「佐藤 レジュメi

●「ユニバーサルアクセスJ

サルアクセス時代の特徴
トロー

※マ ーチン・ トロー 「高学歴社会の大学」

「 マス段階以上の高等教育においては、教授も助
教授も講師ももはや学生は自ら学ぶものだと思つて
はいけない。学生は教えられないかぎり学びえな

進学率
1。

エリー ト型

〜15%

2.マ ス型
15‑50%
3.ユ ニノヽ一サルアクセス型 500/。 以上

い」
¨教育 というものは重要な技術であり、教授法
「。
を教 えることと評価することが大切になり、かつ大
学という最高学府においてすら、もはや研究の内容
は最重要事項ではなく、学生と彼 らを教え導くこと
中」
が最も重要 になる。

エ リー ト型 。
"人 間形成・ 社会化
マス型。
"知 識、技能の伝授
ユニバ ーサル型 . 新 しい経験の提案

¨」
「 .¨ 高等教育と中等教育の距離は縮んだ。

● ユニバーサルアクセスの本質①

● ユニバーサルアクセス時代の本質②
※Empbyabniυ

※誰もが高等教育機関に進学する時代
生涯学習社会
一 いつても、どこでも学べる
一いつても、どこでも学ばなければならない。
"

※ユニノヽ一サルアクセス時代の本質
一生学び続けなければならない時代
「 自己教育 力」 の育成

(ェ

ンプロイアビリティ)

一「 雇用される能力」すなわち「 労働移動を可能
にする能力」
一従来の企業 と従業員の関係 を「 企業・ 従業員相互
依存型」と定義、今後「 従業員自立・ 企業支援
型」に変化させることが重要
日経連 (現 。日本経団連)教 育特別委員会19994

「 自己教育力」を学生時代にどのように付けるか
→→キャリア教育の課題・ 目標

◇他社に移つてもそのまま通用するスキルーポータブルスキル

o rt(ilrBi)v

生涯学習 とキャリア・デザイン
※

design

‑1(絵 画などの)下 図、図案を作る

‑2
‑3

(建 築・衣服などを)デ ザインする。設計する

計画する。立案する。企てる
予定する

※自分 を編集 す る 。
"セ ル フ・ エデ ィテ ィング
<て 自分で編集できるもの
世の中が与える天職でな
「
に出会 って、そこから得るものを自分に含わせて編
集 t/tい <」
イン」

)

(松 岡正剛

笹川編「 生涯学習社会とキ ャリアデザ

セルフマーケテイング、セルフプロデュース (佐 藤龍子)
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キャリアはデザインできない?!

● 3つ の 問 い

※『 ハ プンスタンス・ アプローチ』
『 プランドハプンスタンス・アプローチ』
『 L kis rЮ acident』

1。

「 キャリアの80%は 予期しない偶然の出来事によって形成
される」

:

自分はなにが得意か

2.自 分はいったいなにをやりたいのか

L

どのようなことをやっている自分なら、意
味を感 じ、社会に役立っていると実感できる

3。

ェ ドガー・ シャイン

「 予期せぬ出来事というのも、実際は何らかの行動によつて
もた らされるのであ り、運だけに左右される偶然の出来事で
はない」

→→行動を起こすことの重要性
スタンフォード大学・ クランポルツ教授
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(2)「 生涯学習社会 とキャリア」
大 学 教 育 セ ンタ ー

佐藤 龍子

大学教育セ ンターの佐藤 です。 生涯学習 ということですが、私 自身 は大学論・ 高等教育
論 の視点か ら生涯 学習社 会 の話を して いきた い と思 います。教 育学部 の学生が多 いので高
等教育論が何 を指すのかすでに分かつている方が多 いで しょう。初等が小学校、中等 が 中
学 と高校 、高等が専門学校 、短大、大学以上を指 します ので、広 くとらえれば高等教育そ
のものが生涯学習の一部 をな して いるといっても過言 ではな いで しょう。
まず高学歴社会 とはどうい うものかを話 して いきたいと思 います。大学進学 率 は、平成
17年 に 44.2%で す。短大 をあわせると 51.5%と なって います。みなさんのお手元の資料 に
「ユニバーサルアクセス」 と書 いた ものがあると思 います。 これ は高等教育ではた いへ ん
有名な、ほとんど誰もが必ず読 んで いるマーチン・ トロー という方が言つて いる言葉です。
そ の方が類型 を分 けて います。エ リー ト型とは進学率が 15%ま で、マス型が 15%〜 50%、
ユニバーサル型が 50%以 上だ と定義 をして います。 これ に異議 を唱える人はあまりいなく
て、なるほどうまく分けているな というのが いまの高等教育 の現状です。 日本で い うとエ
リー ト型からマス型にな ったのはいわゆる団塊の世代です。今の 54歳 か ら58歳 くらいの、
昭和 40年 代初頭 に学 生生活を送った人たちです。な んとか産業大学 とか いつぱい大学が出
来た時代で もあ りました。そ して学園紛争の嵐 だつた のですが、学園紛争はある意味では
大学大衆化 の一断面でもあったわけです。そ の時代がちょうど 15%を 少 し超えたあた りで、
日本 では 16%〜 17%で した。昭和 40年 代、1960年 代後半の時代で した。
1986年 〜1992年 までの 7年 ほどの入試 の厳 しかつた頃、 いわゆる 「ゴールデ ンセブン」
と呼ばれる時代があ りました。「ゴールデ ンセブン」 というのは大学 にとって黄金 の 7年 間
で、受験 生にとっては地獄 で した。今 と異な り、入試がとて も厳 しかつた。浪人生が 40万
もいて大変な時代でした。第 2次 ベ ビー ブームの人たちです。そ して、そ の後 日本 は 1996
年 くらいか ら急激に入試が優 しくな つた。つまり高等教育 の研究者 はこの 10年 間で 日本の
大学 はユニバーサルアクセス時代になつた と言 つています。
18歳 の うち半分が大学 に進学す る時代 とはどういう時代か。先 ほど大島律子先生が、学
習者 として確立す る必要がある、学ぶ ことが陳腐化す る、 どんどん古 くなると言われ まし
た。例 えば進学率が 10%だ ったエ リー トと呼ばれて いる時代の大学生は学 んだ ことが陳腐
化す るか というとしにくいんですね。なぜかというとエ リー ト型は 「人間形成 の場」 であ
ったか らなんです。進学率が 10%の 時代、おそ らく今 60代 後半か ら 80代 の先生たちはエ
リー ト型の大学 生で した。今 はす でにマス型という 「知識・ 技能 の伝授」 の時代 も終わ つ
て、大学 はユニバーサル型 という 「新 しい経験 の提案 の場」だ と言われて います。大島先
生が言われて いたように大学 の授業 の形態そ の ものも変わ らぎるをえな い。かつてのよう
に一方通行 で知識 を伝授す るような授業だけでは大学 は駄 目であるとマーチ ン・ トロー は
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いみ じくもかな り前か ら言って いたのです。マーチ ン・ トロー は 「マス段階以上の高等教
育 においては、教授 も助教授 も講師 ももはや学 生は 自ら学ぶ ものだと思っては いけな い。
学 生は教えられな いかぎ り学びえな い」 と言って います。「教育 というものは重要な技術で
あ り、教授法 を教えることと評価 する ことが大切 にな り、かつ大学 という最高学府 にお い
てす ら、もはや研究 の内容 は最 重要事項 ではな く、学 生と彼 らを教え導 くことが最 も重要
になる。高等教育 と中等教育の距離 は縮 んだ。
」 ご批判 もあるとは思 いますが、高等教育の
著名な研究者が こう言って います。
そ してユニバーサルアクセス時代 の若者 というのは、一方でニー トやフリーター も多 い。
私 は高等教育が専門なのですが、キ ャリアデザイ ンの授業 もやって いて、 こちらのほうに
も軸足がかか りはじめて います。みなさんご存知かもしれませんが、平成 15年 のデータで
大卒の無業者は 23.5%に 達 しています。ほぼ 25%近 くの学 生が大学 を出て も無業です。就
職率 を間違 えな いで欲 しいのですが、就職率 とは就職希望者が分母 にな ります ので、正確
な反映をして いな い可能性があ ります。 これは学校基本調査 の数ですか ら正確な数字です。
しか し 2007年 問題で団塊 の世代が退職する ことと景気が少 し回復 してきたので、今年 は良
くなるで しょう。
フリーター とはアルバイ トとフリー をかけあわせた造語で、 リクルー トが作 りましたが、
今 400万 人以上 いるそ うです。ニー ト

(NEET:Not in EducauOn,Employment or

■aining)と は、教育 も受けていな い、雇用 もされて いな い、 トレーニ ングもしていないと
いう意味で、イギ リスで言 い始 めた言葉 です。それを小杉礼子 さんが 日本 に広めた もので
すが、85万 人以上 と言われて います。大学進学率が 51.5%、 初 めて 50%を 超え ました。
さて、フリー ター、ニー トの増加や若者を取 り巻 く環境 について、お話 ししましょう。
雇用環境が厳 しい、若年雇用が厳 しいというのは会社 に余裕がな いということで、私 も民
間企業 に十数年お りました ので、確 かに経営環境が厳 しくなると即戦力として 中途採用を
どんどん増や し、新 卒 をセー ブしていました。ここ 3〜 4年 くらいは少 し良くなって いるの
ですが、若 い人を採 らな い、新 卒は採 らな い時期があ りました。また、3代 前 4代 前 までは
自営業や農業、漁業が多か った と思 うのですが、 自分 の親やお じいさんを見て いただ くと
サ ラリーマ ンが非常 に多 い。つ ま りかつては家が商売 、家が農業、家 がお茶畑 となると親
の働 いている姿 を見ていたのですがなかなか見 られな くなった。
あるいは選択肢が非常 に多 い。日本に職業 は 2万 〜3万 あると言われて います。これは年
代 と共 に増えていて 1950年 代 にこんなに何万 という職業 はありませんで した。職業が多く
なる と選択肢が多 くなる。選択肢 が多 いと楽か というと楽でもな い。選択肢が多 いと選択
できな い、決め られな い、先送 りする、 どんどん 「高等遊民」 になるとい うことが、すで
に成熟 した諸外国にお いて多くな っています。
また、安易 に衣 食住が足 ります。私 が学 生の頃 もコンビニはあ りましたけれ ど、あんな
にいっぱい 24時 間営業 しているところはあ りません。ですか ら自分で作った りしなければ
な らな い し苦労をす るわけですが、 いまは衣 食住が足 りる。それか ら変化が激 しい。先ほ
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ども言 ったように学ぶ ことがす ぐに陳腐化す る。 日本は高度経済成長やバブルを経て、先
行 きが どうなるかの不安 もあるで しょう。
コ ミュニ ケー ション不足 とか学習指導要領 の変化 もよ く言われる ことですが、少子化や
地域 の崩壊 な どいろんな ことが この背景 にあると思 います。活字 はイ ンターネッ トか らと
い う影響 もあるか もしれません。3年 生はなかなか言わな いのですが、1年 生は正直で、読
書は朝 の読書運動で しか読んで いな い、文庫本は年 に
ので読 んだと言 います。非常 に読書時間が少な い。

1冊 も読 まな い、新書本は言われた

「初年次・ 導入教育」 とい う高等教育 の専門用語なのですが、わか りやす く言えば高校
か ら大学への接続や 「移行

(ト

ラデ ィション)」 がうまくいっていな いのではな いか。かつ

ては大学 生になるということは大人へ の通過儀礼で、入試 も非常 に難 しかつた。大学 生も
少な いということでそんな に意識 しな くて も移行が出来て いた、接続が うまくいっていた
わけですが、 どうもそ うではな い。そ して もう一つ、大学か ら社会へ の接続や移行 は どう
かとい うことがいま言われて います。
さて、ユニバーサルアクセス時代の本質、18歳 の半分が大学 に行 く時代 とは、どのよう
な時代な ので しょうか。 これだけ大学が多様 にな り、大衆化 した大学生やそ こに生きる人
たちの本質 はなんな のか と考えて います。誰 もが高等教育 に進学す る時代、ユニバーサル
アクセ スのアクセ スとは いつでも、 どこでも高等教育 にアクセス して いいという意味 も含
まれて います。ユニバーサルアクセスとい うのは進学率が 50%に なった事実だけをい うの
ではな く、 どこで もいつでも高等教育機関 に誰 もが接続す る、そ ういう生涯学習の時代 だ
と言われ ています。
いつで もどこで も学べ るということは裏 を返す とある種 の脅迫なんですね。 いつで もど
こでも学 ばなければな らな い…。ある意味では非常 に嫌な時代で もあるわけです。現在 65
歳以上の方たちはエ リー トの時代 の大学 生で したか ら、大学 を出た とい うだけでものす ご
い価値 があつた。 10人 に 1人 しか大学 に行って いな い時代 とい うのは古 き良き時代だ つた
のかもしれません。ところが 18歳 の半分が行 く、こんな に高等教育が大衆化 して どこにで
もある、e… ラーニ ングもある、通信制 もある、駅前 にもある、出前 もある、科 目等履修 生も
ある、編入学 もある、大学院 も山ほ どある。 こういう時代 とい うのは、大島先生も言 つた
ように一 生学 び続けな けれ ばな らな い時代です。私 の言葉で い うと 「自己教育 力の育成」
です。大学で学 んだ ことな どほんの何万分 の 1で しかあ りません。「自己教育 力」 とは、ど
こかで必要だつた ら必ず学ぶぞ とい う力だ と思 います。「自己教育 力」 を学 生時代に身 に付
けなければいけません。ですか らいま私がや り始めて いるキャ リア教育 とい うのはな にも
い
職業観や仕事観だけではあ りません。 いつ、 どこで、 どんな風 に自分が学 んで いつた ら
いのかということを学 生時代に身 に付 ける こと、それが生涯学習社会 を生きるカギではな
いかと思います。
いま流行 りの言葉 をひとつだけここで入れてましょう。それは Employability(エ ンプ ロ
イ アビリティ)と いう言葉で、どち らかとい うと経営者サイ ドか らよく言われる言葉です。
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雇用の流動化 を促進す るためによ く出る言葉で、「雇用され る能力」「労働移動 を可能 にす
る能力」 とい うことで、従来 の企業 と従業員 の関係が 「企業・ 従業員相互依存型」だった
けれ ども、これか らはお互 い自立 しようとい うことを 1999年 に 日本経団連が報告書で言 い
ました。今後 、「従業員 自立・ 企業支援型」に変化 させる ことが重要 と述べています。少 し
勝手な話 で して、今 まで何 でもかんで も企業 はやつてあげようとか言 つていたのに、経営
が厳 しくなったか ら急 に 自立 して くださいとい うような言 い方 ですね。雇用や労働 の 中に
は このよ うな流れがあるということです。 また他社 に移 って もそのまま通用す るスキル、
ポー タブルスキル とい う言葉 もよく使われ ます。
諸外国 においてはすで にユニバーサルアクセス時代で、韓 国では大学進学率が 80%を 超
えて います し、アメリカ も非常 に高 いわけですが、そ うすると北欧な どでは仕事 と学 びが
相互に乗 り入れを始めて います。学 んで大学 に行 って、働 いてまた学 んでというような、
ジグザグな移行期 を経ているそ うです。学 びなが ら仕事 をしてその中で試行錯誤 しなが ら
経験 を積んで い く。生涯 学習的 に職場か ら離れて何 らかの知識 を吸収す ることが必要な の
ですね。
私 自身 も社会人 として修士 と博士課程 に行き ました。 コンサルタン トをして いて行 き詰
ま りを感 じて、 もっと基礎 を学 ぼうと思 い大学院 にいきました。 これか らはおそ らくス ト
レー トに大学院 に行 くだけではな くて、仕事 をやってある程度キャリアを身 に付けて、そ
れか ら大学院 に行 ってそ こで学ぶ人 も多 くなるのではな いで しょうか。
次 は 「氷山モデル」です。出典は、週間ダイヤモンドです。 (高 橋俊介 (当 時ワ トソンワ
イアッ ト社長)+編 集部 :二 一世紀 の企業社会 を動かす 「超成長大学」 の人材育成 の鍵、
週刊ダイヤモン ド、95.10。 28号 、pp.74‑78)。 他 にもいろいろ使われるモデルでもあ りま
す。思考様式や行動様式である「根 っこ」、そ の上にスキルがあるんだ ということになると、
「根 つこ」である行動様式がうまくできて いな い と上のスキルは不安定 になって しまいま
す。情報処理検定何級が必要だ というとす ぐにそれに飛びつ くとか、何でも資格 をとると
い うのは上の部分 です。下 の根 っこの部分ができて いな い とだめではな いか とい うことで
す。根つ この部分 はわ りと日常生活 に密着 した部分です。多様な他者を受入れるとか、 自
分 を開く、変化 を怖が らな い、ス トレス耐性な ど言 って しまえば自己教育力そ の ものでは
な いで しょうか。 自学 自習、自分 で考える、自分 の考えをまとめるとかも含 まれています
ね。 こういう 「根 っこ」がな い と上にい くら乗せてもうまくいかないということです。
さてまとめにな ります。「生涯学習社会 と私 たち」 ということですが、キ ャ リアの話 を少
しした い と思います。キャリアはラテン語で もともとは馬車 、そ の後馬車道 、競馬 のコー
スが語源 です。辞書で見て いただ くといくつか意味があ ります。 いろ いろな定義があ りま
すが、職 業や仕事そ の ものではな くて、「一生を通 した職業経歴を含めた生き方の追求」 と
い うのがキ ャ リアと言われ ています。 この中には教育学部で教職 を受けている方が多 いと
思 いますが、初等・ 中等 ではキャ リア教育 をほぼすべ ての教師がせぎるをえな くなるで し
ょう。そ の ときに細 かい、小さい、狭 まった職業教育 にはな らな いよ うにして ください。
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生き方の追求 とは、教 育者 としての教師側 の生き方や教師側 の見識や教師側がキャリアを
どう考えて いるかがすべて反映す る授業だと思って いただ いていいで しょう。
「キャリアデザイ ン」 というのは、天職だ と思われるものに出逢 うのではな く、自分で
編集 できるような ものだ と私 は考えています。 いろんな考えがキャリアデザイ ンにつ いて
はあ ります。最 も新 しい理論 と言われて いるのが 「ハ プンスタンス・ アプローチ」「プラン
ド・ハ プンスタンス・ アプローチ」 とい うものです。スタンフォー ド大学 の クランボルツ
教授 の考え方です。おそ らく初等・ 中等 でキ ャ リア教育を担当す ると、きっとこの理論 と
は逆 の話 を文科省 か らされるのではな いで しょうか。社会人のキャリアを考える場合には
非常 に参考 になる理論です。「キャリアの 80%は 予期 しな いものか ら起 こる」。だか らキャ
リアはデザイ ンできな い。デザイ ンできな いか らこそ、行動 を起 こす ことがまずは重要だ。
デザイ ンは大 まかな計画、大まかな方向性 でいい、あとは行動をしてみようということで
す。ただ し、キ ャ リアの 80%が 予期せぬ ことか ら起 こるといって、無計画 に漂 つてばか り
いては、キャリアは形成できません。
「セ レンデ ィ ビテイ」 というのは時間の関係上少 しだけにします。セ レンディ ビテイ も
ちょっと流行 りの言葉です。偶然 の出来事 は コン トロールできな い。 しか し、偶然 の出会
いを生かす ことはできる。行動 した り、受け入れ る準備 がな いと偶然 に出会 う確率は高 ま
らな い。セ レンデ ィ ビテイは、鍛える ことの出来 る能力だと茂木健一郎さんは言 って いま
す。セ レンデ ィ ビテイはここではネッ トワー クだ と思 って いただ いていいで しよう。学習
をする、ネッ トワーク、人とのつなが りを持つ ことがセ レンデ ィ ピテイの重要な要素です。
まず、行動を起 こす。待 つて いるだ けでは幸運は訪れな い、とい うこと。
生涯学習社 会は裏 を返せばある種 の脅迫社 会 でもあると私 は先ほどお話 しました。余暇
や 趣味 を生きるということだけではな くて、 自分 自身が生涯学習社会 をどうとらえて い く
のか、 自分はどうして い くのかということを絶えず問われている時代ではな いでしょうか。
「 3つ の問 い」は、
最後 に、エ ドガー・ シャイ ンの「3つ の問 い」をお話 しをしましょう。
「自分 はなにが得意か」、「自分 はいつた いなにをや りた いのか」、「どのような ことをやっ
ている自分 な ら意味を感 じ社会 に役立って いると実感 できるのか」です。生涯学習社会 を
生きて い く、働 いて、生活 して、 日々過 ごしていく、そ して何かの節 目の時 に、 この 3つ
の言葉 を考えては どうで しょうか。3つ の問いに、簡単 に答えは出せません。だか らこそ、
生涯学習社会 の中で、私たちは どのように生きて いくのか、3つ の言葉 を考えなが ら、今 日
の話 を締 めくくりた い と思 います。
阿部

:

佐藤先生あ りが とうございました。キャリア関係の話 とい うことで全員 に関係が深 い話
ではな いか とも思 いましたが、実際 に話 を聞きます と学 生であるか社会人であるかは関係
な く、学びなが ら生きるということで全員 に関係 ある話をいただきました。
それ では最後 に話題提供 3「 近代新聞テキス ト化事業 とは」 というテーマで、 この近代
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新 聞テキ ス ト化 のプロジ ェ ク トを進 めてお ります エイ ジ ング ブ ライ ト倶楽部 の剣持 さん に
話 を して いただきます。よろしくお願 い します。
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