ならない。ただし、

友人の死を他の階層より身近に感じないよう

にみられることは問題である。それが動物専

門学校生が動物を友人より重く捉えているこ

とであって、動物好きが必ずしも人間好きで

はないことを示している。この意味では、世

間で言われているペットの伴侶動物としての

扱いは専門学校生の方が一般人より本格的で

あると思われる。飼ってるから伴侶ではなく、

飼い方が動物寄りであって、少なくとも飼い

飽きたから捨てるというようなことはしない

という決心が垣間見れる。そこに経済的利益

は入っていないと考えたい。 

 

３．まとめ 

例数が少なく大手を振って物申すことはで

きないが、大略の検討は外れていないと思わ

れる。つまり、「死」に纏わる思いは教育等に

よって大きく変わるものであると言う事であ

る。日本人の生死観は仏教に左右されている

が、最近はキリスト教、あるいはそのような

感覚での無宗教的な風潮が見られる。それが

「死」を美的に表現する「千の風」とか「虹

の橋」のような詩になって民衆に浸透してい

き、無宗教な感覚を持つようになってきてい

る。何か死を綺麗事にしているようで、気に

なっている。 

また最近、児童、生徒の命に関わる事件が

多発しているが、その度に事件のあった学校

の校長先生が皆の前で頭を下げて“申し訳あ

りません。これからは命の大切さを教えます”

といっている。これこそおかしな現象ではな

いだろうか。亡くなった子の友達はみな「死」

を実感しているのだ。その上になにを教える

というのだろうか。これはＴＶが言わせてい

るようなものである。これも綺麗事の形式化

だと思われる。申し訳ないと言うのは校長先

生では無い筈だ。 

それよりも、正しい命に関しての教育を学

校だけでなく、家庭も社会ももっとして下さ

いと言いたい。学校で動物を飼うことはどん

なことなのか、とんぼ取りやおたまじゃくし

掬い、触れられる動物にもっと触れさせるこ

とで生きていることを実感してもらうのが大

事なのだ。動かなくなったり、冷たくなった

りする事が「死」なのだと知ることが大切で

はないだろうか。 

命には生きることと死ぬことの両方がある

のだ。命の教育というのは、死んだら大変だ、

可愛そうだと、生きていることだけの大切さ

を教えることだけでなく、死ぬことを知るこ

とも大切なことなのだと話すことに重要性が

あると思う。そして動物達を伴侶と呼べるよ

うになるためにはだれもが多くの動物の生と

死を経験しなければならないのだと思われる。 

動物の専門学校のクラスではペットロスとか

野生動物保護などの話しをしていると、その

ことで既に「死」については生徒らにヴァイ

アスが掛かっていて、このアンケートでは他

の階層とは違った結果がでたのではないかと

思うのだが、結論としては教育の影響の強さ

を感じている 

  



付表 1の 1 死のめぐる意識調査の結果                         

Ｐ＆Ａは日本ペット＆アニマル専門学校生、それ以外は堀による 

１．死への恐怖 

 高校生 Ｐ＆Ａ 大学生 中年 高齢者 

a 非常に恐ろしいと思う 19.1 22.1 15.3 3.0 2.8 

b 恐ろしいと思う 24.6 29.7 28.2 16.3 16.8 

c どちらかといえば恐ろしいと思う 33.9 32.6 33.3 37.3 32.0 

d どちらかといえば恐ろしいとは思わない 8.7 7.9 12.5 23.5 21.4 

e 恐ろしいとは思わない 13.7 8.7 10.6 19.9 27.1 

２．思い浮かべる死の形態“複数回答” 

 高校生 Ｐ＆Ａ 大学生 中年 高齢者 

a 老衰による死 68.2 33.5 67.3 53.8 55.7 

b 病気による死 75.9 55.9 77.1 79.5 65.6 

c 事故による死 70.6 50.3 64.0 53.8 27.7 

d 自殺 56.5 34.9 36.9 16.7 3.8 

e 他殺 32.9 20.4 18.7 9.6 2.3 

f 小説やマンガの中での死 6.5 4.0 4.7 1.2 0.0 

g 映画やテレビの中での死 7.6 4.8 5.6 1.9 0.9 

h ペット・動物の死 25.9 31.2 20.1 12.2 8.7 

回答者数 170 98 214 156 343 

３．身近に感じた「死」“複数回答” 

 高校生 Ｐ＆Ａ 大学生 中年 高齢者 

a 家族・親戚などの死 67.5 59.4 72.4 87.7 87.7 

b 近所の人の死 14.2 21.9 15.9 33.5 32.0 

c 友人・知人の死 41.4 31.5 39.7 32.3 52.4 

d 小説やマンガの中での死 7.1 3.8 4.2 0.0 0.5 

e 映画やテレビの中での死 8.9 5.4 7.0 1.2 1.4 

f ペット・動物の死 25.4 48.2 28.5 13.7 10.9 

回答者数 169 65 214 161 366 

付表１の２ abc恐怖と感じる群と de不感群対比 

 高校生 Ｐ＆Ａ 大学生 中年 高齢者 

abc 群 77.6 84.3 76.8 56.6 51.6 

de 群 22.4 16.5 23.1 43.4 48.5 

回答者数 183 99 216 166 388 

P&A および付表１の２は長尾、それ以外は放送大学 06 教科書 生涯学習と自己実現 6 章 堀 薫夫 付図１ 


