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本稿は、 現代日本社会での「働く」(仕事・労働)大人の「キャリア形成」をめぐる問題の所在の一つとして「リカレント教育」が
あることを明らかにし、その「リカレント教育」と具体的な方策である「社会人入学制度」基の礎的概念・歴史と現状分析行ない、
それらをも基にして、「リカレント教育」の今後の課題を考察することを目的としたものである。第 1 章 現代日本社会における
働く大人の「リカレント教育」をめぐる問題では、「キャリア形成」の現代的な課題として「リカレント教育」の認知度を問題点とし
て指摘した。第 2 章では、「リカレント教育」の具体的方略としての「社会人入学制度」の定義と歴史について考察して具体的
な方策の社会的な背景を考えた。第 3 章では、「リカレント教育」及び「社会人入学制度」に関する社会学的分析を行い、その
実態について把握した。第 4 章では、「リカレント教育の今後の課題について考察した。その結果、「リカレント教育」の具体
的な方策としての「社会人入学制度」の実態として最も大きい問題点が「費用」にあることが明らかとなった。また、その成果が
必ずしもその後の「キャリア」に反映していないということも理解・確認できた。今後の課題として、「リカレント教育」という言葉と
意味内容の認知度を高めることや学習を進めるための「費用」が自己負担が中心であること、「教育原理」としての「リカレント
教育」の基本的な考え方の再考が必要ではないかということが課題であることを論じた。

はじめに
本稿は、 現代日本社会での「働く」(仕事・労働)大人の「キャリア形成」をめぐる問題の所在の
一つとして「リカレント教育」があることを明らかにし、その「リカレント教育」と具体的な方策
である「社会人入学制度」の基礎的概念・歴史と現状分析を行い、それらを基にして、
「リカレント
教育」の今後の課題を考察することを目的としたものである。
――――――――
*茨城大学名誉教授
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第 1 章 現代日本社会における働く大人の「リカレント教育」をめぐる問題
(1) 日本の「リカレント教育」をめぐる問題 – 一つの最新の「新聞記事」の講読から まず、次に示した地方新聞の記事を読むことから日本の「リカレント教育―キャリア形成の方法
論」をめぐる問題について考えることを始めたい。この記事は、
『静岡新聞』第 28217 号(2020 年 9
月 2 日、水曜日、夕刊 )で「何歳であれ、今が一番若い」1)というタイトルが示されている「一般
市民向け」に書かれたものである。

『静岡新聞』第 28217 号(2020 年 9 月 2 日水曜日、夕刊 )
この記事では、
「
『何歳であれ、今が一番若い。 明日になれば 1 日、年を取る。学ぶことについて、
遅いということはない』
。文部科学省は、社会人が学び直す『リカレント教育』を広めようと、還暦
で保険会社を開業し、古希を迎える年に立命館アジア太平洋大の学長となった出口治明さん(72)ら
が、学び直しを呼び掛ける動画シリーズを作り公開した。
」と、文部科学省は社会人が学びなおす
「リカレント教育」を広めようと、動画を作りユーチューブで公開したことが冒頭で述べられてい
る。政府による「社会人入学」の宣伝広告ともいえる。また、続けて、
「政府は『人生 100 年時代』
の中、社会の変化の速度が増しているとして、リカレント教育を推進。2022 年度までに社会人学生
を 100 万人にする目標を掲げるが、17 年度で 51 万人にとどまり、文科省は機運を高めようと動画
を作った。
」1)と理由も説明されている。さらに、
「出口さんは動画の中で『大学や専門学校で学んだ
ことが 5 年、10 年、20 年と役に立つはずがない。学び続けることが大事だ』と強調し、
『年を取っ
たから、いまさら勉強なんて』と尻込みしないよう訴えている。
」という意見も紹介している。
「学びなおし」や「社会人学生」という言葉、
「学び続けることが大事だ」という文章を使って論
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説しているが、
「リカレント教育」そのもの説明はなく、暗黙の裡に「リカレント教育」なる言葉が
「常識」
、
「内容を当然理解されている」ことを前提にして記述されている。この点が最初にこの記
事を読んで気にかかったところである。
「どのくらいの購読者が『リカレン教育』を知っていて、か
つその内容を説明できるのだろうか。
」と考え込んでしまったのである。それで、身の回りにいた
人々に「リカレント教育」の定義や理解している内容についての説明を求めたが、説明できる「一
般の人」は少なくとも身の回りには誰もいなかった。聞いて回った人々は、年齢は様々だが、偶然
にも全員大学を卒業している。大卒者には無意味なものなのかとも考えてしまった。また、
「社会人
学生を 2022 年度までに 100 万人まで増やさなければならないのか」
、
「なぜ、51 万人で止まってい
るのか」についての説明(理由)も一切されていない。つまり、
「リカレント教育」の説明と社会人学
生に関する「現状認識」の説明がなされねば、この記事の正確な理解は不可能ということになる。
(2)「リカレント教育」の社会政策としての問題化
総務省は、
『情報通信白書(平成 30 年版)』第 5 章において、
「リカレント教育の必要性」について
次のように述べている 2)。
「
（2）リカレント教育の必要性
こうした AI・IoT・ロボットの社会実装の進展による雇用環境の変化に対応するためには、人々
がそれに対応した能力を身につけられるように、
『学び直し』を行うことが重要になる。我が国では
過去長年にわたり、業務遂行上に必要な能力は多くの場合、企業内の教育によって培われてきた。
しかし、予測できない雇用変化への対応は企業による教育のみでは限界があると考えられる。企業
による教育以外の、就業後の教育・訓練は、リカレント教育という概念で推進が進められてきた。
リカレント教育は、就職してからも、生涯にわたって教育と他の諸活動（労働、余暇など）を交互
に行なうといった概念である。1970 年に経済協力開発機構（OECD）が公式に採用し、1973 年に『リ
カレント教育 －生涯学習のための戦略－』報告書が公表されたことで国際的に広く認知された。
我が国も、様々な形でリカレント教育を進めてきたが、環境は整っているとはいえず、その改善
も重要になる。文部科学省が社会人（25～50 歳男女）に対して 2015 年度に実施した調査によると、
リカレント教育の課題について、費用の次に多かったのが、勤務時間が長くて十分な時間がないと
いうことであった。
」2)と、
『学び直し』の重要性とその中での「リカレント教育」という考え方やそ
の方法論を説明した上で、
「環境は整っているとはいえず、その改善も重要になる。
」と今後の課題
としての「リカレント教育」改革を指摘している。
また、平成 29 年 6 月 19 日の当時の安倍内閣総理大臣記者会見では、
「この国会では、長年実現し
てこなかった返還不要、給付型の奨学金制度を新しく創設する法律も成立しました。児童養護施設
や里親のもとで育った子供たちなど、
経済的に特に厳しい学生を対象に既に運用を開始しています。
子供たちこそ我が国の未来であります。この通常国会は、正に未来を拓く国会となりました。ど
んなに貧しい家庭に育っても、希望すれば高校にも、専修学校、大学にも進学できる。子供たちの
誰もが夢に向かって頑張ることができる日本でなければなりません。そして、若者も、お年寄りも、
女性も、男性も、障害や難病のある方も、一度失敗を経験した人も、誰もが生きがいを感じ、その
能力を思う存分発揮することができる一億総活躍の日本をつくり上げていかなければなりません。
その本丸は、あらゆる人にチャンスをつくることであります。家庭の経済事情にかかわらず、高
等教育を全ての子供たちに真に開かれたものにしていく。リカレント教育を抜本的に拡充し、生涯
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にわたって学び直しと新しいチャレンジの機会を確保する。これらに応えるため、当然、大学の在
り方も変わらなければなりません。人づくりこそ次なる時代を切り拓く原動力であります。
」4)と述
べて、
「家庭の経済事情にかかわらず、高等教育を全ての子供たちに真に開かれたものにしていく。
リカレント教育を抜本的に拡充し、
生涯にわたって学び直しと新しいチャレンジの機会を確保する。
これらに応えるため、当然、大学の在り方も変わらなければならない。
」3)と、
「リカレント教育」と
それに伴う大学改革の必要性に言及し、
「リカレント教育」による単線的な「教育の機会の均等化」
と「生涯学習」推進の方針を語った。
さらに、
「人づくり革命 基本構想 」（平成 30 年 6 月 13 日人生 100 年時代構想会議とりまとめ）
では、
「第１章 基本構想の考え方 第六に、より長いスパンで個々人の人生の再設計が可能となる
社会を実現するため、何歳になっても学び直し、職場復帰、転職が可能となるリカレント教育を抜
本的に拡充する。
第５章 リカレント教育 リカレント教育は、人づくり革命のみならず、生産性革命を推進するう
えでも、鍵となるものである。リカレント教育の受講が職業能力の向上を通じ、キャリアアップ・
キャリアチェンジにつながる社会をつくっていかなければならない。
」4)と述べて、次のような具体
策の提言を行ってといる。
「
（教育訓練給付の拡充）
専門実践教育訓練給付（７割助成）について、第４次産業革命スキル習得講座の拡充や専門職大学
課程の追加など、対象講座を大幅に拡大する。また、一般教育訓練給付については、対象を拡大す
るとともに、ＩＴスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象に、給付率を２割から４割へ倍
増する。特に、文部科学大臣が認定した講座については、社会人が通いやすいように講座の最低時
間を 120 時間から 60 時間に緩和する。あわせて、受講者の大幅な増加のための対策を検討する。
様々な学校で得た単位を積み上げて卒業資格として認める仕組み（単位累積加算制度）の活用を積
極的に進める。
（産学連携によるリカレント教育）
新規かつ実践的で雇用対策として効果的で必要性の高いリカレント教育のプログラムの開発を集中
的に支援する。
・先行分野におけるプログラム開発 大学・専門学校・民間教育訓練機関に委託し、産学連携によ
り、20 程度の分野（ＡＩ、センサー、ロボット、ＩｏＴを活用したものづくり、経営管理、農業技
術、看護、保育、企業インターンシップを取り入れた女性の復職支援等）において先行的にプログ
ラムを開発し、逐次全国展開する。
また、業界団体、学会等と連携して実務型プログラムを大幅に拡充し、アーカイブを積極的にオン
ラインで提供するとともに、民間が運営しているリカレント教育の講座情報を提供するホームペー
ジをネットワーク化し、総合的な情報提供を行うポータルサイトを整備する。
・技術者のリカレント教育 情報処理、バイオ、ファインケミカル、エンジニアリング、ロボット
など各分野において、企業の研究者・技術者が最新の技術のリカレント教育を受けることができる
リカレント教育コースを、新たに業界と連携し、学会等に設置し、その運営を委託する。その際、
プログラムは、学会のホームページやオンラインでも提供する。産業界においても、研究者・技術
者のリカレント教育受講を促すよう各企業に周知を図る。
」4)と社会政策としての「リカレント教育」
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に関係する具体的な施策の提案がなされている。
確かに、職業能力の向上を通じての新しい社会づくりを指向しようと細かな施策が考えられては
いるといえようが、その一方で、
「第６章 高齢者雇用の促進 人生 100 年時代を見据え、高齢者雇
用を促進する必要がある。このため、働き方改革実行計画に盛り込まれた高齢者の就業促進策に取
り組むほか、次のとおりとする。
（高齢者の雇用促進策） 中高年を対象に基礎的なＩＴ・データス
キル習得のための教育訓練を拡充することにより、中高年の新たな活躍を支援する。
」4)という記述
とを重ね合わせて読むと、人口構造の不均衡や高齢者の増加問題を基礎として、年若い労働力不足
を補うために、
「リカレント教育」によって高齢者の労働力の再育成・再開発を図るための政策・手
段として考えられているとも思われる。
「リカレント教育」は、働き方改革や人づくり革命の中で重
要政策・施策課題とされて、現在の日本社会で注目を集めているキーワードといえる。しかし、先
にも指摘したが、
「リカレント教育」と「生涯学習」の理念とは、どんな関係にあるのだろうか。
このように、
「リカレント教育」の改善が現代日本の社会的・労働政策的な重要課題として認識さ
れてきているのであるが、
「リカレント教育」そのものの定義・概念・内容とその社会的な意義につ
いてどのように認識され、それに対する理解が一般国民の中にどれほど浸透しているのかどうか極
めて心もとない現状と言わざるを得ない。また、
「生涯学習」の理念・概念と「リカレント教育」が
どんな関係にあると理解されているのかという点も気にかかるところである。
本稿の冒頭で取り扱った新聞記事での「2022 年までに 100 万人まで社会人学生を増やす」という
政策・施策の社会的な背景の一つには、下記のグラフが示しているように、世界各国の中で日本の
「社会人入学」の人数が極めて低い位置にあるという国際的な現状認識が影響しているように思え
る。OECD の平均値が 16.6％であるのに対して日本は 2.5％という低水準である 5)。

図 1 高等教育機関への２５歳以上の入学者の割合

次に、これまでの「リカレント教育」に関してどのような現状なのか、その具体的な方法論である「社会人
入学制度」を中心にして分析してみたい。
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第 2 章 「リカレント教育」の具体的方略としての「社会人入学制度」
(1)日本の「リカレント教育」教育政策としての「社会人入学制度」
1981 年中央教育審議会答申「生涯教育について」において「社会人入学」制度が始まったといえ
る。
1971 年の社会教育審議会答申
「急激な社会変化に対処する社会教育のあり方について(1971 年)」
では、具体策が示されなかったが、生涯教育の理念に基づくわが国の教育政策において、
「キャリア
形成」に関する具体的な教育政策提案を示したのが 1981 年の中央教育審議会答申「生涯教育につい
て」であった。
中央教育審議会答申「生涯教育について」の内容について概略的に見てみると、まず、第一に、
現在は「学歴社会」であり、それを「生涯教育」によって「学習社会」に転換するという基本方針
を示した。第二に、従来の「生涯教育」の概念を「生涯学習」と「生涯教育」に分けてとらえなお
した。
「生涯学習」は、
「個人の学習」の側面であり、その「個人の学習」を援助するというのが「生
涯教育」という側面と考えたのである。つまり、
「生涯学習」という言葉を新たに登場させた。
次に、生涯の各期における教育を「成人するまでの教育」
、
「成人期の教育」
、
「高齢期の教育」の
三期に分けて生涯各期の教育の課題を示した。その中で、②「成人期の教育」の課題―成人期につ
いては、学校教育の開放、社会教育の振興、勤労者教育の充実などが課題とされており、社会人の
大学•大学院への再入学など、開かれた学校教育を目指すこと、地域社会に密着した生涯教育センタ
ーの設置 など社会教育施設を整備すること、勤労者の大学などへの再入学を保障する教育休暇制
度の検討を進める必要があることを示した。
その「②成人期の教育」の課題については、答申の「第 4 章成人期の教育」で次のように具体的
に述べている。
「2 成人への学校敎育の開放 (1)成人への高等教育の開放
①我が国においては、従来から大学、短期大学等の髙等教育機関は、主として高等学校から直接
進学する者を受け入れており、成人に対する開放は必ずしも十分ではなかった。
制度の面では、既に聴講生•研究生制度や別科・専攻科、夜間制•通信 制•畳夜開講制、大学公開
講座など、かなりの方途が講じられており、また、最近では、成人を受け入れる努力が一部の大学
の学部や大学院でなされつつある。しかし、高等教育機関全体としては、これらに対する取り組み
は 少なく、また、社会的にも十分利用されるには至っていない。
今後は、生涯教育の観点から髙等教育の機能をより秋極的に成人に対して開放し、実生活を経験
した者が必要に応じて大学等に入学できるようにすることが望まれる。
」
「(2)大学教育の開放
①大学の正規の課程を成人に開放するための具体的方策としては、学士入学 などの編入学を含
め、昼間学部への正規の学生としての受入れの拡大のほか、畳夜開講制、大学通信教育、放送大学
など開放型の制度の拡充や、成人の学習も考慮した多様な教育課程の編成などが必要である。
また、成人の大学での修学を容易にするため、他の教育機関において修得した単位の認定や単位
の累積加算、あるいは成人の学力を考慮した入学者選抜方法及び入学後の学習評価の多様化を図る
ことや、社会経験を評価に加えることなども検討の余地がある。
」6)と、述べている。
大学の正規の教育課程を成人に開放するための具体的方策としては、学士入学などの編入学、昼
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間学部への正規の学生としての受け入れ、昼夜開講制、大学通信教育、放送大学など開放型の学校
制度の拡充や、成人の学習も考慮した多様な教育課程の編成などが必要であることや成人の大学で
の修学を容易にするため、他の教育幾関において修得した単位の認定と累積加算、成人の学力を考
慮した入学者選抜方法及び入学後の学習評価の多様化を図ることや社会的経験を評価に加えること
などが検討課題とした。既に一応の学業を終えて社会に出た人々の継続教育や再学習をより可能と
するため、新しい形の大学院の在り方も含めた「リカレント教育」の方針と成人の学力を考慮した
入学者選抜方法等の改善策を具体的に提言した 7)。ここに、わが国の高等教育機関―大学や大学院
等の学校教育への「社会人」の入学を認める、
「リカレント教育」の政策的な具体策の一つとして、
いわゆる「社会人入学・入試」制度の原点・成立を見ることができるのである。
(2)「社会人入学制度」の原点 ―立教大学法学部の「社会人入学制度」―
では、わが国の「社会人入学」がどのように始まったのか。その実態について、次に、
「社会人入
試」の実際的な原点といえる「立教大学法学部社会人入学制度」の創設時の様子をみてみることに
する 8)。ここでは、主に、角田伸彦の研究成果の記述を利用して、その内容を示した８)。
「
『社会人入学』とは、一定の条件をクリアした『社会人』を対象に一定の入学定員枠を設定し、
小論文や面接等の試験を課して、伝統的な入学生とは別の入学試験を行い、
『正規の学生』として大
学入学を許可する制度である。
1978 年秋、立教大学法学部において社会人を対象とした入学試験が実施された。これが我が国に
おける大学昼間部での最初の社会人入試である。つまり、立教大学法学部における「社会人入試・
入学」は、1981 年の中央教育審議会答申以前にすでに現実には始まっていたということになる。
この入学試験に合格した者は、
『正規の学生』として法学部に入学を許され、原則 4 年間学べるこ
とになった。これより先には大学二部（夜間主）で、有職者・勤労者・企業推薦者を対象とする入
学制度を実施した大学もあったが、入学資格が限定的で、広く大学の門戸を開くまでになっていな
かった。
立教大学の場合には、入学資格を『満 22 歳以上で大学受験資格を持つ者』のみとし、勤労者か否
かは問われていなかったのである。それまでも働きながら学ぶ学生（勤労学生）は存在し、ことさ
ら『社会人入学』を『強調』することはなかった。しかし、立教大学は内発的動機と生涯学習社会
の発展過程での社会的ニ－ズの高まりを捉え、この新制度を発足させたのである。
」8)と説明されて
いる。

第３章 「リカレント教育」及び「社会人入学制度」に関する社会学的分析
(1)「リカレント教育」に関する社会学的分析
①「リカレント教育」という言葉の認知度
冒頭で問題視した「リカレント教育」という言葉の認知度に関して、
「総合転職エージェントの株
式会社ワークポートの「リカレント教育」についての調査結果」(2020 年 2 月、全国の転職希望者
307 人対象、調査期間は 2020 年 1 月 20～27 日)の結果 9)で見ると、
「リカレント教育」という言葉
を知っているかどうかについて聞いたところ、
「知っている」と回答した人は 20.8%、
「聞いたこと
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はある」と回答した人が 25.7%、
「知らない」と回答した人が 53.4%となっている。
「リカレント教
育」という言葉やその意味を知っている人は少なく、言葉としてはあまり浸透していないようすが
うかがえる。また、
「知らない」と回答した人のうち、20 代では 62.8%、30 代では 56.4%、40 代で
は 42.3%となり、若年層のほうがリカレント教育の認知度が低いことがわかると報告さている。国
の調査で、
「生涯学習」という言葉の国民の認知度を調べた結果では 80%以上の認知度を示している
ので、
「リカレント教育」の認知度は、
「生涯学習」の認知度の４分の 1 以下とかなり低い。
②学び直しの機会
「現在の会社（直近の会社）で、学び直しの機会はあるか」ということについて聞いた結果、
「あ
る」と回答した人は 24.8％、
「ない」と回答した人は 60.3％、
「わからない」と回答した人は 15％
という結果である。
「多くの働き手が社内で学び直しやスキルアップができる企業に魅力を感じて
いるのに対し、実際にはその機会が設けられてないという現状が見て取れる。
」と分析されている。
対象者に、改めて学び直しをしていることがあるか聞いたところ、
「ある」と回答した人は 40.7%、
「今後学び直す予定がある」と回答した人が 16.3%、
「ない」と回答した人が 43.0%となっている。
次に、
「ある」
、
「今後学び直す予定がある」と回答した人にどのような学び直しをしている、また
はする予定かについて聞いたところ、
「プログラミング」や「英語」
、
「経営学」といった分野を挙げ
る人が目立っていた。
今後リカレント教育の重要性は高まると思うかに関しては、
「とても思う」(59.3%)、
「やや思う」
(30.3%)とする人は合わせて 89.6%となり、
「あまり思わない」
（8.8%）
、
「まったく思わない」(1.6%)
とする人は合わせて 10.4%であった。さらに、何歳からでも学び直しが可能な社会になってほしい
と思うかという問いには、
「とても思う」(80.5%)、
「やや思う」(15.3%)とする人は 95.8%となり、
「あまり思わない」(3.3%)、
「まったく思わない」(1.0%)とする人は合わせて 4.3%で、圧倒的に「何
歳からでも学び直しが可能な社会になってほしい」という希望が多かったとの報告もされている。
上記とは別の調査結果(ミドルに聞く 「リカレント教育（学び直し）
」実態調査―『ミドルの転
職』ユーザーアンケート、35 歳以上対象、1、341 名の回答、2019/06/12)ではあるが 10)、
「年収と学
習の有無」との関係を見ると、収入 1000 万円以上の 56%が「リカレント教育を行なっている」と回
答しており、年収が高い人ほど「学習」の経験があることがわかる。つまり、資金が豊富でないと
「リカレント教育」を享受することが難しいことを示している。また、リカレント教育を受けた機
関は「民間サービス」がその他の教育機関よりも圧倒的に多く 65%を示し、
「学校教育」は少ないこ
とがわかる。その中で、
「年収 1000 万以上」の人の「大学院」受講(21%)が目立っていて、特徴的で
ある。

図 2 年収別に見た学習経験
(ミドルに聞く 「リカレント教育（学び直し）
」実態調査―『ミドルの転職』ユーザーアンケート―より)
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図 3 リカレント教育を受けた機関
(ミドルに聞く 「リカレント教育（学び直し）
」実態調査―『ミドルの転職』ユーザーアンケート―より)

③「リカレント教育」の阻害要因
さらに、
「リカレント教育」を行なっていない理由－学習の阻害要因-としては、
「学費や受講料の
負担」
「通常業務で十分な時間がとれない」
「離職後のキャリアへの不安」が高い指摘率となる。そ
の中でも「学費等の負担大きいことが」最も多く全体の 70％を超えている。

図 4 「リカレント教育」の阻害要因
(ミドルに聞く 「リカレント教育（学び直し）
」実態調査―『ミドルの転職』ユーザーアンケート―より)

(２)「社会人入学」者の社会学的分析
1981 年の中央教育審議会答申がされて以降、全国の私立大学を中心に社会人入学制度の導入が進
んだ。「社会人入学」は、現在の大学では「当たり前」の制度になってきている。
次に、既存の様々な研究結果データの一部によって、社会人入学者の実態についてみてみるとつぎ
のようになる。
社会人入学者数について、平成 22 年度の文部科学省のデータでみると、我が国の大学学部への社会
人入学者数のピークは、平成 10 年度の 5、228 人、通信制を含めると平成 13 年度の 18、340 人であり、
以後、減少傾向にある。社会人入学者数は、通信制の方が、通学制よりも多い。ただし、大学院への社会
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人入学者数は、増加傾向を示して、平成 20 年度は 18、799 人である。そのうち 1、200 人程度が通信制
への入学者である。全入学者に対する社会人入学者の占める割合は、近年、17～18％となっている。
その後、大学の学士課程への社会人入学者数（推計）は、平成 13 年度の約 1.8 万人がピークに、平成
20 年度の約 1.0 万人まで減少。その後増減し、平成 27 年度は約 1.1 万人となっている。また、博士・修
士・専門職学位課程への社会人入学者数（推計）は、平成 20 年度の約 1.9 万人をピークに微減し、平成
27 年度は約 1.8 万人となっている 11)。
文部科学省の平成 27 年度委託事業『社会人の大学における学び直しの実態把握に関する調査研究』
報告書(イノベーション・デザイン&テクノロジー、平成 28 年 3 月)で「大学等に通う社会人学生」対象とした
調査結果を見ると、「現在大学等に修学する社会人学生のうち、全体の 69.0%がフルタイムで働いており、
12.8%がパートタイム•アルバイトなどで働いている。身分が保証されたまま休職している者を含めると有職
者は全体の 83.5%となっている 12)。
有職者のうち、「会社員」、医師や弁護士等を含む「専門職」、字校の教員を含む「教職」あわせて 72.1%
となっており、男性は「会社員」、女性は「専門職」の割合が—番高い。業種別でみると、女性については、
「医療. 福祉」「教育.学習支援業」の割合が、男性は、「製造業」の割合か高い。
修学中の雇用上の扱いや学費負担状況では、65.5%が通常と変わらない雇用上の扱いとなっており、ま
た 84.3%が自ら学費を負担している。
また、98.7%の社会人学生が職場に大学等で学んでいることを伝えており、職場には『大学等へ通って
卒業資格を得たものを評価する仕組みをつくる』や『授業のある時間帯は、早退を許す、休めるようにする
などフレキシブルな労働時間とする』等の修了後の処遇や修学中の時間的な配慮に関する職場への希
望をもっている。特に修了後処遇については、『給与や手当の増額』『昇進・昇級』『希望の部署への配置
転換』を希望する回答が約半数を占めている。
大学等で修学する目的としては、『現在の職務を支える広い知見•視野を得るため』(50.7%)や『学位取得
のため』(47.2%)が非常に高くなっている。
大学等で修得したいものとしては『専門的知識』が 73.1%、『論理的思考能力』が 45.4%となっている。カリ
キュラムで重視してほしい内容は、『特定の分野を深く追求した研究•学習が可能な内容』、『知識に基づ
いた深い洞察力を養う内容』、『最先端にテ―マを置いた内容』が上位となっている。
重視する教育環境については『授業料を安く設定すること』、『夜間、土日、休日等社会人に配慮した時
間帯での授業を開講していること』の割合が高い。94.2％の学生が『大受等で学び直しをしてよかった』と
回答し、社会人入学者の満足度は非常に高い。」と報告されている 12)。「社会人入学」者の学習の成果に
ついてはどのようになっているのであろうか。
兵藤 郷は、社会人入学者が経営学系大学院で学習することによりどのような成果があったのかを調べ
ている。具体的には、「大学院修士課程で学習することによって得られたもの・達成したものを選んでくだ
さい。」という問いを示し、11 の選択肢から複数回答してもらっている。その回答結果が次の図 5 である(回
答者の総数は、792 名である)。国内の経営学系大学院における社会人の学び直しの目的の上位 3 つは
「専門的な知識等の習得（75.3％）」「論理的思考力の向上（66.8％）」「基礎的なスキルの習得（65.8％）」で
あった。社会人の多くは、処遇の向上や転職・独立を期待して経営学系大学院に入学しているのではなく、
仕事に必要な知識、論理的思考力、スキルを身につけることを期待して経営学系大学院に入学している。
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図 5 社会人入学者の「学習の成果」
(兵藤 郷「国内の経営学系大学院における社会人の学び直し―社会人入学した卒業生データより」より引用・作成)

経営学系大学院での学習によって、「論理的思考力の向上」、「人脈の充実」、「専門的な知識等の習得」
などといった成果を得られた社会人入学者は半数以上いることが分かる。一方、卒業後のキャリアとして、
経営学系大学院での学習によって、入学時に「在籍していた会社での処遇向上」、「転職や独立開業」、
「資格取得」を達成した社会人入学者もいることがデータであきらかとなっているが、大きな成果として認
識していない。つまり、経営学系大学院を卒業したからといって、社会人入学者全員が必ずしもその後の
職業・職務上のキャリアに変化が起きているわけではないと言えよう。それについては、経営学系大学院
での学習が卒業後の何らかのキャリアに役立ったとした社会人入学者は 4 割にとどまっているというデー
タが裏付けている。「4 割」をどうとらえるか、残り 6 割の人たちはどのような変容があったのか或いは変容
はなかったということをさらに検討する必要があるように思える 12)。
しかし、一方で、平尾智隆は、大学院修士課程を修了した社会人院生の労働移動や年収の変化などに
ついて分析し、個人のライフサイクルの中で労働と教育がどのように関係しているのかを明らかにした。そ
の結果、社会人が高度な再教育を受けても、必ずしもキャリアや年収のアップに結び付かない現状があ
ることを指摘していた。そして、問題点として、①修了後のジョブマッチングの問題―キャリアや年収が下
方移動する危険性がある。教育機関と労働市場をつなぐ制度が欠如している。②地域間格差と労働力移
動の難しさー修了後の就業機会が、大都市圏に偏っている。③教育の費用負担の問題―教育費用の全
額自己負担で、しかし教育の成果がその後のキャリア形成に必ずしも結びつかない状況があることなども
指摘している。つまり、現在の「リカレント教育」は、「『ハイ・コスト』、『ロウ・リターン』」の教育システムである
と「教育の効果」を評価されていたのである 13) 。2000 年代初めのやや古いデータがもとに論じられている
ので、現在の状況を探ることが今後の課題の一つとなる。
④企業側の「社会人入学」に対する理解度
『リカレント教育 参考資料(平成３０年３月、内閣官房人生 100 年時代構想推進室)』によって企業側の
「社会人入学」に対する考え方を見てみると、「従業員が大学等で学ぶことの企業の対応について、自社
の従業員が大学等で学ぶことを認めているかという点では、『原則認めている』(10.8%)と『原則認めていな
い』(11.1%)が拮抗しており、次いで『上司の許可があれば認めている』(7.9%)という順になるが、『特に定め
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ていない』(67.8%)が約 7 割を占めている。『認めていない』場合、その主な理由としては、『本業に支障をき
たすため』(56.6%)、『教育内容が実践的ではなく現在の業務に生かせないため』(24.3%)が指摘されている
14)

。
また、企業の外部教育機関としての「大学の位置付け」では、企業の８割(82.8%)が外部教育機関として

「民間の教育訓練機関」を活用する一方で、「大学を活用する」のはわずか(14.2%)としている。大学を活用
しない理由の上位は『大学を活用する発想がそもそもなかった』(37.2%)、『大学でどのようなプログラムを
提供しているかわからない』(30.7%)、『教育内容が実践的でなく現在の業務に生かせない』(27.6%)、『大学
とのながりがない』(17.3%)等が指摘されている。」14)と報告されている。

第 4 章 「リカレント教育」の今後の課題
最後に、
「リカレント教育」―「社会人入学制度」をめぐる今後の課題についてまとめると、次の
三点となる。
(1)「リカレント教育」という言葉・意味内容の認知度の問題
本稿の冒頭と同様に、次の新聞記事を見てみよう。
『静岡新聞』第 28704 号(2022 年 1 月 19 日、水
曜日、夕刊 )の「シニア」という特集の紙面である。その紙面全体を資料として示した 15)。

『静岡新聞』第 28704 号(2022 年 1 月 19 日、水曜日、夕刊 )

この紙面の一部として(左の下に掲載されている。)、
「働くため学び直し リカレント教育に挑
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戦」という部分がある。その部分を全文引用すると、次のように書かれている。
「働くため学び直し リカレント教育に挑戦 内閣府が 60 歳以上の男女に『何歳まで収入を伴
う仕事をしたいか』と聞いたところ、
『70 歳くらいまで、もしくは それ以上』と答えた人が約 6 割
に達したそうです。しかし、実際に 70〜74 歳で仕事をしている人は、総務省の調査では 3 割少々
で、75 歳以上になると約 1 割まで減少します。つまり、高齢者の就職は相変わらず難しいというこ
とです。このような状況を乗り越えるためにお勧めしたいのが『リカレント教育』への挑戦です。
リカレント教育とは、 学校教育を終えた後もそれぞれの人のタイミングで再び学び直すことです。
『生涯学習』と混同されることがありますが、生涯学習には仕事に無関係なことや『生きがい』に
通じる内容も含まれます。リカレント教育は仕事に生かせる 知識や技術の習得が目的の実践的な
学びです。こうした教育に関心を持ったら文部科学省の『マナパス (https://mamapasss.jp/)』に
アクセスしてみましょう。3 千以上の大学•専 門学校などの講座が登録されており、
『資格』
『給付
金や奨学金等の支援』など、自分の希望条件で講座内容を険索できます。
」15)と、
「働くための学び
直し」として「リカレント教育」が紹介されている。
２年ぶりに本稿の冒頭で問題視した同じ『静岡新聞』第 28217 号(2020 年 9 月 2 日、水曜日、夕
刊 )の記事に対する疑問点の解答を得たという思いである。確かに、
「リカレント教育とは、 学校
教育を終えた後もそれぞれの人のタイミングで再び学び直すことです。
『生涯学習』と混同されるこ
とがありますが、生涯学習には仕事に無関係なことや『生きがい』に通じる内容も含まれます。リ
カレント教育は仕事に生かせる知識や技術の習得が目的の実践的な学びです。
」という説明は、適切
で正しい解説がコンパクトになされているように思われる。しかしながら、
「シニア」という特集の
紙面の中に「突然登場している」という感覚は拭い去ることはできない。新聞記事の紙面全体を資
料として示した意味はそこにある。
「シニア」という枠組みでの他の記事との関係がわからない。気
にかかるところなので、2 年前に「リカレント教育」の認識を問いただした人に再びこの記事を読
んでもらった。その結果、
「記事の『文章のそのものの意味』がよくわからない。しかも、なぜ、こ
こに、
この記事なのか。
記事の掲載の位置づけや方法も唐突すぎる。
」
という感想と返事をもらった。
尾石 晴（ワーママはる）は、
『ワーママはるのライフシフト習慣術』で、「時代も求められる能力
も変化していくので、それに合わせて随時勉強をしながら、自分の人生をコントロ—ルしていく必要があ
る」16) (ゴシック、原文のママ)と述べて、「リカレント教育」がそれまでの「人生の財産」を維持し、さ
らに今後、
「バラ色の人生」
、
「幸せな人生 100 年」をもたらしてくれると説明している。
しかし、まず、このような「学びなおし」の必要性については、1960 年代後半にユネスコが社会
的な実証研究の結果に基づいて主張したことであり、何も「最近のこと」ではない。すでに、ポー
ル・ラングランたちが主張したユネスコの「生涯教育(学習)」
、すなわち「社会適応のための教育・
学習」と呼ばれる基本的な考え方そのものの一側面である。そもそも、
「リカレント教育」なる「言
葉」とその「意味内容」がどれほど一般の人々の中に浸透しているのか、先ほど検討した 「リカレ
ント教育」という言葉の「認知度」(20%)を背景にすると、
「リカレント教育」という言葉の「認知
度」を高めることが第一の問題点となる。先ほどの書籍はそれを広めるための記述であり、新聞記
事であるとも理解できるが、
「読んですぐによく分かった。
」
、そして、
「実行しよう!」という人はど
のくらいいるのだろうか。
「専門家」
、特に、教育の専門家にとって、
「リカレント教育」は「常識」
的な言葉・概念といえようが、その「意味内容」を考えるとなかなか難しい。
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また、この言葉と技術的な別の専門用語と重なるとさらに理解しにくくなる。例えば、厚生労働
省の文章では「リカレント教育で『IoT』の学習」(原文とは異なり、省略した記述)などと記述され
ているが、提案者の坂村 健の説明によると、
「
『IoT』は、
「アイオーティと読む(Internet of Things)」
の略で、
「モノのインターネット」と言われている」17)。この「IoT」化が進めば、最終的には「労
働力」としての「人間」の存在は極めて一部限定的となり、
「リカレント教育」も「教育者」も不要
となる社会が出現する。その社会的な背景として「BI」(ベーシック・インカム)の推進もある。
②「リカレント教育」の費用の問題
第 2 の問題として、やはり、
「リカレント教育」を実行するための「費用の問題」を指摘すること
ができる。この問題は、OECD が「リカレント教育」を提唱した初めにも秘めている問題点として自
覚し、指摘していた。わが国の最近のデータでも、
「リカレント教育」の阻害要因として「費用の問
題」が指摘されていることは、すでに見たとおりである。また、所得の高い人ほど「リカレント教
育」を受講した経験を持つ比率が高いことも示されていた。つまり、
「リカレント教育」を受けるた
めには、
「時間」や「休暇」も必要ではあるが、何より「学習のための資金」が必要であることが示
されているのである。このことをどのように考えたらよいのだろうか。
確かに、現在の日本政府は「リカレント教育」を受けるための資金援助等を様々な方法で考えて
実行してきている。しかし、あきらかに受講者の「全員」を対象としたものではない。これでは、
そう簡単に、
「100 万人」の社会人学生は生まれないだろう。OECD が「リカレント教育」を提唱した
当初時の基本的な問題点は、未だに解決されていないといえる。
③「教育原理」としての「リカレント教育」の問題点
上記の①の最後に述べたことと関連するが、
「教育原理」としての「リカレント教育」
、それ自体
に問題がある。
「リカレント教育」の歴史とその「教育思想」の内容を考察すると、
「リカレント教
育」は、OECD の提案だったことは紛れもない事実である。しかしながら、その提唱者であった OECD
が「リカレント教育」の基礎的概念規定―「教育思想」―を変えてきたということも事実である。
提案当初は、
「教育機会の均等」の実現を図るものとして中等教育以降の「教育全体」の在り方の改
革案・方針として提案されていた。特に、ヨーロッパでのいわゆる「複線型」学校制度を改革して、
「社会的な格差」を解消しようとしたものであった。そしてさらに、その社会的な背景には、当時
の財政・経済問題との関連があった。その後、世界の社会情勢から、特に 1990 年代になって、
「リ
カレント教育」を「職業教育」の方法論へと特化させた。つまり、
「労働力の再生産」を意図した考
え方に変化させた。そして、その考え方が現在の世界社会に広まって、わが国でも、
「リカレント教
育」は、確かに「学びなおし」ではあるが、
「労働力の再生産」のための標語として、特に、政策的
に扱われてきていると言っても過言ではないだろう。そして、それはユネスコの「生涯学習」とは
異なる方向性といえる。その責任は、基本的には OECD の姿勢にあったといえる。そのような経緯か
らか、次のような言説・言い方が現在の日本社会に蔓延してきている。
「二〇一八年頃から『リカレント教育』という言葉をようやく日本でも耳にするようになった。
リカレント教育とは、 基礎学習を終えた社会人が、自身のキャリアのためにー〇年ごとなどに学び
直しを繰り返し行うことである。日本ではまだこの存在自体を知らない人も多いが、国際的には昔
から知られていたものだ。(中略)、日本では、カルチャーセンターなどで文学や歴史を学ぶといっ
た生涯学習が広く行われているが、あくまでも個人の興味の充足を目的としていて、"稼ぐ力"をつ
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けさせるものではない。 国際的な競争力を失いつつある今の日本にとって、生涯教育よりむしろリ
カレント教育に目を向ける必要がある。
」18)と、日本では、
「リカレント教育」は最近の「教育原理」
・
「教育思想」と捉えがちであるという現状認識を基礎として、国としての「経済力の強化・発展」
の方略として、
「人生 100 年」の標語とともに一種の「流行」のように論じられている。その象徴が
ここでの「"稼ぐ力"」としての「リカレント教育」といえよう。
確かに、
「"稼ぐ力"」のために学ぶ。それも教育の持つ性格の一面、
「教育原理」である。しかし、
「人間として生きる」ために学ぶというのも古くからの「教育原理」である。ユネスコが提案した
「生涯学習(教育)」は、まさにそれを意味するものである。
「リカレント教育」にもそのような意味
を当初含んでいた。そのことを再度強く認識し持たせるべきではないかと考えるのである。
アーニー・J・ゼリンスキー(Ernie J. Zelinski)は、著書『働かないってワクワクしない？』の
中で次のように述べている。
「仕事のモラルは、私たちにとってプラス面よりマイナス面の方が多い。仕事中心、金中心の精
神構造を捨てないと、幸福のために何が本当に大事かはわからないだろう。そろそろ仕事のモラル
を変える時だ。このモラルのおかげで、私たちは奴隸になっている。勤労の美徳を見直すことは、
とっくの昔にやっておくべきことだった。私たちはー九八〇年代に適度という概念を失ってしまっ
た。そして、もっと多くのモノ、もっと大きなモノを常に追い求めるという価値観を育ててきた。
だが、九〇年代末以降は、ほどほどの額の金をため、もっと価値のある生活のために引退するとい
う十八世紀風の生き方が見直されている。モノを求めて働き続けるより、人としての内面的な成長
を求める方が、人生の満足や幸福が増すに違いない。 勤労の美徳とモノに対するこだわりを強調し
ない。そういう時代が来ようとしている。生活のために働くことは必要だが、たいていの人々が考
えるレベルの働き方は必要ない。物質的な目標をほどほどにすることにより、環境は驚くほど改善
され、もっとのんびりした生活を楽しむことができるようになる。(中略)、車や家、コンピュータ
など私たちを取り巻くモノは確かに便利だが、それ以上のものではない。モノは幸福の源泉にはな
り得ない。私たちが所有するモノ、住む場所、そして仕事は、重要性で言えば二次的なものだ。本
当の成功は、 所有するモノや仕事で測るものではない。私たちのアイデンティティはモノとは別の
次元にある。結局、重要な唯一のことは、現在、私たちがどう生きているかということだ。何を学
び、どれだけ笑い、どれだけ遊び、どれだけの愛を周囲の世界に注いでいるか。それこそ、人生で
本当に大切なことだ!」
」19)と「反リカレント教育論」とも受け取ることができることを述べている。
確かに、
「リカレント教育」も今のところは「必要」とは思える。しかしながら、それを「経済中
心」
「仕事中心」
「万能」
「職業知識・技術の習得」という考え方だけのものとして使用し続けること
は「教育原理」としてふさわしいものとは思えない。先ほど述べた日本社会の「IoT」化が進めば、
人々がそれまで従事してきた「仕事」や「職業」そのものがなくなり、
「教育」と「労働」と交互関
係概念として考えられている「リカレント教育」は「不必要」となる可能性を秘めているのである。
すでに、
「エッセンシャルワーカー」
、特に医療現場では、その『IoT』化の足音が聞こえ始めている。
アーニー・J・ゼリンスキーの上記の主張を再びかみしめる必要があるのではないだろうか。ちな
みに、アーニー・J・ゼリンスキーの著作『働かないってワクワクしない？』には、
「世の中で『も
っとも危険な本』!!」と書かれた帯が付いている。また、その冒頭の「はじめに」の第一行目には、
「この本はズバリ、あなたを『勝ち組』にする本です。
」20)と綴られている。
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