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【研究室彙報】 
 
2016 年度 担当学科 
－学部 

渡邊洋子 (本学大学院教育学研究科 准教授) 
 同和･人権教育論 (前期)  相関教育システム論基礎演習ⅡA (前期) 
 生涯教育学概論 (後期)  相関教育システム論基礎演習ⅡB (後期) 
 生涯教育学専門ゼミナールⅠ (前期)  生涯教育学専門ゼミナールⅡ (後期) 
岩槻知也 (京都女子大学発達教育学部 教授) 
  社会教育計画論Ⅰ (前期)  社会教育計画論Ⅱ (後期) 
 
－大学院 

渡邊洋子 (本学大学院教育学研究科 准教授) 
 生涯教育学演習Ⅰ (前期)  生涯教育学特論Ⅰ (前期) 
 生涯教育学演習Ⅱ (後期)  生涯教育学研究Ⅰ (後期) 
野依智子 (福岡女子大学国際文理学部 教授) 
 生涯教育学特論Ⅱ (前期集中) 
西岡正子 (佛教大学教育学部 教授) 
  生涯教育学講読演習 (前期) 
 

１．授業報告 

 
生涯教育学演習Ⅰ・Ⅱ 

報告者：臼杵 健太郎 

 
 2016 年度の生涯教育演習Ⅰ・Ⅱは、火曜日隔週の４限、５限に開講された。担当教員は

渡邊洋子准教授である。授業の目標は、年間を通じて「本授業は、生涯教育学における主

要な理論的・実践的課題と論点について、参加者全員が協同で探究することを通して、生

涯教育学研究において求められる総合的な力量形成をはかろうとする」（「生涯教育学演習

Ⅰ」「生涯教育学Ⅱ」概要、2016 年度シラバスより抜粋）ことである。 
 本授業は、院生を対象としているが、生涯教育学に関心をもつ方々も参加しており、多

様な角度からの意見の交換が行われた。自身の研究のテーマに限らず、各自が幅広い分野

の知見を出し合い、多角的な学びが行われていた。これにより、各自の研究テーマに新た

な視点が生み出される授業となった。 
 本年度は、生涯教育学講座の院生の修士論文が３本提出された。「英国オープン・ユニバ

ーシティにおける学習者支援の現状と展望 ：‘Open and Distance Learning’への示唆」、

「教員のキャリアデザインにおけるレジャーの位置づけと課題」、「労働者教育における

『場』の意味と可能性―大阪労働学校の事例から―」の３本の修士論文が執筆された。本

授業での検討により、明確な意識をもち論文執筆にあたった。また、この論文執筆におい

て、解明しきれなかった点を今後、明らかにしていく必要がある。 
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 次年度の修士論文発表者については、基礎となる研究意識の絞り込みや研究の方法につ

いて検討を重ねる場として機能した。これにより、また新たな知見により、研究が進めら

れていくと考えられる。 
 

生涯教育学特論 I 
報告者：ジョン ハンモ 

 
 生涯教育学特論 I は、「Peter Jarvis の成人教育/生涯学習思想の基本的枠組みと論理構

造を解明し、また重要な論点を取り上げて検討し、その現代的意義と日本の生涯学習への

示唆を明らかにする」（「生涯教育学特論 I」概要、2016 年度シラバスより抜粋）ことを目

的とする。担当教員は本学教育学研究科生涯教育学講座の渡邊洋子准教授であり、火曜日

4，5 限、隔週に開講された。 
 テキストとして用いられたのは、ピーター・ジャービス編著、渡邊洋子・吉田正純監訳

『生涯学習支援の理論と実践―「教えること」の現在』（明石書店、2011）であった。本

書は、英国の成人教育学者である Peter Jarvis 他が、「教えること」を様々な理論や実践

の側面から考察したものである。本授業は、同書を用い、各受講者が本人の研究分野と関

係ある章を担当し、要約及び感想を発表する形で行われた。また、発表後には、発表内容

を中心に討論を行った。 
 本授業の中で、最も印象的だった内容は、第 16 章「放送・遠隔学習による学習者の変容」

であった。本章は、放送・遠隔学習における教える側の役割について説いたものである。

本章の特徴は、著者自身が、過去に英国オープン・ユニバーシティで 30 年間教鞭を執っ

た経験を持っており、説明が自身の経験が反映されている点である。 
 著者は、放送・遠隔学習において教える側の役割は、主に学習プロセスをファシリテー

トすることであるとした。Jarvis は、放送・遠隔学習では与えられたコースさえクリアー

できればいいと思っている点を批判した。著者の主張は、大学があらゆる情報をコースに

盛り込むことはできないため、学習プロセスの成長を促すことを目的にせねばならないこ

とであった。これは、以後、筆者の問題意識にも大きな影響を及ぼしたのである。 
 

生涯教育学特論 II 
報告者：奥村 旅人 

 
 2016 年度の生涯教育学特論Ⅱは、福岡女子大学の野依智子教授を招き、前期集中講義

として開講された。本授業の目的は、「非正規職シングル女性（20 代・30 代・40 代のシ

ングル）や高齢女性（元女性ホームレスなどを含む）を対象にしたインタビュー調査をも

とに、女性の貧困の現状を明らかにし、そのメカニズムが「男性稼ぎ主」による家族賃金

体系にあることを明らかにする」ことである(同講義シラバス)。 
 講義は、野依教授の著書、『近代筑豊炭鉱における女性労働と家族 : 「家族賃金」観念

と「家庭イデオロギー」の形成過程』(明石書店,2010)をテキストとして、受講者が各章を

報告し、それをもとに議論する形で進められた。 
 本授業においては、生涯教育学講座の大学院生のみならず、理学研究科、教育学部から
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も受講者を得、計 10 名の受講者による活発な議論が展開された。議論は、序盤は野依教

授の著書をもとに、筑豊炭鉱という歴史的な対象において、「母性」「主婦」といったイデ

オロギーが、女性鉱夫の中にどう浸透していくのか、といったことについてなされた。終

盤には「非正規シングル女性」へのインタビュー調査をもとに、現代的な問題にも議論が

及び、大学院生にとっては実存の問題として、女性研究者のキャリアについても議論がな

された。 
 労働に関心を持つ筆者にとって、本講義での議論は知的刺激に満ちたものであった。ま

た、野依教授から歴史的手法についてもお話を伺うことができ、実り多い集中講義となっ

た。 
 

生涯教育学研究Ⅰ 

報告者：柿本 明日香 

 

 2016 年度の「生涯教育学研究Ⅰ」は、火曜日隔週の 4 限,5 限に開講された。担当教員

は渡邊洋子准教授である。 
本授業では、社会教育学・生涯教育学研究における方法論について共同的に探究した。授

業では、津田英二・久井英輔・鈴木眞理編著『社会教育・生涯学習研究のすすめ－社会教

育の研究を考える』(学文社、2015)をテキストとして用い、各自が章を分担し議論した。

発表は内容の要約に加え、各論文における方法論に関する記述の内容と自分の研究とを関

連づける形式で行った。研究法とは何か？という研究手法の原理についての議論に加え、

実際の研究において具体的にどのような作業を意味するのか、ということを各自の研究に

引き寄せながら議論することで、それぞれが問題意識・関心を深め、多面的に分析する視

座を得られる授業となった。 
本授業を通してなされた、これまで自分が考えてきた研究方法は適切だったのか？自分の

問題意識をもっとも明らかにできる研究方法は何なのか？と各方法論の視座から己の研究

を問い直す作業は、今後の研究における基盤づくりになったと感じている。 
 

生涯教育学講読演習 

報告者：臼杵 健太郎 

 

 2016 年度の生涯教育学講読演習は、前期月曜日の３限に開講された。担当教員は佛教大

学教授の西岡正子教授である。授業の目標は、「アメリカの成人教育・学習の全体像を把握

するとともに、具体例を検討するなかで、成人教育の本質を考えること」（「生涯教育学講

読演習」概要、2016 年度シラバスより抜粋）ことである。 
 本授業は、アメリカのコミュニティカレッジや成人教育の取り組みを各自調査し、それ

について自らの考察を述べるという授業であった。アメリカは人種や文化の異なる人々で

構成されており、その人々が自らの望む教育を受けるためにもコミュニティカレッジは重

要であり、実際に大きな役割を果たしているといえる。授業では、各自の興味からアメリ

カのコミュニティカレッジをウェブサイトなどで調査し、成人教育の在り方について考察

を深めることができた。 
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【研究室彙報】 
 
2016 年度 担当学科 
－学部 

渡邊洋子 (本学大学院教育学研究科 准教授) 
 同和･人権教育論 (前期)  相関教育システム論基礎演習ⅡA (前期) 
 生涯教育学概論 (後期)  相関教育システム論基礎演習ⅡB (後期) 
 生涯教育学専門ゼミナールⅠ (前期)  生涯教育学専門ゼミナールⅡ (後期) 
岩槻知也 (京都女子大学発達教育学部 教授) 
  社会教育計画論Ⅰ (前期)  社会教育計画論Ⅱ (後期) 
 
－大学院 

渡邊洋子 (本学大学院教育学研究科 准教授) 
 生涯教育学演習Ⅰ (前期)  生涯教育学特論Ⅰ (前期) 
 生涯教育学演習Ⅱ (後期)  生涯教育学研究Ⅰ (後期) 
野依智子 (福岡女子大学国際文理学部 教授) 
 生涯教育学特論Ⅱ (前期集中) 
西岡正子 (佛教大学教育学部 教授) 
  生涯教育学講読演習 (前期) 
 

１．授業報告 

 
生涯教育学演習Ⅰ・Ⅱ 

報告者：臼杵 健太郎 

 
 2016 年度の生涯教育演習Ⅰ・Ⅱは、火曜日隔週の４限、５限に開講された。担当教員は

渡邊洋子准教授である。授業の目標は、年間を通じて「本授業は、生涯教育学における主

要な理論的・実践的課題と論点について、参加者全員が協同で探究することを通して、生

涯教育学研究において求められる総合的な力量形成をはかろうとする」（「生涯教育学演習

Ⅰ」「生涯教育学Ⅱ」概要、2016 年度シラバスより抜粋）ことである。 
 本授業は、院生を対象としているが、生涯教育学に関心をもつ方々も参加しており、多

様な角度からの意見の交換が行われた。自身の研究のテーマに限らず、各自が幅広い分野

の知見を出し合い、多角的な学びが行われていた。これにより、各自の研究テーマに新た

な視点が生み出される授業となった。 
 本年度は、生涯教育学講座の院生の修士論文が３本提出された。「英国オープン・ユニバ

ーシティにおける学習者支援の現状と展望 ：‘Open and Distance Learning’への示唆」、

「教員のキャリアデザインにおけるレジャーの位置づけと課題」、「労働者教育における

『場』の意味と可能性―大阪労働学校の事例から―」の３本の修士論文が執筆された。本

授業での検討により、明確な意識をもち論文執筆にあたった。また、この論文執筆におい

て、解明しきれなかった点を今後、明らかにしていく必要がある。 
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（2016 年度後期シラバスより）。少人数であったことから、授業ではディスカッションを

中心に行われた。テーマとしては、公民館の全体像の検討、若者のライフプラン形成のた

めの計画づくり、京都市の放課後対策施策の検討など、各自の興味関心に合わせて行われ

た。この基礎演習での経験を生かして、各々今後テーマをより深めていくことを期待して

いる。 
 

社会教育計画論Ⅰ・Ⅱ 
報告者：白井 皓大 

 
2016 年度の社会教育計画論Ⅰ・Ⅱは、京都女子大学発達教育学部の岩槻知也 教授をお

招きし、火曜日の ２ 限に開講された。授業の目的は、「社会教育の概念に関する理解を深

めるとともに、実際に地域社会で展開される社会教育の計画について、具体的な事例をも

とに考察を加える」（2016 年度シラバスより）ことである。なお、本授業は、教育学部 2-4
回生向けの専門科目であるが、生涯教育学講座の院生も受講した。 
 授業では、まず社会教育・生涯教育・生涯学習に関する基礎的な知識を確認した。その

後は、受講生が各々の興味関心に応じて社会教育に関わる書籍を紹介し、それに対して質

疑応答・ディスカッションが行われるという形式であった。扱われたテーマは、公民館・

博物館・水族館といった社会教育施設に関するものから、まちづくり、子供の貧困に至る

まで多岐にわたった。本授業では、受講生のほとんどが生涯教育学を専門としていないが、

だからこそさまざまな視点から議論できたように感じる。本授業で得たものを各々の専門

に活かし、研究を進めていくことを期待したい。 
 

２．2016 年度修士論文 要約一覧 

 

教員のキャリアデザインにおけるレジャーの位置づけと課題 

 

臼杵 健太郎 

 
 本稿は、教員のキャリアの設計におけるレジャー（leisure）の位置づけと課題を、多面

的に検討するものである。キャリアの設計は、キャリアデザインと呼ばれ、将来、自らが

望む理想像のために、どのような取り組みが必要かを考え、行動する行為のことを指す。

現在、多くの場でキャリアデザインという言葉が用いられているが、その多くは、職業上

の人生設計に留まっており、生涯をわたってキャリアデザインをしようとする取り組みは

少ないといえる。本稿において、キャリアデザインとは、長期的スパンにわたって自己実

現を行うことを意味するものとして扱う。また、職業面だけでなく、人生全体にわたって

キャリアデザインを行うことの重要性を考察した。 
 なお、本稿において教員が考察の対象となっている。現代の教員が抱える問題を表出し

ながら、キャリアデザインをどのように行うかを考察した。その際に、レジャーという点

が、本稿において重要な概念となっている。レジャーは労働のように義務として位置づけ

られておらず、特に重視されない傾向が見受けられる。しかし、レジャーには、多くの機
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能があり、それらが現在の教員が抱える問題の解決の糸口になる可能性があると考える。 
 まず第１章では、教員のキャリアデザインの現状とレジャーの必要性について考察を行

った。キャリアデザインは、職業における人生設計だけでなく、人生全体を包括した人生

設計である。このことに基づき、教員になる前の段階（教員養成段階）と教員になった後

の段階（現職教員段階）で、どのようなキャリアデザインが行われ、またどのような問題

が発生しているかを明らかにした。その上で、レジャーがキャリアデザインの中でどのよ

うに位置づけられているかを検討した。 
 次に第２章では、教員特有の文化と専門性について、先行研究を基に考察を重ねた。教

員は、専門職として認められるべき存在であるが、明確な専門性が共有されていないこと

から、「準専門職（semi-profession）」や「限界専門職（marginal-profession）」と呼ばれ

てきた。その背景には、どのような教員文化が存在し、どのような教員の特性があるのか

を明らかにする必要があった。そこから、教員だけとしてではなく、一人の人としてレジ

ャーをどのように享受していくかの道筋を立てた。 
 第３章では、教員がなぜレジャーを十分に享受できない環境におかれているのかを、教

員文化や教員の特性と結び付けて考察を行った。レジャーの享受を制限する生涯をレジャ

ーコンストレイントといい、日本の教員が抱えるレジャーコンストレイントには、どのよ

うな特色があるのかを検討した。日本の教員が抱えるレジャーコンストレイントには、第

２章で取り上げた教員の文化や特性が深く関係しており、これらの解決策として、「レジャ

ーを享受する権利」の重要性を明らかにした。 
 最後に第４章では、レジャーの効果とともに、レジャーを含めたキャリアデザインの重

要性を提言した。レジャーには、多岐にわたる効果があり、個人内だけでなく、個人外に

おいても効果を発揮する。職業だけでなく、生活の場面においても自己の発達を続けてい

くことが、レジャーの享受によって可能になっている。 
 現代社会において、教員は、決して「楽な」仕事ではなくなってきている。社会が変容

するにしたがって、教員のあり方を大きく問われる時代となり、一律なキャリアデザイン

の設計が困難になってきているといえる。自己の理想の教員像をめざすあまり、自らの生

活を犠牲にしたり、家庭を顧みなくなったりする教員が現れることも少なくないであろう。 
 現在、多くの研究者によって、教員をめぐる問題の解決が図られている。教員の職業的

特徴や心理的側面からのアプローチは幅広く行われており、改善のための研究が盛んに行

われている。しかし、教員は職業面だけで人格や人間性が構築されているわけではない。

教員も一個人であり、社会の一員でもある。教員であっても、他の職種の人々と同様に、

自己実現や家庭生活の充実を図りたいのは必然なことであるといえる。そのことを考慮す

るならば、教員の労働面だけでなく、生活面からの研究的アプローチも必要である。 
 近年では、ワーク・ライフ・バランスが広く叫ばれているが、その観点からしてレジャ

ーという視点は有効なものであると考える。人は、仕事だけでなく、生活も充実してこそ、

「よい」人生をおくることができる。どちらか一方が過剰になれば、偏りのある人生とな

り、自己実現もなし得なくなることが推測できる。レジャーは決して万能ではないが、教

員のような多くの問題を抱える職業にとって、負の影響の緩衝剤や自己実現のための重要

な要素になりうる。キャリアデザインを設計していく上でレジャーという視点は、今まで

にないキャリアデザインの視点であると考える。 
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 本稿において、レジャーは権利として位置づけている。レジャーは誰もが有する権利で

あり、教員もその例外ではない。働くことが重要視されている現代だからこそ、労働と同

様にレジャーに対する権利の保護や、レジャー享受の態勢を整備していかなければならな

い。現在、教員がレジャーを十分に享受しているとはいい難い。この状況を変化させるた

めには、レジャーに対する認識とレジャーを受け入れるシステム構築が必要不可欠である。

このことは、現職段階だけでなく、現職段階以外でも積極的に行われる必要がある。 
 将来的に、レジャーがキャリアデザインのための重要な要素であるとともに、人生をゆ

たかにする権利として、レジャーの有する意義とキャリアデザインの重要性を主張した。 
 

労働者教育における「場」の意味と可能性  

-大阪労働学校の事例から-  

 

奥村 旅人 

 

本論の目的は、大阪労働学校で行われた教育・学習活動の考察を通して、労働者教育 に
おける「場」の意味と可能性を検討することである。大阪労働学校(以下、大労校)とは、

1922 年から 1937 年まで存在した、労働者に対する組織的・常置的な教育機関である。 
筆者の問題意識は、現代において、労働者教育に改めて、労働者の状況改善に向けた役

割が求められているのではないかというものである。だが現状では、労働者教育は活発で

ないため、筆者は、戦間期に活発に行われた労働者教育活動から現状への示唆を得ようと

考えた。その多くは、「労働学校」という常置的な「場」を持つ教育機関の形をとった。こ

こでいう「場」とは、基本的に、ある意図をもって設けられた常置的な物理空間と、諸活

動や関係性の創出を許容・促進するような設備や人的配置を備えたものを指す。筆者はこ

のような「場」が有する機能を学習機会の提供、学習資源・学習環境の提供、社会的活動・

職業機会へのアクセス、思いのままに活動できる空間、集団活動の拠点、地域の拠点、存

在の受容、交流の創出、小集団形成・集団への参加促進の 9 つに分類した。本論では、こ

の「場」の機能を枠組みとして、大労校の「場」を足場に起こった教育・学習活動につい

て考察することを通して、大労校が「場」としてどのような役割と意味を有していたのか

を検討し、その上で、現代労働者教育における「場」の可能性への示唆を考える。 
第 1 章では、大労校の概要を示した。第一に、戦前期労働者教育における大労校の位置

づけを考察した。第二に、大労校の教育課程と講義内容、入学者の概要を示し、教育機関

としての特質を検討した。第三に、存続期間 16 年を、運営体制によって創立期、動揺期、

安定期の 3 つの時期に区分した。各時期には、中心的指導者を頂点に、指導者が層状に存

在していた。創立期の中心的指導者として、学校創立の中心人物である賀川豊彦ら 4 名を、

動揺期の中心的指導者として河野密を、安定期の中心的指導者として、高野岩三郎や森戸

辰男ら大原社会問題研究所の所員を中心とした、「経営委員会(安定期の学校運営の意思決

定機関)」の 17 名を挙げた。また、中心的指導者の変遷による、各時期の講義科目の特質

の変化ついても検討した。最後に、主事の仕事にも言及した。主事は、基本的に事務を担

当する職であったが、さらには中心的指導者と労働者を架橋する役割をも果たしていた。 
以下では、大労校の「場」がどのように作られ、その「場」を足場に、どのような教育・
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学習活動が行われたのかを検討した。教育・学習活動は、安定期のものに焦点を当てた。 
第 2 章では、賀川豊彦と高野岩三郎に注目し、大労校の「場」の成立と整備のプロセス

を検討した。賀川は、自らの著書の印税で創立経費を賄い、友人の牧師から安治川教会を

借り受けることで、大労校に、講義を行うための物理空間を提供した。また賀川の人脈に

より、関西学院教員等が講師となり、創立期の大労校を支えた。高野は、有島武郎の遺産

管理団体である労働教育会の理事という立場から、大労校に寄付金を流入させ、動揺期を

迎えていた大労校に、財政的な安定をもたらした。また、大原社会問題研究所長という立

場も活かして知識人を大労校に集め、大労校の指導者層を厚くした。さらに高野は、労働

教育会の寄付を受け、大労校に常置的な校舎をももたらした。賀川と高野は、個人の責任・

人脈によって、大労校の財政的基盤を安定させるとともに、「学習機会」を提供するための、

物理空間と講師という「学習資源・環境」を創立・整備することに、大きく貢献した。 
第 3 章では、賀川や高野が創った「場」が指導者の関与によって、具体的にどのような

「場」として機能したかを、全講師中最多の講義を行った、森戸辰男の教育活動に焦点を

当てて検討した。森戸は、受講者である労働者と、講義後に個人的に話し合う、彼らを自

宅に招くなど、労働者と「私的交流」をもっていた。この交流は、指導者や労働者が自由

に使えた、校舎という「場」を足場に起こった。彼らの「私的交流」は、森戸によるイン

フォーマルな教育活動として機能し、労働者の講義理解を深めるとともに、社会科学者と

しての森戸自身も、教育の重要性に気付くという変容を経験した。さらに、森戸との「私

的交流」を通して、就職、結婚など、生涯における直接的な影響を受けた労働者もいた。 
第 4 章では、大労校の「場」が、労働者の自主的な学習活動の「場」としてどう機能し

たかを、二代目主事であった井上良二の、支援と役割に焦点を当てて検討した。大労校で

は、「場」を足場に、労働者がクラス会、SP 会といった集団を組織し、自主的に学習活動

を行った。クラス会は講義内容に関する討議や講義への批判、労働者同士の友誼を深める

ことを目的とし、SP 会は、「マルクス主義社会科学」を学的に探究することを目的にした。

井上は、機関誌の編集、学習の教材の提供などを通して、これらの学習活動を支援した。

このようなインフォーマルな学習活動を通して、労働者は、講義の理解を深化させ、批判

的な態度を身に着け、また自己実現の方向性を見つける等の学習体験をしたと考えられる。

さらに、学習を通して「労働者としての階級意識」が涵養されたこと、あるいは学習の時

間を共に過ごすことを通して、労働者の間に「連帯」の萌芽が見られたことも指摘した。 
終章では、第 2～4 章の考察を受けて、大労校の「場」が有した機能と、それらの機能

を獲得するにあたって指導者が果たした役割をまず整理した。また、特に大労校が有した

「交流の創出、小集団形成・集団への参加促進の機能(上記参照)は、学習者自身の、法律

の知識とその活用方法の会得、あるいは、社会を批判的に見るための知識や態度を学ぶこ

とによる、学習者たちの、「連帯」と社会改革への基盤形成という観点から意義を持つと考

える。 
 

英国オープン・ユニバーシティにおける学習者支援の現状と展望 

：‘Open and Distance Learning’への示唆  

 

ジョン ハンモ 
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 本論文は、英国オープン・ユニバーシティ（The Open University、以下、OU）におけ

る学習者支援の現状と展望を考察し、‘Open and Distance Learning（以下、ODL）’に

与える示唆を探ることを目的とする。 
 1960 年代の英国では、労働党政権によって、高等教育分野における量的な拡張がなされ

ていた。しかし、新しく設立された大学は、従来の教育方法を踏襲しており、学習のため

に全ての時間とエネルギーを投入可能なフルタイム学習者には適していたものの、学習に

おいて物理的・時間的制約を有するパートタイム学習者にはそうではなかったのである。

1963 年、こうしたパートタイム学習者にも高等教育の機会を与えるために、入学資格を問

わず、テレビ・ラジオなど、様々なメディアを活用した新しい概念の大学における議論が

なされた。6 年間の議論を経た 1969 年、そうして OU が設立された。 
 設立当初には、テレビ・ラジオなど、マスメディアを活用していた OU は、1970 年代

から 1990 年代半ばにかけ、磁気式メディア・光学式メディア・パソコンなどのパーソナ

ルメディア、インターネットなどの知識メディアを導入した。新しいテクノロジーを活用

したこれらのメディアの導入により、OU の学習方法は、よりフレキシブルかつパーソナ

ルなものになっていった。こうした変化とともに、OU の学習者数は増加していった。 
 しかし、OU は、次の 2 つの問題を抱えていた。第一に、入学資格を問わないため、個

人の能力によっては、個別学習では学習内容の理解や深化に困難を感じる学習者が少なく

なかった点である。第二に、遠隔学習であるため生じる、各学習者間、教員-学習者間の物

理的な距離は、孤独感を生じさせた点である。これらは、特に学習の持続に悪影響を及ぼ

す要因であった。OU は、こうした限界を克服するために、設立当初から様々な学習者支

援を提供してきたのである。 
 OU は、こうした学習者支援を効果的に提供するために、本部-周辺部モデルという独特

なシステムを導入した。同モデルにより、OU は本部とは別に、英国全国にリージョナル/
ナショナル/スタディ・センターを設け、効果的な学習者支援を提供することができた。現

在、各センターが提供する学習者支援の種類は、大きく対面式（対面式テュートリアル）

と非対面式（オンライン・テュートリアル、ラーナー・サポート、ラーニング・サポート、

フォーラム、各種機関紙/誌）に分けることができる。 
 近年、OU は、対面式学習者支援を縮小し、学習者支援の基盤をインターネット上に移す

方針を決めた。その準備作業として、オンライン・テュートリアルの提供を強化（学習方

法の変化）し、多数の教員と学習者を、居住地を問わず、基本的な学習者支援の単位に括

る新しいポリシーを導入した（学習者支援単位の変化）。また、従来イングランド内の各地

域に設けられ、学習者支援の管理を担当してきたリージョナル・センターを閉鎖すること

を決めたのである（大学組織の変化）。こうした変化は、大学のエトスを完全に覆すもので

あるため、OU 内部では、激しい論争の原因となっている。 
 本研究は、こうした OU の変化が、ODL に与える示唆について追究した。その結果、

次の 2 つの示唆が得られた。第一に、ODL における「人間的な要素」が持つ重要性への

注目である。過去に OU は、'The human dimension'といい、各学習者間、教員-学習者間

のコミュニケーションを重視し、それに用いられる手段としては、郵便、電話、対面式テ

ュートリアルなどが挙げられた。しかし、ICT の発達により、「コミュニケーション」そ
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のものは、非常に取りやすくなっているものの、依然として別の「人間的な要素」が求め

られているのである。 
 第二に、ODL の意味を再検討する必要性があることである。今までの ODL が新しいテ

クノロジーの導入による「オープン・アクセス」の拡大に集中してきた。しかし、本研究

で扱った OU 内部の論争は、ODL において新しいテクノロジーを導入することと学習効

果の向上の間に矛盾が生じている可能性を示したのである。この点は、ODL において、新

しいテクノロジーの導入が学習効果に及ぼす影響について考慮していかねばならないこと

を示唆している。 
 最後に、本研究の課題は次の 2 つである。第一に、本研究で取り上げられた「人間的な

要素」について、その定義づけや学習における位置づけがなされていない点である。第二

に、本研究では、「人間的な要素」など、ODL において考慮されてこなかった要素の重要

性を提起したものの、それをいかにして、ODL に適用するのかについて、具体案までは出

せていない点である。 
 

３．2016 年度卒業論文 要約一覧（掲載希望者のみ、提出者８名） 

 

 

ベトナムにおける社会的企業の人材に関する課題と展望  

 

井澤 萌 

 

 本論ではベトナムにおいて社会課題を解決する一つの方法として、近年注目を集める社

会的企業に着目する。その上で、社会的企業がより発展するために、人材に関する課題を

乗り越える方策を検討する。 
 第 1 章では社会的企業が広まってきた背景とその定義を概観した上で、ベトナムにおけ

る社会的企業の現状を整理した。本論では社会的企業を「社会課題を解決するためにビジ

ネスを行う組織」と定義した。 
第 2 章では、ベトナムの社会的企業における人材に関する課題を整理し、社会的企業に

おけるマネジメント人材の就労意識調査の概要と結果を述べた。本論は、人材に関する課

題のうち、マネジメント人材不足をいかに乗り越えるかという課題に着目した。就労意識

調査としては、現在、社会的企業でマネジメント人材として働く 5 名に対して起業・入社

動機、仕事に対する満足度とその理由を尋ねるインタビューを行った。 
第 3 章では就労意識のうち起業・入社動機を考察し、マネジメント人材不足を人材獲得

の視点から克服するための方略を検討した。本調査から人材獲得へ得られる示唆は 3 点で

ある。1 点目は、社会課題解決への志向性を持つ人材を市場に増やすためには、社会課題

という「差」に触れる機会を作ることが効果的だということである。しかし、その場合も

所属意識がある、もしくは身近に感じるカテゴリーが持つ社会課題に触れることが有用で

ある。2 点目は同じく、社会課題解決への志向性を持つ人材を市場に増やすためには、興

味や学びを深化させるための知識獲得や実務経験の機会を段階的に作り、外的動機づけの

内在化を生み出すことが効果的だということである。3 点目は社会課題解決への志向性を
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起業・入社という実際の行動に移すためには、社会的企業に興味がある人々と社会的企業

や社会的企業の就労者、社会的企業支援団体を繋ぐ場が効果的に機能する可能性があると

いうことである。 
第 4 章では仕事への満足要因を考察し、マネジメント人材不足を人材定着の視点から克

服するための方略を考察した。本調査からは人材定着のために社会的企業に求められる就

労環境が明らかになった。具体的には、就労者の最低限の経済的安定を満たす環境、価値

観をともにする社内外の人々と共に社会課題解決に貢献しているという実感が持てる環境、

一人ひとりが自発的に考えて行動できる環境、仕事から学びがある環境である。 
本研究の限界としてはインタビューの量的少なさや、展望が具体性に欠けることが挙げ

られる。また、社会的企業におけるマネジメント力が何かを明確にし、それをいかに社会

全体と社内で育成していくかを考えることも今後の課題である。 
 

共生型ケア施設における職員の専門性形成プロセス  

-「このゆびとーまれ」を事例として-  

 

林 桃子 

 

本論は、共生型ケア施設において職員がどのように専門性を獲得していくのかという問

題意識から、実地調査の結果を手掛かりに、そのプロセスを論じるものである。 
「共生型ケア施設」とは、障害の有無に関わらず、乳幼児から高齢者まで、利用者属性

を単一にしない福祉施設のことを指す。筆者は、共生型ケア施設が利用者属性を特定しな

いことから、職員が従来の介護・保育などで求められる能力とは異なる能力を要求される

と考える。共生型ケア施設が拡大する中で、資格の取得のみにとらわれない、共生型ケア

を担う人材の育成も求められているといえる。そこで本論では、共生型ケア施設の原点と

みなされる富山型デイサービス施設「このゆびとーまれ」（以下、「このゆび」）に注目

する。「このゆび」の職員の専門性形成プロセスを明らかにすることは、今後広がる共生

型ケアの取り組みやその職員育成への実践的示唆をもたらすものである。 
第 1 章では、「共生」の概念について、社会福祉の視点から明らかにした。第 1 節で、

「共生型ケア」を、「人間の多様性を認め、差別が克服された、年齢や能力の差を考慮し

ても平等な関係が原則であるケアの形態」と定義づけた。第 2 節で、共生型ケア施設がど

のように誕生したかの経緯を明らかにした。 
第 2 章では、「共生型ケア施設」の代表として「このゆび」を検証する。第 1 節で、「こ

のゆび」の設立経緯およびサービス内容について、簡単に説明した。第 2 節では、このゆ

び」がどのような施設なのかを明らかにするために、参与観察を通して筆者が経験した簡

単な一日の流れと利用者の生活実態を明らかにした。 
第 3 章では、「このゆび」の職員の専門性に着目した。第 1 節で、職員の仕事内容にど

のようなものがあるかを述べた。それをもとに、第 2 節では「このゆび」に必要な能力に

ついて、先行研究と対応させ、「A: 基本的なケアを提供する力」「B: 行動として表れな

い内面的な力」「C: 行動として表せる力」の 3 つに分類をした。第 3 節では、共生型ケア

施設の職員の専門性と、その他の対人援助職と何が違うのか、感情労働の側面から明らか
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にした。共生型ケア施設の職員は、自分の専門職性としての立場から一歩離れて、利用者

と同じ目線に立ち、「人と人」として接することが明らかになった。 
第 4 章では、共生型ケア施設の職員がどのように専門性を形成するかのプロセスに注目

した。第 1 節で、「このゆび」の職員研修の在り方を明らかにした。第 2 節では、「この

ゆび」の職員が一人前になるとはどういうことかについて、「共生の場に自らも組み込ま

れること」と結論付けた。第 3 節では、共生型ケア施設において、「職員の共生」が意味

するところを明らかにし、職員の専門性について検討した。 
 

高齢期における学習動機と支援可能性  

-シニア大学での調査を手がかりに-  

 

村上 一絵 

 

 超高齢社会化が進む日本では、高齢者施策は社会福祉に関わる項目に重点が置かれ、生

活の充実は個人に任されてきた。「老後は趣味や勉強を楽しみたい」という希望が高いに

も関わらず、約 4 割の高齢者は実際に活動をした経験がないとの調査結果があり、高齢者

として暮らすことへの理想と現実に差があることがわかる。この差に対し、教育の分野か

らどのような支援が可能なのであろうか。本論はこうした問題意識から、高齢者が学習を

始めた動機を明らかにすることで、高齢期における学習の支援方法を考察するものである。 
 第 1 章第 1 節では、先行研究をもとに高齢期における学習者の特徴と課題を述べる。一

口に「高齢者」といっても年齢の幅は広い。さらに高齢期は個人の好みや資質に加え、家

庭環境やそれまでの人生経験が最も積み重なった段階である。それゆえ、学習目的や希望

する学習方法は多岐にわたる。また、高齢者は年齢の進行とともに老いと死が現実的にな

るため、それらを超越したい、自分の過去や他者と繋がりたい、という特有のニーズを持

っている。これらの特徴を踏まえ、高齢者教育の独自性を示す必要があることを述べる。

第 2 節では高齢者施策と高齢者像の変化、高齢者教育の法的位置づけ、高齢者教育をめぐ

る行政施策をまとめる。 
 第 2 章ではシニア大学の動向を述べる。シニア大学には、創生期である第一段階、「生

きがい対策」として重視された第二段階、「共生と介護予防」を目的とした第三段階の歴

史的変遷があることを示す。さらに、インタビュー調査を行った「京都ＳＫＹシニア大学」

と「大阪府高齢者大学校」の諸相を捉える。 
 第 3 章では、筆者が行ったインタビュー調査の結果をもとに、受講生の学習動機と継続

要因を考察する。調査からは、「何かしたい」という曖昧な気持ちから学習を始めた受講

生が多いことがわかった。このことから、受講の目的には複数の要因があり、興味のある

情報に触れることで学習意欲が具体的になり行動に移ると推察される。さらに、高齢者を

示す言葉のイメージが受講に影響すること、受講のきっかけに男女の違いがあること、を

示す。第 2 節では、継続の要因として「続けやすいシステム」「講座の魅力」および「仲

間づくり」が重要であり、それらに対してシニア大学で実践されている工夫を述べる。 
以上のことを踏まえ、終章ではシニア大学の役割と支援の方法を考察する。第 1 節では、

シニア大学は、高齢者学習の理論を実践し、変化する高齢者の学習ニーズを形にし、交流
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の場を作る施設として大きな役割を担っていることを述べる。第 2 節では、高齢期のみで

はなく生涯を通した学習を考えることの大切さ、情報提供やコーディネーターの育成およ

び他世代との交流が有効な支援であることを示す。 
 

仮想評価法(CVM)による共感構造と学習動機の関係  

 

横山 恭子 

 
 不確実性の高い社会の到来により、生涯学習を進展させることの必然性は高い。生涯学

習進展のためには、まず、個人の学習動機が如何にあるのかを明らかにすることが必要で

ある。しかし、不確実性の高い社会において、今後ますます重要性を増すと考えられる社

会関係資本という観点からとらえると、学習動機は如何に発動するのか不明である。また、

社会関係資本は、人々の協調的関係性と知的活動の相互作用によって生み出されるものと

とらえられるので、個人の知的活動のみならず協調的関係性が如何に醸成されうるのかに

ついての考察もまた必要である。協調的関係性は様々な要因によって形成されるものでは

あるが、ここでは、その根幹をなすととらえられる共感という精神作用に着目することと

した。 
共感に関する研究は、多くの分野において研究されている。しかし、それらの知見を統

合した上でも、学習動機をとらえる際に、共感がいかなる作用をもたらしているのか十分

に解明されたとは言いがたい。また、生涯学習分野において、共感という観点で学習動機

の実体をとらえられている研究はほとんどないといってもよいであろう。 
そこで、本論では、社会関係資本の増大に帰するため、個人の共感構造をとらえ、その

うえで共感構造が学習動機と如何に関係するかを明らかにすることにした。 
まず、第１章において、仮想評価法(Contingent Valuation Method)を用いて、共感構造を

明らかにした。調査においては、共感を架空の重病者に対する支払意思金額に換算すると

いう設計を行った。さらに、各項目に支払理由の解答欄を設けることにより、支払意思金

額に含まれる様々な感情を詳細に分析し、支払意思金額だけではとらえきれない共感構造

を明らかにしようと試みた。この結果、「情愛」「相対的近親感」「社会的弱者の救済」

「時間」という 4 つの要素が、構造的に共感と関係することが判明した。 
次に、第２章において、共感構造と学習動機の関係を明らかにした。調査では、対象項

目の罹患している病気について、説明会があれば参加するかどうかと尋ねることで、それ

ぞれの項目に対しての学習動機をとらえる設計をした。そこから、「情愛」「相対的近親

感」「社会的弱者の救済」という 3 つの要素が、学習動機に関係をもつと推察された。 
最後に、第３章において、本論で得られた結果から、社会関係資本の増大および生涯学

習の役割について考察した。社会関係資本を増大するには、非日常空間における共同体験

で生じる「相対的近親感」を醸成していくことが肝要であると考えられた。さらに、生涯

学習分野においては、「相対的近親感」が醸成されるような非日常空間における協働体験

プログラムを構成することにより、社会関係資本増大に資することが可能であると思われ

た。 
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