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遠隔授業への社会人参加による効果と考察
除村 健俊※１
※1 芝浦工業大学

概要：コロナ禍の環境で大学では遠隔授業が導入されている。遠隔授業が時間や距離を超えて授業を行うことがで
きる特性を利用し、現役の社会人が授業の中で講演を行う特別講義に、社会人にも参加してもらった。特別講義の
中では、講演に加え、学生と社会人が話し合いを行う時間も設定した。このような授業形態で学生と社会人がどの
ような感想を持ったかを調査、分析した。その結果、このような授業形態の効果や改善点、さらに産学連携を強化
するリカレント教育の確立に向けた知見が得られたので報告する。
キーワード：遠隔授業、リカレント教育、生涯教育、産学連携
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Effects and Considerations of Participation of Working
Adults in Distance Learning
Taketoshi YOKEMURA※１
※1 Shibaura Institute of Technology

Abstract: Distance learning has been introduced at universities in a COIVD outbreak environment. Taking advantage of the
characteristics of distance learning that allows lessons to be conducted over time and distance, working adults were invited to
participate in special lessons in which active working adults give lectures in university class. In the special lecture, in addition
to the lecture, students and working people also set a time for discussion. This paper investigated and analyzed what kind of
impressions students and adults had in this class format. As a result, this paper reports on the effects and improvements of such
a lesson format, as well as the findings for establishing lifelong learning that strengthens industry-academia collaboration.
Keywords: Distance Learning, Recurrent education, Lifelong learning, Industry-academia collaboration

1. はじめに

係者に講演してもらっている。
2020 年度前期の授業は新型コロナウイルスの影響に
より、すべて遠隔授業で行われた。遠隔授業では、距
離や時間的制約が大きく減少するため、国内外から講
師を招聘することも容易になる。このため、PMI 日本支
部の協力のもと、特別講義の講師として社会人に遠隔
参加してもらうことにした。さらに、聴講者として、
学外の人が参加することも容易になるため、社会人の
参加もできるようにし、学生と社会人が議論できる場
を設けることにした。
世の中の変化が早くなっており、また、人生 100 年
時代とも言われている。Project Management
Institute(PMI)は、世の中の変化に追随できる仕事の
仕方として、すべての仕事がプロジェクトになってい
くという Project Economy の考え方を提唱している
[1]。この中では、変化に追随する新たなスキルを身
に着ける生涯学習(Lifelong Learning)の重要性も指
摘されている[2]。日本においても、社会人がキャリ
アの途中や次のキャリアに向けて新しい技術やスキル
を身に付けるリカレント教育の重要性も指摘されてお
り[3][4]、大学でも産学連携によるリカレント教育が
実施されている[5]。

芝浦工業大学システム理工学部では、専門分野に加
え、分野横断的なシステムを構想し設計・開発ができ
る総合的問題解決能力を有する人材育成を目指してい
る。そのための教育として、システム理工学の名の通
り、総合的解決策を追及するシステム思考、目的達成
の機能を作るシステム手法、人・知識・技術を統合す
るシステム・マネジメントの 3 領域を重視している。
この 3 番目のシステム・マネジメントはプロジェクト
マネジメント（PM）と言い換えることができ、この教
育のために、各国の学生が参加するグローバルでの
Project Based Learning (PBL)型の授業などが活発に
行われ、また、PM の専門科目の教育も行われている。
筆者は、システム工学 C という PM の専門科目を教えて
いる。この授業は学部 3 年生向けの選択科目で、例年
約 50 人の学生が受講している。
学生は PM の授業で基礎的な知識を修得することが
大事である。それに加えて、PM は実学であり、演習や
実際に企業で行われているプロジェクトについての学
修や、実際の現場における PM の活用を知ることが、PM
の価値を理解するために必須である。このため、この
授業では毎年、特別講義として現役のプロジェクト関
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今回の取り組みは、産学連携によるリカレント教育
を模索する試行でもあり、以下のような目的で実施し
た。

ブレークアウトセッションの進め方：学生がリ
ーダーになり議論を進める
Q&A：10 分
ブレークアウトセッションで議論された疑問を
質問する。
授業終了の説明：5 分



(a) 学生と社会人が授業の場で議論することによる、
学生及び社会人に与える影響を調べる。
(b) 学生と社会人の議論の進め方における良い点や
改善点を見つける。
(c) 社会人が大学の授業を聴講する価値を見出す。
本報告では、特別講義実施概要、学生及び社会人参
加者の特別講義に対する評価データの提示、そしてデ
ータの分析と考察、さらに今後の展望について報告す
る。

2. 特別講義実施概要
試行対象とした授業は、筆者の担当する次の授業で
あった。
特別講義を行った授業
 授業名：システム工学 C
 授業内容；PM の専門科目
 授業形態：Zoom による遠隔授業、講義途中で学生と
社会人を 10 個のグループに分けて議論を実施（ブ
レークアウトセッション）
 対象：学部 3 年生向け選択授業
 履修学生数：約 50 人
 講義数：13 回内 2 回で特別講義を実施
 1 回の授業時間：100 分



3. 学生及び社会人参加者の評価分析
特別講義 1 と 2 に参加した学生と社会人に講義全体
への満足度と、社会人参加の試行に対する評価アンケ
ートを実施した。
3.1 学生と社会人による評価結果
図１に示すように特別講義１に対する学生の満足度
は、良かった（4）非常に良かった（5）を合わせ 90％
以上の満足度であった。なお、特別講義１に参加した
社会人は講師が所属する会社の社員のため、講義への
満足度調査は行っていない。
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特別講義 1
 内容：企業における事業活動やプロジェクト事
例の紹介
 講演者：企業の経営幹部
 聴講者：講演者の属する企業の社員 6 名、各人
をブレークアウトセッションに配置
特別講義 2
 内容：PM の新たな取り組みである Agile 型開発
の説明と、企業における現場活動やプロジェク
ト事例の紹介
 講演者：PMI 日本支部 Agile 研究会の代表者
 聴講者：一般企業の社員 10 人、ブレークアウト
セッションにも参加
2 つの特別授業の共通事項
 授業開始の説明：5 分
 講演時間：60 分
 ブレークアウトセッションの時間：20 分
 ブレークアウトセッションでの議題：
- 自己紹介と講演に対する印象や疑問

図1

特別講義 1：満足度

図 2 に特別講義 1 で社会人が参加したことに対し、
学生と社会人の評価を示す。
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ントを以下に挙げる。
 直接企業の方の講義を聞けること、企業の方とお
話ししたり、質問したりする環境づくりがとても
良かったと思います。めったにない貴重な経験で
もあり、さらに今までの対面授業では、相手側の
必要な時間の削減，参加していただく方の人数の
制限もなく、Zoom を使った特別講義は今までと一
味違いました。
 講義の最後にブレークアウトセッションで気軽に
話せる場を設けてくれたことにより、生の声を聞
けたこと。
 社会人と直接話すことで緊張感があり、集中力が
いつもよりあったと思うから。
 実際に働いている方の話を聞けて自分が働いた時
のイメージを明確にすることができた。

学生からの評価は、良かった（4）
、非常に良かった
（5）を合わせ約 90％であった。社会人の評価も高い
が、学生に比べ若干厳しめの見方をしている。この理
由については、後で述べるようにグループディスカッ
ションの進め方が原因ではないかと考える。
図 3 に特別講義 2 に対する学生と社会人の評価を示
す。両者とも 90％以上の満足度であり、特別講義 1
と同様に評価は高い。図 4 に特別講義 2 に社会人が参
加したことに対する評価を示す。学生の約 56％が非
常に良かった（5）と評価しており、社会人の参加に
対する評価が高かった。
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図 6 に特別講義 1 と 2 を合わせた社会人のコメント
の共起ネットワークを示す。頻出単語としては、学
生、グループ、ディスカッション、討議、楽しい、新
鮮、良い、参加、などが抽出された。社会人にとっ
て、学生と話す機会は新鮮で楽しかったと思われる。
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3.2 コメントの分析
大学の講義に社会人が参加することに対するコメン
トを以下のように分析した。
図 5 に特別講義 1 と 2 を合わせた学生のコメントの
共起ネットワークを示す。頻出単語として、社会人、
機会、実体験、具体的、貴重、説得力、良い、などが
抽出されている。このことから、学生が企業の現場で
起こっている具体的な話を聞くことができることは、
学生に対し良い影響を与えていると考えられる。コメ

図6
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4. 考察

コメントを以下に挙げる。
 学生が特別講義のプレゼン内容をきちんと聞いて
くれていたため討議もしっかりできて、学生の質
が高く好印象でした。
 産業界の将来を担う学生の皆さんの関心事や課題
意識を共有でき、人材育成に活かせそうなこと。
 大学生の方と混じって、一緒にディスカッション
することで新鮮な気持ちになりました。
 わかりやすい資料や写真で実際の開発現場の臨場
感のあるお話が聴けたこと。

4.1 分析結果に対する考察
現役の社会人の講義を聞けることは、学生にとって
有益な機会であったようである。また、社会人にとっ
ても、講義は知識の整理のために有用であったと思わ
れる。一方、グループディスカッションは、多くの学
生や社会人には高評価であったが、改善を求める声も
あった。高評価の人たちは、グループディスカッショ
ンに社会人が入り、話題が途切れることなく、時間が
短いと感じ、楽しく討議できたようである。一方、改
善を求める人たちは、グループディスカッションに社
会人が入っていなかったため、学生だけの議論では話
題が途切れてしまったようである。
以下の課題について考察する。
(a) 時間配分
試行では 20 分のブレークアウトセッションの中で学
生と社会人の自己紹介と講演に対する印象や疑問の
話し合いを入れた。しかし、学生と社員が初対面では
議論が進まない場合もあるため、講演の前にアイス
ブレークの時間を 10 分ほど入れた方が良さそうであ
る。これを考慮すると 100 分授業の時間配分案は以
下のようになる。
5 分 特別講義の情報共有
10 分 アイスブレーク
この時間の中でブレークアウトセッションの進
行を担う学生のリーダーを決める。
50 分 講演
20 分 ブレークアウトセッション
10 分 Q&A
5 分 宿題や次回授業の情報共有
(b) ブレークアウトセッションの進め方
ブレークアウトセッションをより活性化するために
以下のような案が考えられる。
 講演の途中で課題を与え、ブレークアウトセッシ
ョンで話してもらう。
 ブレークアウトセッションに社会人を少なくとも
１人入れる。
 ブレークアウトセッションの人数は学生と社会人
を入れて 5～6 人とする。
 社会人参加者募集の案内の中に、学生とのブレー
クアウトセッションがあることを、あらかじめ告
知しておく。
(c) ブレークアウトセッションの議題
今回の試行では議題を、講演の印象と疑問とし、Q&A
ではブレークアウトセッションの中で解決できなか
った疑問に対する質疑を想定していた。しかし、ブレ
ークアウトセッションの中で、学生が持った疑問に
対し、社会人が答えてしまっている場合が多かった。

図 7 に特別講義 1 と 2 を合わせた今回の試みの改善
点に対する学生と社会人のコメント全体の共起ネット
ワークを示す。頻出単語からグループディスカッショ
ンに改善点が集中していることがわかる。一方、抽出
された単語には、短いと長い、楽しい・良いと難し
い、という一見相反する単語があり、具体的なコメン
トを見る必要がある。

図7

改善点のコメントの共起ネットワーク

コメントを以下に挙げる。
 もっとディスカッションの時間を増やしてほし
い。ブレークアウトセッションはどこのグループ
にも社員の方がいてほしい。
 講義の途中でグループディスカッションのような
能動的なものがあると、もっと興味を持て話にの
めりこめると思った。
 長い間勤めている方とグループディスカッション
をするとより企業の詳しい情報を得られると思
う。
 ブレークアウトセッションで話がまとまらなかっ
た。
 この特別講義のスタイルは非常に良いと思う
 社員さんと会話ができる時間はとても楽しく、貴
重だと思うので、グループでの討論の時間を増や
すべきだと思った。
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このため、Q&A では、リーダーがブレークアウトセッ
ションの中で討議されたことや、討議の中では解決
できなかった疑問を報告してもらい、講演者がそれ
にコメントする形式の方が良さそうである。
4.2 本試行の目的に対する考察
1.で述べた本試行の目的に対し、以下のように試行
の目的を達成できたのではないかと考える。
(a) 学生と社会人が授業の場で議論することによる、
学生及び社会人に与える影響を調べる。
⇒ 3.で評価分析を実施した。
(b) 学生と社会人の議論の進め方の良い点や改善点を
見つける。
⇒ 4.考察の中で課題と改善方法について述べた。
(c) 社会人が大学の授業を聴講する価値を見出す。
⇒ 社会人参加者は Agile 開発の実際など、講演
の内容を学ぶことができた。しかしそれ以上に、
設定したブレークアウトセッションの中で学生と
の話し合いを楽しんだり、新鮮だと感じたようで
あり、そこに価値を見出していたように思われる。
4.3 今後の展開に対する考察
時間と距離を超えて授業を受けることのできる遠隔
授業の持つ特性を生かし、国内外の大学の枠を超えて
授業を受けることのできる環境整備が進むと考えられ
る。そして、学生や社会人が世界中の大学で、マイク
ロクレデンシャル(Micro-credentials)と呼ばれる授
業履修の単位を取得し、卒業に必要な単位数を満たす
と卒業資格が得られる試行も始まっている[6]。本報告
で述べた特別授業は、このような仕組みの実現に向け、
社会人が大学の授業を受けることができる可能性を検
証する試行とも考えられる。今回の試行を基に、キャ
リア教育の充実に向けて、以下のような３つの課題が
あると考えられる。
(a) リカレント教育が機能するためには、社会人がそ
のキャリアの途中や次のキャリアに向けて新しい
技術やスキルを身に付ける自律的、能動的な生涯
学習者であることが必要である。しかし、キャリ
アの途中でこのような学習能力を身に着けること
は難しいと考えられ、このような生涯学習能力の
育成は、大学教育など若いうちに修得すべき能力
である。このため、このような能力の育成方法を
より洗練することが必要であろう。
(b) 遠隔授業で知識は修得できるが、例えば、実際に
留学し肌で感じる日常生活の中の体験や遭遇する
様々な困難や試練を乗り越えていく経験など、生
きる力を身に付けることは難しい。このため、経
験や生きる力の育成はますます重要になってくる
と考えられ、このような教育の充実が必要である。
(c) ブレークアウトセッションでは、社会人が学生に
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教える形になることが多く、社会人が一段高い位
置にいるような状況であった。単位取得のために
社会人と学生が授業に参加する場合、社会人が学
生を指導する意識で参加すると社会人と学生の対
立を引き起こす懸念がある。社会人と学生が対等
の立場で参加できる仕組みや意識の醸成をどのよ
うに行うかを考える必要があると思われる。

5. まとめ
本報告は大学での遠隔授業環境で、社会人が大学の
授業に参加した時、学生と社会人がどのような感想を
持ったかを調査し報告した。結果として、両者とも良
い評価をしていたが、運営上の課題も見つかった。本
試行は、産学連携によるリカレント教育の試行でもあ
り、また、将来に向け異なる大学での履修単位である
マイクロクレデンシャルの仕組みの試行でもあった。
遠隔授業は始まったばかりであり、授業のさらなる
IT 化、いわゆる Digitization がさらに進展していく
と考えられる。さらに、マイクロクレデンシャルの仕
組みのように、大学の授業運営モデルの変革、いわゆ
る Digitalization の進展も進むと考えられる。欧米
ではリカレント教育に加えこれら Digitization や
Digitalization の先進事例も多くあると考えられ
る。今後、国内外の大学間や PMI の国際的なネットワ
ークを活用して状況を調査し、より洗練された国際的
な産学連携の授業形態を探っていきたい。
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