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社会人教育に関するアンケート調査から

経済学部教授清水修二

　福島大学のいくつかの公開講座の受講者を対象に，

簡単なアンケートをとった。アンケートの趣旨は，福

島大学が社会人向けに門戸を開いている夜間主コース

の特別選抜，および大学院の社会人特別選抜がどれく

らい知られているか，そしてそうした社会人教育に対

する需要がどの程度あるかを調べることであった。公

開講座の受講生であれば学習意欲に富んでいる人が多

いにちがいなく，これらの人々における社会人教育の

認知の度合，さらには進学の欲求の有無をさぐること

は，これからの本学の社会人教育のあり方を考えるう

えで参考になろうと思われた。

　回答者の受講した講座は，r文化は人をつくり人は

地域をつくる」rザ・思春期」「社会と歴史の見方」「映

画きのう・きょう・あす」の4つである。回答は70ほ

どである。不完全な記入がいくつかあり，以下の数字

の合計が不揃いなのはそのためである。

　設問に沿って回答の状況を示し，若干のコメントを

加えよう。

認知度は低い。両方とも知らなかった者が3割である。

2．情報源（学部社会人選抜）

　学部の社会人特別選抜をr知っている」と答えた人

に，「どのようにしてお知りになりましたか？」と問

うてみた。

①人から聞いた

②マスコミで知った

1③その他
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1　社会人への門戸の認知度（学部および

　　大学院）

　設問r福島大学の行政社会学部と経済学部にく夜間

主コース〉があり，社会人を受け入れていることをご

存じですか？」

　さらに設問r福島大学の大学院修士課程（地域政策

科学研究科・経済学研究科）にく社会人特別選抜＞と

いうものがあり，社会人を受け入れていることをご存

じですか？」

　以上2問への回答は次のとおり。

　r人から聞いた」という場合，具体的にはr社会教

育関係者」r学校関係者」r専門学校の教師」r専門学

校の同級生」r職場の中で」r高校時代の教師」r現に

通学している友人」「知人」からの情報である。

　rマスコミ」では新聞が多いが，TVや雑誌もいく

らかある。

　「その他」には「在学していた・している」という

のが数人，ほかに「大学情報誌」「社会人のための大

学紹介の本」が含まれる。

　クチコミもさることながら，マスコミからの情報入

手のウエイトが大変大きい。

3．選抜方法（学部社会人）の認知度

　続いて学部の社会人特別選抜を「知っている」人に

設問，r社会人の入学者選抜には学力試験を課さず，

小論文と面接で選抜をおこなっています。このことを

あなたはご存じですか？」回答は次の通りほぼ半々で

ある。

①両方とも知っている

②学部のそれだけ知っている

③大学院のそれのみ知っている

④両方とも知らなかった

18（25，4％）

30（42．3％）

2（2．8％）

21（29．6％）

①知っている

②知らなかった

4
【
」2
2

　学部については67．6％が知っており，かなり知られ

ていると言えるが，大学院の場合は28．2％にとどまり，

4．情報源（大学院社会人選抜）

　同じ質問を大学院について行った。まず情報源につ

いて。
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①人から聞いた

②マスコミで知った

③その他

3

11

7

　rその他」の内容は，r本学の卒業生だから」r社会

人のための大学紹介の本」r友人が通学してる」とい

ったものである。

5．選抜方法（大学院社会人）の認知度

　つづいて入学者選抜について，「学力試験を課さず，

小論文と面接で選抜をおこなっていることをご存じで

すか？」。

i撫でいる

1②知らなかった

ρ
U
【
」

　大学院における社会人特別選抜の存在を知っている

人は，選抜方法についても知っている場合が多い。

6．進学への欲求

　rあなたは将来，できたら大学〔学部・大学院）で

勉強してみたいと思いますか？」

43：

26

　i

　ロ遠いから。週末たまになら可能。／32歳・女性）

　□喜多方かP）は距離的に無理ですし，また，子育て

　や仕事の都合で現在は不可能であると思います。

　　しかしもう少し余裕ができたら一度勉強をしてみ

　たい。（42歳・女性）

　ロ距離と時間が。（48歳・男性）

　□時間的に。（53歳・女性）

　□通学は年齢からして無理だと思う。〔63歳・女性）

　ロ年齢が多すぎます。（69歳・女性）

　口遠い。決まった時間に行ける余裕がな収仕事で）。

　　（33歳・男性）

　ロ子どもの教育が優先。（41歳・女性）

　□通勤の件（白川～福島），体力の件。

　□経済面。

　□現在，職場が遠い。（46歳・男性）

　□通うのに時間的に間に合わない。絶対に不可能。

　　（50歳・男性）

　ロ転勤。／41歳・男性）

　□夜の仕事がある。（50歳・男性）

8　進学欲求の有無の年齢別分布

ただし年齢の記載のないものは除いている。

①思う

②思わない

7．通学の可能性

　前聞でr思う」と答えた人に，rあなたの今のお仕

事や生活を考えた場合，福島大学に通学することは可

能ですか？」と訊いた。

10代（学生）

20代

30代

40代

50代

60代

70代

①可能である

②多少無理をすれば可能である

③不可能だと思う

進学欲求あり

1

7

11

8

1

7

21

15

進学欲求なし

　　　1

　　　1

　r不可能だと思う」理由はいろいろだが，記載のあ

るものを列記する。

　□体力的にも精神面でも，50歳以上になればついて

　　いけないと思う。（52歳女性）

　ロ昼間であれば休職するか，夜間があっても福島ま

　　での距離を考えると6：30くらいからの授業でな

　　ければ受講できない。（25歳・女性）

　公開講座受講生の年齢構成を考えなければならない

ので一概にいえないが，中年になってもう一度勉強し

たいという気になるケースは少なくないようである。

9．進学欲求の学歴別分布

　同じことを学歴別に整理してみた。

中学卒

旧制中学卒

高校卒

専門学校卒

進学欲求あり

17

1

進学欲求なし

　　　1

　　　1

　　　8

　　　1
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短大卒

大学卒

大学院卒
7
0
4

　
1

2
0

　
1

大卒や大学院修了で結構進学希望の多いのが目をひ

く。

10．その他（自由記入）

　「大学の社会人教育について，何かご意見がありま

したらお聞かせ下さい。」

　多数の意見が寄せられた。

　□社会人教育の内容についてはあまりよく知られて

　　いないので，各市町村の教育委員会等へ案内を流

　　してほしい。（55歳・女性）

　□研究室に閉じこもらず，地域の公民館や各種団体

　　に講師の派遣を進めてほしい。（59歳・女性）

　□私たちは学徒動員という時代でした。その頃向学

　　心に燃えた時代ではなかったので今遅ればせなが

　　ら少しでも勉強したいと思っています。年ととも

　　に忘れがちですが努力して，知恵ある老人になり

　　たいと思っています。（67歳・女性）

　□有意義なことで今後とも継続願いたい。（67歳・

　　男性）

　□放送大学の一般放送と，大学の単位取得制度の導

　　入を是非希望します。（31歳・女性）

　□大学で社会人教育をするのはありがたいことだと

　　思う。できれば，福大の大学院に行きたいが，土

　　日でも受講できればよいと思う。（25歳・女性）

　□できれば学習したいので詳しい資料がほしいと思

　　っています。

　□公開講座を多く開催してほしいです。特に福島市

　　の旧市内で交通の便が良いところでの開催を望み

　　ます。（53歳・女性）

　ロ実際に社会人となってからの方が，具体的な問題

　　意識を持ちやすいと思います。その意味で，社会

　　人教育は必要性が高いと思います。（31歳・女性）

　ロ通信講座を実施している大学・学部がもっとふえ

　　ればいいと思います。一般教養期間（2年間）を

　　通信講座で行い，専門課程に入ってから学校の方

　　に通学するというシステムがあれば，もっと大学

　　に行きやすくなると思います。（実施している大

　　学があれば知りたいです。）また，社会人の入学

　　者選抜を行っている学部がかたよっている気がし

　　ます。もっといろいろな学部が社会人の受け入れ

　を行ってほしい。現在の仕事に全く関係のない学

問でも，興味があって，学びたいと思ったら学べ

　るような，多くの人にとって「開かれた大学」に

なってほしいです。（26歳・女性）

□大学通学は年齢・距離的に無理だが，まだ学習意

欲は充満していると自覚しております。公開講座

　の拡充と持続を望みます。（65歳・女性）

ロその時々の問題など地域に講座や講演会など開き，

大学と地域の人々が身近になるようにしてほしい。

　（48歳・女性）

□地理的にむずかしい問題をかかえている人々に対

　し，答えられる教育体制について検討していただ

　ければと思います。（私のように夜間主コースに

　行きたくても行くことがむずかしいと考えている

　人に対する対応。）（33歳・男性）

□年齢に関係なく，生涯教育の場としてさなざまな

　分野の門戸開放は社会的責務ではないでしょうか。

　（41歳・女性）

□今回のような催しを年2～3回くらい実施してほ

　しい。（56歳・男性）

ロ学生（子ども）教育とは別に，対応策も必要と思

　います。若い人では無理と思います。指導者は知

識だけでなく人間性も大事と思います。（72歳・

　女性）

□現役の学生の頃は，自分から学ぶ気持ちがあまり

　なかったが，今，やりたい事はかなり真剣に学べ

　ると思う。社会人になってからの勉強が大切だと

　思うので，社会人教育はかなり有効だと思う。

□時間的に無理のない講座があれば受けてみたい気

　はします。ただ長期にわたるものについては受講

　は無理かなと思います。

□今回のように地域に来られて講座的にやっていた

　だけるのなら，ぜひ出席したい。もっと多くの知

識を得たいのでお願いしたいです。

□論理的な裏付けの上に，実践の経験をもとにした

　学習をもう一度振り出しに帰って勉強したいと思

　います。

□r大学」というステータスが欲しい人には有効，

　アカデミックなもの，体系づけられた学問を現実

　の生活に必要とする人がどれだけいるか……。講

　談・漫談せずとも，孤高を目指してもよいのでは

　ないか。

□高校の通信教育をへて，大学の通信教育（東洋大

　法学部）を十数年前からやっており（現100単位
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　ぐらい），社会人の大学教育の生涯学習には非常

に興味をもっています。これからの社会ではます

ます，大学の生涯学習の場としての役割が増すこ

　とでしょう。重要性を帯びてくることでしょう。

将来は大学そのものが国民の生涯学習の場になっ

ていくであろうことは，他の多くの知識人の認め

　るところである。教える方も教わる方も一緒にな

　って，お互いに学ぶんだという気持ちでやること

　が大事であり，大切だと思います。（50歳・男性）

□多くの公開講座を設け，それらを単位にできれば

　よいのでは。（41歳・女性〉

ロ私の大学4年間は非常に有意義なものであった。

そのようなことを多くの人々に体験してほしい。

　（26歳・男性）

□大学の夜間主コースで，あるいは大学院で，どの

　ように勉強できるのかを，分かりやすく広報して

　ほしいと思います。（女性・公務員）

□もっと市町村の公民館等とタイアヅプしては。

　（51歳・男性）


