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＜あらまし＞ 大学の通信教育課程卒業生を対象に，社会人学生の学業継続要因と阻害要
因を調査した．その結果，卒業に至った社会人は，阻害要因を最小限に留め，継続要因を
強化する行動や思考をしていた．また，継続要因と阻害要因の間には，社会人学生特有の
意識変容プロセスが見出された．このことから，大学が社会人を受入れる際には，これら
の意識変容プロセスを踏まえた支援策を構築していく必要性が示された．
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1. はじめに

る．インターネットを含む情報技術の定着に

1.1. 背景

伴い，ｅラーニングは社会人の多様な学びの

仕事や家庭を持つ社会人が，正規の卒業資

ニーズにも対応可能となり，新たな教育基盤

格を取得可能な大学に入学し，卒業に至るま

となった．西村(2005)は，仕事や家庭を持つ

でには，様々な困難，心身に掛る負荷が予想

社会人の問題意識は，高等学校生とは異なり，

される．そのような状況下，高等教育機関の

個々の経験に基づいているため，切実である

生涯学習機関化，ｅラーニングの普及が，社

とし，その問題に立ち向かうための手法とし

会人の大学での学業推進に繋がる動きとして

て，インターネットのブロードバンド接続は，

期待されている．

自宅に居ながら，いつでも好きな時間に，大

一つ目は，高等教育機関の生涯学習機関化

学の授業に参加することを可能にしたと述べ

への期待である．生涯学習は，
「各人が，必要

た．また，関口(2005)は， e ラーニングは，

に応じて，適した手段や方法を選んで，生涯

双方向でのやり取りが可能な同期型ｅラーニ

を通じて行なうもの」と定義づけられており，

ングの導入により，学習者の好む学習スタイ

大学等の高等教育機関の社会人への開放も示

ルを実現し，より高い学習効果が期待される

唆された（文部科学省 1981）．その後，中央

方法へと深化していくとした．一方，e ラー

教育審議会の答申（文部科学省 2002）を経

ニングは個人学習が基準となるため，学習の

て，大学等における社会人受入れを推進する

継続性に問題があり，サポート体制の確立が

方策も打ち出された．その結果，(1)高等教育

必要となるとの指摘もある(佐々木 2010)．

機関の開放に対する社会的な関心が高まった，

以上のことから，高等教育機関の生涯学習

(2)若年人口減少による経営問題の解決策と

機関化，および，ｅラーニングの普及は，社

いう側面を持ちながら，今後，高等教育機関

会人の学業推進の鍵となることを期待されな

の生涯学習機関化が進んでいく（佐藤 1998）

がらも，定着していない状況がみえる．その

とされた．しかし，実態としては大学の学部

ため，誰もが，いつでも，どこでも，大学で

に入学する社会人数は平成 13 年をピークに，

学べる状況になったとは言い難く，依然とし

減少傾向にある（文部科学省 2011）．

て，社会人が大学に入学し，卒業するまでの

二つ目は，ｅラーニングに対する期待であ

道のりは厳しい．

1.2. 問題提起

は，(1)半構造化面接，(2)トランスクリプト作

前述の通り，社会人が正規の卒業資格を取

成，(3)分析テーマの設定，(4)概念生成，(5)

得可能な大学に入学し，学業を修めることは，

カテゴリー生成，(6)結果図の作成，(7)一般化

難しい状況が示された．それでは，大学に入

の手順で理論化した．

学し，卒業に至った社会人は，どのように学
業を継続することができたのだろうか．また，
学業を進める中で，どのような困難に遭遇し，

2.3. 協力者
本研究の協力者は，関東圏，中部・北陸圏，

それらを乗り越えてきたのだろうか．本研究

関西圏に居住している X 大学通信教育課程卒

では，社会人学生を対象に，継続的に学業を

業生 21 名（男性 13 名，女性８名，平均年齢

進めることができた要因（以下，継続要因）

47.3 歳，SD＝9.98，最少 35 歳から最大 68

と，学業を阻害した要因（以下，阻害要因）

歳）とした．協力者の多様なデータを収集す

について調査を行なう．その結果をもとに，

るために，X 大学通信教育課程卒業後の進路

社会人学生特有の事象を明らかにするととも

が X 大大学院進学者６名，他大大学院進学者

に，社会人を受け入れる側の大学が配慮すべ

４名，その他 11 名に調査の協力を依頼した．

き，支援の観点を示す．
2.4. 質問項目

2. 方法
2.1. 分析方法の概略

協力者への面接用として，事前に 11 項目
の質問を作成した（表 1 参照）．質問１から

本研究は，e ラーニング主体の大学通信教

10 までは全協力者共通の質問，質問 11 は大

育課程を卒業した社会人が，大学在学時に，

学院進学者に対する追加質問とした．なお，

どのように学習行動や心理面の調整，人間関

本研究では在学時の学業継続要因，および阻

係の構築と調整，環境面の調整をしながら学

害要因に焦点を絞った分析を行った関係で，

業に取り組んでいたか，どのような出来事や

質問４から６，および，質問 10，11 に対す

状況が学業を行なう上で困難であったかを詳

る回答結果を分析の対象とし(表 1 太枠内)，

細に読み解く必要がある．そのため，協力者

あとの質問の回答は，分析の対象外とした．

の入学から卒業に至るまでの学業継続要因と
表1

阻害要因を分析の焦点とする．また，大学の

協力者への質問項目

学業のみならず，協力者の置かれていた状況

番号

質問項⽬目

や環境，家族や職場との関わり，心理的な負

質問１

⼤大学への⼊入学理理由は何か？ Ｘ⼤大通信課
程を選んだ際に重視した点は何か？
⼤大学で学ぶ必要性，卒業する必要性につ
いて，どのように考えていたか？
⼊入学を決定づけたのは，どのような環境
があったからか？
学業や学⽣生⽣生活を送る上で，困難と感じ
た点はどのようなことか？
どうやって，困難を乗り越えたか？
学業を続けられた理理由は，どんな点にあ
ったか？
Ｘ⼤大通信課程で学んだことによって，ど
のような変化や気づきがあったか？

荷など内的な要素も含む多角的な分析が必要
となる．そこで，関ほか(2011)が行なった，
入学動機に関する研究の次段階研究と位置付
け，先の研究と同様の分析手法，協力者，質
問紙，データの収集法を用いて，分析を進め

質問２
質問３
質問４

た．詳細は以下に示す．
質問５

2.2. 分析手法
本研究では，グラウンデッド・セオリー・

質問６

アプローチを実践しやすく改良した，木下

質問７

（2010）の修正版グラウンデッド・セオリ

質問８

ー・アプローチ（以下，M-GTA）を用いて分

質問９

析を行なった．M-GTA は，協力者の具体例
をもとに分析ワークシートを作成しながら概

質問 10

念を生成していく分析方法であり，分析手順

質問 11

X ⼤大通信課程で得たものは何か？
Ｘ⼤大通信課程で学んだことが，卒業後の
⼈人⽣生にどのような影響を与えたか？
⼈人⽣生全体にとって，Ｘ⼤大通信課程は，ど
のような位置づけになるか？
Ｘ⼤大通信課程への意⾒見見や苦情は何か？
卒業後，⼤大学院への進学理理由は何か？

表2

2.5. データの収集
面接期間は，2011 年４月から６月とし，協

分析ワークシート例(部分)

概念念 102

【気⼒力力の充実】

力者の都合に合わせて日時・場所を決めた．

定義

学業の継続を⽀支えた気⼒力力の充実感

協力者には，面接に先駆けて，研究の目的，

ヴァリエーション

倫理的配慮，面接の進め方に関する説明を行

102-1

うと同時に，デジタルビデオカメラ，IC レコ
ーダーにて面接内容を録画，録音することに

102-2

対する承諾をとった．面接内容の記録用には
デジタルビデオカメラ１台（SANYO Xacti：
DMX-CG100 ） と IC レ コ ー ダ ー １ 台
（OLYMPUS Voice Talk：V-61）を用いた．

102-3
102-4

面接は３人が分担して行ったが，質問項目
は事前協議の上，統一したものを用いた．面

102-5

接時には，事前に用意した質問 11 項目のほ
か，話の流れを見ながら収集すべきデータに
つながる話題を自由に話せるよう，半構造化
面接法を用いた．面接時間の平均は１時間 45

102-6

プラスというのはボジティブとい
う意味ですね．その時(⼊入学した時
期)は，やる気は満々でしたよ．
学業はもう苦労に感じたことは全
然ないんですよ．本当，楽しくて，
楽しくて．
(ゼミが始まったら)，もうすでに，
やる気満々でしたね．
そうですモチベーション続いてい
ますね．⾯面⽩白くて⾯面⽩白くて，こんな
に楽しんでいいのかなってくらい．
ずっと，⼊入ってからは楽しかった．
レポートがあって，きつかったので
すが，苦しくはなかった．
最初，１年年⽬目は仕事がきつくなかっ
たので結構順調で，勉強だけでご飯
が⾷食べられないかなというくらい，
勉強が充実していたときですね．

A2
B2
B4
B25
F1
F2

分で，最少は１時間 21 分，最長は２時間 17
分であった．

次に，２人目のデータ内にすでに生成済み
の概念と同じ着目点の具体例があった場合は，

2.6．分析テーマと分析焦点者

該当する分析ワークシートのヴァリエーショ

M-GTA では，得られたデータに密着した

ン欄に追加した．しかし，新規出現の概念が

分析となるように，データ収集後に分析テー

抽出された場合は，新たに分析ワークシート

マと分析焦点者を決める．本研究は，社会人

を作成し，21 人目まで同じ作業を繰り返した．

の大学在学時の学業継続要因と阻害要因の解

その結果，75 概念が生成された（表 3 参照）．

明を分析テーマとし，X 大通信教育課程卒業

具体例抽出時には，類似例，対極例の抽出を

生を分析焦点者に設定した．

行い，必要に応じて，分割，統合，廃止を行
なうことでデータの偏りを補正した．合わせ

3. 結果

て，各シートの末尾に概念の関係性などを理

3.1. 概念生成

論メモとして付記した．なお，概念の新規出

M-GTA の手順に従い，概念の生成を行っ

現数が，１人目と２人目で計 56 個，累積パ

た．１人目のデータから，着目する具体例を

ーセントが全体数の 75％を占めた．その後，

抜き出し，連番を振りながら概念毎に分析ワ

７人目の時点で，計 71 個となり，95％とな

ークシートを作成した (表 2 参照)．

ったため，概念生成は理論的飽和とみなした．

たとえば，概念 102 の分析ワークシートは，
大学の学業を続ける上で支えとなった心理面

3.2. カテゴリー生成と結果図

の状況を示した内容のため，概念名を【気力

概念生成と同時に，概念相互の関係を検討

の充実】，定義は「学業の継続を支えた気力の

しカテゴリーを生成した．以下に，カテゴリ

充実感」とした．ヴァリエーション欄には「学

ーごとに一例を示す．コアカテゴリーは≪≫，

業はもう苦労に感じたことは全然ないんです

カテゴリーは＜＞， [ ]はサブカテゴリー，
【 】

よ」，「（ゼミが始まったら），もうすでに，や

は概念，“ ”はヴァリエーションの具体例を表

る気満々でしたね」のように発話の具体例を

す．図 1 の「学業継続要因と阻害要因の結果

記録した．

図」は，データから生成した概念やカテゴリ
ーの関係を分類，整理したものである．

表3
No.
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
114
115
117
118
119a
119b
120
121
122
123a
123b
124
125
126
127

概念念名
気⼒力力の充実
向上⼼心の⾼高まり
科⽬目選択時の⼯工夫
得意科⽬目の認識識
ネガティブな学習姿勢
学業の印象
現実直視
ポジティブな学習姿勢
履履修計画
苦⼿手科⽬目の認識識
やる気の喪失
学友との関わり
学友との距離離感
卒業後の進路路
ゼミの位置づけ（肯定的）
ゼミの位置づけ（否定的）
⾃自主勉強会の実施
学習スタイル
⾃自⼰己の⽣生き⽅方
家族との関わり(理理解）
家族との関わり(⼼心配事)
仕事との調整
学費の負担
地域間格差
学業上の困難点

No.
128
129
130
131
132
133
134
135
138
139
140
142
143
144a
144b
145
146
147
149
150
151
152
153
155
156

概念リスト

概念念名
ｅラーニングの利利点
ｅラーニングの⽋欠点
過去の経験則
他者からの学び
発想の転換
⾃自⼰己への戒め
体⼒力力の維持
学習の習慣づけ
学習の動機づけ
⾝身体⾯面への影響
⼼心理理⾯面への影響
学友に対する肯定的評価
既存の知識識・能⼒力力
指導者との関わり（良良好）
指導者との関わり（問題）
⽬目標の実現
性格の把握
苦⼿手意識識（ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ）
学費の費⽤用対効果
柔軟な捉え⽅方
能⼒力力の向上
弱点の克服
学友に対する否定的評価
⼊入学直後の⼼心理理
⽣生活の状況
整理理後の概念念数

No.
157
158a
158b
159
160
161
162
163
164
166
167
169
170
171
172
173
174
176
177
178
179
181
184
186
187

概念念名
仕事上の苦労
⼤大学への不不満(ｶﾘｷｭﾗﾑ）
⼤大学への不不満（⽅方針等）
職場への対応
X ⼤大通信教育のしくみ
BBS 上のやり取り
PC の操作スキル
ストレス解消
シニア世代の学び
サークル役員
奨学⾦金金制度度
サークル活動
校友のつながり
学友との競い合い
⼈人脈の拡⼤大
トラブル回避
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの難しさ
学びの効果
他⼤大の通信教育
先⾏行行投資
経験の理理論論づけ
職場の理理解
実践的効果
卒論論の達成感
卒論論のプレッシャー
75

3.2.1. ≪自己≫

“在学中に離婚した”，“降格して給料が落ち

①＜学習行動＞カテゴリー

生活が苦しかった”との語りから概念【生活

“仕事が多忙で卒業は遅らせた”との語りか

の状況】を生成した．これらの概念は，＜心

ら，概念【履修計画】を生成した．また，“提

理面/対応＞カテゴリーの阻害要因とした．

出物は一番に出した”との語りから，概念【ボ

3.2.2. ≪人間関係≫

ジティブな学習姿勢】を生成した．これらの

①＜学友/サークル＞カテゴリー

概念は，＜学習行動＞カテゴリーの継続要因

“誰か同じことをやっていて，意見交換で

とした．一方，
“編入コースは，実験調査，統

きるというのは全然違う”との語りから，概

計が重なり大変だった”との語りから，概念

念【学友との関わり】を生成した．また，
“サ

【学業上の困難点】を生成した．また，
“デー

ークルの科目検討会が役立った”との語りか

タが集まらなかった”，“研究の結論の出し方

ら，概念【サークル活動】を生成した．合わ

で悩んだ”との語りから，概念【卒論のプレ

せて，
“女性は自分の人生を考えて，スキルア

ッシャー】を生成した．これらの概念は，＜

ップや人間性を高める”，“卒業後も学びを続

学習行動＞カテゴリーの阻害要因とした．

けようとする人は先を見ている”との語りか

②＜心理面/対応＞カテゴリー

ら，概念【学友に対する肯定的評価】を生成

“学びを生かせて，充実感がある”との語

した．これらの概念は，＜学友/サークル＞カ

りから，概念【気力の充実】を生成した．ま

テゴリーの継続要因とした．一方，“BBS 上

た，
“休暇日を設けた”という語りから，概念

の会話には抵抗があった”との語りから，概

【ストレス解消策】を生成した．これらの概

念【学友との距離感】を生成した．また，
“上

念は，＜心理面/対応＞カテゴリーの継続要因

手くいかない人は自分のキャリアにこだわっ

とした．一方，
“ゼミ内で失望した出来事があ

ている”との語りから，概念【学友への否定

り，もう身を置きたくなかった”との語りか

的評価】を生成した．これらの概念は，＜学

ら，概念【やる気の喪失】を生成した．また，

友/サークル＞カテゴリーの阻害要因とした．

社会⼈人学⽣生

●継続要因

学業の印象
履履修計画
⽬目標の実現
卒業後の進路路
先⾏行行投資

ポジティブな学習姿勢

学習スタイル
学習の習慣づけ
学習の動機づけ
経験の理理論論づけ
能⼒力力の向上
弱点の克服
学びの効果
学友との競い合い
卒論論の達成感
実践的効果
⾃自主勉強会の実施
他者からの学び
過去の経験則
既存の知識識・能⼒力力
シニア世代の学び

<⼼心⾝身⾯面/対応＞
●継続要因

<学友/ｻｰｸﾙ＞

◆阻害要因
地域間格差

◆継続要因

学友との関わり
学友に対する
 　 　肯定的評価
サークル活動
校友のつながり
⼈人脈の拡⼤大

指導者との
 　 　関わり(良良好）

●阻害要因

指導者との
 　 　関わり(問題)

＜⼈人的環境＞

●継続要因

仕事との調整
職場への対応
職場の理理解

やる気の喪失
⾝身体⾯面への影響
⼼心理理⾯面への影響
苦⼿手意識識
⼊入学直後の⼼心理理
⽣生活の状況

＜制度度的環境＞

◆阻害要因

仕事上の苦労

【カリキュラム】

ネガティブな学習姿勢

≪ ≫ コアカテゴリー
< > カテゴリー
【 】サブカテゴリー
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eラーニングの利利点
BBS上のやり取り
eラーニングの⽋欠点
PCの操作スキル
コミュニケーションの難しさ

【職場】

学友との距離離感
学友に対する
 　 　否定的評価
サークル役員

◆阻害要因

【ｅラーニング】
●継続要因

◆阻害要因

◆阻害要因

◆阻害要因

卒論論のプレッシャー

【職場】

<先⽣生/コーチ＞

●継続要因

気⼒力力の充実
向上⼼心の⾼高まり
現実直視
⾃自⼰己の⽣生き⽅方
発想の転換
⾃自⼰己への戒め
体⼒力力の維持
性格の把握
柔軟な捉え⽅方
ストレス解消
トラブル回避

学業上の困難点

<物理理的環境＞

≪人間関係≫

≪自己≫
<学習⾏行行動＞

≪環境≫

●継続要因

◆阻害要因

◆阻害要因

ゼミの位置づけ(否定的）
⼤大学への不不満(カリキュラム）

家族との関わり
 　 　（理理解）

●阻害要因

家族との関わり
 　 　（⼼心配事）

【⼤大学の⽅方針/事務】

●継続要因

科⽬目選択時の⼯工夫
得意科⽬目の認識識
ゼミの位置づけ(肯定的）
苦⼿手科⽬目の認識識

【家庭】
◆継続要因

Ｘ⼤大通信教育のしくみ
奨学⾦金金制度度
他⼤大の通信教育
学費の費⽤用対効果
学費の負担
⼤大学への不不満（⽅方針等）

学業継続要因と阻害要因の結果図

②＜先生/コーチ＞カテゴリー
“先生やコーチの教え方が分かりやすい”，

b. [e ラーニング] サブカテゴリー
“働きながら学べる e ラーニングは素晴ら

“フィードバックが励み”との語りから，概

しい”，“繰り返し聞ける”との語りから，概

念【指導者との関わり (良好)】を生成した．

念【e ラーニングの利点】を生成した．また，

この概念は＜先生/コーチ＞カテゴリーの継

“BBS での討論やフィードバックがある”と

続要因とした．一方“先生たちの温度差が有

の語りから，概念【BBS 上のやり取り】を生

り過ぎる”，“先生とのやり取りはなく，ほと

成した．これらの概念は， [e ラーニング]サ

んどコーチのみ”，“コーチは書き込みもせず

ブカテゴリーの継続要因とした．一方，
“ビデ

途中で辞めた．先生も通学制の授業を録画し

オで教室の授業場面を見せられても有り難く

流しただけ”との語りから概念【指導者との

ない”，“授業は面白いが進め方がすごく孤独

関わり(不満)】を生成した．この概念は＜先

だった”との語りから，概念【e ラーニング

生/コーチ＞カテゴリーの阻害要因とした．

の欠点】を生成した．これらの概念は [ｅラ

3.2.3. ≪環境≫

ーニング]サブカテゴリーの阻害要因とした．

①＜物理的環境＞カテゴリー

②＜人的環境＞カテゴリー

a. [遠隔地] サブカテゴリー

a. [職場] サブカテゴリー

“東京近郊にいれば図書館や大学の施設

“出張時は，ホテルで受講した”，“仕事量

は使えるが，他地域の人は何も使えない”，
“関

が増えて勉強時間が無くなった”との語りか

東とそれ以外ではゼミ選び等に格差が出る，”

ら，概念【仕事との調整】を生成した．また，

との語りから，概念【地域間格差】を生成し

“大学のことは職場に伏せた”との語りから，

た．この概念は， [遠隔地]サブカテゴリーの

概念【職場への対応】を生成した．これらの

阻害要因とした．

概念は， [職場]サブカテゴリーの継続要因と

した．一方，
“会社の部署が無くなった”，
“入

4. 考察

学を報告したら降格された”との語りから，

4.1. 社会人学生の継続要因と阻害要因

概念【仕事上の苦労】を生成した．この概念

4.1.1. 自己に関わる要因

は[職場]サブカテゴリーの阻害要因とした．
b. [家族] サブカテゴリー

社会人が，大学で継続的に学び，所定の単
位を取得し卒業に至るためには，自己の学習

“女房の理解があった”，“（子育てとの両

行動と心理面の調整が重要な役割を果たす．

立）は，親の存在が大きい”との語りから，

社会人は，(1)自己の仕事や生活に合わせて

概念【家族との関わり（理解）】を生成した．

履修計画を立てる，(2)ボジティブな学習姿勢，

この概念は，[家族]サブカテゴリーの継続要

自己に合った学習スタイル，学習の習慣づけ

因とした．一方，
“女房が胃がんの手術をした”，

に努める，(3)能力の向上，弱点の克服を図る，

“子どもに悪性リンパ腫の危惧があった”と

(4)自主勉強会を実施するなど，前向きな学習

の語りから，概念【家族との関わり（心配事）】

行動をとる．特に，若中年の有職者や主婦は，

を生成した．この概念は [家族]サブカテゴリ

学びを先行投資とし，大学を資格取得の前段

ーの阻害要因とした．

階と考えている．また，大学で得た知見や研

③＜制度的環境＞カテゴリー

究手法が仕事に直結するなど，実践的効果を

a. [カリキュラム] サブカテゴリー

期待する．しかし，学習が進まない，理解が

“仕事に結び付く科目にした”，“事前情報
を参考にし，負荷を均した”との語りから，

追い付かないなど学習上の困難点が生じると，
ネガティブな学習姿勢に転じやすい．

概念【科目選択時の工夫】を生成した．
“ゼミ

また，社会人は学業と仕事や家庭との両立

は意欲的で，自分も頑張った”との語りから，

に不安を感じており，心理面の調整を意識的

概念【ゼミの位置づけ（肯定的）】を生成した．

に行なう．自己の性格の把握，体力の維持に

これらの概念は，[カリキュラム]サブカテゴ

努め，ストレスを解消し，気力の充実を維持

リーの継続要因とした．一方，
“所属ゼミでは

する．しかし，科目やゼミの学習に苦手意識

明確な指導がない”との語りから，概念【ゼ

を持ち自信を失う，生活の状況が悪化し余裕

ミの位置づけ（否定的）】を生成した．“流行

がなくなるなど，自己の処理能力を超えた負

を追う学問は社会人用に内容の見直しが必要”

荷がかかり続けると，心理面や身体面に不調

との語りから，概念【指導者との関わり(問題)】

をきたし，やる気の喪失を起こすことになる．

を生成した．これらの概念は，[カリキュラム]

4.1.2. 人間関係に関わる要因

サブカテゴリーの阻害要因とした．
b. [大学の方針/事務] サブカテゴリー
“紙ベースの通信教育より継続しやすい”，

社会人の学業継続には，指導者と学友の存
在も看過できない．
通信教育課程を選ぶ社会人は孤独な学習

“勉強させる工夫が施されていた”との語り

を余儀なくされる．そのため，良い指導者や

から，概念【X 大通信教育のしくみ】を生成

学友との関わりは学業上の不安を解消し，充

した．この概念は， [大学への方針/事務]サブ

実した学びのために，欠かせない．このこと

カテゴリーの継続要因とした．一方，
“2，30

から，学生の中には積極的に指導者，学友と

代の若者向けに資格取得が可能な科目がある

の関わりを深めている人たちがいる．一方，

と良い”，“仕事上の課題を研究したいが，非

十分な指導を受けられない学生は，指導者に

公開扱いにできないため，断念した．社会人

対して不満を持つ．合わせて，学友と接する

向けのしくみが必要”との語りから，概念【大

機会がない，または，少ない場合は学友から

学に対する不満（方針等）】を生成した．また，

有益な情報なども得にくくなり，孤立する．

“高額の学費に苦労した”との語りから，概

4.1.3. 環境に関わる要因

念【学費の支払い】を生成した．これらの概

時間的，距離的な制約がある社会人にとっ

念は，[大学の方針/事務]サブカテゴリーの阻

て，e ラーニングや居住地域などの物理的環

害要因とした．

境が，学業継続を左右する．

ｅラーニングは社会人に向く学習形態で

制度的環境は，大学の方針，大学が提供す

ある．BBS 上のやり取りなど双方向性が担保

るカリキュラムを指す．社会人の場合は，あ

され，活発な学習の場が準備されている場合

る程度，概要を調べた上で，入学すること，

は学業継続効果も高い．反面，パソコンの操

自己選択，自己決定が基本となることから，

作スキルが低く，BBS 上のやり取りに不慣れ

大学に不満があっても，科目選択時に工夫し

な学生は，e ラーニングに負荷を感じる．

負荷を軽減するなど，自力解決の心理が働く．

また，遠隔居住者は，大学の近隣居住者に
比べて，大学の図書館等の施設を利用し難い

そのため，在学中は，大学に苦情を言わずに
自己の努力で切り抜ける傾向がある．

などの地域間格差があり，不利益が生じる．
大学以外の人的環境は，利点もあるが，深

4.2. 要因間の意識変容プロセス

刻な阻害要因となる場合もある．有職の社会

継続要因と阻害要因を整理，分類する過程

人は，仕事との調整，職場への対応や配慮は

で，カテゴリー内の要因間には一定の動きが

欠かせない．しかし，理解を得難いという理

あることを認識した．そこで要因と個々の概

由で，職場に在学を報告していない社会人も

念の関係性にも着目した．その結果，継続要

多い．その結果，業務多忙時には，過重負荷

因と阻害要因の間には，学生の行動や心理面

を負う．異動やリストラに直面すると，退学

の動きだけでなく，他のカテゴリー内の概念

せざる得ない状況に追い込まれる．また，も

の影響も受けて，サークル状に循環する意識

う一つの人的環境は家族である．通常は，家

変容が見て取れた．この意識変容の過程を，

族は身近な良き理解者である．しかし，社会

ここでは意識変容プロセスと称する．卒業に

人学生特有の事象として，親の介護，配偶者

至った社会人は，この意識変容プロセスを繰

や子どもの病気，離婚など，深刻なライフイ

り返すことで，阻害要因を最小限に留め，継

ベントに遭遇する頻度は，学生の年齢構成上，

続要因を強化する行動や思考をするなど，自

高い．これらは自助努力のみでは解決できな

己修正を行なっていた（図 2 参照）．

い状況も多く，休退学に移行しやすい．
・気⼒力力の充実
・向上⼼心の⾼高まり
・柔軟な捉え⽅方

・発想の転換
・ストレス解消
・トラブル回避
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・家族との関わり（理理解）
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・ボジティブな学習姿勢
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・仕事の調整、職場の理理解
・科⽬目選択の⼯工夫
・科⽬目選択の⼯工夫

阻害要因域

学習⾏行行動

・ｅラーニングの利利点
・ｅラーニングの利利点
・BBS上のやり取り
・BBS上のやり取り

・ネガティブな学習姿勢
・学習上の困難点

・指導者との関わり(良良好)
・指導者との関わり(良良好)

・PCの操作スキル
・PCの操作スキル
・指導者との関わり（問題）
・指導者との関わり（問題）

・学友との関わり
・学友との関わり
・サークル活動
・サークル活動

・地域格差、⼤大学への不不満
・地域格差、⼤大学への不不満

阻害要因

・仕事上のトラブル
・やる気の喪失
・⼼心理理、⾝身体⾯面への影響
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・家族との関わり
（⼼心配事）

学習行動の意識変容プロセス図

深刻な

ライフイベント

しかし，リストラ，家族の病気，離婚など

起こしにご協力いただきました田中あゆみさ

深刻なライフイベントに直面した学生は，阻

ん，塚本恵里香さんに深く感謝いたします．

害要因の負荷が急激に高まるため，意識変容

なお，本研究は平成 22〜26 年度文部科学

プロセスが学業継続要因の方向に循環しない

省科学研究費補助金・基盤研究(C)22500942

状況に陥っていた．

「成人教育学の視点に基づいた生涯学習のた

このことから，社会人を受け入れる大学側
は，深刻なライフイベントに直面している学

めのｅラーニングの構築と実践」による助成
を受けています．

生に対して，負荷軽減のための支援として，
(1)社会人特有の事象を踏まえた対応や相談
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6. 今後の課題
本研究では，社会人学生の在学時にテーマ
を絞って，分析を行なった．今後の課題は，
大学での学びや体験が，社会人学生のその後
の人生に与えた影響を調査し，学習，仕事な
どに関する意識変容プロセスを整理すること
である．成人学習の先行理論とも照らし合わ
せながら，社会人の大学における学びが人生
に与える意味を明らかしていきたい．
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