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経済学部社会人学生との懇談会記録

経済学部教授 清　水　修　二

　学部における社会人教育の現状と課題をさぐる趣旨で，6人の社会人学生を招いて懇談会を開催した。入学の動

機，修学上の困難，カリキュラムヘの注文など，率直な情報・意見交流ができた。以下にその記録を掲げる。（学

生は仮名である。）

日時　1997年7月18日

場所　経済学部棟7階合同研究室

出席者

　　　山田（男性）：県立医科大の麻酔科勤務　3年生　38歳

　　　谷口（女性〉：福島県共済連勤務　4年生　41歳

　　　吉原（男性）：県米穀協会勤務　3年生　34歳

　　　園田（男性）：NTT福島支店勤務　3年生　32歳

　　　山川（男性）：レストラン経営　4年生　48歳

　　　近藤（男性）：会社員　3年生　32歳

　　　斎藤・清水・飯島・和田・佐野（経済学部教官。以下■は教官の発言）

■経済学部夜間主コースに社会人特別選抜のあること

　をどこで知りましたか？

山田　朝日新聞だったと思う。医大の看護婦の中にも

　学生がいて，社会人がいることは知っていたが，特

　別選抜の中身までは知らなかった。

谷口　社会人受入れについてはNHKの夕方のTVス

　ポットで知った。試験が小論文だけということは，

　願書を見て初めて知った。

吉原　新聞（地方紙）だったと思う。発足した当時の

　新聞だったかもしれない。その後は見ていない。食

　糧事務所の職員の何人かが学生でいたことは耳にし

　ていた。r受験してみたら」と言われ，大学で勉強

　してみたいという気持ちはあった。

園田　制度を知ったのは受験する1年前。友人が盛岡

　の県立短大の2部にいて，2部というものの存在は

　知っていた。当時山形におり，東北地方で夜，社会

　人が学べる大学がどこか，本などで調べて，福大の

　ことを知った。

近藤　友人が社会人で福大に入っていた。福島に戻っ

　て5年たった頃，資料を取り寄せた。

山川　社会人が入れるものとは全く知らず，友人の銀

　行マンからたまたま聞いた。この友人は高校が同じ

　で，福大の卒業生だった。rお前が行けるなら俺だ

　って」という気になって。

■新聞やTVを通して，一般に社会人特別選抜のこ

　とは知られているでしょうか。

　r知られていると思う」（2人）

　「知られていないと思う」（3人）

近藤　市外・県外では知られていないと思う。

■受験の動機について

山田　技術屋なので，仕事をしているとどうしても視

　野が狭くなる。職場のローテーションでたまたま興

　味の湧かないセクションに配置されたので，勉強で

　もしようかという気になった。

谷口　会計士を目指したかった。資格をとって仕事が

　できたらと。

吉原　31歳になって，何かしなくちゃと思った。農業

　関係団体に勤めて12～13年，仕事に慣れ，役にも就

　き，何かをしなくちゃ・…・・と。目標は，当初受験す

　るときは教員免許（私は商業高校出身）をとって商

　業高校にでも乗り込んで，と考えたが，実際は必要

　単位数が多く，家族との関係もあり，また職場の経

　営も人減らしでかなり多忙で，それは困難だった。

　大学へきてもrこれでいいのか」という気持ちはあ
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　る。10歳をかしらに3人の子どもがある。どうして

　も家族が犠牲になる。大学に来なければ，別な収入

　源で収入をふやすこともできる。子どもの教育費も

　大きい。下手すると収入の半分以上が教育費に取ら

　れてしまう。

園田　NTTは民営化のあと大卒が入ってくるように

　なった。大学を出てる出てないでものの考え方に差

　があるように感じた。学歴がほしいわけではないが，

　ただの詰め込みとは違う，ものを考えることができ

　る場が大学ではないかと。

近藤　私が勤めていたのはアメリカとの合弁企業でハ

　イランクの会社だった。学歴は大学院卒がスタン

　ダードレベルだったほど。高卒では全く給料が少な

　い。それでやめて福島に戻った。出張で香港に行っ

　たときも「どこの大学を出ましたか」と訊かれたも

　のだ〔中国では学歴を訊くのが慣行のようだ）。福

　大は現在6年目である（2年間中国に出張していた

　から）。

山川　高校のとき，大学へ行きたかったが，家庭の事

　情で行けなかった。気持ちはず一）とあった。仕事し

　ながら高卒と大卒の違いを感じてた。回りに勉強し

　た人がおらず，切磋琢磨できない。しかし高校を卒

　業してからだいぶ時がた一）ているのでついていくの

　に苦労している。

近藤　はっきり言って学歴コンプレックスだ。こん畜

　生という気持ち。最近変わってきたが……。

■受験のときに不安はありませんでしたか？

山川　どういう試験があり，何を訊かれるのか見当が

　つかず，不安だった。友人が卒業できたんだから

　　・と。

近藤　不安はなかった。ダメならダメでいいと思って

　いた。

園田　合格できたとして，転勤等ができるかどうかの

　方が不安だった。試験については調べていたが，小

　論文に何が出るかは不安だった。r通える範囲に異

　動させてくれ」と会社に断って受験した（OKもら

　うのはギリギリだった）。ダメなら別の方法を考え

　るつもりだった。会社内で福大に行ってる人は調べ

　てみた。過去・現在に数人いた。

吉原　とくに不安はなかった。r過去問」も見なかっ

　た。受験勉強のつもりで新聞を隅から隅まで読んだ。

　高卒から時がたっているので受かるとは思わず，収

　入の問題はそのときはまだ考えなかった。

谷口　特に不安はなかった。ダメモトだと思っていた

　から。

山田　不安はなし。落ちても何も失うものはなかった

　から。むしろ入学してからのことに不安があった。

近藤　4年間どういうことになるのか，どの程度の勉

　強なのか，中身がわからなかった。入試）てからカリ

　キュラムを知ったので，入一）てから卒業の心配をす

　るようになった。

田山　弟が経済学部の卒業生なので，中身は分かって

　いた。

一仕事と勉学び）関係は？　うまく両立できていますか。

山川　夜も商売をしているので，家族をはじめ回りの

　協力に対し罪悪感を感じている。もっと早くから社

　会人入学のことを知っていたら今の商売には就かな

　かっただろう。来るのが遅かった，しかし来ないよ

　りは来てよかった。遅まきながらでも少しでも役に

　立つかな，と思える。店のバイト生と会話するにも，

　大学での話題が通用する。

近藤　仕事より大学を取っている。（現在ハローワー

　クに通っている。〉企業にいると繁忙期は仕事を優

　先しないといけない。仕事の役に立っているかどう

　か？　分かっていない人はバカにする。父は夜間中

　学卒だが，幸い自分に賛同してくれているので家庭

　の問題はない。ただ収入の問題は大きい。

園田　すごく大変。6時に間に合うのが一苦労。同僚

　は7時8時まで仕事している。その分自分の仕事が

　遅れて，大学が終わってから職場に戻ることもある。

　夏休みは仕事の遅れを取り戻す。大学は仕事上，大

　いに役立っている。調べたいものがあるとき資料も

　人も大学にはある。夜学については，会社から若干

　のお金の支援もある。

吉原　職場が町中なので通学は楽。とはいえ身体的に

　はきつい。教室の固いイスを何とかしてほしい。座

　布団を使おうかと思ったが妻がrみっともない」と

　言うのでやめた。職場との関係では，今年1月まで

　大学に行っていることは内緒にしていたが，たまた

　ま口から漏れてしまった。大学にいることが仕事上

　とくに役立っているとは思わない。仕事自体が小学

　生でもできることだから。

谷口　通学は特に大変ではない。同僚に対してちょっ

　と罪悪感があるかな。女性だから大目に見てもらえ

　る？　成績表は上司に見せている。仕事に直接は役

　にたたないが，充実した毎日が送れる。

吉原　入学までは，こんなに時間が惜しくはなかった。

　今は2倍くらい時間がほしい。毎日寝るのが3時頃
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　だ。夜は別の仕事をしているが，それでも金は足り

　ない。

山田　近いので通学は楽。去年，それまでいた検査部

　から，なるべく残業しないという条件で勉強しやす

　い麻酔科へ移った（なぜ移るんだと検査部では言わ

　れたが）。直接役に立つことはほとんどない。しか

　し将来に期待と希望はもてる。看護学部ができれば

　医療経済学の科目が設けられる。そこで教えること

　ができれば・…・・…そういうチャンスが広がれば，と。

谷口　受験承諾書がなければ受験できないという見方

　もあるが。

■受験承諾書は上司のでなくてもいいのです。

■夜間主コース制度および授業やカリキュラムについ

　て意見を聞かせて下さい。また，rこんな授業があ

　ったらいい」と思うようなものがあれば紹介して下

　さい。

山田　いい制度だと思う。しかし選択・選択必修でし

　ばられて希望通り授業が組めないことがある。最低

　限は必要なんだろうが，社会人はコマ数が制限され

　るので，もう少し縛られずに自由にとれたらいい。

　r医療経済学」とかが科目としてはほしい。

谷ロ　いい制度。ただr上司の承諾」で躊躇する人は

　いる。授業については，選択肢の狭いのが不満だ。

　それから，学術講演会は，夜の時間帯にもやってほ

　しい。

吉原　本当にいい制度だ。60過ぎくらいの人もいて，

　まさに生涯学習だ。ほんとに勉強したくて来てる人

　がいる。希望通りでなかったことは特にない。なか

　には「なんでこんな」というような授業もあるが。

　講義内容でいえば，自分だけ分かって進んでいくよ

　うなのは困る。ノートばかり見てないでやってほし

　い。社会問題についての授業が聞きたい（たとえば

　子どもたちの問題とか。社会が近頃狂ってる）。

園田　いい制度だ。外部にもっとPRしてほしい。高

　校在学中の人や将来入る人も勉強しやすくなる。仕

　事してから学んでる人の方がやる気がある，一所懸

　命だ。期待はずれだったことはない。期待以上だっ

　たことならある。しいて言えば学術講演会を夜にも

　やってもらいたい。それから，カリキュラムに縛ら

　れて受講科目を自分で選べない。とくに再履修の科

　目が入ると取りたいのが取れない。昼間主なら夜も

　とれるが夜間主ではそうはいかない。他学部履修も

　あるが，経済でとらなければならない科目が多くて

　行政社会学部の科目をとりたくてもとれない。

山田　他学部の授業科目の情報が流れて来ない。

園田　行政社会学部の学習案内は，持ち出しもできな

　いしコピーもさせてくれない。

吉原　図書館が，開館時間の関係で私は1度も使った

　ことカ～なし・。

園田　できれば日曜日も開けてほしい。

谷口　夏休みも9時まで開けてもらえないか。

近藤　大変いい制度だと思うが，前期課程・後期課程

　制度で進級バーのあるのが困る。仕事でとれない単

　位だってある（私は仕事をやめてバイトに変えた）。

　行社は進級バーがない。一緒に入ったのに向こうは

　もう4年生になっている。◎と○とかいろいろある

　が，社会人にとっては受講科目が偏るのは本人の自

　由にしてもいいのではないか。これをとらぬといか

　ん，ということでは困る。頭の中ではクリアしてい

　るつもりの理論を〔まだ勉強させられる）。語学関

　係で，翻訳ばかりでなく，仕事にからむようなビジ

　ネス英会話がほしい。それから，土曜日に重要な科

　目があって，仕事とぶつかって困ったことがある。

　また6時に出席をとる科目にも弱った。

山川　大変いい制度だ。入学式で学長がr天国に一番

　近いところ」と言われたが，まさに社会人の思うと

　ころだ。ただ時間と能力がない。卒業はしてもしな

　くてもいいが。経済学概論は3年受けているが，担

　当の先生によってやることが毎年違う。広く浅くと

　るより，1つの科目を完壁に勉強したほうが骨身に

　なるということがよく分かった。ほしい科目として

　は，r経済と人間」といったもの。成功の仕方だけ

　ではなく，負け方，立ち直り方も教えたほうがいい

　のではないか。仕事に勝っても子どもの教育で負け

　るとか，人はどっかで負けている。語学ではフラン

　ス語，頭を動かさざるを得ず，動き始めた。ただ，

　最近大学に来なくなったのは，学校に来なくても勉

　強できると思うようになったからかも。

近藤　友人が，福大に入り，3年間で100単位とった

　のに大学をやめてしまった。卒業はできるけれど，

　と言いながら。外でも勉強はできる。しかし理論が

　勉強できるのはやっぱり大学だろう。他方で一般の

　学生は，理論で終わっている。もっと実際を教える

　べきだ。

■昼間主にも社会人を受け入れる構想について，どう

　思いますか。

山川　昼も夜も社会人枠を置いたらいい。そしてもつ

　とPRする。普通の人は「入れる」とは思っていな
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　いから。ただ，私もいろいろ誘っているが（支店長

　とか，年輩の人が多い），まだ1人も来ない。景気

　が悪く，余裕がないんだろう。r3年先の稽古」と

　相撲でも言う。目先の仕事にみんな追われているが，

　急がば回れだ。3年5年後に何かになると思うから。

　目先のことなら勉強なんてしなくても何とかなる。

山田　昼間の社会人枠は，主婦にニーズはある。が，

　「経済学部」ではむずかしかろう。

近藤　目先のことで授業が役に立つことはまずない。

　先々のことを考えると勉強は大事だ。

■しかし「先々のこと」ではインパクトが弱いのも確

　かです。

山川　家庭でも友達関係でも役に立たないことはない。

近藤　高校は普通科には行けなかったので大学のこと

　は何も知らずにいた。奨学金のことも知らず，知っ

　てショックを受けた。情報をもっていれば自分の子

　どもにも伝えられる。

園田　　（■志願者の激減問題について）学力面で，入

　りにくいという感じをもっていたが，実際は意欲さ

　えあれば入れる。しかし無理だろうと思っている人

　が多い。郡山で放送大学が始まる。科目も多く，あ

　まり縛られずに選択できるようだ。だからなおさら，

　自由にしないと向こうに持っていかれてしまう。既

　存の2つのコースと，もう1つ，取りたいものを組

　めるコースと，2つ設けられないものか。

■r自由学部」の構想があります。自由に単位をとつ

　て卒業する，ということです。

全員　いいことだ。

■学部の枠を外せれば，ということですか。しかし学

　士号はどうなります？

近藤　学士号がほしい人はそういうコースをとればい

　い。

山田　教養学士というのがある。

■やったからには資格はほしいでしょう。緩め方にも

　いろいろあります。最低限ゼミは，卒研は，語学は，

　といった風に。

山川　社会人にも年齢層ごとにいろいろある。私らの

　年代からいうと，3学部一緒のほうがいい。まちが

　って教育学部の授業に出たことがあるが，面白かっ

　た。経済の授業は，私自身の仕事と一緒の世界だか

　ら面白くない面もある。

■志願者の減少について，その原因を何だと思います

　か。

吉原　世の中が経済学部とは別の方向を向いている。

　収入や将来性の面で，医療とか福祉とかへ。専門学

　校や東北福祉大へ行くのが増えている。

近藤　世間では（高卒の人は）r大学生は遊んで大学

　を出て高い給料もらってる」と言っている。

吉原　入ってみると大学生も結構大変だ。

近藤　社会人と一口にいってもキャリアが多様だ。い

　ま働いてる人全体への情報量が少ない。公務員とか

　臨時・自営業とか，5時に仕事の終わる人が多い。

　20代半ばで再就職を志す人に情報が入ってこない。

園田　勤務時間の問題が大きい。6時の授業に間に合

　うのは困難。それで諦める人がいる。

山田　職場の理解が重要だ。

近藤　前期・後期制の問題。経済学部に限ってなかな

　か8年かけられない。入っている人にそれを言われ

　ると「無理だ」と思ってしまう。

山田　前期・後期制については，ガイダンスで初めて

　聞かされる。

■再入学の制度もあります。イギリス式もある。

近藤　いいと思う。仕事して経験を積んでからまた勉

　強する。アメリカでは在学中に仕事をするインター

　ンシップもある。

■卒業してまたやり直すリカレソト教育。

近藤　日本ではむずかしい。次は大学院だ。

■夜間主コースを社会人だけに純化することについて

　どう思いますか。

近藤　社会人だけだとr異業種交流」みたいになって

　しまう。一般の学生と一緒のほうがいい。

■ディスカッションすると，一般の学生は喋れない。

　社会人なら自分なりの言葉で喋る訓練ができていま

　す。その差が出てしまってやりにくい面はあります。

山川　一般の学生は時間があるし，高校の勉強の記憶

　も鮮明です。ちゃんとやっている学生は力をつけて

　いっています。

近藤　一般の学生について頭に来ることはある。調べ

　たことをレポートする力はあるが，調べる方法とか，

　それが後でどう身になるかといったことでは……。

山川　力はあるが，出る杭は打たれるのが日本だから。

　摩擦回避世代とか言われている。

■最後に一言

山田　情報が少ない。インターネ・ソトのWebb　Page

　みても教育学部はあるが経済学部についてはほとん

　どない。

谷ロ　きょうは相良先生に無理矢理出席させられたが，

　いい話が聞けた。
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吉原　基本的には志願者の減少傾向は数年続くだろう。

　いくらPRしても世の中の流れはどうしようもない。

　景気の問題ではなく人口構成の問題。女性がもっと

　子どもを産むようにならないと・…・・。

園田　社会人で中途退学者はどれくらいいるか。（■

　そんなに多くはありません。）行社ではアナウン

　サーの羽藤淳子さんがPRしてくれている。私は，

　読書の時間がとれないのが悩みだ。

近藤　4年で卒業した人の職種とか，やめた人の職種

　とかを調べたら？　20代前半で社会人学生になって

　いる人は，卒業後に転業・転職のつもりだろう。大

　卒の中途入社の道がもっと開ければいいが。

山川　大学に来なきゃならない人が来る気がなくて来

　ず，来なくてもいい人が来てる。よい面ばっかりな

　のだからPRをするべき。社会人学生の顔は輝いて

　いる。だから，rあなたも美しくなれる」r大学でき

　れいになろう」といったコピーでも作ったら？

■夜の定員を60から30～40にして，コースを一本化す

　る案がありますが。

近藤　学生の数は問題でない。いまでも少ないのだか

　ら。コースはむしろプラス1にしてもらいたい。

■30人くらいにするとゼミ形式で授業ができますね。

近藤　どっちもどっち。外書講読は受講生2人で，す

　ごくためになっている。要するに好きなことができ

　ればいい。

山川　社会人をもつのは先生も半端な苦労ではない。

　事務職員もそうだ。それぞれ家庭があるのだから。

山田　同僚に聞かせたい授業もある。公開講座にでき

　ないだろうか。

■r二枚看板方式」というのはあり得ます。

■長時間ありがとうございました。


