
大学エクステンション講座受講生の 
受講動機に関する調査 

向後 千春 
早稲田大学人間科学学術院 

伊澤 幸代　　堂坂 更夜香　　多喜 翠 
早稲田大学アドラー心理学研究会

日本教育工学会 研究会 1

なぜ人は学び続けるのか

生涯学習とは 

|| 

居場所をつくること
個人の自立周りとの調和

技能を習得

社会問題の解決

自分の能力を 
発揮する

社会のために 
役立てる

自分への自信 
周りからの信頼

さらなる 
ステップアップ
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社会人のための学びの場

▶資格取得 / 専門技能の取得 
　→　各種通信制講座 

▶文化交流 / 勉強会 
　→　自治体が運営する地域の学習コミュニティ 

▶学術的専門性の高い授業 
　→　大学が運営する一般向けの公開講座 
　　　エクステンション講座

他に、異業種交流・
朝活、カルチャーセ
ンターなど
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早稲田大学エクステンションセンターの概要

校舎 
（開講年）

早稲田校 
（1981～）

八丁堀校 
（2001～）

中野校 
（2014～）

講座数 年間約1,800

分野
文学の心

日本の 
歴史と文化 世界を知る 人間の探求

くらしと健康
現代社会と 
科学

ビジネス 
資格

外国語 
（英語）

修了制度 　計76単位を取得すると、オープンカレッジ修了証を授与

修了生数 　計2,799名（2016年度末時点）
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“社会人の成長と仲間” モデル

仲間

成長

能動受動

仲間から吸収する 仲間を作る

専門を広げる専門を深める
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方　法　 

‣ 調査対象者：都内X大学エクステンションセン
ターで講座を受講している社会人 

‣ 調査時期： 
　●2016年10月06日～12月01日　毎週１回計８回 
　「アドラー心理学実践講座」の第７回（11/24） 
　●2017年01月19日～02月09日　毎週１回計３回 
　「教える技術講座」の第３回（01/26） 
　●2017年04月13日～06月08日　毎週１回計８回 
　「アドラー心理学入門講座」の第８回（06/08）　
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方　法　 

‣ 調査内容：質問紙調査（５件法） 
‣ 質問項目： 
　●講座受講の動機やきっかけに関する26項目 
　●講座の側面への評価に関する８項目 
　●講座を受講して影響があったかを問う８項目 
　●将来やってみたいことに関する６項目 
‣ フェイス項目：年齢、性別、職業、既婚未婚、
子どもの有無、最終学歴、会場までの所要時間、
講座の受講歴、受講した講座の数 
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調査項目作成の視点とモデルとの関係

受講動機

講
座
評
価

変化

展望

“社会人の成長と仲間” モデル
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方　法　 

 1.  講座を通じて自分の世界を広げたいので 
 2.  講座を通じて友人を作りたいので 
 3.  大学の運営する学習センターなので 
 4.  講座の内容を応用して自分の仕事を深めたいので 
 5.  講座を通じてできた友人から学びたいので 
 6.  会場が近いので 
 7.  講座の内容を誰かに教えたいので 
 8.  たくさんの人が受講する中で学びたいと思ったので 
 9.  自分が悩んでいることの解決につながりそうなので 
10. 講座でできた仲間と学びの場を作りたいので 
11. 講座が自分のスキルアップになると思ったので 
12. 講座の内容を自分の仕事に活かしたいので 
13. 開講の日時が都合よかったので 

●講座受講の動機やきっかけに関する26項目
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方　法　 

14. 自分が他の人から吸収できる機会を求めていたので 
15. 講座を通じて自分に足りないものを学びたいので 
16. 講師が大学の教授なので 
17. 何か新しいチャレンジをしたかったので 
18. 講座に来ているいろいろな人の意見を聞きたいので 
19. 講座に信頼がおけるので 
20. 受講料が安いので 
21. 知人に講座を勧められたので 
22. 講座を通じて人脈を広げたいので 
23. 早稲田大学が開催しているので 
24. 講座を受講することで自分を変えられそうなので 
25. 講座の内容が自分の生活に活かせると思ったので 
26. 講座を通じて自分の専門を新しい視点で見たいので

（つづき）
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方　法　 

●講座の各側面への評価に関する８項目

 1.  グループで質問に対する回答を議論すること 
 2.  グループでのワーク 
 3.  レクチャーと講師の話 
 4.  質問に対する講師の回答 
 5.  講座参加者による懇親会 
 6.  アシスタントのフォロー 
 7.  大福帳への返事 
 8.  講座全体の雰囲気 
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方　法　 

●講座を受講して影響があったかを問う８項目

1. 講座の内容を自分の仕事に活かすことができた 
2. 学ぶことへの意識に変化があった 
3. 新たな人間関係が生まれた 
4. 人間関係が良くなった 
5. 自分の生き方についての考え方が変わった 
6. 自分の活動範囲に変化があった 
7. 毎日の生活に変化があった 
8. 悩むことが少なくなった
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方　法　 

●将来やってみたいことに関する６項目

1. 大学や大学院に行ってみたい 
2. 新たな仕事にチャレンジしたい 
3. 自分でセミナーや講演会を開きたい 
4. 自分で起業したい 
5. ライフワークと呼べるものをやってみたい 
6. 研究者になりたい
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受講動機の因子分析

第１因子「仲間」 

α=.913 

第２因子「仕事」 

α=.833 

第３因子「自分」 

α=.798 

第４因子「大学」 

α=.769 

第５因子「都合」 

α=.642N=80
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講座評価の因子分析

第１因子「講師」　　　　　α=.865 

第２因子「フィードバック」α=.786 

第３因子「グループ」　　　α=.890

N=69
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受講後の変化の因子分析

第１因子「自分変化」　　　α=.844 

第２因子「人間関係の変化」α=.838
N=79
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受講後の展望の因子分析

第１因子「ステップアップ」α=.651 

第２因子「起業」　　　　　α=.651
N=80
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受講動機，受講評価，
受講後の変化，受講
後の展望の各尺度に
おいて，フェイス項
目のうち，性別，最
終学歴，年齢別，大
学エクステンション
講座受講歴それぞれ
の平均値の差を検定

受講動機・受講評価・受講後の変化・受講後の展望の属性別比較 18



性別による受講動機尺度「自分」因子の尺度得点

受講動機尺度の「自分」 
(t（54.4）=1.91, p<.10） 
→男性の平均3.56（SD=3.22） 

→女性の平均4.03（SD=2.16）
と高く，有意傾向
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学歴による受講動機尺度の「仲間」因子の尺度得点

最終学歴別一要因の分散分析は受講動機尺度の「仲間」の群間差に有意傾向 
（F（4,59）=2.16, p<.10） 
TukeyのHSD法による多重比較(p<.10) 

→専門卒群の平均4.95（SD=5.28) 

→修士課程以上群の平均3.35（SD=10.76）の群間差が有意傾向 
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年齢による受講動機尺度の「講師」因子の尺度得点

一要因分散分析「講師」に有意差 
（F（3,57）=6.25, p<.05） 

Tuke yのHSD法による多重比較
（p<.05） 

→40～49歳群平均4.79(SD=0.96)

と30～39歳群平均4.30(SD=2.18) 

p<.05で有意差 

→50～59歳群平均4.79(SD=1.08)

と30～39歳群がp<.05で有意差 

→60歳以上群平均4.83(SD=1.08)

と30～39歳群がp<.05で有意差
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年齢による受講後の変化尺度の２因子の尺度得点

「自分変化」の群間差に有意差 
（F（3,57）=3.03,p<.05)  
TukeyのHSD法による多重比較

(p<.05) 
→30～39歳群 
平均3.20(SD=4.06) 

→40～49歳群 
平均4.04(SD=3.21) 
→50～59歳群 
平均3.87(SD=2.97) 

「人間関係の変化」の群間差が
有意傾向 
（F（3,57）=2.26, p<.10）
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受講歴による受講動機尺度４因子の尺度得点
「仲間」 
初回の平均2.88（SD=9.42）複

数回の平均3.39（SD=5.78）で有

意傾向 
（t(35.7=1.9, p<.10) 

「自分」 
初回の平均3.53（SD=3.10）複

数回の平均3.96（SD=2.53）で有

意傾向 
（t（62）=1.93, p<.10) 

「大学」 
初回の平均3.27（SD=3.27）複

数回の平均3.73（SD=2.31）で有

意傾向 
(t（39.3)=1.86, p<.10） 

「都合」 
初回の平均3.3（SD=1.71） 

複数回の平均3.7（SD=1.93）で

有意傾向 
（t（62）=1.74, p<.10)
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受講歴による受講評価尺度２因子の尺度得点

「講師」 
初回の平均 
4.57（SD=1.62） 
複数回の平均 
4.8（SD=1.14） 
で有意傾向 
（t（39.2）=1.86, p<.10） 

「フィードバック」 
初回の平均 
3.93（SD=1.95） 
複数回の平均 
4.3（SD=2.21） 
で有意傾向 
(t（62）=1.72, p<.01）
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受講歴による受講後の変化尺度「人間関係の変化」因子の尺度得点

「人間関係の変化」 
初回の平均 
3.4（SD=2.59） 
複数回の平均 
3.87（SD=2.36）で有意傾向

（t（62)=2.24, p<.05）
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複数回受講者はどこが違うか

受講動機

講
座
評
価

変化

展望

“社会人の成長と仲間” モデル

↑人間関係の拡張

↑講師の話 
↑アシスタント／大福帳／懇親会

↑仲間を作る 
↑自分を変える 
↑大学がやっている 
↑時間・場所の都合

（違いなし）
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考察

‣ 「仲間と学ぶこと」の受講動機全体に与え
る影響力が大きい  

‣ ついで影響力が大きいのは「仕事に役立て
ること」  

‣ エクステンション講座が，ただスキルや知
識の習得の機会を提供しているということ
だけでは不十分であること

エクステンション講座の受講に影響する 
要因は何か 
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考察

‣ 講座の中で受講生同士が意見交換や交流をで
きるような時間を増やすことによって，講座
を通じて学ぶ仲間を作れるようにす る  

‣ 講座が受講生の従事している仕事にどのよう
な関連するか，またどう役立つかということ
を明確にする  

‣ 教養としての知識や，趣味のようなスキル の
提供ではなく，社会のさまざまな問題を社会
人が解決するための糸口としての位置づけ  

単一のエクステンション講座を 
どのように設計したらよいか 
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考察

‣ 講座を通じて仲間を作ることが，その後の
継続的な受講につながることを示唆  

‣ 一貫性のあるシリーズとして講座を揃え，
その受講生の間で交流できるような仕組み
を作る  

‣ 講座間での受講生の交流ができれば，講座
から講座への橋渡しとなり，講座が活気づ
く 

エクステンション講座間のつながりを 
設計する 
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エクステンションのどこをどう変えていくか

講座を通じて仲
間を作る機会

仕事との関連性
を明確にする

講座群の結びつ
きを作る

同一テーマでの
入門から上級まで

講座間での 
交流

社会を変える自分を変える

講座内での 
交流
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結論

質問、コメントお願いします。

‣ 大学エクステンション講座の受講動機とし
ては「仲間と学ぶこと」と「仕事に役立て
ること」が影響力が大きい  

‣ ただ知識とスキルを学ぶ機会を社会人に提
供するだけではなく、「学ぶ仲間を作る機
会」や「仕事に役立てるための講座体系」
が求められている
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