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＜あらまし＞ 本研究は，オンライン大学に入学した社会人学生を対象に，学び直しに対

する期待価値と学習意欲や努力との関連を調査した．その結果，学びを仕事に活用するニ

ーズをもち入学した社会人学生は，大学の学びと仕事が直結しにくいと感じた場合，教員

等への積極性も低くなることが示唆された．また教員や学友とよい関係を築くことができ

るという期待は，e ラーニング上での他者との意見交換や共同学習に良い影響をもたらし

自発的に学習品質を高める努力に関連することが示唆された． 

＜キーワード＞ オンライン大学 成人教育 e ラーニング 社会人学生  

1. はじめに 

少子高齢化等により職業人が生涯を通し

て活躍していく時代となってきた．しかし職

業の在り方が様変わりしている近年において，

学校教育で身に付けた能力だけで一生涯働き

続けるのは難しい．文部科学省(2015)の調査

でも，社会人の 89%が再教育を希望しており

その大部分が「大学院」「大学」での学びなお

しを望んでいる．一方，実際に大学等で学び

なおしを行う社会人は少なく，「勤務時間が長

く時間が確保できない」「学費」「勤務先の理

解を得られない」などがその原因としてあげ

られている． 
近年，情報技術の進展によりオンライン大

学等が多く開設されている．時間や場所の制

約が少ない e ラーニングを活用したオンライ

ン大学は従来の通信制大学に加えて社会人の

学びなおしに効果的・効率的な選択肢として

期待されている．しかし，そのようなオンラ

イン大学においても入学後，努力や意欲が継

続できず学業を断念する例も少なくない．一

般に通学制大学の卒業率が 90％に対し，通信

制大学，大学院の卒業・修了率は 15％～30％
程度ともいわれているが，通信制大学の多様

な形態から正確な統計は少ない． 
学習の動機づけに関しては多くの理論が

あるが，Keller (2010) は「ケラーの動機づけ

とパフォーマンスのマクロモデル」において，

学習者が課題達成に向けての取り組みである

「努力」を行うかどうかは，課題達成への見

通し（期待感）と課題に取り組みそれを達成

することがもつ意義（価値）との相乗作用で

あるとする「期待×価値理論」の枠組みを採

用している． 
本研究では，この理論に着目しオンライン

大学に入学した社会人学生を対象に，「期待」

を入学時のオンライン大学に対する不安と，

自身が入学後に達成できる見通しとして，「価

値」を学び直しのニーズとオンライン大学を

選択する理由として考え，期待価値と入学後

の意欲や努力の状況を調査し，それらの関連

を明らかにすることを目的とする． 

 
2. 方法 

2.1. 調査期間・対象者 

本調査は，e ラーニング主体のオンライン

大学（以下「e スクール」）における 2015 年

度入学者のうち初年次教育科目を履修した
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132 名を対象とした． e スクールは学生の約

８割が就業者である社会人を主体とした通信

制大学である．回答はいずれも無記名で行っ

た．調査方法は授業で使用している LMS 
(Learning Management System) のアンケ

ート機能を用いた． 
学び直しのニーズや大学選択の理由とな

ったオンライン大学の価値，オンライン大学

に対する不安，オンライン大学での期待とい

った学び直しの要因（以下，入学時の期待価

値）を明らかするための第１回目調査を 2015
年５月 12 日～５月 24 日（12 日間）に行っ

た．その後，初年次教育科目の履修後に，こ

こまでの学習への取り組み状況や現在の意欲

の調査を 2015年７月 25 日～８月 10 日（17
日間）に行った． 

 

2.2. 調査項目 

2.2.1. 第 1回調査項目 

第１回目の調査では４つの設問で入学時

の期待価値を訊ねた．設問１では「あなたが

e スクールに入学しようと思ったきっかけは

何ですか」（以下，学び直しのニーズ）として

社会人が学び直しに至った理由 18 項目に回

答を求めた．回答は「1,まったく当てはまら

ない」「2,あまりあてはまらない」「3,どちら

ともいえない」「4,やや当てはまる」「5,とて

も当てはまる」の５件法で行った． 
設問２は，「あなたが e スクールを選んだ

理由は何ですか」（以下，オンライン大学の価

値）として 13 項目の質問でオンライン大学

の選択理由を訊ねた．設問３は「あなたが e
スクールへの入学を考えた際に心配したこと，

乗り越えられるかどうか不安に思ったことは

何ですか」（以下，オンライン大学への不安）

を 18 項目で質問した．設問２と３は，それ

ぞれ設問１と同様の５件法で回答を求めた． 
 設問４では，大学での学び直しにおいて，

自身がこの程度はできるであろうという見通

し（期待）を「e スクールで学ぶなかで，次

の項目はどの程度できると思いますか」（以下，

オンライン大学での期待）として 19 項目で

訊ねた．この設問は「1,まったくできそうに

ない」「2,あまりできそうにない」「3,どちら

ともいえない」「4,ややできそうである」「5,

とてもできそうである」の５件法で回答を求

めた． 
2.2.2. 第２回 調査項目 

第２回目の調査では，設問５と６として入

学からここまでの努力と意欲を調査した．第

１回調査と同様に５件法で行った． 

設問５では「入学からいままでの取り組み

について伺います」として，学習への取り組

みや，学友や教員とのかかわり方について，

どのように努力してきたか 18 項目で回答を

求めた(以下，入学後の努力)．設問６では「こ

こまでの学習を終えた現在の気持ちをお伺い

します」として，知識を深める，学友との交

流を深める，専門家の支援を受ける，よい評

価をうける，オンラインの学びを活用する，

学びを仕事に活用する，という観点でこの時

点での意欲を訊ねた(以下，入学後の意欲)．  

 
3. 結果 

3.1. 分析対象 

２回の調査の結果，全回答者のうち，いず

れか一方の調査のみの回答者と回答に不備の

あった回答者を除外し，65 人を分析対象とし

た．分析対象の内訳は男性27人，女性38人，

平均年齢 44.9 歳であった．年代は 10 代から

60 代までと幅広いが 40 代 50 代が全体の

65％をしめている．  
 

3.2. 第 1回調査： 因子分析 

第１回調査の設問１～４である「学び直し

のニーズ」「オンライン大学の価値」「オンラ

イン大学への不安」「オンライン大学での期待」

について探索的因子分析を行った．各設問に

ついて平均値，標準偏差を算出し，得点分布

を確認した．いくつかの項目で得点の偏りが

見られたが，いずれの項目も本研究を把握す

る上で必要と判断し，すべての項目を以後の

分析対象とした． 
 

3.2.1. 学び直しのニーズ 

設問１での質問 18 項目に対して，主因子

法による探索的因子分析を行った．固有値の

変化と因子の解釈可能性を考慮し，５因子解

を採用した．その結果，いずれの因子にも.35
以上の負荷量を示さなかった項目と複数因子



に.35 以上の負荷量を示した項目を除外し，

再度，主因子法，プロマックス回転による因

子分析を行った．最終的な因子パターンと因

子間相関を表１に示す． 
 
表１ 学び直しのニーズ  因子分析結果 

 
なお，回転前の５因子で 18 項目の全分散の

説明率は 71.77%であった． 

第１因子は５項目で構成されており，文章

作成力，統計スキル，論理的思考など，調査・

分析・執筆という研究の基礎能力に関する項

目に高い負荷量を示していたため「研究スキ

ルの習得」と命名した．第２因子は３項目か

らなり，大学入学を人生やキャリアを考え直

すきっかけとしている様子がうかがえる．そ

こで「やりなおしの機会」と命名した． 
第３因子は「学問的な視点から仕事を見直

したい」「仕事に役立つスキルを習得したい」

の２項目で構成されていることから「仕事へ

の活用」と命名した．第４因子は２項目で構

成されており大学で得られる学位や知識に関

する項目のため「学士号の取得」と命名した．

第５因子は３項目で，「大学院へ進学するため

の準備をしたい」「自分が研究する分野の専門

知識をつけたい」など専門知識を高めたいと

いう項目のため「専門性の向上」と命名した． 
さらに内的整合性を検討するために，下位

尺度得点の平均値によりα係数を算出したと

ころ，「研究スキルの習得」でα=.81「やりな

おしの機会」でα=.76，「 仕事への活用」で

α=.83， 「学士号の取得」でα=.81，「 専門

性の向上」でα=.58 であった． 
3.2.2. オンライン大学の価値 

設問２での「オンライン大学を選んだ理由」

13 項目に対して，設問１同様に探索的因子分

析を行い，３因子９項目が得られた．最終的

なプロマックス回転後の因子パターンと因子

間相関を表２に示す．３因子による分散の説

明率は 58.55%であった． 
第１因子は他者とのつながりに関する項

目が高い負荷量を示していた．そこで，「新た

な人的ネットワークの構築」と命名した．第

２因子は，スクーリングや奨学金制度といっ

た大学側からの支援制度に関する項目が高い

負荷量を示していたため「学習支援環境の充

実」と命名した． 
第３因子は３項目で，e ラーニングによる

授業や他校にはない科目など，社会人学生を

考慮した e スクールの特色が高い負荷量を示

していた．そこで「社会人を想定した特色あ

る授業や教員」と命名した．さらにα係数を

算出したところ「新たな人的ネットワークの

構築」でα=.94，「学習支援環境の充実」でα

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

1_09 論文に必要なスキル
全般を習得したい .84 .07 -.10 -.21 .20

1_04 文章作成力 をつけた
い .82 -.08 -.05 .05 -.17

1_03 統計のスキルを習得
したい .75 -.24 .01 .13 .16

1_02 論理的に考える力を
つけたい .62 .21 .11 .04 -.15

1_05 問題解決力をつけた
い

.58 .06 .16 .06 -.08
1_01 ITのスキルを習得し
たい .51 .09 -.08 .06 .06

1_16 大学で学ぶことで人
生を見つめ直したい .04 .89 -.05 .01 -.03

1_18 学生にもどって学び
直したい -.10 .74 -.03 .06 .09

1_15 キャリアチェンジの
きっかけにしたい .09 .55 .09 -.09 .04

1_14 学問的な視点から仕
事を見直したい .05 .01 .86 -.05 -.02

1_13 仕事に役立つスキル
を習得したい -.07 -.03 .85 .04 .09

1_10 大学卒業の学位を取
得したい .03 -.10 -.02 .91 .02

1_07 大学卒業程度の一般
教養を身につけたい .07 .14 .01 .70 -.10

1_11 大学院へ進学するた
めの準備をしたい -.03 .07 .02 -.01 .86

1_12 資格取得のための知
識や単位を修得したい .00 .06 .02 .32 .50

1_08 自分が研究する分野
の専門知識をつけたい .08 -.03 .05 -.26 .40

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅰ - .30 .30 .28 .06
Ⅱ - .13 .28 .16
Ⅲ - .43 .09
Ⅳ - .06
Ⅴ -

第1因子：研究スキルの習得 （α=.81）

第2因子：やりなおしの機会 （α=.76）

第3因子：仕事への活用 （α=.83）

第4因子：学士号の取得 （α=.81）

第5因子：専門性の向上  （α=.58）



=.61，「社会人を想定した特色ある授業や教員」

でα=.59 であった． 
 
表２ オンライン大学の価値 因子分析結果 

 
3.2.3. オンライン大学への不安 

設問３の「オンライン大学への不安」17 項

目に対しても設問１と同様に，主因子法，プ

ロマックス回転により探索的因子分析を行い

３因子 11 項目が得られた．回転後の因子パ

ターンと因子間相関を表３に示す．回転前の

３因子で17項目の全分散の説明率は54.36%
であった．第１因子は４項目で，文章を書く

ことへの不安，授業やゼミについていけるか，

といった不安が高い負荷量を示していた．そ

こで，「スキル不足への不安」と命名した． 
第２因子は「課題やレポートなど，決めら

れた期日を守って提出できるか」，「勉強時間

を捻出できるか」など学習時間の確保や，家

庭や職場との両立に関する不安が示されてい

たため「時間調整への不安」とした． 
 
表３ オンライン大学への不安 因子分析結

果 

 
第３因子は，e ラーニングの孤独感や，e

ラーニングという学習形態に対する不安が高

い負荷量を示していたため「遠隔学習への不

安」と命名した．α係数を算出したところ，

「スキル不足への不安」でα=.84，「時間調整

への不安」でα=.75，「遠隔学習への不安」で

α=.63 であった． 
3.2.4. オンライン大学での期待 

設問４の「オンライン大学での期待」17 項

目に対して，同様に主因子法，プロマックス

回転による探索的因子分析を行った．４因子

が妥当であると考えられた．最終的なプロマ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

2_03 eラーニングやSNSなどオンラ
インでの人的ネットワークが広が
りそうだから

.97 -.18 .28

2_02 共に学ぶ仲間ができそうだか
ら .94 .03 -.15

2_01 年代、職種、経験などが異な
る人的ネットワークを作れそうだ
から

.90 .05 -.07

2_04 スクーリングや行事などで対
面での人的ネットワークが広がり
そうだから

.70 .29 -.09

2_10 スクーリングで授業を受ける
ことができるから .00 .64 .09

2_12 奨学金制度が充実しているか
ら .09 .63 -.01

2_09 他校にはない科目があるから
.02 .25 .63

2_07 eラーニングで授業を受ける
ことができるから .09 -.20 .60

2_06 学びたい分野の専門知識を
もった教員がいるから -.19 .18 .48

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ - .37 .09
Ⅱ - .22
Ⅲ -

第1因子：新たな人的ネットワークの
構築（α=.94）

第2因子：学習支援環境の充実
（α=.61）

第3因子：社会人を想定した特色ある
授業や教員（α=.59）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

3_09 レポート等を作成するスキル
があるか .94 -.09 -.01

3_11 卒業論文の執筆ができるか
.78 -.03 -.07

3_07 自分は授業についていけるの
か .74 .17 -.06

3_08 ゼミの指導が厳しいのではな
いか .59 -.14 .28

3_01 勉強時間を捻出できるか
-.01 .92 -.04

3_02 課題やレポートなど、決めら
れた期日を守って提出できるか .23 .76 -.03

3_04 家庭生活との調整が可能か
-.03 .59 .14

3_05 職場の理解を得られるか
-.19 .40 .15

3_16 住んでいる地域による不利益
はないのか .05 .02 .67

3_15 通学せずにｅラーニングの授
業だけで大丈夫か .05 .06 .55

3_14 eラーニングという環境は孤
独感を強く感じるのではないか -.09 .16 .52

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ - .54 .30
Ⅱ - .36
Ⅲ -

第1因子：スキル不足への不安（α=.84）

第2因子：時間調整への不安（α=.75）

第3因子：遠隔学習への不安（α=.63）



ックス回転後の因子パターンと因子間相関を

表４に示す． 
 
表４ オンライン大学での期待 因子分析

結果 

 
なお，回転前の４因子で 17 項目の全分散

の説明率は 64.74%であった． 
第１因子は４項目で，指導教員や教育コー

チ（TA）との関係構築や学友との交流などが

高い負荷量を示していたため「教員や学友と

よい関係を築くことができる」と命名した． 
第２因子は，知識やスキルを仕事に役だて，

学問的な視点から仕事を見直すという項目が

高い負荷量を示していたため「学びを仕事に

役立てることができる」と命名した． 
第３因子は４項目で構成されており，学習

計画を立て実行する，期限を守るなど，計画

に従い学習を行う項目が高い負荷量を示して

いたため「計画的な学習ができる」と命名し

た． 
第４因子は，家族や職場からの支援に関す

る項目が高い負荷量を示していたため「学び

なおしについて周囲の支援を得ることができ

る」と命名した．α係数は「教員や学友とよ

い関係を築くことができる」でα=.85，「学び

を仕事に役立てることができる」でα=.91，
「計画的な学習ができる」でα=.72， 「学び

なおしについて周囲の支援を得ることができ

る」でα=.52 であった． 
 
3.3. 第２回調査： 因子分析 

3.3.1. 入学後の努力 

設問５の 14 項目について探索的因子分析

を行い固有値の変化と因子の解釈可能性を考

慮し，４因子が妥当であると考えた．最終的

なプロマックス回転後の因子パターンと因子

間相関を表５に示す．なお，回転前の４因子

で14項目の全分散の説明率は71.91%であっ

た． 
第１因子は４項目で構成されており，「学

習時間を確保できるようにやりくりした」「e
スクールの学習を優先的にとりくんだ」など

が高い負荷量を示していた．そこで，「学習を

優先し計画通り進める努力をした」と命名し

た．第２因子は３項目で構成されており，す

べて学友との交流に関する項目が高い負荷量

を示しているため「学友との交流機会を自ら

つくる努力をした」と命名した． 
第３因子は２項目で構成されており，学習

品質の向上や自ら調査し学ぶ積極性に関する

項目が高い負荷量を示していたため「自発的

に学習品質を高める努力をした」と命名した．

第４因子は２項目で構成されており，教員や

教育コーチへの質問や意見交換に関する項目

が高い負荷量を示していたため「教員やコー

チから積極的に学び取る努力をした」と命名

した．さらに，α係数を算出したところ，「学

習を優先し計画通り進める努力をした」でα

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

4_14 指導教員とよい関係を築く
こと .93 .10 -.03 -.09

4_13 教育コーチとよい関係を築
くこと .82 -.19 .13 .16

4_12 学友と交流を深めること
.73 -.01 -.21 -.05

4_15 教員や教育コーチの指導を
受け入れ、それを実施すること .64 .09 .08 .07

4_16 得た知識やスキルを仕事に
役だてること -.03 .97 .02 .09

4_17 学問的な視点から仕事を見
直すこと .02 .87 -.04 -.04

4_06 学習計画を立て、それを実
行すること -.08 -.01 .82 .00

4_07 学習に充てる時間を捻出す
ること -.18 .00 .67 .13

4_08 期限を守って課題等を提出
すること .13 -.09 .57 .03

4_05 卒論を提出し卒業すること
.14 .11 .51 -.37

4_10 eスクールで学ぶことに対
して家族の支援を受けること -.02 -.04 -.02 .58

4_11 eスクールで学ぶことに対
して職場の支援を受けること .13 .17 .07 .57

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ - .19 .27 .18
Ⅱ - .24 .25
Ⅲ - .09
Ⅳ -

第1因子：教員や学友とよい関係を
築くことができる（α=.85）

第2因子：学びを仕事に役立てることが
できる（α=.91）

第3因子：計画的な学習ができる
（α=.72）

第4因子：学びなおしについて周囲の支援
を得ることができる(α=.52)



=.86，「学友との交流機会を自ら造る努力をし

た」でα=.92，「自発的に学習品質を高める努

力をした」でα=.77， 「教員やコーチから積

極的に学び取る努力をした」でα=.80 であっ

た． 
表５ 入学後の努力 因子分析結果 

 
3.3.2. 入学後の意欲 

設問６では「ここまでの学習を終えた現在

の気持ち」について，「1,まったく当てはまら

ない」「2,あまりあてはまらない」「3,どちら

ともいえない」「4,やや当てはまる」「5,とて

も当てはまる」の５件法で回答を求めた（表

６）．その結果，「e スクールでさらにたくさ

んのことを学びたい」「課題やレポートでより

良い評価が得られるよう努力したい」が６項

目中で高い平均値を示した．一方，「eスクー

ル内でともに学ぶ友人（学友）をもっとたく

さん作りたい」は平均値が低く，標準偏差の

値から回答にバラつきが大きいことが示され

た． 

 

表６ 入学後の意欲 平均値と標準偏差

（n=65) 

 

3.4. 重回帰分析 

3.4.1. 入学時の期待価値と入学後の努力
との関連 

第１回調査の「学び直しのニーズ」「オン

ライン大学の価値」「オンライン大学への不安」

「オンライン大学での期待」の各下位尺度得

点（以下，入学時の期待価値要因）が入学後

の努力に与える影響を検討するために重回帰

分析を行った．結果を表７に示す． 
学び直しのニーズでは，「仕事への活用」

からは負の標準偏回帰係数（β）が，「専門性

の向上」からは正の標準偏回帰係数（β）が，

それぞれ「教員やコーチから積極的に学びと

る」という努力に対して有意であった．  
オンライン大学の価値では「新たな人的ネ

ットワークの構築」が「学友との交流機会を

高める」という努力に対して，「社会人を想定

した特色ある授業や教員」が「学習を優先し

計画通り進める」という努力に対してそれぞ

れ標準偏回帰係数（β）が有意であった．ま

た，オンライン大学への不安に関する要因か

平均値
標準
偏差

6_01 eスクールでさらにたくさん
のことを学びたい 4.65 .54

6_04 課題やレポートでより良い
評価が得られるように努力したい 4.55 .56

6_03 教育コーチや教員の指導や
サポートをさらに受けてみたい 4.31 .66

6_06 eスクールでの学びが仕事に
役立ちそうだと感じてきた 4.18 .79

6_05 eスクールで学ぶことでオン
ラインでの学びをもっと活用した
くなった

4.15 .80

6_02 eスクール内でともに学ぶ友
人（学友）をもっとたくさん作り
たい

3.95 1.08

質問項目

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

5_10 学習時間を確保できるよう
にやりくりした .97 -.10 -.15 .05

5_11 課題等の提出期限を守るよ
うに心がけた .74 .04 .09 -.11

5_01 eスクールの学習を優先的
に取り組んだ .67 .07 .09 -.04

5_09 学習を計画通り進めるよう
に工夫した .59 -.01 .33 .07

5_05 学友を作るための機会があ
れば積極的に活用した .01 .99 -.03 -.01

5_06 学友とのコミュニケーショ
ンをとるように努めた .10 .94 -.07 .00

5_14 学友へのアドバイスやサ
ポートの機会があれば積極的に
行った

-.14 .72 .12 .05

5_02 与えられた課題だけでなく
興味のある内容は自ら調べて学
習した

.03 .04 .83 -.03

5_03 レポート作成は締め切りま
でにできるだけ質の良いものに
しようとした

.17 -.04 .65 .06

5_08 教員への質問や意見交換を
積極的に行った -.18 .00 .14 .83

5_07 教育コーチへの質問や意見
交換を積極的に行った .18 .08 -.15 .78

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ - .181 .598 .407
Ⅱ - .310 .568
Ⅲ - .382
Ⅳ -

第1因子：学習を優先し計画通り進める努
力をした（α=.86）

第2因子：学友との交流機会を自らつくる
努力をした（α=.92）

第3因子：自発的に学習品質を高める努力
をした（α=.77）

第4因子：教員やコーチから積極的に学び
とる努力した(α=.80)



らは努力との関連がみられなかったが， オン

ライン大学での期待については「教員や学友

とよい関係を築く」が「学友との交流機会を

自らつくる」「自発的に学習品質を高める」「教

員やコーチから積極的に学びとる」という複

数の努力項目に対して標準偏回帰係数（β）

が有意であった．いずれの VIF も 1 点台であ

り多重共線性の問題が発生している可能性は

低いと考える． 
3.4.2. 入学時の期待価値と入学後の意欲

との関連 

入学時の期待価値要因が入学後の意欲に

与える影響を検討するため重回帰分析を行っ

た．結果を表８に示す．学び直しのニーズか

らは，入学後の意欲への関連は示されなかっ

たが．オンライン大学の価値では「新たな人

的ネットワークの構築」が「e スクール内で

ともに学ぶ友人をもっと作りたい」という意

欲に対して，「社会人を想定した特色ある授業

や教員」が「オンライン大学の学びをもっと

活用したくなった」という意欲に対して有意

であった．オンライン大学での不安では「遠

隔学習に対する不安」が「教育コーチ・教員

の指導やサポートをさらに受けてみたい」「課 
 
表７ 入学後の努力 重回帰分析結果 

題等でより良い評価が得られるよう努力した

い」という意欲に対してそれぞれ有意であっ

た．オンライン大学での期待については「学

びを仕事に役立てる」が「e スクールでの学

びが仕事に役立ちそうだと感じてきた」とい

う意欲に対して，「教員や学友とよい関係を築

く」が「e スクール内でともに学ぶ友人をも

っとたくさん作りたい」「教育コーチ・教員の

指導やサポートをさらに受けてみたい」とい

う二つの意欲項目に対して有意であった．い

ずれの VIF も１点台であり多重共線性の問

題が発生している可能性は低いと考える． 
 
4. 考察 

これまで述べた結果より，オンライン大学

で学ぶ社会人学生の入学時の期待価値と入学

後の努力や意欲との関連について考察する． 
4.1. 学び直しのニーズによる教員への積

極性の違い 

重回帰分析の結果，入学後の「教員やコー

チから積極的に学び取る」という努力に対し，

「専門性の向上」と「仕事への活用」という

二つの入学ニーズでそれぞれ正と負の関連が

みられた． 
 
表８ 入学後の意欲 重回帰分析結果 

β

ニーズ_仕事へ
の活用

-.24 * ニーズ_仕事へ
の活用

ニーズ_専門性
の向上

.32 ** ニーズ_専門性
の向上

価値_新たな人
的ネットワー
クの構築

.29 *
価値_新たな人
的ネットワー
クの構築

.45 ***

価値_特色ある
授業や教員

.25 * 価値_特色ある
授業や教員

.35 **

不安_遠隔学習 不安_遠隔学習 .34 ** .26 *

期待_学びを仕
事に役立てる

期待_学びを仕
事に役立てる

.54 ***

期待_教員や学
友とよい関係
を築く

.30 * .35 * .30 **
期待_教員や学
友とよい関係
を築く

.24 * .39 ***

R2 .06 * .24 *** .12 * .27 *** R2 .33 *** .26 *** .07 * .12 ** .29 ***

*p <.05 　 **p <.01　　***p <.001 *p <.05 　 **p <.01　　***p <.001

学習を優
先し計画
通り進め
る

学友との
交流機会
を自らつ
くる

自発的に
学習品質
を高める

教員や
コーチか
ら積極的
に学びと
る

β β β β β β β β

 eスクー
ル内でと
もに学ぶ
友人を
もっと作
りたい

教育コー
チ・教員
の指導を
さらに受
けてみた
い

課題等で
より良い
評価が得
られるよ
う努力し
たい

オンライ
ンの学び
をもっと
活用した
くなった

eスクール
での学び
が仕事に
役立ちそ
うだと感
じてきた



 関ほか(2014）は，オンライン大学で学ぶ

社会人学生の意識変容について，大学での学

びを仕事にいかせると期待し入学した社会人

学生が，入学後に大学での学びが仕事に直結

しにくいことを認識すると，学業と仕事を分

離して考えようとする傾向があると述べてい

る．また，戸澤(2008）は大学院のカリキュ

ラムと企業や社会人が期待する人材育成の内

容とが必ずしも合致していない状況があると

指摘している． 
 これらから，大学院への進学準備や資格取

得といった知識習得を主なニーズとして入学

してきた学生は教員から専門知識を積極的に

学び取ろうとする一方，学びを仕事に活用し

たいというきっかけで入学した社会人は，実

際のカリキュラムや指導が仕事に直結しにく

いと感じると仕事と学びを別物としてとらえ，

さらに教員がその学生の業務分野に関する経

験を持ち合わせない場合，積極的な質問や意

見交換を行わなくなるのではないかと推察す

る．社会人学生にとって学問的視点を仕事へ

活用することは学び直しの重要な動機づけと

なっていることは本調査でも明らかである．

そのモチベーションを継続するため，大学側

には企業との連携を図るなど実務を想定した

カリキュラムや支援体制の強化も求められる． 
また学ぶ側である社会人学生も，用意され

たカリキュラムを受け入れるだけではなく，

多様な経験やスキルをもつ学友や教員に自ら

のニーズを表出し，課題を話し合える場とし

て大学を活用する意識も必要であろう． 
 

4.2. 他者との関係構築への期待と自発的
な学習品質向上への努力との関連 

同様に重回帰分析の結果から，「教員や学

友とよい関係を築くことができる」という期

待は，「学友との交流機会を自ら作る」や「e
スクール内でともに学ぶ学友をもっとたくさ

んつくりたい」といった他者との交流に関す

る努力や意欲に加えて，「自発的に学習品質を

高める」努力との関連が示された． 
e ラーニングの授業では，オンライン上で

自分の意見を述べ，ディスカッションを重ね

ブラッシュアップしていく方法が多くとられ

ている．他者と良い関係を築くことができる

学生は，他の人の意見を素直に取り入れるこ

とができ，様々な視点から知見を深めること

ができる．結果として与えられた課題だけで

なく自ら調べる，学習品質を高める，という

自発的な努力につながるのではないかと推察

する． 
 
5. 結論 

オンライン大学に入学した社会人の入学

時の期待価値と努力や意欲との関連を検討し

た．その結果，以下のことが明らかになった． 
(１) 学びを仕事に活用したいというニーズ

をもち入学した社会人学生は，大学の学びと

仕事が直結しにくいと感じた場合，教員やコ

ーチに対する積極性も低くなることが示唆さ

れた． 
(２) 「教員や学友とよい関係を築く」ことが

できるという期待は，e ラーニング上での他

者との意見交換や共同学習に良い影響をもた

らし自発的に学習品質を高める努力をするこ

とが示唆された． 
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