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１．要　　　約

　過去３ヶ年（平成24-26年度）にわたって継続実施
してきた福島大学公開講座・公開授業アンケートのデ
ータを再集計し，とくに学習の方向性に関する動機
（Motivation of Learning Direction, MLD）に着目し
て，統計分析を行った。教養型の講座は「様々なテー
マを幅広く学びたい」という者（Broad型）において，
資格型の講座は「同じテーマを深く学びたい」という
者（Deep型）において，趣味型の講座は「同じテー
マを同じレベルで継続して学びたい」という者（Stayer
型）において，それぞれ希望するという選択率が高く
なる傾向が認められた。この結果に基づいて，大学公
開講座における地域成人学習者のニーズ把握に関して
若干の考察を行った。

２．は じ め に

　福島大学では，平成13年度に当時の学内委員会（公
開講座委員会）等での議論を踏まえて，生涯学習教育
研究センター（現在の地域創造支援センター生涯学習

部の前進）が中心となり，大学公開講座（市民を対象
に開設する講座）等の受講者を対象に生涯学習に関す
るニーズ調査を開始し，現在まで継続して実施してい
る（平成13年度～平成19年度は旧生涯学習教育研究セ
ンター，平成20年度以降は地域創造支援センター生涯
学習部が実施。各年度の実施状況は筒井・木暮（2002），
木暮・筒井（2003），木暮（2004-2015）を参照）。こ
の調査を通じて，公開講座受講者（正規授業の市民開
放である公開授業の受講生を含む）の年代・性別・住
所等の人口学的属性や公開講座等をどのような情報源
を通じて知ったか，受講した講座の難易度や満足度等，
今後期待する講座内容の把握に努めている。とくに講
座内容に関しては資格取得や趣味の充実を重視したも
のよりも教養型の講座への期待が高い傾向が常に見受
けられている。
　また平成24年度には，福島大学第Ⅱ期（平成22年度
～平成27年度）中期目標中期計画中の生涯学習関連項
目（中期目標「幅広い学習ニーズに対応するため，生
涯学習の機能を強化する」，中期計画「社会のニーズ
に対応した多様な学習機会を提供し，生涯学習活動を
支援する」）を踏まえて，地域創造支援センター生涯
学習部が主体となり，福島大学公開講座等受講経験者
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を主な対象として，今後大学が主催する生涯学習プロ
グラムの充実化に関するニーズ調査も実施している
（木暮，2013ａ）。この調査からは，大学は他の生涯学
習機関とは異なり，高度専門的な講座を開設すべきで
はあるが，実際に一般市民が受講することを考えると，
専門的な講座へと接続するための入門的・中級的な講
座も合わせて開設されているべきであると既受講者層
からは期待されていることが示唆された。
　上記アンケートの質問項目は，他のアンケート調査
と比べても比較的オーソドックスなものであり（例
えば，阿部，2009；阿部・望月，2011；神部，2011，
2010；仲嶺，2012，2013，2014等），回答者の人口学
的属性（年代・性別・住所等）や公開講座等を知った
契機，受講した講座の難易度や満足度等，今後期待す
る講座内容等から構成されていた。しかしながら，平
成24年度より試みとして他のアンケートではあまり聴
取していないような質問項目を導入した。具体的に
は，今後希望する講座のレベル（今回受講した講座等
よりも，より高度なもの，同じもの，より容易なもの）
とテーマの同異（同じテーマ，異なるテーマ）を尋ね
る項目を追加し，３ヶ年（平成24～26年度）継続して
調査を実施してきた。この調査項目はいわば学習者の
学習の方向性に関する動機（Motivation of Learning 
Direction，以下MLDと略すこととする）を尋ねるも
のであり，今後の生涯学習計画を立案する上でも有益
な指標となりうると考えられる（例えば，同じテーマ
でより高度な講座を希望する回答頻度が高ければ，そ
のような講座を今後開設すればよいということにな
る）。
　本稿ではこのMLDを軸に過去３ヶ年分のデータを
改めて集約し，統計解析した結果を報告する（なお，
各年度のデータ集約と結果概要，統計解析の一部はす
でに木暮（2013ｂ，2014，2015）において報告してい
るので，そちらを参照のこと）。

３．公開講座・公開授業アンケート調査

　過去３ヶ年分（平成24-26年度）のアンケート・デ
ータを集約し，主としてMDLに着目し統計分析（条
件ごとの頻度値のズレを検定するχ2検定）を実施した。

３．１．調 査 方 法
３．１．１．調査対象者
　今回は，平成24年度から26年度までの福島大学
公開講座受講者と公開授業受講生のうち，アンケ

ートに回答した者802名を調査対象者とした（平
成24年度：278名；25年度：266名；26年度：258名）。
なお，同一人物が別の講座・授業を受講し，それ
ぞれのアンケート依頼に対して回答を寄せている
可能性があり，データには重複がありうる。

３．１．２．調査票の構成
　過去３ヶ年の調査票は，一部異なる項目もあっ
たが，ほぼ同じ形式であった。
　まず調査対象者の人口学的属性について尋ねた
（年代・性別・市町村レベルの住所）。次に，過去
に福島大学の公開講座等に参加したことがあるか
について，有無の２択で質問した（生涯学習講座
参加経験）。続いて，今回受講した公開講座・公
開授業を知った情報源と受講講座・授業の難易度
と満足度（平成24-25年度），獲得感（「今回受講
した公開講座・公開授業で何か得るものはあった
か」，平成26年度のみ），講座・授業の感想を尋ねた。
最後に，次回福島大学公開講座を受講するとした
ら，どのような内容・レベルの講座を希望するか
（MLDに該当する質問項目で，今回受講した講座
と同じ内容もしくは異なる内容を希望するか，レ
ベル（専門性）の高い・同程度・易しい講座を希
望するかの組み合わせで６択の複数選択式），ま
たどのような種別の講座を希望するか（「教養を
重視した講座」「資格取得を目指した講座」「趣味
を充実させる講座」の複数選択式）を尋ねた（な
お，実際に使用した調査票は木暮（2012，2013ｂ，
2014）を参照のこと）。

３．１．３．手　　　続
　各年度とも同じ手続きで，公開講座の場合は，
原則として各講座が終了する１つ前の回でアンケ
ート用紙を受講者に配布し，終了回に受付に提出
するように求めた。公開授業の場合は，担当講師
に受講生用のアンケート調査票を事前に配布し，
授業時間内での実施と回収を依頼した。なお，こ
の調査票は無記名式であり，提出は任意であった。

３．２．仮　　　説
　本稿では学習の方向性に関する動機（MLD）を
軸に，以下の結果の項で統計的な解析結果を報告す
るが，それに先立って暫定的ではあるが，仮説を設
定しておく。
　まずMLDは各回答者の回答パターンから以下の
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４つの類型に分類することとした。同テーマ・同レ
ベルを選択した者，つまり「同じテーマを同じレベ
ルで継続して学びたい」と希望した者はStayer型
と分類した。同じテーマで高レベルの内容だけを選
択した者，つまり「同じテーマを深く学びたい」と
希望した者はDeep型と分類した。異なるテーマで
同レベルもしくは容易なレベルを選択した者は，い
わば「様々なテーマを幅広く学びたい」と希望して
おり，Broad型と分類した。異なるテーマで高レベ
ルな内容を選択した者，もしくは同じテーマで高レ
ベルな内容及び異なるテーマで同じレベルの両方を
選択した者は，いわば「深く広く学びたい」と希望
しており，Broad_Deep型と分類した。なお，これ
ら４類型に該当しない者は以下の分析からは除外し
た。
　次に，このMLDの４類型と各回答との関連性に
関する設定仮説を説明する（なお，今回の調査対象
者は全て大学公開講座・公開授業受講経験者である
ので，これを前提として仮説を設定した）。
　受講形態（公開講座・公開授業）との関連性：公
開講座受講者はBroad型優位で，公開授業受講生は
Deep型優位となる。一般に公開講座は数回のみで
完結し，その後の講座が用意されていないことも多
く，そもそもBroad型の人向けの学習形態であって，
Deep型の人にとっては物足りないと予想される。
これに対して，公開授業（大学授業）は一般の市民
講座と比べて難易度が高く，公開授業受講生もその
ことを認識した上で，より高いレベルのものを期待
して受講していると想定される。
　年齢（50歳代以下，60歳代以上）との関連性：年
齢と学習動機との間にはとくに関連性はない。
　性別との関連性：男性はDeep型優位で，女性は
Broad型優位となる。一般に男性は学習自体が目的
であることが多く，必然的にDeep型優勢になると
想定される。これに対して女性は仲間作り等の別の
理由から学習に取り組む傾向があり，学習内容に拘
る必然性が相対的に低いためBroad型優勢になると
想定される。
　年齢×性別の組み合わせ（50歳代以下の男性，50

歳代以下の女性，60歳代以上の男性，60歳代以上
の女性）との関連性：60歳代以上の男性において
Deep型優位の傾向が顕著となる。男性の場合，リ
タイア後は自由度が高まり，上述の性別との関連性
で説明した学習志向が相対的に高まると予想され
る。

　希望内容（教養型，資格型，趣味型）との関連性：
教養型の講座を希望する人はBroad型優位（教養型
の講座を希望する人は一般に様々なことを知りたい
という志向が強いと予想されるため），資格型を希
望する人はDeep型優位（資格取得のためには積み
上げ型の学習が必要であるため），趣味型を希望す
る人はStayer型優位（趣味的な行為は一般に同一
の内容を継続して行うことが多いため）となる。

３．３．結　　　果
３．３．１．記 述 統 計
　表１に過去の福島大学公開講座等の受講経験ご
との性別と年齢範囲の頻度値を示した（年齢範囲
や性別の回答に欠損があるケースがあるため，合
計は総数（802）にはならない）。すでに触れたと
おり，複数の公開講座・公開授業を受講し，それ
ぞれにおいてアンケートに回答している事例があ
り，データには重複がありうる（但し，今回のア
ンケートは全て無記名式であり，重複データを検
出し，排除することはできない）。しかし，過去
に受講経験のない者（新規受講者）はこのアンケ
ートに回答した時点で初めての参加で，かつ初め
てのアンケート回答であると考えられるので，新
規受講者データについてはデータ重複はなく，純
粋な統計分析が実施可能である。そこで以下の統
計分析の報告では，まず新規受講者データでの
結果から述べ，次に参考として既受講者（リピ
ータ層）データの結果を述べることとする。（な
お，受講経験の有無（新規受講者・既受講者）×
MLDの４類型の頻度に対してχ2検定を実施した
ところ（表２参照），とくに有意な効果は認めら
れなかった。このことから，今回のデータに関し

表１　調査対象者の受講経験・性別・年齢範囲ごとの頻度

新規受講者 既受講者
年齢範囲 男性 女性 男性 女性

10歳代 1 4 0 2

20歳代 2 11 2 9

30歳代 14 19 7 10

40歳代 9 35 11 26

50歳代 13 60 26 81

60歳代 49 42 97 100

70歳代超 14 19 74 46

note 年齢範囲や性別の回答に欠損があるケースがあるた
め，合計は総数（802）にはならない



福島大学地域創造　第27巻　第１号　2015.9（8096）

―　　―32

ては，新規受講者と既受講者との間でMLDの頻
度に異なったズレはなかったとみなすことができ
る。）

３．３．２．受講形態（公開講座・公開授業）との関
連性

　新規受講者データの受講形態（「公開講座」「公
開授業」）×MLDの頻度に対してχ2検定を実施
したところ（表３の新規受講者部分），有意差は
認められなかった。既受講者データについても，
同様のχ2検定を実施したが（表３の既受講者部
分），やはり有意差は認められなかった。つまり，
各条件間で頻度値にズレはなかったということで
あり，よって仮説（公開講座受講者はBroad型，
公開授業受講生はDeep型）はどちらのデータと
もに棄却された。

３．３．３．年齢（50歳代以下，60歳代以上）との関
連性

　新規受講者データの年齢範囲（50歳代以下，60

歳代以上）×MLDの頻度に対してχ2検定を実
施したところ（表４の新規受講者部分参照。な
お性別無回答データ（Stayer型50歳代以下１件，
Broad_Deep型50歳代以下１件）があったが，今
回の分析では組み入れた），有意差は認められな
かった。既受講者データについても，同様のχ2

検定を実施したが（表４の既受講者部分参照。性
別無回答データ（Broad_Deep型60歳代以上１件）

については，今回の分析では組み入れた），やは
り有意差は認められなかった。つまり，各条件間
で頻度値にズレはなかったということであり，よ
って年齢と学習動機との間にはとくに関連性はな
いとする仮説は結果的に支持されたといえる。

３．３．４．性別との関連性
　新規受講者データの性別×MLDの頻度に対し
てχ2検定を実施したところ（表４の新規受講者
部分参照），有意差は認められなかった。既受講
者データについても，同様のχ2検定を実施した
が（表４の既受講者部分参照。なお年代無回答
データ（Stayer型女性３件，Deep型男性１件，
Broad_Deep型女性１件）があったが，今回の分
析では組み入れた），やはり有意差は認められな
かった。つまり，各条件間で頻度値にズレはな
かったということであり，よって仮説（男性は
Deep型，女性はBroad型）はどちらのデータと
もに棄却された。

３．３．５．年齢×性別の組み合わせ（50歳代以下の
男性，50歳代以下の女性，60歳代以上の
男性，60歳代以上の女性）との関連性

　新規受講者データの性別・年齢範囲の組み合わ
せ（50歳代以下の男性，50歳代以下の女性，60歳
代以上の男性，60歳代以上の女性）×MLDの頻
度に対するχ2検定を実施したところ（表４の新
規受講者部分），有意差は認められなかった。既

表２　受講経験・MLDごとの頻度・%

新規受講者 既受講者
MLD 頻度 % 頻度 %

Stayer型 62 23.7% 128 28.3%
Broad型 107 40.8% 167 36.9%
Deep型 43 16.4% 59 13.1%
Broad_Deep型 50 19.1% 98 21.7%

表３　受講経験・受講形態・MLDごとの頻度

新規受講者 既受講者
MLD 公開講座 公開授業 公開講座 公開授業

Stayer型 51 11 99 29

Broad型 82 25 131 36

Deep型 31 12 42 17

Broad_Deep型 36 14 77 21

表４　受講経験・年齢範囲・性別・MLDごとの頻度

新規受講者 既受講者
50歳代以下 60歳代以上 50歳代以下 60歳代以上

MLD 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

Stayer型 6 25 17 13 12 32 39 42

Broad型 14 48 21 24 15 43 62 47

Deep型 6 22 8 7 3 17 21 17

Broad_Deep型 9 25 8 7 12 25 40 19
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受講者データについても，同様のχ2検定を実施
したが（表４の既受講者部分），やはり有意差は
認められなかった。つまり，各条件間で頻度値に
ズレはなかったということであり，よって仮説（60

歳代以上の男性においてDeep型の傾向が顕著と
なる）は棄却された。

３．３．６．希望内容との関連性
　まず，新規受講者・既受講者データごとに講座
内容（教養型，資格型，趣味型）の希望の有無
×MLDの頻度に対してχ2検定を実施した。次に
MLDの４類型をDeepあり型（Broad_Deep型＋
Deep型）とDeepなし型（Stayer型＋Broad型）
及びBroadあり型（Broad_Deep型＋Broad型）
とBroadなし型（Stayer型＋Deep型）のそれぞ
れ２類型に再区分した上で，再度χ2検定を行っ
た。

３．３．６．１．教養型との関連性
　新規受講者データの教養型希望の有無×
MLDの頻度に対してχ2検定を実施したところ
（表５の教養型部分），有意差が認められた（以
下χ2の統計値，有意確率，効果量の順で記載
する。χ2（３）＝10.20, p＝.017, Cramer’s V
＝.20）。残差分析より，Stayer型では教養型の
選択率が他のタイプと比べて低いこと（56.5%, 
p＝.034）が示された。既受講者データに対し
ても，同様のχ2検定を実施したが（表６の教

養型部分），やはり有意差が認められた（χ2（３）
＝8.96, p＝.030, Cramer’s V＝.14）。残差分
析より，Stayer型では教養型の選択率が他のタ
イプと比べて低いこと（71.9%, p＝.018）が
示された。
　次に，２類型に再区分してχ2検定を実施し
たところ，新規受講者データでは，Deepの有
無との組み合わせでは有意差はなかったが，
Broadの有無との組み合わせでは有意であった
（χ2（１）＝16.35, p<.001, Φ＝.24）。Broad
あり型において選択率が高かった（Broadあり：
75.2% > なし：52.6%）。既受講者データにお
いても，Deepの有無との組み合わせでは有意
差はなかったが，Broadの有無との組み合わせ
では有意であった（χ2（１）＝17.23, p<.001, 
Φ＝.19）。Broadあり型において選択率が高か
った（Broadあり：84.2% > なし：68.5%）。

３．３．６．２．資格型との関連性
　新規受講者データの資格型希望の有無×
MLDの頻度に対してχ2検定を実施したとこ
ろ（表５の資格型部分），有意差が認められた 
（χ2（３）＝8.97, p＝.030, Cramer’s V＝.19）。
残差分析より，Broad_Deep型では資格型の選
択率が高いこと（34.0%, p＝.005）が示された。
既受講者データについても，同様のχ2検定を
実施したが（表６の資格型部分），新規受講者
とは異なり，とくに有意差は認められなかった。

表５　新規受講者における教養講座希望の有無・MLDごとの頻度

教養型 資格型 趣味型
MLD 希望あり 希望なし 希望あり 希望なし 希望あり 希望なし

Stayer型 35 27 9 53 37 25

Broad型 78 29 17 90 48 59

Deep型 25 18 7 36 14 29

Broad_Deep型 40 10 17 33 18 32

表６　既受講者における教養講座希望の有無・MLDごとの頻度

教養型 資格型 趣味型
MLD 希望あり 希望なし 希望あり 希望なし 希望あり 希望なし

Stayer型 92 36 15 113 54 74

Broad型 140 27 17 150 53 114

Deep型 44 15 13 46 24 35

Broad_Deep型 83 15 18 80 37 61
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　次に，２類型に再区分してχ2検定を実施し
たところ，新規受講者データでは，Deepの
有無との組み合わせで有意差があったが（χ2  

（１）＝5.02, p＝.025, Φ＝.13），Broadの有
無との組み合わせでは有意差は認められなか
った。Deepあり型において選択率が高かった
（Deepあり：25.8% > Deepなし：14.9%）。既
受講者データにおいても，Deepの有無との組
み合わせで有意差があったが（χ2（１）＝9.44, 
p＝.002, Φ＝.14），Broadの有無との組み合
わせでは有意差は認められなかった。Deepあ
り型において選択率が高かった（Deepあり：
19.7% > Deepなし：9.8%）。

３．３．６．３．趣味型との関連性
　新規受講者データの趣味型希望の有無×
MLDの頻度に対してχ2検定を実施したとこ
ろ（表５の趣味型部分），有意差が認められた 
（χ2（３）＝9.73, p＝.021, Cramer’s V＝.19）。
残差分析より，Stayer型では趣味型の選択率が
高いこと（59.7%, p＝.010）が示された。既
受講者データについても，同様のχ2検定を実
施したが（表６の趣味型部分），新規受講者と
は異なり，とくに有意差は認められなかった。
　次に，２類型に再区分してχ2検定を実施し
たところ，新規受講者データでは，Deepの有
無，Broadの有無ともに有意差は認められな
かった。既受講者データおいては，Deepの有
無との組み合わせでは有意差はなかったが，
Broadの有無との組み合わせでは有意であった
（χ2（１）＝5.02, p＝.025, Φ＝.10）。Broadな
し型において選択率が高かった（Broadあり：
34.0% < なし：43.7%）。

４．今回の調査データから示唆されること

　まず，今回の統計分析結果と事前に設定した仮説と
の照合結果についてまとめると，MLDと受講形態（公
開講座・公開授業），性別，年齢×性別の組み合わせ（50

歳代以下の男性，50歳代以下の女性，60歳代以上の男
性，60歳代以上の女性）に仮説は棄却された。これに
対して，年齢（50歳代以下・60歳代以上）に関する仮
説（年齢と学習動機との間にはとくに関連性はない）
は結果的に採択された（但し，これは差がないとする
仮説であり，統計分析の結果も有意差がなかったこと

を以て結果的に採択していることには留意が必要であ
る）。
　今回注目すべきはMLDと希望内容との関連性につ
いてである。一部例外はあるものの，設定仮説（教養
型講座を希望する者はBroad型優位，資格型を希望す
る者はDeep型優位，趣味型を希望する者はStayer型
優位）は概ね採択されたといえる（教養型講座につい
ては，新規受講者・既受講者ともにBroadあり型にお
いて選択率が高かった。資格型講座については，とも
にDeepあり型において選択率が高かった。趣味型講
座では新規受講者に留まるが，Stayer型において選択
率が高かった）。
　今回のデータに基づくと（繰り返しになるが，既
受講者データは同一人物による重複回答が混入して
いる可能性があり，その評価は慎重に下さなければ
ならないが，少なくとも新規受講者データに対して
は），学習の方向性に関する動機（MLD）と希望講座
との間にある種の関連性があることが見出されたと
いえる。つまり，教養型はBroadあり型（Broad型＋
Broad_Deep型），いわば「様々なテーマを幅広く学び
たい」という「横に動く学習者」において希望率が高
く，これに対して，資格型はDeepあり型（Deep型＋
Broad_Deep型），「同じテーマを深く学びたい」とい
う「縦に動く学習者」において希望率が高いことが示
唆された。また趣味型は「同じテーマを同じレベルで
継続して学びたい」という「動かない学習者」におい
て希望率が高いことが示唆された（但し，今回の対象
者は大学公開講座等の受講者に限られるので，飽くま
でもそのような学習者層に限られた傾向である可能性
も織り込んで解釈する必要があろう）。
　このことを踏まえると，受講者層のMLDを事前に
把握しておくことは，大学公開講座等の生涯学習事業
立案をする上で，参考になると思われる。生涯学習事
業に関わる者の経験則として生涯学習ニーズ調査にお
いて開設希望のあった内容を企画したからといって
（つまり潜在的な顧客層のニーズに即応したからとい
って），必ずしも受講者の集まりがよいわけではない
という指摘があるが（木暮，2005，2006，2007ａも参
照），例えば，潜在的顧客としてBroad型の学習者（「横
に動く学習者」）が相対的に多いのだとすると，ニー
ズ・アンケートに回答してから暫く経った後である
と，その際に希望した講座内容への関心が薄れ始めて
いる可能性も考えられる（つまり受講にはつながらな
い）。これに対してDeep型の学習者（「縦に動く学習
者」）が相対的に多いのであれば，（レベル調整は必要
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であるが）希望した講座内容で企画立案しても一定数
の受講者を見込めるということになる。今回のデータ
傾向からしても，大学公開講座の受講者層で最も多い
のは「横に動く学習者」であるBroad型（新規受講者
で40.8%，既受講者で36.9%）と想定され，ニーズ・
アンケート調査の結果を額面通りに受け取ることは控
えなければならないといえる。

５．今後の課題

　最後に今後の課題について触れておきたい。今回着
目した学習の方向性に関する動機（MLD）は地域市
民の学習動向を把握する上で有効な指標の一つと考え
られるが，しかしながら，今回のサンプル（福島大学
公開講座等の受講者）の結果だけから，その有効性・
妥当性は評価できないため，今後は他のサンプル（例
えば，自治体の公民館や学習センターの講座受講者や
カルチャーセンター等民間教育機関の講座受講者）に
おいてもほぼ同様の質問項目による調査を実施し，引
き続き検証する必要があるだろう。今回のサンプルで
はMLDと希望する講座内容との間に関連性が認めら
れたが（教養型講座を希望する者はBroad型優位，資
格型を希望する者はDeep型優位，趣味型を希望する
者はStayer型優位），別のサンプルではこのような関
連性パターンは異なる可能性も考えられ（例えば，自
治体公民館の学級受講生は仲間作りを重視して参加す
るため，内容種別に関わらずStayer型が多くなる等），
この点についても引き続き検証する必要がある。
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７．付　　　記

　福島大学公開講座及び公開授業を受講され，アンケ
ートへの回答にご協力いただいた市民の方々，並びに
回収に当たって労をとっていただいた福島大学地域連
携課職員の方々に，この場を借りて感謝を申し上げま
す。


