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＜あらまし＞ 本研究では，オンライン大学へ 2013年から 2015年の３カ年に入学した社

会人学生に学習継続要因を調査した結果，以下のことが明らかになった．（１）学友とのつ

ながりが，教員・教育コーチへのコミュニケーションを促進させる要因となる．したがっ

て，大学側は学生同士が交流できる場をより多く提供し，学生は積極的に参加しながら学

友と交流していくことが重要である．（２）学習の理解を進めるために，学友や教員，教育

コーチを活用することで学業上の不安を解消させることができる．（３）学習する時間を捻

出するためには，仕事や家事，子育ての時間を効率良くこなし睡眠時間や休息を確保する

ことが学習継続に繋がる．一方，大学側では学生に無理のない学習計画を立てさせるよう

なサポートをすることが重要である． 
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1. はじめに 

1.1. 背景 

近年，日本では，「教育立国」の実現に向け

て，だれもが生涯のいつでも必要な時に学び，

何度でも新たな挑戦を行なうことのできる社

会の実現に向けての仕組みづくりを目指して

いる（文部科学省 2008）．特に，第２期教育

振興基本計画に基づき，「自立」，「協働」，「創

造」の三つをキーワードとする生涯学習社会

の実現に向けて，学校教育の充実，社会教育，

家庭教育，その他様々な場や機会における学

習の充実・環境整備に取り組んでいる（文部

科学省 2014）． 
急激な社会の変化において，学術研究の推

進や高度な専門知識や能力を有する人材の育

成は重要である．このような状況の中，平成

15 年には，科学技術の進展や社会・経済のグ

ローバル化に伴う社会的，国際的に活躍でき

る高度専門職業人養成を目的とした専門職大

学院が創設された(文部科学省 2003）．その

後，法科大学院，教職大学院などの専門職大

学院が次々と開設され，社会で活躍している

職業人に，様々な分野で更なる高度な専門性，

最新の知識・技術を身につけさせるための学

習の機会を提供している． 
生涯学習社会の実現に向けて，各大学にお

いては，地域・社会における「知の拠点」と

して，社会人特別入学者選抜，夜間・昼夜開

講制大学・大学院，科目等履修生，長期履修

学生制，通信制大学・大学院，専門職大学院，

履修証明制度，サテライト教室，大学公開講

座などを実施し，社会人の受け入れ態勢を促

進している（文部科学省 2014）． 
また，正規課程と同等の教育・指導レベル

の通信教育課程は，従来までの書簡の往復を

主な学習方法としていたものから，高度な情

報通信技術を活用した学習方法に変化し発展

している（秋山 2012）． 
特に，e ラーニングを活用した教育プログ

ラムの普及が，社会人の大学での学びを推進
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している． 
さらに，産業界のニーズを踏まえた中核的

専門人材養成を推進していく観点から，大学，

短期大学，高等専門学校，専修学校，高等学

校等と産業界等が産学官コンソーシアムを組

織し，社会人や学生・生徒が就労やキャリア

アップに必要な知識・技術・技能等を習得す

るための学習システムの構築を図っている．

加えて，社会人となった若者が転職や昇進の

ために大学等で学び直しを行なったり，出産

等によって一度離職した女性が再就職したり

することなどを支援するため，学金制度を弾

力的に運用するとともに，大学や専門学校等

が産業界と協働して，高度な人材や中核的な

人材の育成等を行なうオーダーメード型の職

業教 育プログラムの開発・実施を推進してい

る（文部科学省 2014）． 
 

1.2. 社会人の学習動機と学習継続要因 

e ラーニングを活用した教育プログラムが

急激に一般化している．これが，社会人にと

って仕事や家庭を持ちながら大学に参加する

ことを容易にしている． 
オンライン大学で学ぶ社会人学生を対象と

した田中・向後（2013）の調査では，社会人

が学び直すきっかけとして，８割の社会人が

ライフイベントの変化を契機に大学に入学し

ていることをあげている．入学，卒業，就職，

結婚，定年退職などの予測可能な出来事だけ

でなく，怪我や病気，親の介護，失業，身近

な人の死などの予期せぬ出来事が心身に与え

る影響は大きい．このような人生上の危機と

なるようなライフイベントによって，これま

での価値観を再検討し，別の価値観を選択す

る方法の一つとして，学びを再開すると示唆

している． 
社会人が学び直すには，学習を継続させる

強い動機が必要である．そして，自発的な学

習で楽しさを覚えた場合，学習行動を促進さ

せる働きを持ち，生涯学習者の挫折を減少さ

せる（浅野 2010）と考えられている．しか

し，長い期間，学習機会から離れていた社会

人にとっては，学習を効率的に行なう技術を

習得する方法を知らなければ，学習継続も困

難である（浅野 2010）．それには在学中に効

率的に学習を行なうスキルを身につける必要

がある． 
向後・石川（2009）によると，講義の聞き

方，ノートの取り方，レポートの書き方，プ

レゼンテーションなどの内容を扱った導入教

育を e ラーニングで行なったところ，担当教

員の違いによる指導の差を少なくし，統一的

な知識とスキルを，新入生に対して手早く着

実に身につけさせることに役立っていること

が明らかになった．このように，社会人学生

にとっては，学習を効率的に行なう技術を身

につける機会が必要であることを示している．  
田中・向後（2014）は，オンライン大学生

の卒業後の変化と満足度との関係を調査した

結果によると，在学中に書くことの困難さを

体験したことで，思考力とスキルが達成され

ると同時に論文指導にも影響を与えていると

評価している．さらに，在学中の時間管理の

困難さを経験することで，時間管理のスキル

が鍛えられ，仕事とキャリアに影響を与えて

いると評価としている． 
これは，社会人が在学中の様々な体験を通

して，学習継続のスキルを身につけているこ

とを示唆している． 
 
1.3. 目的 

前述のように，生涯学習に関する社会の動

きや先行研究によると，社会人の学び直しに

は，仕事や家庭との両立において，様々な問

題を抱えながら学習を強いられることが予想

される．成人学習者の立場に立って「おしえ

る」技術や学習援助のための専門性を確立し

ていく基盤が形成されにくい（渡辺 2002）日

本社会で，社会人が学ぶには，強い学習動機

と学習を継続する力が必要になると考えられ

る．浅野（2002）は，学習に意欲的に取り込

む「積極的関与」や，長期的に学習を続けよ

うとする「継続意志」について，一般大学生

よりも放送大学の学生のほうが高く，生涯学

習参加における重要な側面であると述べてい

る． 
そこで，本研究では，オンライン大学に入

学した社会人学生を対象に，社会人学生が仕

事や家庭での役割を維持しながら，学生とし

ての生活を続けるための，学習継続要因を明



 

らかにすることを目的とする． 
 

2. 方法 

2.1. 調査の流れ 

都市部近郊にあるＸ大学Ｙ学部のｅラーニ

ングシステムを活用した通信教育課程に

2013 年度，2014 年度および 2015 年度に入

学した１年次の社会人学生を対象として 3 カ

年調査を行なった．調査対象者は導入科目「ス

タディスキル」の受講生であった． 
 回答期間は，2013 年度入学者は 2013 年７

月 28 日～2013 年８月４日（８日間），2014
年度入学者は 2014 年７月 21 日～８月３日

（14 日間），2015 年度入学者は 2015 年７月

27 日～８月 10 日（14 日間）であった．回答

は大学の学習管理システムのアンケート機能

を用いて無記名で行なった． 
 
2.2. 質問項目の作成 

関・向後（2011）の調査において，M－GTA
分析による，オンライン大学に入学した社会

人学生の潜在的動機について抽出された結果

を参考に，入学後の学習状況について 22 項

目を作成した（表１）． 
選択肢は，“１．まったくそう思わない”か

ら“５．強くそう思う”の５件法であった． 
さらに，属性項目として，所属学科，性別，

年齢，勤務形態，家族形態，子どもの有無を

たずねた． 
 

 

表１ 学習状況の質問項目 

質問 質問項目 

１ 学習計画通りにすすめることができた 

２ 課題の提出期限を守ることができた 

３ 「データリテラシー」科目をうまく履修できた 

４ 「スタディスキル」科目をうまく履修できた 

５ 「英語」科目をうまく履修できた 

６ 学んだことを自分の仕事や生活に活かすことができた 

７ 十分な睡眠を取ることができた 

８ 休暇日を適宜設けることができた 

９ ＢＢＳやレビューシートに積極的に書き込むことができた 

10 学友に勉強の相談をすることができた 

11 学友とうまくコミュニケーションをとることができた 

12 サークルのイベントに参加して動機づけが高まった 

13 教員とうまくコミュニケーションをとることができた 

14 教育コーチとうまくコミュニケーションをとることができた 

15 大学の図書館や生協などを利用することができた 

16 どこでも学習できる e ラーニングの利点を活用できた 

17 ＢＢＳで学友の意見を読んで参考にすることができた 

18 職場の上司や同僚から理解を得ることができた 

19 仕事が忙しくても学習する時間を確保することができた 

20 家族の協力を得ることができた 

21 科目の選択を適切にすることができた 

22 学費の工面をうまくすることができた 

  



 

3. 結果 

3.1. 回答者の属性 

調査の結果，2013 年度 77 名，2014 年度

91 名，2015 年度 69 名，総計 237 名の有効

回答数を得た（平均 43.41 歳，SD=10.48）．
回答者の内訳は男性 96 名，女性 141 名であ

った（表２）． 
年齢層は 10 代が７名，20 代が 17 名，30

代が 52 名，40 代が 88 名，50 代が 63 名，

60 代が 10 名であった（表３）． 
勤務形態は，フルタイム正規社員 139 名，

フルタイム非正規社員 18 名，非常勤 25 名，

主夫・主婦 21 名，その他 34 名であった（表

４）． 
 

表２ 性別 

性別 人数 

男性 96 

女性 141 

 

表３ 年代 

年代 人数 

10 代 ４ 

20 代 ５ 

30 代 67 

40 代 88 

50 代 63 

60 代 10 

 

表４ 勤務形態 

勤務形態 人数 

フルタイム正規社員 139 

フルタイム非正規社員 18 

非常勤 25 

主夫・主婦 21 

その他 34 

 

 
3.2. 項目分析 

入学後の学習状況 22 項目の平均値と度数

分布を確認した．いくつかの項目で度数の偏

りが見られたが，いずれの項目も入学後の学

習状況を把握する上で必要な内容が含まれて

いると判断し，すべての項目を以後の分析対

象とした． 
 

3.3. 入学後の学習状況の因子分析 

入学後の学習状況 22 項目のうち，特定の

授業科目について質問した３項目（Q３ デ

ータリテラシー科目，Q４ スタディスキル

科目，Q５ 英語科目）を除外した 19 項目に

対して，IBM SPSS Statistics 21 により最尤

法，プロマックス回転による探索的因子分析

を行なった．固有値の変化は，4.70，2.44，
1.56，1.37，1.11，1.03･･･であり，因子の解

釈可能性を考慮して４因子解を採用した．こ

れによる分散の説明率は，49.21％であった．

そこで，因子数を４に指定し，0.40 未満の項

目および複数因子で負荷量が 0.40 以上の多

重負荷の項目を除外しながら繰り返し因子分

析を行なったところ，４因子 12 項目が得ら

れた． 
なお，４因子 12 項目の説明率は 59.49%で

あった．その結果を表５に示した． 
第１因子は，「Q11 学友とうまくコミュニ

ケーションをとることができた」，「Q10 学

友に勉強の相談をすることができた」，「Q12 
サークルのイベントに参加して動機づけが高

まった」の３項目で因子負荷量が高かった．

そこで，「学友とのつながり」と命名した． 
第２因子は，「Q２ 課題の提出期限を守る

ことができた」，「Q１ 学習計画通りにすす

めることができた」，「Q19 仕事が忙しくて

も学習する時間を確保することができた」，

「Q09 ＢＢＳやレビューシートに積極的に

書き込むことができた」，「Q21 科目の選択

を適切にすることができた」の５項目で因子

負荷量が高かった．そこで，「学習の計画と遂

行」と命名した． 
第３因子は，「Q13 教員とうまくコミュニ

ケーションをとることができた」，「Q14 教

育コーチとうまくコミュニケーションをとる

ことができた」の２項目で因子負荷量が高か

った．そこで，「教員・コーチとのコミュニケ

ーション」と命名した． 
第４因子は，「Q７ 十分な睡眠を取ること

ができた」，「Q８ 休暇日を適宜設けること

ができた」の２項目で因子負荷量が高かった．

そこで，「睡眠と休息の確保」と命名した． 



 

内的整合性を検討するためにα係数を算出

したところ，「学友とのつながり」でα=.88，
「学習の計画と遂行」でα=.77，「教員・コー

チとのコミュニケーション」でα=.76，「睡眠

と休息の確保」でα=.76であった． 
さらに確認的因子分析を行なったところ，

適合度指標は，X2（48）= 115.622，GFI=.919，
AGFI=.869，CFI=.937，RMSEA=.077であ

った． 
 

3.4. 入学後の学習状況の共分散分析 

入学後の学習状況から抽出された各因子の

下位項目の平均値を下位尺度得点とし，観測

変数を作成した．観測変数「学友とのつなが

り」，「教員・コーチとのコミュニケーション」，

「睡眠と休息の確保」から「学習の計画と遂

行」への影響関係を検討するために，共分散

構造分析を行なった．分析には IBM SPSS 
Amos 21 を用いた．有意でなかったパスを削

除し，再度分析を行なったところ，適合度指

標は，X2（3）= 5.043，GFI=.99，AGFI=.965，
CFI=.979，RMSEA=.054 であった．図１に

最終的なモデルを示す．本モデルでは，「学

友とのつながり」から「教員・コーチとのコ

ミュニケーション」への有意な正のパス係数

が得られた（β=.41， p<.001）.さらに「教員・

コーチとのコミュニケーション」から「学習

の計画と遂行」への有意な正のパス係数が得

られた（β=.28， p<.001）．また，「睡眠と

休息の確保」から「学習の計画と遂行」への

有意な正のパス係数が得られた（β=.33， 
p<.001）．  

 

表５ 入学後の学習状況の因子分析結果（最尤法，プロマックス回転，n＝237） 

項目 Ｉ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

第１因子：学友とのつながり（α=.88）     

11 学友とうまくコミュニケーションをとることができた 1.02 .02 -.05 -.02 

10 学友に勉強の相談をすることができた .83 -.03 -.01 .06 

12 サークルのイベントに参加して動機づけが高まった .71 -.08 .06 -.03 

第２因子：学習の計画と遂行（α=.77）     

２ 課題の提出期限を守ることができた .00 .80 -.21 -.11 

１ 学習計画通りにすすめることができた -.08 .75 .02 .01 

19 仕事が忙しくても学習する時間を確保することができた -.07 .60 .05 .14 

09 ＢＢＳやレビューシートに積極的に書き込むことができた .10 .46 .29 -.06 

21 科目の選択を適切にすることができた .07 .44 .10 .15 

第３因子：教員・コーチとのコミュニケーション（α=.76）     

13 教員とうまくコミュニケーションをとることができた -.03 -.16 .95 .04 

14 教育コーチとうまくコミュニケーションをとることができた .04 .14 .66 -.08 

第４因子：睡眠と休息の確保（α=.76）     

７ 十分な睡眠を取ることができた -.01 -.02 -.08 .93 

８ 休暇日を適宜設けることができた .03 .05 .07 .65 

全12項目α=.81 Ｉ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

因子間相関    Ⅰ ― .28 .50 .04 

Ⅱ  ― .45 .38 

Ⅲ   ― .18 

Ⅳ    ― 



 

 
図１ 学習継続因果モデル 

X2（3）=5.043，GFI=.99，AGFI=.965，CFI=.979，RMSEA=.054，AIC=19.043 

有意なパスのみ表示 ***p<.001 

 

4. 考察 

4.1. 学習継続要因の因果モデル 

共分散構造分析の結果から，「学習の計画

と遂行」のためには，「教員・コーチとのコミ

ュニケーション」と「睡眠と休養の確保」が

必要であった．また，「教員・コーチとのコミ

ュニケーション」には，「学友とのつながり」

が影響していることが示された． 
社会人学生は，仕事や家庭との両立を行い

ながら学習している．しかし，仕事や家庭と

の両立に不安を感じながら，学習が進まない，

理解が追い付かないなどの学習の困難点が生

じると，ネガティブな学習姿勢に転じやすく，

学習を継続する気力が喪失する可能性もある

（関・向後 2011）． 
田中・向後（2014）の調査によると，オン

ライン大学の学生は，論文等を書くことの困

難さを経験している．卒業論文やレポートな

ど，研究をして文章にまとめるという課題が

特に大変だったことが示されている．しかし，

論文作成の過程のなかで書くことの困難さを

体験しながら論理的な思考力とスキルが鍛え

られることで達成されると示唆している． 
さらに，オンライン学習の理解を進めるた

めには，授業コンテンツを視聴しながら， 

BBS 上に書き込まれた学友の意見を参考に

したり，教育コーチからの指導を受けながら，

学習の理解を進めていく必要がある．この時，

学生が，BBS 上で教員や教育コーチに積極的

に質問をすることで，学業上の不安を解消さ

せ，学びの理解に繋がることになろう．これ

は，学生にとってポジティブな学習姿勢にな

り，計画的に進めながら学習を遂行させるこ

とを示唆している． 
また，社会人学生は，30 代から 50 代の働

き盛りの学生が多く，学習の継続は，仕事や

家庭での環境に大きく左右される．仕事では

多忙な業務をこなし，家庭では子どもの進学

や親の介護などもあり，ライフイベントにお

いて負荷がかかる時期である．このような環

境において，多くの学生が睡眠時間を削った

り，休日の時間を学習時間に充てたりしなが

ら，学びを継続していると考えられる．しか

しながら，睡眠や休息日を確保し休養するこ

とがなければ，長期に渡る大学生活を継続す

ることは困難である． 
心の健康を保つ生活として，「休養」は，

疲労やストレスと関連があり，２つの側面が

ある．１つは「休む」ことで，仕事や活動に

よって生じた心身の疲労を回復し，元の活力
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ある状態にもどすという側面であり，２つ目

は「養う」ことで，明日に向かっての鋭気を

養い，身体的，精神的，社会的な健康能力を

高めるという側面である（厚生労働省 2000）． 
また，睡眠不足は，疲労感をもたらし，情緒

を不安定にし，適切な判断力を鈍らせるなど

の生活の質に大きく影響する（厚生労働省

2000）． 
オンライン大学に入学して大変だったこ

ととして，在学中に仕事や家庭との両立の中

で， 時間管理の困難さを経験していることが

明らかになっている（田中・向後 2014）．社

会人にとって学習する時間を捻出するために

は，仕事や家事，子育ての時間を効率良くこ

なしながら，睡眠と休息する時間を確保する

ことが重要である．同時に，大学側では，学

生に無理のない学習計画を立てさせるような

サポートをしていくことが必要であると考え

られる．加えて，オンライン大学の学生は，

一人で学ぶ環境であっても，潜在的意識とし

ては，大学で友人を作りながら，人脈を広げ

ていきたいと思って入学している（田中・向

後 2013）．普段，オンデマンド授業を受講し

ている社会人学生にとって，実際に大学に通

学することは少ない．しかし，スクーリング，

ゼミなどによって学友との交流する機会があ

る．このような機会での学友の交流は，大学

生になったことを実感させるだけでなく，情

報交換や同じ目標を持つ仲間として互いを高

め合い，励まし合うような精神的な支援者と

なり（田中・向後 2013），孤独な学習環境に

おける心理的・物理的距離感を埋めることに

なると考えられる． 
これらのことから大学は，スクーリングや

懇親会など，学生同士が交流できる場を，よ

り多く提供することが必要である．学生は，

大学提供の場だけではなく，学生主体のサー

クルイベントなどに積極的に参加しながら，

学友と交流していくことが重要である． 
 

5. 結論 

オンライン大学へ2013年から2015年の３

カ年に入学した社会人学生に学習継続要因を

調査した結果，以下のことが明らかになった． 
（１）学友とのつながりが，教員・教育コ

ーチへのコミュニケーションを促進させる要

因となる．したがって，大学側は学生同士が

交流できる場をより多く提供し，学生は積極

的に参加しながら学友と交流していくことが

重要である． 
（２）学習の理解を進めるために，学友や

教員，教育コーチを活用することで学業上の

不安を解消させることができる． 
（３）学習する時間を捻出するためには，

仕事や家事，子育ての時間を効率良くこなし

睡眠時間や休息を確保することが学習継続に

繋がる．一方，大学側では学生に無理のない

学習計画を立てさせるようなサポートをする

ことが重要である． 
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