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【問題と目的】
　学生生活から職業生活への移行は，人々の生涯発達
過程において重要な過渡期のひとつである。青年期の
長期化が指摘されるなか，日本では大学・短大等の進
学率が約57%になり，多くの青年にとって職業生活へ
の移行過程としての学生生活のおくり方はその後の就
職や職業生活の準備期間として重要な時期となってい
る。
　ここ数年，大学等の高等教育を終えた者の就職状況
が好調に推移している。就職状況が好況でも，就職活
動に意欲をもてなかったり就職活動をしても採用に結
びつかなかったりなど就職に困難を抱える若者は少な
くない。室山（2017）は，大学等の就職担当者を対象
に調査し，学習意欲や就職に向けた学生の意識は以前
よりも高まっているとしている。その一方で，「低学
年からのキャリアに対する意識づけ」とともに，「就
活意欲の低い学生や就職困難な学生への呼びかけやア
プローチ」を重視する傾向が大学では68%の選択率で
強まっているという。
　若年者の職業意識や意欲の啓発に向けてわが国で
は，1990年代の終わりから2000年代にかけてキャリア
教育等，学習活動を通じた職業意識形成に向けた取り
組みが行われてきた。
　キャリア教育の実践やその効果のとらえ方について
は，内容・方法はもとよりその前提である概念そのも
のについても教育機関の理念などにより多様な見解が
ある。ある大学調査では，全体に学習意欲や就職に対
する意識に関するポジティブな変化が確認され，キャ
リア教育等の効果が含まれるのではないかと考えられ
る（国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究セン
ター，2013）としている。しかし，キャリアや職業を
直接取り上げることがキャリア教育ではない（五十嵐，

2007ほか）。キャリアや職業に対する意識は，日常の
基本的な学習活動があってこそ成り立つものであり，
かつて進路指導の問題点として指摘されてきた「出口
指導」に偏ってはならない。たとえば，就職率のアッ
プに目を奪われた指導や斡旋は，結果的に早期離職を
生み出している面もある。また，離・転職ということ
だけではなく，予想外の社会経済状況の変化や個人の
生活上の変化などにも出会うこともある。たとえその
ような状況に出会っても，個人が柔軟に対処できる能
力や素養を育てていくことが大切であろう。就職のた
めの一時しのぎ的な受験対策ではなく，長期にわたる
将来展望から若年者のキャリア形成を視野に入れた教
育の在り方が検討されなければならない。

　大学生のキャリア発達について，五十嵐（2018）は
2014 ～ 2016年までの３年間にわたる調査データの分
析結果を報告した。そこでは年ごとの大きな変化は確
認されなかった。在籍した年に関係なく進路選択過程
における不安は，大学生活とともに考慮されなければ
ならないことが確認されている。キャリアや職業に対
する意識は，日常の基本的な学習活動や大学生活の影
響があり，直線的な就職指導以上に重要であることが
示唆された。
　その後，大卒就職者にとっては「売り手市場」と呼
ばれる状況が一層強まっている。一方で，早い採活・
就活の動きが学生に不安と混乱を招いている現実もあ
り，学生にとって進路の選択は，不安やストレスを抱
える重要なキャリア発達の課題であることに変わりは
ない。 
　その就職不安は，就職活動に対する不安なのか，就
職できるかどうかといった不安なのか，あるいは就職
後の職業生活についての不安なのかさまざまな側面が

＊　教育推進機構

五十嵐　　　敦＊
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考えられる。たとえば藤井（1999）は，就職不安を職
業決定および就活段階で生じる心配や戸惑い，就職決
定後の将来に対する否定的な見通しと定義し，ストレ
スや抑うつとの関連を確認している。松田ら（2010）
は就職活動そのものに対する不安尺度を作成している
が，その背景には藤井の定義にあるような時間的な展
望のなかで就職を意識していることは見過ごせない。
また，キャリア教育の観点からは就職活動だけの不安
が問題なのではなく，その前後のプロセスをキャリア
形成の大切な過程として取り上げることが求められ
る。
　こうした就職に関連する不安には，キャリア発達に
おける成熟度との関連が予想される。全国大学生活協
同組合連合会（2009）の報告によれば，就職について
の不安を感じている大学３年生は82.4％にのぼる。未
来に対する心理的な側面には期待や希望とともに，不
安が存在することは自然なことである。その不安の内
容や程度，そしてその不安に対する対処能力は，キャ
リア成熟度や進路選択自己効力感との関連が予測され
る。
　この進路成熟の問題を検討したのが坂柳（1996）で
ある。進路成熟度はキャリア発達の重要な指標であり，
五十嵐（前出）では大学生の進路不安について，進路
成熟の未熟さや効力感の低さが関係していることを検
討している。その結果，進路不決断では進路成熟と自
己効力感のすべての要因が抑制要因となっていること
が確認された。こうした不安が大学生活の適応問題に
もつながっていることを坂柳（1997）は指摘している。
その対処としての就職ガイダンスや意思決定のための
スキルトレーニングといった直接的な介入が考えられ
るが，不安と進路の不決断などの問題ではどちらが先
行要因かは不明のままである。多くの学生が就職不安
を抱えていることを考えれば，日常生活や大学生活と
いった基本的な次元での支援や改善が求められるので
はないだろうか。
　これらのことから進路の積極的選択と行動において
は，自分自身の進路であることの自覚とそのための進
路先に関する情報や就職活動の方法といった情報理解
が重要となる。前者においては必ずしも直接的に特定
の職業を絞り込むことではなく，漠然とでも将来展望
を意識化すような支援が求められる。情報理解は適職
追求不安においても重要な要因のひとつであろう。
　そして，現実生活としての大学生活との関連でも大
学不適応が進路達成不安や進路不決断を高める要因で
あることから，現在の学生生活にコミットする力を育
てることの大切さが示されていた。逆に，進路が明確
にならないから生活に意義を見いだせないのではない
かとも考えられるが，いま取り組むべき目の前の事柄
や生活マネジメントの能力こそが，すぐに取り組める
キャリア形成ではないだろうか。

　このような問題から，大学におけるキャリア教育を
進めるうえでは，就職指導の徹底よりも大学教育の充
実こそが課題であることを確認する必要がある。その
ためには前提となる大学生活が，キャリア発達過程に
どのように関連しているのかが実証的に確認されてい
なければならない。

　以上のことから本研究では，まずこの５年間の動向
を把握し，学生の質的な変化の有無を確認しながらそ
の背景要因について検討したい。
　そのうえで進路（主に就職活動等の準備など）や職
業生活についての不安に関連する諸要因を明らかにす
る。そのことで今後の学生のキャリア形成支援の在り
方について議論したい。

【方　法】
１．調査対象と実施方法
　地方国立大学に2014，15，16，17，18年の５年間に
それぞれの年に在籍していた３年生の中で，大学が主
催した就職ガイダンスに出席した学生に協力を依頼し
た。回答は随意とし，ガイダンス終了後に自由提出と
して回収した。このガイダンスは，かつては就職希望
者全員を対象にしたものであったが，最近は一般企業
への就職希望者を中心に就職情報サイトへの登録に誘
導する流れになっている
　最終的に回収総数は５年間で1,780人（女子839人，
男子925人，不明16人）で，このうちデータがそろっ
た1,735人（女子829人（47.8％），男子906人（52.3％））
を分析対象とした（Table1）。各年の回答者数にばら
つきはあるが統計上有意な違いではなかった。

２．調査内容
　⑴　進路不安；松田ら（2006）などの研究をもとに，

進路の迷いや将来の進路選択の展望について８項
目（４件法）で行った。「決定不安（「進路が決ま
るか不安である」）」「不決断（「決定は先にのばし
たい」）」「適職追求（「やりたい職業がよくわから
ない」）」の３因子構成であることが確認されてい
る。

　⑵　進路成熟態度；坂柳・竹内（1985)の尺度から「関
心性（「よりよく生きるためにどうしたらよいか
考えている」）」「自律性（「自分からすすんで，人

Table 1　５年間の回答者の総計内訳（人数）

女子 男子 不明 合計
人文 216 72 2 290
行政 274 185 6 465
経済 240 375 4 619
理工 109 293 4 406
全体 839 925 16 1,780
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生を決めていく」）」「計画性（「自分なりに目標が
ある」）」の３要因各２項目（６件法）からなる。

　⑶　進路選択効力感；浦上（1996）ほかの尺度をも
とに作成した。これは五十嵐（2019）で３因子構
造であることが確認されており，「情報理解（「職
業に関する情報収集の方法を理解している」）」「適
性理解（「自分の適性や能力を正確に把握してい
る」）」「主体的対処（「周りの意見に左右されるこ
とが多い（逆転項目）」）」の３要因からなる12項
目（６件法）のものである。

　⑷　大学生活のとらえ方；大学での講義や学びへの
態度，交友関係や社会猶予といった８項目（５件
法）からなる。「積極適応」「大学不適応」「生活
不全」の３因子構造であることが確認されている。

【結　果】
１．基本的属性
　調査協力者の所属する学類（学部）の比率は各年に
おいてもあまり変わらなかった。
　希望進路の内容は複数回答の結果，５年間の累積数
で「一般企業」が1,272人（58.2%）と最も多く，「官
公庁」は674人（30.8%），「教員」203人（9.3％）とい

う結果であった。卒業後の勤務希望地（複数回答）で
は1,781の回答中1,383人（77.6％）が「出身地」を選
んだ。「首都圏」は631人（35.4％），「どこでも」は
503人（28.3％）であった。（Table2・3）

２．各変数の分析結果
　⑴　進路不安（Fig.1）
　年度，性別，学類による３要因分散分析の結果，す
べての要因で性別の有意な主効果はみられなかった
が，年度と学類の有意な交互作用が確認された。進路
の「決定不安」では全体として2018年が他の年より有
意に低い値であった（F（12,1734）=14.307,p<.001）。
特に，行政・理工にその傾向が強く，人文と経済では
大きな変化は見られなかった。
　「進路不決断」では逆に行政と理工が2015年よりも
2018年が有意に高くなっていることが確認された。人
文と経済では大きな変化は見られなかった。全体では
2017年までに比べて2018年の変動が有意に大きかった
（F（12,1734）=2.733,p<.01）。「適職追求」不安では行
政が2015年より，理工は2017年よりどちらも2018年の
方が有意に高かった（F（12,1734）=2.638,p<.01）。特に，
行政と理工の参加学生が2018年はそれまでと質的に変

Table 2　卒業後の進路希望（複数回答）各学類の上段の数字は人数，下段は％

　 企　業 官公庁 教　員 その他 大学院など 合　計

人　文
173 63 98 14 31

379
45.6 16.6 25.9 3.7 8.2

行　政
248 258 21 24 32

583
42.5 44.3 3.6 4.1 5.5

経　済
447 179 14 31 33

704
63.5 25.4 2.0 4.4 4.7

理　工
252 88 39 15 126

520
48.5 16.9 7.5 2.9 24.2

全　体
1272 674 203 96 240

2,486
58.2 30.8 9.3 4.4 11.0

Table 3　卒業後の就職希望地（複数回答）

　 出身地 首都圏 どこでも その他 合　計

人　文
人数 198 96 60 32

291
％ 68.0 33.0 20.6 11.0

行　政
人数 334 115 110 51

465
％ 71.8 24.7 23.7 11.0

経　済
人数 389 225 149 52

619
％ 62.8 36.3 24.1 8.4

理　工
人数 259 101 116 23

406
％ 63.8 24.9 28.6 5.7

全　体
人数 1,383 631 503 188

1,781
％ 77.6 35.4 28.3 10.6
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わったのではないかと推測される。

　⑵　進路成熟度（Fig.2）
　どの学類も「関心性」が平均3.3台で推移し，平均2.4
程度で推移した他の２つに比べて有意に高かった。年
度，性別，学類による３要因分散分析の結果，年度と
学類の有意な交互作用が「計画性」と「自律性」で確
認された。「計画性（F（12,1734）=11.016,p<.001）」で
は行政と理工が2017年に比べて2018年が有意に低下し
ていた。「自律性（F（12,1734）=5.436,p<.01）」では，
理工が2015年から，行政は2016年から得点が，それま
でより有意に高まっていた。どちらの要因も人文と経
済では有意な変化は確認されなかった。なお，すべて
の要因で性別の有意な主効果は確認されなかった。

　⑶　進路選択自己効力感（Fig.3）
　３因子全てで年度の有意な主効果が確認され，「適
性理解（F（12,1734）=1.737,p<.05）」と「主体的対処（F
（12,1734）=2.408,p<.01）」が2014年に比べ2018年は有
意に高く，「情報理解（F（12,1734）=1.986,p<.01）」が
2015年より2018年が有意に低くなっていた。
　「主体的対処」では学類の有意な主効果もあり（F

（12,1734）=7.125,p<.001），行政が他の学類より全体に
低い傾向が見られた。また，全ての因子で女子が男子
より有意に低い値であった（p<.05）。

　⑷　大学生活について（Fig.4）
　「積極適応」は，平均3.0台で推移し，中程度の満足
度を示していた。性別と学類，年度による３要因分散
分析の結果，「積極適応」と「大学不適応」において
年度と学類の有意な交互作用が確認された（F
（12,1734）=2.107,p<.01, F（12,1734）=2.494,p<.01）。「積
極適応」では行政と理工が2018年にそれまでよりも低
下し，「大学不適応」が同じく理工と行政が有意に高
くなっていた。性別の有意な主効果は ｢生活不調｣ で
見られ（F（12,1734）=9.448,p<.01），男子が女子より
有意に高かった。

　このような大学生活の状況がキャリア発達や進路の
意思決定に影響していることは，これまでの報告でも
確認されてきた。そこで，より詳しくその内容の変化
を項目ごとに見たのがFig.5である。
　分散分析の結果，年度による有意な主効果が見られ
たのは以下の通りであった。まず，②の「いろいろな
人との交流がある（F（4,1685）=2.355,p<.05）」では
2018年が2017年より有意に低い値であった。③の「授
業に遅れることが多い（F（4,1685）=7.168,p<.001）」
では2018年が2015年や2017年よりも有意に高くなって
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いた。
　⑤の「大学での生活は有意義な時間である（F
（4,1685）=20.537,p<.001）」は2018年が他のどの年より
も有意に低い結果であった。それとは対照的に⑥の「打
ち込むものがない（F（4,1685）=8.072,p<.001）」は2018
年が他のどの年よりも高い値であった。⑧の「自分の
関心を高めている（F（4,1685）=22.376,p<.001）」は，
2018年が他のどの年より低く，⑨の「授業についてい
けない（F（4,1685）=2.658,p<.05）」は2014年が2015年
16年より有意に高い結果であった。

３．進路不安の各変数を目的変数とした重回帰分析
　⑴　進路不安と各要因との関連（Fig.6）
　①　進路決定不安（R2=.105,F=40.736,p<.001）；自

律性（β=-.180,p<.001），適性理解（β=-.109,p<.001），
年度（β=-.138,p<.001），主体的対処（β=-.116,p<.001）
が有意な負の説明変数として抽出された。積極適
応は正の有意な説明変数であった（β=-.080,p<.05）。

　②　進路不決断（R2=.267,F=119.412,p<.001）；計画
性（β=-.171,p<.001），主体的対処（β=-.139,p<.001），
情報理解（β=-.164,p<.001），関心性（β=-.133,p<.001）
が有意な負の説明変数で，大学不適応は正の有意な説
明変数であった（β=.146,p<.001）。

　③　適職追求不安（R2=.163,F=56.617,p<.001）；情
報理解（β=.184,p<.001），進路成熟度の３変数（β
=.149,.092,.101，いずれもp<.001）が有意な正の説
明変数として抽出された。

　⑵　時間的展望や自己意識の具体的項目を加えた重
回帰分析の結果

　①　進路決定不安（R2=.203,F=86.744,p<.001）；時
間的展望の「いま何から始めたらよいか…」（β
=.307,p<.001）や「就職してもやっていく自信が
ない（β=.166,p<.001）」・「大学での専門に結びつ
く職業を選ぶ（β=.074,p<.01）」が有意な正の説
明変数であった。進路成熟度の自律性（β
=-.112,p<.001）と「いろいろ試してみたい（β
=-.063,p<.01）」は負の有意な説明変数として抽
出された。

　②　進路不決断（R2=.268,F=103.934,p<.001）；大学
不適応（β=.132,p<.001），「就職してもやってい
く自信がない（β=-.103,p<.001）」が有意な負の
説明変数であった。計画性（β=-.151,p<.001），
情 報 理 解（ β=-.167,p<.001）， 関 心 性（ β
=-.116,p<.001），主体的対処（β=-.089,p<.001），
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Fig.6　進路不安を目的変数とした重回帰分析の結果
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「自分らしく生きていくことを大切にしたい（β
=-.064,p<.01）」が有意な負の説明変数であった。

　③　適職追求（R2=.210,F=65.727,p<.001）；情報理
解（β=.172,p<.001），関心性（β=.096,p<.001）・
計画性（β=.114,p<.001）・自律性（β=.071,p<.001）
の 成 熟 度，「 い ろ い ろ 試 し て み た い（ β
=.131,p<.001）」「自分には可能性が潜んでいる（β
=.142,p<.001）」「大学での専門に結びつく職業を
選ぶ（β=.090,p<.001）」といずれも正の有意な説
明変数であった。

　　　大学で学んでいる専門領域との結びつきを職業
に求めることは，適職追求では促進要因であった
が，進路決定の次元では迷いの促進要因になるこ
とがわかった。

【考　察】
　本報告は５年間にわたって各年の就職ガイダンスに
参加した３年生に調査を実施したものである。この５
年間，社会経済情勢の変化や大卒就職に関する就職活
動時期の見直しなどあったが，就職する学生にとって
は「売り手市場」が一層強まった時期でもあった。５
年間の推移をみると，調査協力者の数には変動があっ
たが，本学学生の就職にかかわるとらえ方や意識に全
体では特に大きな変化は見られなかった。これは先の
報告（五十嵐，2019）とほぼ同様の結果であった。し
かし，2018年の３年生（2019年現在４年生）において，
決定不安や計画性，主体的選択の低下が見られた。そ
れに対して，不決断や適職追求，自律性や適性理解は
上昇していた。これは「売り手市場」によって探索範
囲が広がったための迷いとも見られる。反面，採用状
況が好転していることで積極的に迷うことが可能と
なったとも考えられるではないだろうか。
　また，別な視点からこの変化を推測すると，学内で
はCOC+など地元就職に向けての積極的な取り組みが
展開されるようになった対象学年である。適職追求や
自律性などの得点の上昇が見られた反面，主体的対処
が低下し，例えば「周りの意見に左右される」などの
傾向が強まり，進路不決断といった先延ばし傾向が増
えてきたことは，その支援の在り方とともにその程度
の問題も検討されなければならないだろう。
　前述のとおり調査を行ったのは３年生の就職ガイダ
ンスであった。そのガイダンスに出席する学生の多く
は主に一般企業への就職希望者であった。その中で公
務員希望や教員希望という回答もあり，進路選択にお
いて複数の選択肢の中で迷っている様子もうかがわれ
た。今回調査した大学では入学時の進路希望の多くが
公務員という状況で，公務員と企業就職の両方を視野
に入れている学生が３年生の６月段階で４人にひとり
は存在していることがわかった。３年時にさまざまな
進路選択にともなう課題と直面し，大学生にとって

キャリアのとらえ方全体のターニングポイントとなっ
ている（五十嵐，2012）。不安定で不安な状況を生じ
やすい中で，ガイダンスがどのような役割を果たすか
も問われるであろう。
　教職や公務員と比べて，一般企業における多様性な
どからも具体的な職業・職務との結びつきが把握され
にくい面があったのではないかとも考えられた。むし
ろ企業の方が業界や職種でそれぞれの専門が明確にな
りやすいとも考えたが，業界や職業について学生の具
体的な理解が分化していないのかもしれない。これは
キャリア教育や就職支援における課題を示唆したもの
とも言える。
　全体の５年間の変化の中で，学類別では行政と理工
の動きが注目された。人文と経済では大きな変化はな
かったのに対して，2018年に有意な変化を示していた。
このことについては，本研究からは特に原因など断言
できるものはなく今後の検討課題である。
　大学生活との関連からは，今回も積極適応は進路不
安の「決定不安」に対し抑制的に関連しており，大学
生活不適応は「不決断」の促進要因として機能してい
ることが確認された。進路不安のアウトカムとしての
考え方もあるが，大学生としてのキャリア形成におい
て“いま”，“ここで”できることを大切にすることか
ら始められるような支援が必要であろう。時間的展望
の面からもこのことは確認され，結果からは今現在や
るべきこと自体に迷いがあるとも考えられる。また，
大学で学んだ専門性に固執しすぎると進路の決定不安
が高まることが危惧された。
　職業生活という就職後の自信の無さによる不安につ
いても，今学ぶことの大切さをどのように伝えるかが
大切であろう。古市ら（2007）の報告では，特に自己
評価や就職情報収集，困難解決といった面の効力感の
低さが就業不安に結びついているとした。今回の調査
にあるような自信のなさはこの自己評価に結びつくも
のであり，日常生活における効力感の育成が大切であ
ろう。さらに，進路不決断という決定の先延ばしと大
学生活不適応が密接にかかわっていることからも，就
職後の職業生活についての自信の無さが決定の先延ば
しにつながっている点は看過できない点である。なお，
生活不調という日常生活の基本的側面は，今回の調査
からは有意な関連は確認されなかった。
　進路不決断については，「情報理解」や「関心性」
の高さがかかわっていることから，「自分らしさ」の
追求と合わせて“好きなこと”志向がうかがえた。適
職追求の不安と合わせて，選択決定のための情報理解
については，情報の量だけではなくその内容も重要で
あることが示唆された。さらにそうした情報について
吟味するだけの力量が問われる。それこそが大学教育
における専門教育を中心とした取り組みの中で培われ
るべきものであろう。Blustein（1992）は，選択を行
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う本人が適度な切迫感を体験できるような働きかけの
必要性を提言しているが，基本的には大学教育そのも
のがキャリア教育であることを忘れてはならない。か
つて，Super（1980）が，「生涯にわたる生活様式の
連続が生活空間とキャリアサイクルを構成する」と指
摘したように，いまここでの生活の充実を抜きにして
キャリア形成はあり得ないのである。
　キャリア教育の名のもとで，ライナーな就職対策を
早期から展開する動きもあるが，あらためて大学生活
とそこでの学びを大切にすることが再確認された。早
期の就職・採用活動の中で，固定的で偏ったイメージ
を形成し，その後の柔軟な対応を難しくしている可能
性もある。また，早めに内々定を得ても，その後迷う
学生の数は増加している。就職・採用の早期の指導は，
結果的に離・転職，あるいはリアリティショックを作
り出している面もあることを忘れてはならない。これ
らの発達過程としての検証のためには，各年の１年時
からの縦断データによる追跡調査が望ましいが，一部
１年時データの収集に協力が得られなかった学類があ
り，今回も横断データの５年間の比較から報告した。

　以上，まとめとしては以下のようになる。まず，進
路不安についての年次による大きな変化は特に確認さ
れなかった。むしろ，就職ガイダンスに参加する学生
に学類（学部）による質的な変化が確認された。次に，
進路不安について，進路選択自己効力感の適性理解や
情報理解，主体的対処が抑制要因となっていることが
再確認された。その一方で，進路成熟や情報理解が“や
りたいこと志向”のような適職追求の不安を高めるこ
とが分かった。これは，進路探索に向けてのポジティ
ブな影響ともいえるかもしれない。そして，大学生活
への積極性は進路不安を軽減する可能性があるが，大
学の学業等への不適応は進路の決定を先送りするよう
な不決断を促進してしまうことが確認された。 
　課題としては，年次ごとに進路不安と各要因との関
係およびその方向が異なる可能性が無いかを確認する
必要があるだろう。また，同一サンプルの縦断追跡調
査の必要性があり，これまでのデータからは個人を追
うことは難しいが同一集団としての追跡は可能であ
る。さらに，不安の多面的な特徴をもとにした学生の
類型化を試みることも考えられる。
　それらをもとに就職支援の多様性や柔軟性につい
て，学生の特性に応じた支援の在り方の工夫を考えた
い。 
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