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就職に対する意識の違いが大学生活の過ごし方に与える影響
―N 大学生調査から考察する早期の職業決定の是非―
Effects of difference in consciousness of employment on the way how students spend their college lives:
Pros and cons of early career decision considered from survey on students at university N
金

森

史

枝＊

蛭

Nobue KANAMORI＊

田

秀

一＊＊

Shuichi HIRUTA＊＊

The purposes of this study were to clarify the effects of consciousness of students about employment at the
early stage of their college lives on their ways how they spend their college lives and to examine the ideal way the
college education ought to be for enriching their college lives. The results of logistic regression analysis and multiple correspondence analysis first revealed that those who had decided the industry they wanted to work for and
the job category they wanted to work in had already cultivated their attitudes of actively spending their college lives
to fulfill both studies and extracurricular activities at the “early” stage and that there was a difference at the start
between those who had decided them and those who had not. Furthermore, it was presumed that the students who
“had thought about their future” when they were at “junior high school or before” or “high school” were trying to
strike a balance between the club or circle activities and the part-time jobs as extracurricular activities on top of
their learning. Therefore, it was revealed that since the students in this group had made early career decision, this
group was different from other groups at the early stage of their college lives. On the other hand, it was presumed
that students who had not decided their career at the first half of the college were highly likely to think about their
career by themselves as they developed their specialized learning.While these results indicated that early career decision is critical and affects the way how the students spend their college lives, a college life is also “a place where
a new identity is created” and “a place where a true identity is discovered through formal education and extracurricular activities.” Accordingly, it is important that the way how a student spends his/her college life be left to his/
her autonomy and necessity of separately considering the college life from the perspective of early career decision
was proposed. In addition, it is thought that the ideal way the college education ought to be including the way how
students spend their college lives should be examined based on educational philosophy at each college suited to the
characteristics of their students.
Ⅰ

問題意識

とはまだこれから先で考えたいという学生も多くいる。
同じ受験を突破し偏差値的にはそれほど大差のない同
じキャンパスに通う学生間で、この違いはどこからくる
ものなのだろうか。
これまで筆者らは、大学の体育会運動部で活躍する
学生は一般的に言われるように就職に有利なのかとい
う観点から、大学時代の過ごし方が社会人生活に与え
る影響についての研究（金森，2016a，2016b，2016c，
2017a，2017b，2018a，2018b；金森・蛭田，2018，2019）
を進めてきた。その結果、大学時代に勉強と体育会等の

大学生活を始めて4か月ほど経過した7月頃、夏休
みを目前にした時期になると、1年生たちは大学にも慣
れ親しい友人もできて、正課外活動やアルバイトにも積
極的に関わり始める時期となる。主体的な学生はすでに
部・サークル活動や学内の活動などに参加して、さらに
アルバイトで少額でも定期的な収入を確保して学生生
活を軌道に乗せようとする時期に当たる。一方で、部・
サークル活動に迷い、アルバイトもしないで、就職のこ
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部活動を両立している学生は社会人生活をポジティブ
に送る傾向にあることなどを明らかにした。そして、こ
の「勉強と正課外活動の両立が就職後に関係すること」
の重要性を踏まえて、正課授業での学修と正課外活動
との「両立の始期」に着目し、
「1年生前期の段階で就
職に対して有する意識の差と大学生活の過ごし方との
関係」
について検証をする必要があると考えた。そこで、
大学1年生前期の段階で、
「就職したい会社に求める要
件」
「将来を考えた時期」
「就きたい仕事」や大学生活の
充実度を測る設問を設定して調査分析することとした。
Ⅱ

先行研究と研究の目的

まず、溝上（2009）は、大学生の学びと成長に関する
調査の分析から学生のタイプを分類し、
「成長する学生
像は、授業に出席しつつ授業外学習や読書もおこなう、
さらには遊びや対人的な活動にも多くの時間を費やす、
言い換えれば、
『よく遊び、よく学ぶ』
活動性の高い学生
タイプ」であることを明らかにした。そしてこれらの結
果から、授業外学習や読書を促す授業デザインや、キャ
リア教育と正課教育との有機的な連携の必要性を示唆
している。そして、このタイプの学生は、他のタイプの
学生と比べて「将来展望を高く持つだけでなく、それを
日常ともよりつなげている学生タイプである」と分析し
た。
次に、この溝上論文を参考に、金森（2016a）におい
て同じ調査データを借りて二次分析を行った。この分析
では、大学生活を「豊かな人間関係」
「勉学第一」
「何
事もほどほどに」
「サークル第一」
「趣味第一」の5つに
区分して、その内のどれに重点をおいて大学生活を送
るかという点に着目した。それは、全国大学生活協同組
合連合会が毎年実施している学生アンケート調査（金
森，2016参照）で、大学生活の重点を「何事もほどほど
に」においている学生が1982年の14.6％から2010年には
21.5％に漸次増加し「勉学第一」に次いで2番目に高く
なっていたからである。分析の結果、大学生活の送り方
の上記5区分のうち、
「何事もほどほどに」大学生活を
送ることを選択したグループが、3つ以上の授業外活動
に参加している活動的な学生が多いということが明ら
かとなった。つまり、
「何事もほどほどに」大学生活を
過ごすことは、従来イメージされているような活動度が
低く、
「何事も〈適当〉に過ごすというネガティブな学
生」に加えて、
「活動度が高く何事も〈適度〉に活動的
なポジティブな学生」が相当数含まれており、
「何事も
ほどほどに」という選択肢を選ぶ学生には二種類の学生
が併存していることが示唆された。そして、この「ポジ
ティブな学生」は、学業成績のほかクラブやサークル活

動、資格取得、海外留学、アルバイトの経験等、大学時
代に多様なことを経験しておく必要性を認識し、それら
を限られた時間で行うために「何事もほどほどに」なっ
ている可能性が高いことが推測された。
また、金森（2016a）では、
「3つ以上の活動に参加し
ている学生」は、中・高の進路指導で就職や将来を考
える機会がより多く与えられ、また、本人も中学・高校
1、2年頃に将来の仕事や人生を考え始めている点が全
体における割合より有意に多く、だいたいの将来の設計
を調査時点で既に有している点も有意に多いことを示
した。早期に将来に対する意識を持つか否かが授業外
活動の参加度に影響していると考えられた。
さらに、大学から社会への移行の観点から保田・溝上
（2014）
は、企業で活躍しうる大学生像について、キャリ
ア意識を大学1・2年の頃より高く持つこと自体が組織
社会化（1）に影響を及ぼすことを明らかにした。そして、
「組織に入る以前、教育機関に所属していたときの個人
の意識や行動が、企業における組織行動の潜在的基盤
として機能していること」を示した。
そして、舘野（2016）が、
「大学生活が充実している
学生は、入社後にプロアクティブ行動を行っている」と
示唆するとおり、大学生活を充実させている学生は社会
人生活でも主体的に活躍していると考えられる。なお、
プロアクティブ行動とは、舘野他（2016）によれば、
「組
織内の役割を引き受けるのに必要な社会的知識や技術
を獲得しようとする個人の主体的な行動全般」
（小川，
2012）のことで、組織に能動的に関わる個人の行動に着
目した概念である。この点に着目した金森・蛭田（2020）
では、主体的な大学生活を送った社会人からのヒアリン
グデータをもとに質的研究を行い、主体的に部活動や学
修をしながら大学生活を送ることが社会人生活の充実
につながることを具体的に示した。
以上から、大学生が大学入学後の早い段階から将来
に向けてどのような意識を持ち、大学生活の過ごし方
においてどんな行動をとっているかによって、社会人に
なった後に差が生じると考えられる。
そこで、本研究は、
「大学生活の始期において就職に
向けて本人が有している意識が大学生活の過ごし方に
与える影響」を明らかにし、学生の大学生活を充実に向
けた大学教育のあり方について検討することを目的と
する。
Ⅲ

研究方法

（ 1 ）調査方法
本調査は、中部地方の国立大学法人 N 大学1年生の
前期体育実技の一部受講者（受講者285名中有効回答
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218名、有効回答率76.5％）
を対象とした。N 大学の2019
年度の入学者数は2,171名であるため、本調査の母集団
は入学者全体のちょうど1割にあたる。調査は、6月下
旬から7月下旬にかけて、
「将来の就職に関する意識調
査」として無記名自記式質問紙調査として実施した。
調査項目は、まず、学部・学科、性別、年齢、出身高
校の所在地、高校時代及び大学の部活動等、きょうだい
構成、通学方法、居住状況などの属性を尋ねた。次に、
「将来の就職に関する意識」についての13項目を設定し
た。具体的には、①「将来就職したい会社に重視する項
目」
、②「将来就きたい仕事を決めているか」
、③「希望
する業種・職種」
、④「就職を希望する地域」
、⑤「転勤
について」
、⑥「就職活動に対する意識」
、⑦「大学での
勉強の取組みに対する意識」
、⑧「大学での勉強と正課
外活動の両立の見通し」
、⑨「アルバイトについて」
、⑩
「将来について考えてきた時期」
、⑪
「将来について」
、⑫
「高2時点の自覚的体力」
、⑬「現在の自己体力評価」で
ある。このうち、②⑥⑦⑨⑩⑪は4件法による回答得点
を用い、その他の項目も適宜カテゴリー分類して分析に
用いた。
なお、本研究は名古屋大学総合保健体育科学セン
ター研究倫理委員会において承認を得た上で実施した
（2019年5月24日承認、受付番号19-02）
。調査実施に当
たっては、個人が特定されることはないこと、調査へ
の参加・不参加は自由意志で決められ、参加・不参加
いずれであっても成績等に一切関係しないこと、さら
に、データはパスワードで管理されたコンピュータ上で
コード化して分析されること、研究目的以外には使用し
ないことなどを付記して倫理的配慮に努めて実施した。
また、統計分析には SPSS Statistics 25 for Windows を
用い、統計的検定の有意水準は5％とした。

まず、
「将来就職したい会社に求める要件」について
は、12項目の中から一番重視する項目の上位3つを選択
する多重回答を求めた。設問は、
「就職したい会社に求
める重視する要件」として、
「1. 倒産などの不安が少な
く、安定している」
「2. 給料やボーナスなどの待遇が良
い」
「3. 自由な気質、従業員を大切にするなどの社風が
良い」
「4. 転勤がない」
「5. これから成長するといわれて
いる」
「6. 有名な企業」
「7. 年功的で一生働ける」
「8. 休
みが多く有給休暇もとりやすい」
「9. 仕事を任せてくれ
てやりたい仕事ができる」
「10. 自分の専門を活かせる」
「11. 社員研修、能力開発が体系的になされている」
「12.
福利厚生がしっかりしている」の12要件である。このう
ち、上位1位から3位までを多重回答されたものを要件
毎に選択した者と選択しなかった者に分類し目的変数
とした。
次に、性別、所属学部、将来就きたい業種や職種を決
めているか否か、希望する就職地域、就職活動に対する
意識、勉強の取り組みに対する意識、アルバイトの取り
組み状況、将来を考えた時期、高2時点の自覚的体力を
説明変数としてそれらを強制投入してロジスティック
回帰分析を行った。12要件の各項目に対する説明変数
のオッズ比（95％信頼区間）を算出し、その結果を表2
に一覧で示した。なお、有意水準は5％とし、オッズ比
については有意な結果のみを示す。

（ 2 ）分析方法
大学生活の始期において就職に向けて本人が有して
いる意識が大学生活の過ごし方に与える影響を明らか
にする目的で、さらに三つの詳細な研究目的（第一、第
二、第三）を設定して、ロジスティック回帰分析及び多
重応答分析Ⅰ及びⅡを行った。なお、属性として調査対
象者の性別、所属学部、出身高校所在地、学部（科）別
の正課外活動の参加度、将来を考えた時期を表1に示し
た。
1

ロジスティック回帰分析（表 2 ）
第一に、
「将来就職したい会社に求める要件」と「大
学生活の過ごし方」との間にはどのような関係性がみら
れるのかを明らかにする目的でロジスティック回帰分
析を行う。
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2

多重応答分析Ⅰ（表 3 ）（図 1 ）
第二に、
「将来就きたい業種や職種を決めているか否
か」と「将来を考えた時期」
（図では中・高・大と略す）
及び「勉強と正課外活動との両立に対する意識」
（図で
は、勉強と正課外との両立度と略す）の関係性について
分析する目的で、これら3設問を用いて関係性の可視化
が可能な多重応答分析を行う。
まず、
「就きたいと希望する業種及び職種」の第一希
望のものを自由記述回答として求めたデータを整理分
類した（表3）
。専攻により、a. 国家資格取得を目指し
て職種を特定している学生、b. 就きたい職種を決めてい
る学生、c. 職種は決められないが業種は決めている学
生、d. 業種も職種も未定である学生に大きく分かれた。
このため、業種または職種の両方または一方を決めてい
る abc 群（決めている群）と、業種も職種も未定である
d 群（決めていない群）に分類し、変数を設定した。な
お、この「決めている」とはあくまで暫定的である者を
含んでいる。
次に、
「将来を考えた時期」については、1. 中学または
それ以前から考えていた、2. 高校から考えていた、3. 大
学入学後考えた、4. まだ考えていない、の4つの選択肢
であった。しかし、入学後間もないことから 3 の回答者
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数が13名と少なかったため 4 と合算して、1. 中学または
それ以前、2. 高校から、3. 大学入学後とした。
さらに、
「勉強と正課外活動との両立に対する意識」
については、勉強と正課外活動との両立について、1. 両
立はほとんど困難、2. 両立は難しいが何とかしたい、
3. ある程度なら両立できる、4. 十分両立できる、5. 正課
外活動はしていない、の5肢であった。しかし、
「両立
はほとんど困難」が6名と少数であったため、ここでは
1 に 5 を合算した。以上の3つの変数を用いて多重応
答分析により検証する。
3

多重応答分析Ⅱ（図 2 ）
第三に、大学の正課外活動としての「アルバイトの取
り組み状況」と「部活動・サークル種別」及び「将来を
考えた時期」の関係性について分析する目的で、これら
3. 設問を用いて関係性の可視化が可能な多重応答分析
を行う。
まず、
「アルバイトの取り組み状況」は、1. 全くして
いない、2. 長期休みにしたい、3. 週に1～2日している、
4. 週に3日以上している、の4つの選択肢であった。な
お、このアルバイトの取り組み状況について1年生の7
月の段階であるため、
「予定」の回答も一部含まれてい
る。
次に、
「部活動・サークル種別」は各自の所属につい
て記述されたものを、1. 体育会部活動、2. 体育系サーク
ル、3. 文化系部活動、4. 文化系サークル、5. 学内委員会
等活動、6. 正課外活動なしに分類した。
「将来を考えた
時期」は前項同様である。以上の3つの変数を用いて多
重応答分析により検証する。

表1

Ⅳ

結果と考察

（ 1 ）属性
学生の4分の3は東海4県出身者であり、その内愛知
県出身者は男性で約6割、女性は5割を占める。学部別
の正課外活動の参加度からは、体育会部活動・サーク
ル所属者が保健学科では約72％、工学部で53％を占め
文武両道志向の学生が多いことがわかる。また、全体で
85％以上の学生が何らかの大学における正課外活動に
参加している。
（ 2 ）ロジスティック回帰分析（表 2 ）
ロジスティック回帰分析を行った結果、目的変数に対
して「有意な正の関係のオッズ比」を示した説明変数は
4項目である。
まず、
「就職活動に対する意識」の高い人ほど「1. 倒
産などの不安が少なく、安定している」の要件を重視す
る（オッズ比1.360）傾向にある。次に、
「勉強の取り組
みに対する意識」が高い学生ほど、
「10. 自分の専門を活
かせる」要件を重視する（オッズ比2.698）傾向にある。
また、
「将来を考えた時期」が早い学生ほど同様に「10.
自分の専門を活かせる」要件を重視するオッズ比1.699）
傾向にある。さらに、
「女性」は男性と比較して「12
福利厚生がしっかりしている」要件を重視する（オッズ
比3.483）傾向にあることが明らかとなった。
次に、目的変数に対して、
「有意な負の関係のオッズ
比」を示した説明変数は7項目である。まず、
「勉強の
取組みに対する意識」が高い学生は、
「4. 転勤がない」
及び「8. 休みが多く有給休暇も取りやすい」を重視しな
い、つまり、転勤の有無や休暇という労働条件を重視し
ない傾向にあると考えられる。また、
「文系学部」を基

N 大学1年生の属性

(N=218)
性別
学部別男女比
文学部
教育学部
法学部
経済学部
情報学部
医学部 保健学科
工学部
出身高校所在地
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
東海地区以外
文
系
学
部

正課外活動の参加度
男性
女性
118(54.1%) 100(45.9%)
文系学部
体育会部活動
25(26.0%)
14(46.7%) 16(53.3%) 体育系サークル
16(16.7%)
3(30.0%)
7(70.0%) 文化系部活動
9( 9.4%)
11(45.8%) 13(54.2%) 文化系サークル
33(34.4%)
14(48.3%) 15(51.7%) 学内委員会等
4( 4.2%)
1(33.3%)
2(66.7%) 正課外活動なし
9( 9.4%)
11(23.9%) 35(76.1%)
合計
96(100%)
64(84.2%) 12(15.8%) 将来を考えた時期
文系学部
5( 4.2%) 16(16.0%) 中学またはそれ以前 19(19.8%)
8( 6.8%)
5( 5.0%) 高校から
44(45.8%)
70(59.3%) 50(50.0%) 大学入学後
33(34.4%)
4( 3.4%)
7( 7.0%) (まだ考えていない含)
31(26.3%) 22(22.0%)
合計
96(100%)
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工学部
保健学科
18(23.7%) 27(58.7%)
22(28.9%)
6(13.0%)
3( 3.9%)
3( 6.5%)
18(23.7%)
4( 8.7%)
2( 2.6%)
0( 0.0%)
13(17.1%)
6(13.0%)
76(100%)
46(100%)
工学部
20(26.3%)
25(32.9%)
31(40.8%)

保健学科
17(37.0%)
26(56.5%)
3( 6.5%)

76(100%)

46(100%)
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表2

就職したい会社に求める重視する要件についてのロジステック回帰分析

目的変数：就職したい会社に求める重視する要件項目

要件1：倒産などの不安が少なく、安定している
要件3：自由な気質、従業員を大切にするなどの社風が良い
要件4：転勤がない

説明変数
（オッズ比が有意なもの）

a

要件10：自分の専門を活かせる

c

オッズ比 の
95%信頼区間
下限

上限

.049

1.360

1.001

1.848

将来を考えた時期
工学部（文系学部基準）

.047

0.752

0.568

0.996

.017

0.427

0.212

0.859

保健学科（文系学部基準）

.047

0.151

0.023

0.979

.011

0.464

0.256

0.841

就職活動に対する意識

d

e

就職活動に対する意識

要件8：休みが多く有給休暇もとりやすい

b

有意確率 オッズ比

d

勉強の取り組みに対する意識

f

.014

0.302

0.116

0.785

勉強の取り組みに対する意識

f

.021

0.604

0.393

0.928

勉強の取り組みに対する意識

f

.001

2.698

1.521

4.783

.012

0.573

0.371

0.885

アルバイトの取り組み状況

g

e

.009
1.699
1.142
2.527
将来を考えた時期
要件12：福利厚生がしっかりしている
性別 (0=男, 1=女）
.005
3.483
1.453
8.348
† a: 各要件項目について、0=上位3要件に含まない、1=上位3要件に含む.
† b: p<.05 の項目について示す。
† c: 網掛けの数値は,目的変数と説明変数について「正の関係を示すオッズ比」,網掛けなしは「負の関係を示すオッズ比」を示す.
† d: 就職活動に対する意識（1～4；数値が大きいほど意識が高い）.
† e: 将来を考えた時期（1～4；数値が大きいほど早い時期から.設問とは逆転項目）.
† f: 勉強の取り組みに対する意識（1～4；数値が大きいほど意識が高い）.
† g: アルバイトの取り組み状況（1～4；数値が大きいほど頻度多い）.

準とした場合、
「工学部」の学生は「3. 自由な気質、従
業員を大切にするなどの社風が良い」要件は重視しない
傾向にあり、
「保健学科」の学生は「4. 転勤がない」を
重視しない傾向にあった。
さらに、
「アルバイトの取り組み状況」では、その頻
度が高い人ほど、
「10. 自分の専門を活かせる」ことを重
視しない傾向にあり、
「将来を考えた時期」が早い学生
ほど、
「1. 倒産などの不安が少なく、安定している」を
重視しないことが明らかとなった。そして、
「就職活動
に対する意識」の高い人ほど「4. 転勤がない」を重視し
ない傾向があった。
これらを総括すると、
「勉強の取り組み意識」が高い
学生ほど「10. 自分の専門を活かせる」ことを重視し、
「4. 転勤がない」ことや「8. 休みが多く有給休暇も取りや
すい」
という労働条件を重視しない傾向にあった。また、
「将来を考えた時期」が早いほど「10. 自分の専門を活か

表3

せる」ことを重視し、
「1. 倒産などの不安が少なく、安
定している」要件を求めない傾向にあると言える。
「女
性」は、高いオッズ比で福利厚生、つまり非金銭的な報
酬を求めており、子育て支援や資格取得支援などキャリ
アの継続に手厚い支援を求めていることが推測される。
以上から、大学1年前期の段階で、
「就職活動に対す
る意識」
「勉強の取り組みに対する意識」
「アルバイトの
取り組み状況」という意識の持ち方の違いにより、
「就
職したい会社に対して重視する要件」が異なることが明
らかとなった。
（ 3 ）多重応答分析
① 就きたい業種・職種の自由記述欄の分類
まず、医学部保健学科は、看護師、検査技師、理学
療法士など医療系国家試験を目指す者が多いため職種
を決めている学生が大半であり、全員が少なくとも業種

業種・職種決定の有無と学部別クロス表

(N=218)
業種職種決定の有無 決めていない
決めている

代表的な就きたい仕事

文系学部(96)
16(16.7%)
80(83.3%)
公務員
高校教員
弁護士検察官裁判官
司書
学芸員
臨床心理士

工学部(76)
16(21.1%)
60(78.9%)
エンジニア(技術者)
研究職
公務員
開発・製造
パイロット
建築家
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保健学科(46)
0(0.0%)
46(100%)
看護師
(臨床)検査技師
理学療法士
放射線技師
助産師
教員

合計
32(14.7%)
186(85.3%)

金森、蛭田

を決定していた。
一方、文系学部は、文学部、教育学部、法学部、経
済学部、情報学部が混在したデータである。文系学部に
おいて、法学部卒業後法科大学院に進学する者もおり、
また他学部も一部は大学院に進学するが、学部卒業後
就職する学生が大半を占める。このため公務員、教員志
望者も多く、1年前期時点で8割以上の学生が具体的な
業種・職種を挙げている。一方、工学部では学部卒業後
に就職する者の割合は、大学院に進学する者の約6分の
1（2）に過ぎず、大半が大学院に進学するため具体的な職
種決定率は少し低いものの、それでも8割弱が決定して
いた。
② 多重応答分析Ⅰ（図 1 ）
「将来就きたい業種や職種を決めているか否か」と「将
来を考えた時期」及び「勉強と正課外活動との両立に対
する意識」について多重応答分析をした結果、そのカテ
ゴリースコアを布置したものが図1である。
まず、将来就きたい業種や職種を「決めている」のが
A 及び B グループである。そのうち、A グループは「中
学またはそれ以前」から将来を考え、将来就きたい業種
や職種を「決めていた」者であり、
「勉強と正課外活動
は十分両立できる」という活動的なグループであった。
金森（2016）では、
「3つ以上の活動に参加している学
生」は、中・高の進路指導で就職や将来を考える機会が
より多く与えられ、また、本人も中学・高校1、2年頃
に将来の仕事や人生を考え始めている点が全体におけ
る割合より有意に多く、早期に将来に対する意識を持つ

図1

か否かが授業外活動の参加度に影響していることを示
した。今回の結果も同様であり、
「中学またはそれ以前」
という早期から将来を考えて、将来就きたい業種や職種
を考えていた者は、
「勉強と正課外活動が十分両立でき
る」という、より活動的な大学生活を送ろうとしている
ことが明らかとなった。
次に、B グループは「高校から」考えていた者である
が、
「ある程度なら両立できる」
「両立は難しいが何とか
したい」という、勉強と正課外活動の両立に向けて前向
きに進もうとしていることがうかがえる。
一方、将来就きたい業種や職種を「決めていない」の
が C グループである。
「決めていない」者は「両立はほ
とんど困難」と近接している活動度の低いグループと
なっている。なお、将来を考えた時期が「大学入学後」
は、B グループと C グループの間に位置していた。これ
については、大学入学後4か月目ということで今後の勉
強と正課外活動の両立や、学修中心の大学生活を検討
していることも推測される。
以上から、
「中学またはそれ以前」に将来を考え、将
来就きたい業種や職種を「決めていた」者は「勉強と正
課外活動は十分両立できる」という活動的なグループで
あり、義務教育卒業以前の職業の決定は、勉強と正課外
活動は十分両立できるという活動的なグループに属し、
大学生活の始期段階ですでに他のグループと差を有し
ていることが明らかとなった。このことから義務教育卒
業以前の職業決定が大学生活の過ごし方に影響を与え
ることが示唆された。また「高校」から考えていた者も、
「ある程度なら両立できる」
「両立は難しいが何とかした

多重応答分析・カテゴリーポイントのプロット
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かとなった。体育会部活動に取り組みたい者はアルバ
イトができる日数が限定的であり、逆に、アルバイトを
する必要のある学生はサークル等時間的な余裕の取れ
る正課外活動を選択している可能性も考えられる。い
ずれにしても、将来について考えた時期が、
「中学また
はそれ以前」と「高校から」将来について「決めてい
る」学生は、学修以外に正課外活動としての部活動・
サークル活動とアルバイトをバランスよく行っている可
能性が高いことが推測され、充実した大学生活を送ろう
と7月段階で既に進み始めていることが示唆された。一
方で、
「大学入学後」に「決めていない」学生は、正課
外活動もアルバイトも活動度が低い大学生活のスター
トを切っていることが明らかとなった。もっとも資格取
得等で学修中心の大学生活を送っている可能性もある。

い」という、勉強と正課外活動の両立に向けて前向きに
進もうとしている傾向にあり、大学入学前の段階で将来
について考えているか否かにより、勉強と正課外活動と
の両立度の意識に影響することが明らかとなった。
（ 4 ）多重応答分析Ⅱ（図 2 ）
「アルバイトの取り組み状況」と「部活動・サークル
種別」及び「将来を考えた時期」について多重応答分析
をした結果、そのカテゴリースコアを布置したものが図
2である。
まず、将来を考えた時期が「中学またはそれ以前」の
A グループは、体育会部活動と文化系サークルに近い位
置関係にあり、アルバイトは週1～2日が多い傾向にあ
る。A グループは、体育会部活動の学生は毎日部活動が
あるためアルバイトは週1～2日になると思われる。将
来について考えた時期が「高校から」の B グループは、
体育会サークルと学内委員会等活動で、体育会と比較
すれば平日に比較的時間的余裕があるためアルバイト
は週3日以上している者が多い傾向にある可能性が推
測できる。
次に、将来を考えた時期が「大学入学後」である C グ
ループは、文化系部活動または正課外活動なしで、アル
バイトは長期休みにしたいと考えており、7月段階では
アルバイトをしていない者が多いと思われる。
さらに、A と B グループとの比較からは、学生は正課
外活動とアルバイトのバランスを考えていることも明ら

図2

Ⅴ

総合的考察

（ 1 ）大学生活の始期に就職に向けて本人が有している
意識が大学生活の過ごし方に与える影響
まず、ロジスティック回帰分析からは、就職したい会
社に求める要件という観点から分析し、
「勉強の取り組
み意識」が高い学生ほど会社に対し重要視することは
「自分の専門を活かせる」ことであり、
「転勤がない」こ
とや「休みが多く有給休暇も取りやすい」という労働条
件を重視しない傾向にあった。また、
「将来を考えた時
期」が早い学生も「自分の専門を活かせる」要件を重視

多重応答分析・カテゴリーポイントのプロット
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な意味があることを明らかにしている。
本研究結果からも多重応答分析の2分析とも A グ
ループである「中学またはそれ以前」に将来について考
えていた者は、
「勉強と正課外活動は十分両立できる」
という活動的なグループに布置しており、義務教育卒業
以前の職業の暫定的決定が、大学においても勉強と正
課外活動は十分両立できるという活動的なグループに
属し大学生活の始期段階ですでに他のグループと差を
有していることが明らかとなった。
「高校から」でも勉
強と正課外活動の両立に向けて前向きに進もうとし、正
課外活動もアルバイトにも取り組もうとしていたが、そ
れでも「中学またはそれ以前」からがより活動的であっ
た。
以上から、義務教育卒業以前の暫定的な職業決定が
より活動的な大学生活の過ごし方に影響を与えること
が本研究からも示唆された。

する傾向にあった。
次に、多重応答分析Ⅰからは、将来就きたい業種や職
種を「決めている」か否かで大学生活の過ごし方が左右
されることが明らかとなった。将来就きたい業種や職種
を「決めている」A 及び B グループの学生は、勉強と正
課外活動との両立を十分できるか、または、両立に向け
て取り組もうとしており、大学生活の充実に向けて主体
的に取り組んでいく姿勢があることが示唆された。
さらに、多重応答分Ⅱからは、
「将来を考えた時期」
が
「中学またはそれ以前」と「高校から」の学生は、学修
以外に正課外活動としての部活動・サークル活動とアル
バイトをバランスよく行っている可能性が高いことが
推測され、充実した大学生活を送ろうと7月段階で既に
進み始めていることが示唆された。
以上から、すでに「将来就きたい業種・職種を決めて
いる者」及び「将来を考えた時期」が「中学またはそれ
以前」と「高校から」の者は、大学生活の「始期」段階
で、大学生活を勉強や正課外活動などに活動的に取り
組んで過ごす姿勢が出来上がっており、スタート時点で
そうでないグループと差ができていることが明らかと
なった。
（ 2 ）「将来について考えた時期」と大学生活の充実度
まず、多重応答分析Ⅰからは、
「中学またはそれ以前」
に将来を考え、将来就きたい業種や職種を
「決めていた」
者は、
「勉強と正課外活動は十分両立できる」という活
動的なグループに布置していた。また「高校から」考え
ていた者は、勉強と正課外活動について「ある程度なら
両立できる」
「両立は難しいが何とかしたい」
という、勉
強と正課外活動の両立に向けて前向きに進もうとして
いる傾向にあり、将来就きたい業種や職種を決めて、大
学入学前の段階で将来について考えているか否かによ
り、勉強と正課外活動との両立度の意識に影響すること
が明らかとなった。また、多重応答分析Ⅱからは、
「中学
またはそれ以前」
「高校から」の2グルーブが、正課外
活動もアルバイトにも活動的に取り組もうとしていた。
この結果について、川端・川﨑（2008）は暫定的に職
業決定を行っている者は、職業に対する肯定感や積極
性が高く、職業に対する働きかけも積極的に行う傾向が
認められ、一方で、暫定的な決定を行った経験のない者
は前者に比べて職業肯定感や積極性に欠けていたこと
を明らかにした。さらに、暫定的に職業決定を行った経
験を有する者の中でも、特に、義務教育卒業以前の比較
的早期に暫定的決定を行った経験のある者は、
「職業へ
の積極性」
「職業への憧れや肯定感」
「職業ヘの働きか
け」などが顕著に高かったことを示し、職業選択前、つ
まり義務教育卒業以前に暫定的決定を行うことに大き

（ 3 ）溝上（2009）が示した「よく遊び、よく学ぶ」活
動性の高い学生タイプ
溝上（2009）は、活動的な学生を「よく遊び、よく学
ぶ」活動性の高い学生タイプとしており、このタイプの
学生は、他のタイプの学生と比べて「将来展望を高く持
つだけでなく、それを日常ともよりつなげている学生タ
イプである」と分析した。たしかに、将来就きたい業種
や職種を「決めている」学生、そして、
「将来を考えた
時期」が「中学またはそれ以前」と「高校から」の学生
は、本研究でも「将来展望」を持つだけでなく、
「勉強
と正課外活動は十分両立できる」という活動的なグルー
プに属しており、
「部活動・サークル種別」及び「アル
バイトの取り組み状況」が活動的であり、これらの両立
のためにアルバイトの日数を調整するなど「大学生活の
日常につなげていること」が示唆された。これらの学生
こそ「活動度が高く何事も〈適度〉に活動的なポジティ
ブな学生」に該当する。
（ 4 ）早期の職業決定は本当に望ましいことなのか
川端・川﨑（2008）をはじめ、医療系大学に限定され
るが進路決定プロセスと入学後のアイデンティティと
の関連について分析した落合他（2006）も、大学入学以
前の進路決定プロセスが、大学4年間を通じて大きな影
響を及ぼしていることを明らかにしている。早期決定型
は職業選択への自信を持っており、こうした傾向は大学
入学後も持続することを明らかにしている。
たしかに、いくつかの先行研究でも明らかにされ、本
研究でも「中学またはそれ以前」から将来を考え、将来
就きたい業種や職種を「決めていた」者は、
「勉強と正
課外活動は十分両立できる」という活動的な大学生活の
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スタートを切っている。
しかし、早期に職業決定しているから大学入学後すぐ
に正課外活動やアルバイトにも取り組めるということも
考えられ、それでは大学入学時点で就職について具体
的に考えていない学生が劣るのかという点が問題とな
る。そもそも専攻によっては、職業適性は専門教育に取
り組んでこそわかるものではないのだろうか。キャリア
教育が始まって早期にキャリアプランを形成させるこ
とが本来の適性を見落とす結果になってはいないか。
本研究の多重応答分析Ⅰの「大学入学後」の位置に着
目したい。どの位置にも属していないのは大学入学後4
か月目ということで、勉強と正課外活動の両立に向けて
主体的に考えようとし、今後の大学での専門的な学修の
進展とともに自分で考えようとしている可能性が考え
られる。既に決めていると回答した学生も大学での学修
を通して改めて進路を再確認することも考えられ、一方
で自分の適性を見直し、より自分のやりたい仕事を見つ
ける学生もいるはずである。大切なことは、
「学生自身
が主体的に自分自身の将来を考える機会」を奪ってはな
らないということではないだろうか。
金森・蛭田（2020）では、体育会運動部に所属しな
がら大学及び大学院での専門の研究を進めた後、自分
にとって最高の職場を選択した事例を取り上げ、大学
入学後の自己決定がプロアクティブ行動に結びつくこ
とを論じた。また、金森・蛭田（2018）では、体育会運
動部（体育系サークルは含まず）に所属している学生に
「スポーツを始めた時期」を調査した結果、大学入学後
に体育会運動部活動として、一から新たなスポーツに取
り組んだ学生も43.1％を占めていることが明らかとなっ
た。これらの結果は、大学生活が、
「新たな自分を創造
する場」であり、
「正課教育や正課外活動を通して真の
自分を発見する場」であるという視点の重要性を示唆
している。大学生活は高校までとは全く異なる学修の場
であり、早期の職業決定の観点とは切り離して考える必
要があるように考えられる。たしかに早期の職業決定は
大学生活の過ごし方に影響を及ぼすものであるが、大学
教育は、多角的かつ個別的に学生に対応する必要もある
のではないか。
このことは小方（2008）が大学教育を通じて培われる
「職業教養レリバンス」が必要であることを指摘してい
ることとも通じる。
「職業教養レリバンス」に対しては、
教員側が意図しなくても身に付くという考え方ではな
く、教員が「教材の与え方や授業方法の工夫を含めて、
意図的に教育しなければ身に付かないものである」と述
べるとおり、大学での教員の指導に基づく専門教育が重
要であり、さらに、その職業教養レリバンスが問われて
いる。

わが国では、今後わずか10～20年後に労働人口の
49％が就いている職業は人工知能やロボット等で代替
されるという試算（3）が既になされている。このように人
口オーナス現象と相まって職務構造は確実に早い時期
に大きく変わっていく。このような時代を生き抜いてい
くために必要なことは、大学教育で専門的な学修を通し
て、学生の持つ潜在能力を引き出し、予測しない課題を
主体的に解決できる力を培うことである。キャリア教育
による早期の職業決定は、大学生活の中で時間をかけて
幅広い視野を持ち、主体的に未知の自分を知って将来を
考える契機を狭めている可能性も考えられる。
以上から、たしかに早期の職業決定により大学生活ス
タート時点から、勉強や正課外活動、アルバイト等の両
立に努め、充実した大学生活を送ることは非常に重要で
ある。特に国家資格の取得など各自の目標に向けて入
学段階の早期から取り組んでいくことは、職業に専門化
が求められている現在、重要なことである。しかし、す
べての学生にそれを当てはめる必要はない。大学にお
ける教養教育及び専門教育の学修を通して本人の主体
性に任せて将来を考えていく学生を尊重する指導も必
要である。
つまり、職業決定の時期が遅いからと言って促す必要
はないのではないかと考える。このことを思慮しないで
キャリア教育がキャリアプランを描かせ、あるいは、職
業決定を短絡的に促すことは就職後のプロアクティブ
行動に影響を与えると推測される。ただし、本研究の N
大学は文武両道の優秀な学生が多い事例であり、大学
ごとに学生の特性が随分異なるため、学生の学修その
他の実践状況に合わせ大学独自の教育理念を明確にし
て大学教育が実践されることがこれまで以上に重要に
なるだろう。
Ⅵ

結語

本研究は、大学生活の始期において就職に向けて本
人が有している意識が大学生活の過ごし方に与える影
響を明らかにし、学生の大学生活を充実に向けた大学教
育のあり方について検討することが目的であった。
ロジスティック回帰分析及び多重応答分析の結果、ま
ず、すでに就職に向けて就きたい業種・職種を決めてい
る者は、大学生活の「始期」段階で、大学生活を勉強と
正課外活動などとの両立に向けて活動的に取り組んで
過ごす姿勢が出来上がっており、スタート時点でそうで
ないグループと差ができていることが明らかとなった。
次に、
「将来を考えた時期」が「中学またはそれ以前」と
「高校から」の学生は、学修以外に正課外活動としての
部活動・サークル活動とアルバイトをバランスよく行お
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うとしていることも推測され、早期の職業決定により大
学生活の始期段階ですでに他のグルーブと差を有して
いることが明らかとなった。一方で、大学1年前期の時
点で職業決定がない学生には、今後の専門的な学修の
進展とともに自分で考えようとしている可能性も推測
された。
以上から、早期の職業決定は大学生活の過ごし方に
影響を及ぼす重要なことであることが示されたが、それ
でも大学生活は、
「新たな自分を創造する場」で、
「正課
教育や正課外活動を通して真の自分を発見する場」でも
あり、本人の主体性に任せることが重要であり、早期の
職業決定の観点とは切り離して考える必要があること
を提言した。また、大学生活の過ごし方を含めた大学教
育のあり方は大学ごとに学生の特性に合わせた教育理
念に基づいて検討されるべきことであると考える。
本研究は大学生活の「始期」に着目したものであり、
今後この学生たちの変化を追跡調査していく必要があ
る。また、学年や専攻での違いによる差の検討、さら
に、この調査時点で職業決定をしていない学生の動向、
義務教育卒業以前の職業の暫定的決定の変化など明ら
かにしていくべき課題が山積している。このため新たな
設問の検討も必要であり、加えて、本研究は N 大学と
いう研究総合大学の学生を対象にした調査であり、有効
回答が218名であったがそれでも1年生全体の1割に過
ぎず母集団が小さかった。N 大学生の調査対象者を増
やし学部等の偏りを排除して分析を行うことや、さらに
多様な特性を有する他大学との比較検討を進めていく
ことが今後の課題である。
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