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序 「敗北」を抱きしめて 

―大学全入時代の不本意入学― 

 

知識は合理的
．．．

行為のための能力を向上させる。 

Parsons and Platt（1973: 3 強調体原文） 

 

 大学全入時代と言われて久しい。 

 当初、2007 年に到来が予想されていた全入時代は（中央教育審議会 2005: 第 2 章）、必ず

しも現実となることなく今日に至っている。だが、文部科学省（2021: 29）によれば、18 歳

人口はこの 2021（令和 3）年度からふたたび減少局面に入り、2040（令和 22）年には 88 万

人となる。あるマスコミはこれを受けて、2023 年もしくは 2024 年の 4 月に、統計的にはい

よいよ全入が現実化するとも報じている（清水 2021）。ここで「統計的には」というのはむ

ろん、「受験生が選り好みしなければ」という意味である。 

もとより入学定員の総数は、大学や学部の新設によって、若干ながらではあるが近年なお

増えつづけてきた1。2000（平成 12）年から 2020（令和 2）年までの 20 年間で、18 歳人口

は 151 万人から 117 万人へと 2 割以上も減少しているにもかかわらず、大学の募集人員総

数は、国公私立で対応に違いはあるものの、2000 年度入学生の約 53 万人から 2020 年度入

学生の約 61 万人へと 1 割以上増加した（文部科学省 2021: 32）2。そのためすでに少なから

ぬ私立大学で定員割れが生じており、最高学府としての選抜機能の低下が問題視されてい

る。具体的に言うと、2007 年度入試時点で私立大学の約 4 割が入学定員を充足できず、100

校近くが合格率 90％以上と、試験を通じた選抜が十分に機能していない大学が相当数存在

している（文部科学省 2007: 第 3 章）3。皮肉めいた言い方をすれば、学費を工面できかつ

選り好みさえしなければ、大学入学という切符自体は、全入化を待つまでもなくすでに「ほ

ぼ誰にでも買えるもの（親が子に買い与えることのできるもの）」となっているのである4。 

                                                        
1 1990 年代のバブル的な大学拡大を含め、このあたりの経緯については、吉見俊哉（2011）

の序章も見よ。 
2 なお実際の入学者数は募集人員よりも多い。2000 年度入学生が 60 万人弱、2020 年度入学

生が 62 万人強である（文部科学省 2021: 35）。 
3 ちなみに 2021 年度には、私立大学（短大含む）の入学定員充足率は、全体として見ても

約 99.8％と、100％を割るに至っている。日本私立学校振興・共済事業団（2021）を見よ。 
4 上の表現は、学費の工面という問題を軽視するものではない。貴戸理恵（2019: 423-5）が

端的に指摘するように、子どもに大卒学歴（進学機会）を「買い与える」ことができるかど

うかは、とくに日本では、近年の社会情勢、ならびに学生への就学支援体制の乏しさのせい

で、家庭の経済状況に応じて大きな不平等が存在している。近年対策は打ち出されつつある

ものの、十分とは言いがたく、現状では、大学全入化はむしろ教育格差をより際立たせるよ

うに思われる。大学に入学できるかどうかは、事実上、学費を工面できるかどうかのみにか

かってくるからである。これについては、小林雅之（2008: 42-9）も見よ。 
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にもかかわらず、大学入学の志願者数は延べ数にしておおむね増加一途であり、競争はあ

る面で激しくなっているようにも見える。2000 年度入学生の受験時で 340 万人強だった志

願者数は、2020 年度入学生の受験時にはほぼ 500 万人と、上と同じ時期に 5 割近く増加し

ており、それにともなって志願倍率も 6 倍台から 8 倍台へと伸びている（文部科学省 2021: 

33-4）5。じつのところ大学全入時代が囁かれるとともに白日の下となったのは、大学の二極

化であった。一部の大学については、入学をめぐって、受験生のあいだで依然として激しい

選抜競争が続いているのである。 

学歴（学校歴）獲得を求めるこの種の競争は、言うまでもなく固有の歴史と社会背景を持

った現象である。日本では、今日の大学入試にあたる高等学校の入試において激しい受験競

争が出現したのは、明治 30～40 年代のころだという（竹内洋 1991: 76-8; 天野 [1992] 2005: 

251-3; 貴戸 2019: 395）。特徴的なのは、それが今日に至るまでの日本の学歴競争のあり方

につながるものであったことである。すなわち、入学試験の内容が必ずしも特定の階層文化

とは結びつかず、そのため出身階層を問わずに参加可能な、開放性の高い学歴競争だったの

である（貴戸 2019: 395-9）。戦後になると、高度成長を通じた産業構造の変化がいっそう多

くの人々に進学の必要性を意識させることとなったが、それもこうした高い開放性を前提

としたものだったと言えよう。実際この時期、所得水準の向上が各家庭に教育費の工面を可

能としたことも手伝って、受験競争は日本社会全体に波及していく（近藤 2015: 25-7）。高

度成長初期の 1950 年代後半、高校進学率は 50％前後、大学進学率は 10％程度にとどまっ

ていたのが、高度成長末期の 1970 年代半ばになると、高校進学率はほぼ 90％、大学進学率

は 40％近くと、20 年足らずで今日に近い水準にまで達したのである（近藤 2015: 24-5）。 

もとより戦後日本において開放性の高い学歴競争が社会全体に及んだことは、たんなる

進学者数の量的拡大という以上の、社会の質的転換を意味した。メリトクラティック（業績

主義的・能力主義的）なエートスが大衆に浸透し、業績（成績・学歴）による選抜が、社会

階層を問わずに正当なものと受け入れられるようになったのである6。苅谷剛彦（1995）の

言う「大衆教育社会」である。苅谷によれば、「能力主義と平等主義との奇妙な結合関係」

こそが、戦後日本の大衆教育社会を生み出す基盤であった（苅谷 1995: 25-6）。すなわち「社

会が教育に高い価値を置き、教育の平等を求めれば求めるほど、メリトクラシーの大衆化が

進行する。その結果、大衆化したメリトクラシーを通じて生み出される不平等は、社会問題

化することもなく、正当なものと見なされる」（苅谷 1995: 25-6）のである。こうした大衆

                                                        
5 志願者数と志願倍率の数値はともに国公私立大の合算である。正確に腑分けして言えば、

国公立大の志願者数と志願倍率は漸減傾向だが、対照的に私大での伸びが著しい。 
6 メリトクラシー（meritocracy）の語は本序文ではカタカナ表記で統一するが、一般にその

日本語訳には、欧米でのニュアンスに対応する「業績主義」よりも、「能力主義」のほうが

定着しているという。これを踏まえて本田由紀（2020: 第 2 章）は、日本では、社会での地

位は、個人の公正な努力達成としての教育歴や資格をもとに決まる（べき）というよりは、

とにかく「能力（性能）」で決まる（べき）というメリトクラシー観が支配的であり、その

「能力」の由来は問わないため、社会の公正性に対する批判的視線が弱いと指摘している。 
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教育社会の成立は、戦後の高い経済成長率によっても支えられたと言えるだろう。たとえ高

い学歴を得られなくとも、選抜を通じて割り振られた先で、竹内洋（[1995] 2016: 73-8）の

言うアスピレーションの縮小（クール・ダウン）や再加熱（リ・ウォームアップ）によって

メリトクラティックな努力を続ければ、「人並みの生活」が実現できる（少なくともその希

望が持てる）社会だったのである。かくして、学校から企業（就社）へのいわゆる「間断な

き移行」は総じてうまく機能した。貴戸（2019）が的確に指摘するとおり、戦後日本社会は

「学校と企業が成功しすぎた社会」だったのである。「一億総中流」という言葉に象徴され

る、良くも悪くも高度な国民統合（意識）も、おそらくはこの「成功しすぎ」に裏打ちされ

たものだっただろう。 

 だが 20 世紀の終わりごろより、もはや日本は格差社会化が覆い隠せなくなり、国民間の

分断が著しい。とくにこの格差拡大の局面で目に付くのは、弱者に対する「自己責任」との

風当たりの強さである。その原因は諸説考えられるものの、大きな背景のひとつとして、上

述のようなメリトクラティックなエートスの全面浸透は無視できないように思われる。す

でに触れたとおり、日本ではきわめて開放性の高い学歴獲得競争が出現したが、それを可能

にした前提は、競争が、どの人の文化資本からも相対的にニュートラルな、形骸化した知識

を問うペーパーテストで画一化されていたことであった（苅谷 1995: 19-24; 貴戸 2019: 399 

参照）。現実には、学力どころか「がんばる」意欲からしてスタートラインには階層的不平

等があるが（苅谷 2001; 阿部 2008: 150-9）、なまじそのようにして競争への公平かつ平等

な参加可能性が担保されていると考えられているがために、不首尾な結果の責任は、個々人

の努力不足（がんばり不足）に帰されがちなのである7。先進工業諸国では、メリトクラシ

ーの浸透ゆえに、本来「弱者」とされるべき人々が「敗者」として扱われがちだが（貴戸 2019: 

429）、近年の日本ではとくにその傾向が強まっているように思われる。 

 

 本報告書は、熊本大学文学部総合人間学科社会人間学コース・2021 年度「社会調査実習

Ⅰ・Ⅱ」（多田光宏担当班）のメンバーが、大学不本意入学を経験した学部既卒者や中退（予

定）者の 20 代の方々を対象に8、受験時の経験や不本意入学後の学生生活、学卒（中退）後

の仕事、学歴に対する考え、家族・友人など周囲の人々との関係などについてインタビュー

をおこない、分析結果をまとめたものである。その狙いは、不本意入学を取り巻く種々の状

                                                        
7 日本の学習文化における「ガンバリズム」については、竹内洋（[1995] 2016: 97-100）も見

よ。竹内は、知能指数を学力の規定因として重視するアメリカの能力観との比較で、先天的

能力ではなく後天的努力によって成績を向上させることができるとする日本の勤勉主義の

独自性を指摘している。ただ補足すると、その種の勤勉主義は、アメリカをはじめ市場主義

が苛烈さを増す今日の世界において、競争の勝者たちのあいだで、自己の勝利を正当化する

論理として広く浸透しつつあるように思われる。M. J. Sandel（2020＝2021）を見よ。 
8 よって本調査のインフォーマント（計 16 名）の多くは社会人である。ただし、不本意入

学後の人生経路の多様なあり方に光を当てるべく、そのなかには大学院生 2 名、大学学部を

卒業後に専門職を学ぶ学生 1 名、ならびに大学休学中 2 名（うち 1 名が中退予定）も含まれ

ていることを断っておきたい。 
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況や当事者たちの一連の体験を具体的に把握しつつ、それを通じて現代の日本において大

学（また学歴や学校歴）がもつ社会的意味を浮き彫りにすることにある。これについて、上

で触れた社会の変化を念頭に置きながら、以下でより詳しくあきらかにしておきたい。 

先ほど述べたとおり、来年度ないし再来年度の「統計上の全入化」を待つまでもなく、す

でに「選り好みしなければ」大学には入れる時代である。大卒という肩書きを得るためだけ

ならば、目標を「下方」修正していくらでも手を抜けるはずなのに、依然として「上」をめ

ざして受験勉強に邁進するのは、もはやそれほど当たり前とは言えないように思われる。も

とより、高校時点での進路形成はかつてほど一元的ではなくなっていると言われている。た

とえば荒川葉は、高校教育改革の旗印のもと、学力上位校と中位・下位校とあいだで進路形

成の分断が進んでいると指摘している（荒川 2009: 28）。彼女によれば、1984～1987 年度の

臨時教育審議会以降に本格化していく教育改革（通称「第 3 の波」）は、偏差値による戦後

の一元的な選抜・配分システムへの批判として、生徒の「将来の夢」「興味・関心」に応じ

た進路選択を推奨した。「個性」を重視するそうした教育政策は、すでに一定の豊かさを達

成した社会において、画一化されたライフコースに魅力を感じなくなっていた当時の若者

のニーズにも合致するものだっただろう。結果、学力選抜による社会的上昇が構造的に制限

されている層の高校において、デザイナー、ミュージシャン、アーティストといった、魅力

的ではあるが就くのが難しい「憧れの職業」をめざす（そしてフリーターなどになる確率の

高い）生徒がとくに多く発生しているという（荒川 2009）。 

かくして荒川は、学力中位・下位校に焦点を当てて調査をおこなっているが、対照的に今

回われわれが目を向けたのは、その反対のグループに属する人々である。すなわち、そのよ

うに分断した進路形成の時代において、依然としてメリトクラティックな仕方で社会的上

昇を果たすべく、「よい学校」をめざして受験勉強に励んだ人たち（多くは学力上位校の生

徒や出身者）である。これら一群の人たちは、なぜ、またいかにして、筆記試験の偏差値で

輪切りされた選抜・配分競争へといまだなお参加するのだろうか。個性重視による進路選択

の多様化状況はもとより、インターネットの普及やグローバリゼーションの拡大といった

社会の大きな変化を考えれば、ほぼ日本国内でしか通用しない偏差値序列のヒエラルキー

で上位に食い込むべく、旧態依然とした暗記偏重型の勉強に多大な時間とエネルギーを注

ぎ込むのは、合理的計算を超えた別のなにかに動機づけられているようにさえ見える。さら

に言えば、遅くとも 1990 年代に始まる現下のポスト工業化社会では、求められる能力自体

が変化している。対人スキルのような、習得ノウハウのマニュアル化が難しい不定形なポス

ト近代型能力の重要性が増し、それにもとづく新たなハイパー・メリトクラシー化が進行し

ているのである（本田 2005, 2020: 第 5 章）。どれだけペーパーテストの成績がよかったと

しても、「コミュ力」や「人間力」に欠けるなら、将来安泰とはもはや言えない。 

今回の調査では、いま述べた問題関心を追求すべく、過去に大学不本意入学を経験した 20

代の人々に焦点を当てた。繰り返しになるが、それらの方々が受験競争（とくに筆記試験が

中心のそれ）に身を投じていったのは、まさに「選り好みしなければ」大学に入れる時代が
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幕を開けたタイミングであった。実際、日本における大学進学状況は、すでに「大衆（マス）

教育社会」どころか「ユニバーサル教育社会」と呼べる段階に入っている。アメリカの高等

教育研究者マーチン・トロウは、当該年齢人口に占める大学在籍率が 15％までの段階を「エ

リート型」、15～50％の段階を「マス型」、50％以上の段階を「ユニバーサル型」と分類し

（Trow [1973] 1973＝1976）、大学就学の意味もこの段階に応じて変化すると指摘した。大学

教育を受ける機会は、エリート型では少数者の特権だったのが、マス型では多数者の権利と

なり、さらにユニバーサル型では万人の義務となるのである（Trow [1971] 1972: 68-70＝1976: 

28-30, [1973] 1973: 21-6＝1976: 84-91）。 

日本では、短大を含む大学進学率は 2005 年に 50％を超えて、すでにユニバーサル段階に

入っている。短大を除いた四年制以上の大学（学部）に限定しても、2009（平成 21）年に進

学率は 50％を超えている（文部科学省 2020: 152）9。今回の調査対象者の方々は、とくにこ

の後者の状況を体験している世代にほぼ対応する。トロウ（Trow [1971] 1972＝1976, [1973] 

1973＝1976）の表現を借りて、四年制以上の大学の「ユニバーサル・アクセス」ないし「オ

ープン・アクセス」の世代と言ってもよい。にもかかわらず、今回の対象者の方々はあえて

「選り好み」をしたのだった。そしてそのうえで、第 1 志望の夢に破れた。志望校への入学

が叶わなかったというのは、メリトクラシーの社会では、ひとつの「敗北」を意味する。仮

に不本意入学先がなお有名大学だったとしても、自分の本命ではなかった以上、当人の主観

的には多かれ少なかれ一種の「敗者」たらざるをえないだろう10。しかし、だからこそその

経験は、全入化時代に大学がいかなる意味を（とくに若い当事者世代にとって）有するかを

あきらかにするうえで、きわめて示唆的だと思われる。なぜなら、入学時点の偏差値で振り

分けられた所属先がその後の進路の可能性を限定していく日本社会の「メンバーシップ主

義」（貴戸 2019）では、学歴（学校歴）はライフコースの経過を規定する無視できない要素

とされており、よって不本意入学者の人々は、願いどおりに志望校に入学できた人たちにく

らべて、学歴（学校歴）に対してどうしてもより反省的であらざるをえないはずだからであ

る。たとえば不本意入学者は、第 1 志望に入れなかったことで、その後のライフプラン（希

望の職業や企業など）の変更を余儀なくされるなど、アスピレーションの「縮小」や「再加

熱」を迫られる可能性が高い。あるいは所属大学（出身大学）の象徴的価値について、他者

のまなざしを反省的に捉え返し、アイデンティティの（再）構築を余儀なくされることもあ

ろう11。だとすれば不本意入学を経験した人たちは、どのようにして自身の「敗北」を抱き

                                                        
9 これら進学率の数字は男女計である。実際にはジェンダー差があることは断っておかねば

ならない。近年は女性の進学率の上昇幅が大きいが、それでも 2019 年時点で、18 歳男性の

大学進学率が約 57％なのに対し、女性は 51％である。またこれ以外に、大都市圏と地方と

で地域差が大きいことも考慮を要する。同じく 2019 年時点で、東京都の大学進学率が 7 割

を超えるのに対し、東北地方や九州・沖縄地方などの多くの県では 4 割前後にとどまってい

る。以上、文部科学省（2020: 157, 160）参照。 
10 この「敗者」という表現については、中澤渉（2015: 165）も見よ。 
11 これについて示唆的なものとして、竹内洋（[1995] 2016: 85-92）を見よ。竹内によれば、

じつは日本では、学歴の社会経済的な地位達成機能（学歴収益率）は長期的には低下傾向に
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しめつつ、この学歴社会と折りあいを付けていく（あるいは付けられないままでいる）のだ

ろうか。若い時分のたかだか（と言うべきだろう）ペーパーテストでの挫折がその後の未来

を大きく左右しうる社会だからこそ、不本意入学経験者たちのミクロの語りからは12、今日

におけるマクロな日本社会のあり方が垣間見えるはずである。 

それにしても、大学全入時代としていまわれわれが目撃しているのは、近代化を構成する

もっとも重要な要素として長く続いてきた「教育革命」の、日本におけるひとつの終着点で

あるようにも思われる。かつてタルコット・パーソンズとジェラルド・M・プラットは、近

代社会の発展に含まれる革命的な構造変動過程として、工業革命、民主革命、そして教育革

命の 3 つを挙げた（Parsons and Platt 1973: 1-4）。前二者は、学校で習う世界史的事実として

多くの人が耳にしたことがあろう。これに対して教育革命は、ほとんどの人には聞き覚えす

らなく、あまりピンとこないかもしれない。われわれの日常において「学校化社会」（イヴ

ァン・イリッチ）があまりに自明になりすぎているからであろう。だが冷静に考えれば、識

字能力をはじめ、社会のメンバーたちに共通の（合理的）知識基盤が、教育制度を通じて質・

量ともに十分な水準で形成されていないなら、いま現にわれわれが生きているような近代

社会（とくに国民社会）の全体的な組織化はあきらかに不可能である。普通教育の普及のよ

うな事象は、人類史上、まさに革命的だったのである。工業化と民主化のその後の継続的発

展も、究極的には近代的な教育制度によって支えられたと言っても過言ではない。そしてパ

ーソンズとプラットが指摘したのは、教育制度のなかでもとくに大学こそが、「近代社会の

多数のレベルに浸透している広範な変化過程の先導的要素」（Parsons and Platt 1973: 3）だと

いうことであった。たとえば民主化という点では、大学教育そのもののみならず、1960 年

代末において、アメリカをはじめ先進諸国の大学（学生運動）が世界に与えた思想的インパ

クトはきわめて大きいものがある。また工業化については、後発近代国家の日本において、

戦前・戦中の富国強兵から戦後の経済復興に至るまで、大学（とくに工学部）こそがそのエ

ンジンであった（山本 2015, 2018）。 

今日のグローバル競争においても、大学は、国家社会主義ならぬ国家資本主義的な諸国策

への寄与がますます求められるようになっている（多田 2019, 2020 参照）。他方、大学教育

のユニバーサル化の時代にあって、いわゆる「選択と集中」を通じて、大学の二極化が露骨

な仕方で政策的に強化されてもいる13。すべての大学が「先導的」とは、建前としてももは

                                                        

あり、かつ国際的に見ても社会経済的地位に対する学歴の規定力は小さく、むしろ日本にお

いて学歴は、他者からのまなざしにかかわる象徴的価値をより強く持つという。 
12 なお大学不本意入学者に関する計量的研究としては、たとえば竹内正興（2020）がある。 
13 いわゆる「スーパーグローバル大学創成支援事業」（2014 年に公募され、その翌年から最

大 10 年間の実施期間で開始）など、その種の政策はもはや枚挙に暇がない。直近では、10

兆円規模の基金を株式や債券で運用して年数百億円を 5～7 大学の「国際卓越研究大学（仮

称）」に配分するいわゆる「大学ファンド」の案が、2022 年 2 月 1 日に正式に決定したと報

じられた。制度設計の主導者である上山隆大・元政策研究大学院大副学長は、「世界のどこ

にもない、ある種の政策実験」と自負するが、それは当然運用失敗のリスクがあるからであ

り、元本割れを税金で穴埋めする事態も発生しかねず、財務省幹部も「これだけの巨費を損
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やまったく考えられていない。じつは上述のトロワも、大学のオープン・アクセス段階にな

ってなお、エリート型、マス型、ユニバーサル型の大学は共存しつづけると述べた（Trow 

[1971] 1972: 66＝1976: 14-5, [1975] 1976＝1976）。ただ同時に彼は、マス型からユニサーバサ

ル型への社会の移行期には、種々の葛藤や困難が生じるだろうとも指摘している。このこと

は、いままさに全入化の過渡期を経験している日本にもそのまま当てはまろう。あくまで個

人的な印象だが、たとえば学歴（学校歴）に関する毀誉褒貶は、以前にも増してあちこちで

目に付くようになった。「旧帝大」や「F ラン大学」のような言葉がふつうに流通するよう

になったり、芸能人の学歴がことさらクローズアップされるようになったり、マスメディア

が東大ブランドをやたらもてはやすようになったのは、比較的最近の現象だと思われる。も

ともと日本では「上」から「下」まですべての大学が偏差値で細かく序列化されていたが（竹

内洋 [1995] 2016: 93）、大学のユニバーサル・アクセス化によってますます多くの人が大学

入試を経験する（経験した）社会だからこそ、大学間の序列は、かつて以上に大きな意味を

持つようになっているように思われる。大学に行けるのなら、行かない理由を周りに納得さ

せるほうが難しい14。だが行ったら行ったで、入学した大学のランクがものを言う。要する

に、全入化によって大卒の学歴そのものはインフレ化しているが、それゆえに大学を選り好

みせざるを得ない15。大学入学の切符が誰にでも買えるものになったにもかかわらず、では

なく、そうなったからこそ、「どの大学に入ったか」に差異化の焦点がより強く当てられる

のである16。 

こうした現象は、大学生の就職活動シーズンになると、ここしばらく毎年のように採用企

業側の「学歴（学校歴）フィルター」の存在が話題に上るようになったことにもうかがえよ

う。表向きはともかく、大学新卒予定者の就活競争は、大学入試の受験競争とくらべて開放

性が高くないらしい。どの大学に入ったかで次の競争へのエントリーの足切りがなされる

（しかも不透明な仕方で）のであれば、人によっては、入った後での努力や成長をもって社

会的上昇を果たすチャンス自体が与えられないことになる。そして、これが正当か不当かで

議論が分かれているのである。しかも日本では、現下の知識経済化にもかかわらず、修士号

                                                        

失リスクのある市場運用に回す例はない」と認めているという。求める運用益の水準も、国

民の年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（GRIF）の過去 20 年間の運用実績

（平均 3.78％）よりも高い年 4.38％を見込む。こうしたなか、2021 年 7 月に開かれた財務

省「財政制度等審議会」の分科会では、有識者委員の冨田俊基・元中央大学教授が大学ファ

ンドを「錬金術」と呼んで批判するなど、実現性への疑問やリスクへの懸念は少なくない。

以上、『朝日新聞』（2022.2.2 朝刊）を参照。 
14 大学進学が半ば義務化したユニバーサル型社会において発生する「大学への不本意就学

者」については、Trow（[1971] 1972: 68-72＝1976: 28-37）、ならびに竹内正興・定金浩一（2020）

を見よ。また、日本におけるその社会的背景については、小熊英二（2019: 534-6）も見よ。 
15 戦後の高校進学率の上昇（高卒学歴のインフレ化）にともなう高卒者の「ホワイトカラー

からブルーカラー」への雇用移動については、菅山真次（2011）を見よ。類似の現象はユニ

バーサル時代の大卒者にも当てはまろう。 
16  この傾向は、とくに今日のアメリカでも顕著に見られるようである。ふたたび Sandel

（2020＝2021）を見よ。 
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や博士号といったさらに上の学位は、その価値を増すどころか、一般企業への就職（とくに

文系のそれ）にとってはせいぜい中立、場合によってはむしろ不利にはたらくとも言われて

いる。有名大学の大学院への一部進学者に対する「学歴ロンダリング」といった揶揄が示す

ように、大卒以上の学歴の差異化は、タテ方向ではなく、あくまでヨコの学部レベルでの偏

差値序列がベースであった。大学院進学による「生まれ変わり」には限界があり、日本のメ

リトクラシーでは、学部入学時点での達成が、まるで変更不可能な身分のように付いてまわ

るのである。その背景としては、企業が社内教育の余裕を失って「即戦力」を求めながらも、

院卒のような「余計な」知恵は身につけておらず、従順で「無菌な」、しかもできるだけ偏

差値の高い（つまり事務処理能力と訓練可能性が高いと見込める）学部新卒を一括採用する

という慣行が、ほぼ変わらなかったことがあろう。同世代の人間が横一線でスタートすると

いう選抜競争は、大学受験さながらに就職活動でも依然維持された。他方、就職選抜の前提

（足切りの基準）は、必ずしも大卒予定一般ではなく、また新自由主義的な価値観の急速な

浸透にもかかわらず、求職時点での「能力」でもなく、その数年も前のテストの点数（偏差

値）で振り分けられた所属大学のメンバーシップでありつづけた。だからといって、たとえ

それを理不尽に感じても、この競争に乗らないという選択肢はなかった。新卒採用でいちど

漏れ落ちて非正規雇用となったり履歴書に空白ができたりすれば、つまりオフィシャルな

所属先を失えば、「普通のライフコース」のルートに再ドロップインすることは、やはりメ

ンバーシップ主義ゆえに構造的に難しいからである。かくして就活生たちは、焦燥感に駆ら

れて、エントリーシートから服装や髪型に至るまで些末で空疎な事柄に、学業そっちのけで

ますます膨大なエネルギーを費やすこととなった（多田 2013 参照）。 

リスク社会化によって雇用が著しく不安定化した今日、残念ながら、学歴（学校歴）がか

つてほどに将来を保証してくれることはないだろう。サスキア・サッセン（Sassen 2014＝

2017）の言う新たな「放逐（expulsion）」現象は、今日のグローバル資本主義における中流

層の窮乏化に見られるように、先進諸国でも急速に進んでおり、日本も例外ではない17。た

とえ「一流校」を出ても、ライフコースの「パイプライン・システム」から漏れ落ちる確率

は高まっているのである（山田 [2004] 2007: 第 7 章）。あるいは戦後日本社会が「学校と企

業が成功しすぎた社会」だったからこそ、1990 年代の社会変動を経てなお意識や仕組みを

変えることが難しく18、世界の変化に対応できずに機能不全に陥っている。そしてこの閉塞

感は、なによりも若い世代を覆っている。ユネスコとギャラップ社が 2021 年 11 月に発表し

た共同国際調査の結果によれば、日本の子ども・若者は、自分たちがおとなになったときに

                                                        
17 すでに 1970 年代には、とくに困窮層をターゲットとして、新自由主義と新保守主義の連

合（ニューライト運動）による社会福祉の切り崩しが各国で始まっていた。さらに目下のグ

ローバル化やポスト工業化は、旧来の福祉設計では想定していない新たな社会的リスクを

生み出し、漏れ落ちる人を中間層にまで拡大させている。この一連の歴史的な流れについて

は、D. Garland（2016＝2021）の第 7、8 章を見よ。 
18 今日に至るまでの雇用・教育・福祉に関する日本的慣行の成立については、他国との比較

にも目配りした、小熊（2019）を見よ。 
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親世代より経済状況がよくなっていると考えている割合が 28％と、対象 21 か国中でもっと

も低かった（日本ユニセフ協会 2021）19。高まるこうした将来不安ゆえに、かえって受験競

争へと焚きつけられている面は否定できない。「よい学校」のメンバーシップは、絶対確実

とは言わないまでも、「救済のしるし」となりうるのである。 

はからずもサッセンは、目下の放逐のプロセスにおいて重要なのは、メンバーシップだと

示唆している（Sassen 2014: 222＝2017: 265-6）。ただ、彼女自身がそれでおそらく意味して

いるのは、放逐された人々に新たな制度的参加の可能性を開くことであった。これは問題解

決のための提言としては正しい。だがサッセン自身が認めるとおり、もはや一国内の大量生

産・大量消費に支えられたケインズ主義の時代ではない（Sassen 2014: 221＝2017: 265）。「国

土の均衡ある発展」を建前に掲げる「空間ケインズ主義」も、とっくに維持できなくなって

いる（中澤秀雄 2019）。要するに、「一億総中流」のような高度な統合性は、意識としても

実態としても遠のいているのである。そもそもいずれ「一億」ですらなくなる。統計上の大

学全入時代は、目の前どころか今後の永続的なプロセスである。そして全入時代だからこそ、

偏差値序列でのポジショニングがその後のトラッキングをより強く分ける可能性がある。

若い世代ほどそこでの差異化をめぐって、受験というかたちで、社会システムにおける包摂

と放逐の裂け目の「エッジ」（サッセン）に立たされる。大学入試は、開放性がもっとも高

い、事実上最後の画一化された同世代レースだからである。 

現実に生じているのは、「よりよい」メンバーシップの獲得を巡る競争――それは必ずし

も公正とはいえない競争である20――の激化と、それにもとづく社会の分断であるように思

われる。誰でも大学に入れるとしても、どこでもいいわけではない。たとえ「弱者」ではな

くとも「強者」でないなら、余計そうしたゼロサムゲームのメリトクラティックなレースに

乗らざるをえない21。トロウ（Trow [1973] 1973: 11-2＝1976: 71）が示唆するように、誰でも

                                                        
19 この調査は「変わりゆく子ども時代プロジェクト（The Changing Childhood Project）」と題

して以下の 21 か国で実施された。すなわち、バングラデシュ、カメルーン、エチオピア、

インド、インドネシア、ケニア、マリ、モロッコ、ナイジェリア、ウクライナ、ジンバブエ

（以上、「低～低中所得国」）、アルゼンチン、ブラジル、レバノン、ペルー（以上、「高中所

得国」）、そしてフランス、ドイツ、日本、スペイン、イギリス、アメリカ合衆国（以上、「高

所得国」）、である。 
20 日本の教育格差の問題については、2000 年代になって「再発見」されたと知念渉（2018: 

13）が指摘するように、この 20 年ほどで急速に研究が蓄積されている。たとえば、小林（2008）、

橘木俊詔（2010）、松岡亮二（2019）などを見よ。また、メリトクラティックな競争に隠さ

れた不平等性については、フランス社会に関する P. Bourdieu（1979＝[1990] 2020）の研究な

どがかねてより知られているが、最近では Sandel（2020＝2021）による公正という観点から

の議論が耳目を集めるなど、メリトクラシー社会における教育格差の問題は、目下のグロー

バル化と連動して世界各国に広がっていると言える。 
21 ちなみにこの調査実習期間中、コロナ対策や東京オリンピックのゴタゴタを経て、2021

年 10 月に新しい首相が誕生した。それまでは、安部晋三、菅義偉と、新自由主義寄りの首

相が続いていた。前者はトリクルダウン理論にもとづくいわゆる「アベノミクス」政策で格

差拡大の元凶のひとりともされており、また後者は「自助・共助・公助」という、公的支援

をあくまで最後の手段とする政策理念を掲げて批判を受けた。これに対して新首相の岸田
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入れるユニバーサル型の大学では、メンバーシップの概念そのものが意味をなさなくなる

だけに、なおさらである。だが今後、少子化によって国内の難関大への入学が相対的に易化

し、またいわゆるグローバル人材の争奪戦が激しさを増せば、メンバーシップ獲得競争の軸

は、海外大／国内大の差異のような、従来以上に家庭の文化的・経済的資本に左右されるそ

れへと移行していくかもしれない22。近代日本は「上」から「下」まで自前で人材を底上げ

できる制度を築き上げたが、政財界ももはや内心は格差容認で23、とくに「上」については

アウト・ソーシングしたがっているようにも見える。日本における教育革命が、ポスト工業

化（工業革命の終わり）と国民社会の分断（民主革命の終わり）とに足並みを揃えるかのよ

うにひとつの終わりを迎えつつあるのは、けっして偶然ではない。古色蒼然たる日本の大学

受験競争を尻目に、グローバル・エリートと呼ばれる一握りの「飛び地」がナショナルな空

間内で強い影響力を持つようになる日は、おそらくそう遠くはない24。 

 

 本序文を締めくくるにあたって、まずは今回のインタビュー調査に協力してくださった

16 名のインフォーマントの方々に、この場を借りて心より御礼を申し上げたい。調査の趣

旨上、お名前を挙げることができないのは残念だが、けっして愉快とは言えないはずの若か

                                                        

文雄は、同じく自民党所属ではあるが、再分配を前面に打ち出した「新しい資本主義」を唱

えている。その意味するところは現時点ではあまりはっきりしないが、興味深いのは、岸田

が、菅の後任を選ぶ自民党総裁選の最中に、自身の不本意入学の経験を非エリートの証とし

てアピール材料のひとつとしたことである。開成高校から東大受験に 3 回失敗して早稲田

大学入学という経歴がどこまで庶民の共感を得るものだったかはともかく、こうした「挫折

経験」がウリになると政治家が考えても差し支えないほどには、メリトクラシーのエートス

が社会全体に浸透しているとは言えるかもしれない。 
22 2021 年の流行語大賞トップ 10 のひとつに「親ガチャ」という言葉が入ったのは、象徴的

であろう。社会学者の土井隆義は新聞のインタビューに答えて、問題の所在は日本政府によ

る所得再分配の効果が他の先進諸国にくらべて小さいことにあり、その点でむしろ「国ガチ

ャ」と言うべきだと指摘している（『朝日新聞』2021.10.7）。実際、日本は先進国中で突出し

て家族主義的な政策の国であるにもかかわらず、あるいはまさにそれゆえに、経済成長の失

われた今日、社会的リスクに対する安心の基盤が崩れてしまってほかに支えがなく、家族

（自助や共助）だけでどうにかできる状況ではもはやなくなっている。逆説的にも、家族主

義ゆえに家族主義が機能しなくなっているのである。 
23 たとえば、斎藤貴男（[2000] 2004）を見よ。また近年の象徴的な例として、2020 年度の

大学入学共通テストでの英語民間試験の導入をめぐる萩生田光一文部科学相（当時）の発言

はまだ記憶に新しい。英語民間試験の導入については、かねてより地域格差や家庭の経済格

差の問題が指摘されていたが、それらの問題に関連して、萩生田は 2019 年 10 月に出演し

たテレビ番組内で、「自分の身の丈に合わせてがんばってもらえれば」などと発言した。こ

の結果、教育格差を容認しているとの批判が集中し、翌 11 月に突如実施の見送りが発表さ

れた。また国語の記述式問題も、採点者の質や採点基準の統一性などに関する疑念が高まり、

同年 12 月に導入の見送り（数学の記述式問題も）が発表されるに至った。 
24 ちなみに、「メリトクラシー」という言葉の生みの親であるマイケル・ヤングは、能力に

よる分断が進行した 2033 年の社会を予測するかたちでその語を提唱した（Young 1958＝

1965）。彼はグローバル・エリートの台頭まで予見していたわけではないが、いずれにせよ

彼が描くメリトクラシー社会の未来像は明るいものではない。とくに同書第 II 部を見よ。 
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りしころの苦い経験を、どなたも率直に語ってくださった。またその語りは、本調査実習の

メンバーにとって、学術分析のためのたんなるデータであることを超えて、生きていくうえ

でそのつど遭遇するであろう挫折や苦難にどう向き合っていくかについての、大きなヒン

トを与えてくれるものであった。いずれにせよ、本調査報告書が完成できたのはひとえにみ

なさまのおかげです。本当にありがとうございました。みなさまの今後ますますのご活躍を

心より祈念申し上げる次第です。また、本社会人間学コース卒業生の河野千尋さん、松島美

希さん、吉田光さん（五十音順）からも、実査の準備段階において多大なるご協力を賜った。

あわせて感謝を申し述べたい。 

 なお今回、実査（インタビュー）をすべて Zoom によるビデオ通話で実施したことも、今

後の参考として記しておきたい。これは、2020 年初春ごろから世界規模で続く新型コロナ

ウイルス感染症（COVID-19）パンデミックにより、対面接触や遠方移動が困難になったこ

とが理由であるが、他方、このパンデミックを通じてビデオ通話が広く世間一般に受け入れ

られるようになったおかげとも言える。テクノロジー的には、ビデオ通話によるオンライ

ン・インタビュー自体は以前から可能ではあったが、今回のようにモニター越しでの会話に

相手が慣れていなかったならば、実りある調査にはなりにくかったはずである。むろん、従

来のオフラインでの対面インタビューとくらべて得られる情報の質や量に遜色がないかな

どは、専門家による今後の検証が必要かもしれないが、とくに予算や時間の限られた実習授

業では、遠隔地の見知らぬ方々にも自宅からオンラインで顔を見ながらお話をうかがえる

ようになったのは、画期的なことであった。とくにわれわれのような地方大学の人間にとっ

て、ビデオ通話は、対象者の居住地を限定せずにインタビュー調査をおこなうためのきわめ

て有益な手段となった。いずれ日本語での高度な自動文字起こし機能などが実装されれば、

アフターコロナでも、ビデオ通話でのインタビューが今後のスタンダードになるかもしれ

ない。こうした便利なツールの普及は、今回のパンデミックがもたらした甚大な被害や損失

にくらべればなんの慰めにもならないが、ひとつの時代の変化としてここに記しておく。 

ついでにもうひとつ述べておきたい。じつはこのコロナ危機は、今回の調査実習のテーマ

を選ぶうえで、間接的ながら大きな理由となった。本テーマ自体は、本学に不本意入学者が

少なくない（少なくともわたしの受け持ちのゼミには例年不本意入学者が多い）ことから、

かねてより考えていたものではあったが、その調査をあえてこの年にぶつけたのは、コロ

ナ・パンデミックを通じて図らずも大学のあり方が大きく問われることになったという事

情が大きい。便利なビデオ通話の普及とは裏腹に、学生たち、とくに新入生たち――むろん

そのなかには不本意入学者も少なからずいる――が、キャンパスに通えず、教員や他の学生

らとの交流を著しく制限され、孤立を余儀なくされたのは周知のとおりである。そして、テ

レワークならぬテレスタディとでも呼ぶべきその状況は、トロウがユニバーサル型の大学

について叙述した特徴と、少なくとも部分的にはきわめて類似したものであった。彼は次の

ように述べている。 

 



14 

 

ユニバーサル・アクセスの〔高等教育〕機関に、規模の限定はない。それはたんに「訓

練（instruction）」を受けるために登録した人々の集合体にすぎず、そのほとんどはめっ

たに、あるいはぜったいに中央「キャンパス」に姿を見せることはない。彼らはほとん

ど共通するものを持っておらず、密度濃いつながり、価値や規範の共有、そして一体感

に根ざした共同体をつくることは、いかなる意味でもないだろう。（Trow [1973] 1973: 

11＝1976: 70） 

 

実際には、少なからぬ学生が、このコロナ渦で強いられたそうした無共同体的な状況に強

い不満や異議を唱えた。だが他方、誰とも直接接触しない大学生活に、これまた少なからぬ

学生が慣れてゆき、人によってはオンラインのキャンパスライフのほうをより選好するよ

うになったようにも見える。いかなるあり方が大学としてベストか、ここで答えを出すつも

りはない。そのどちらにもそれぞれ理由がある25。ただ、今回のパンデミックですべての大

学が期せずして一気にユニバーサル型のスタイルを余儀なくされ、それにより学生内でも

さまざまな葛藤が生じたがゆえに、ではそもそも今日の日本社会において大学がいかなる

意味をもっているのか、またなにを期待されているのかを、とくに若い世代のパースペクテ

ィヴを通してあらためて理解する必要があるように思われたのである。本報告書が、社会と

教育（大学）の関係をめぐる他の諸研究にとって寄与するところがあればと願う。 

最後になるが、本調査報告書の完成まで、例によって膨大かつハードな作業を乗り切った

学生諸君の労をねぎらいたい。じつは実査のみならず、本調査実習授業のほとんどがオンラ

インでの実施を余儀なくされた。従来の対面による調査実習であれば、毎回授業後に学生た

ちが自然な流れでたがいに作業内容の確認や進捗状況のチェック、またたわいもない雑談

を交わしたりして、相互の連携と親睦とを図りやすかったが、今回の実習では、グループワ

ークのためのそうした土台作りが著しく制限された。また実際にそのことが、作業を進める

うえで思わぬ問題や葛藤を引き起こしたこともあった。正直なところ、オンライン中心の実

習となることで例年にはない困難が生じる可能性は、年度の開始前から危惧してはいた。そ

のため、過去の実習よりも簡略的な、言い換えれば「レベルを落とした」実習としたほうが

よいのではと、ギリギリまで逡巡した。だが、コロナ危機で大学の教育機能の低下が懸念さ

れている最中だからこそ、消極的な選択は避けるべきであるように思われた。なにより学生

たちにとってはおそらく一度きりの大学生活である。本来経験してしかるべき授業内容が

                                                        
25 ちなみに、本序文の執筆中に拙ゼミ生（コロナ危機前のキャンパスライフも知っている 3

年生以上）に尋ねたところ、「騒ぐ人にじゃまされずに授業を受けられる」「資料などを繰り

返し参照できる」などもっともな理由でオンラインを選好する意見があった。都合で下宿を

引き払い、隣県の実家に戻っている者もおり、感染収束がまだ見えない現時点で、対面授業

に固執した方針を行政当局や大学などが強制するのは不合理だろう。余談だが、少し前に筆

者自身、せいぜい 1 時間程度で終わる学会関連の会合を対面形式にて東京で実施すると、開

催 2 週間前に突如事務局から一方的に言われ、閉口した経験がある。個人的には、デジタル

技術の進化が、勘違いはなはだしいこの種の「呼びつけ権力」の脱中心化を促すことを願う。 
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提供されないのは許されない気がした。結果、例年と同じハードルの実習となったが、彼・

彼女たちは、先行研究のレビュー、インフォーマントへの調査依頼、質問項目の設定、プリ

テスト、実査、膨大な量の文字起こし（総字数は約 78 万字に達した）はもとより、分析、

論文執筆、そして編集というもっとも苦しい作業も、総力を結集して乗り切ってくれた。難

局に直面した際も、牽引役の学生たちを中心に、すぐれたチームワークを発揮して対処して

くれた。みなさんの努力に心から敬服するばかりである。また、未曾有の状況下で大きなハ

ンディがあったにもかかわらず、きわめてすぐれた出来映えの報告書が完成したと固く信

じる次第である。万が一、本報告書になんらかの瑕疵があれば、ひとえに担当教員の責任で

あることを断っておきたい。 

激動の時代である。横並び一線の画一的な入試は、その良し悪しはともかくとっくに限界

を露呈しつつあったが、コロナ渦でそれが物理的にも難しいことがいっそうはっきりした

ようにも思う26。どの大学に入ったかよりも、大学時代をどう過ごしたかという実質のほう

が、この時代を生き抜くうえでは重要となっていくだろう。そしてその実質には、なにかの

成功だけでなく、試行錯誤のうえでの失敗や他者との葛藤の経験も含まれるはずである。本

実習のメンバーにも不本意入学者が少なくなかったと記憶しているが、入口はどうあれ、

彼・彼女たちには、今回の報告書とそれをつくり上げるまでのプロセス全体を大学時代の達

成のひとつとして、大きく羽ばたいてもらいたいと願う。 

 

2022（令和 4）年 2 月 

担当教員  多 田 光 宏 

                                                        
26 コロナ危機により、大勢を一堂に集めて試験を実施すること自体がリスク化しているの

に加え、感染などで不受験を余儀なくされた者への配慮も必要となり、現行の入試制度には

無理が生じているように思われる。よく言われるように、仮に年間の受験機会を増やすなど

しても、制度の設計理念が同じなら不測の事態に対しては脆弱でありつづけるだろう。実際

のところ、本年の大学入学共通テストを目前に控えた 1 月 11 日、文部科学省は、新型コロ

ナウイルスに感染したり濃厚接触者になったなどで当該テストを受けられなかった受験生

に対し、救済措置として個別試験のみで合否判定するよう全国の国公私立大学に要請する

と突如発表して、各大学に混乱を招いている。またコロナ危機とは関係ないが、同テスト初

日の 1 月 15 日、南太平洋トンガ諸島沖の海底火山が噴火し、その影響と思われる異例の潮

位変化が日本でも観測され、岩手県の 1 会場では翌日のテストが中止となった。そのほか、

やはりコロナ・パンデミックとは関係ないが、本年の大学入学共通テストでは世間に大きな

衝撃を与える事件も相次いだ。ひとつは同じくテスト初日、試験会場のひとつの東京大学弥

生キャンパス前の路上で、高校 2 年生の男子生徒が、共通テストを受けに来た 3 人を相次

いで刺傷した事件である。この生徒は逮捕後、「医者になるために東大をめざしたが成績が

上がらず、人を殺して切腹しようと思った」などと供述しているという。もうひとつは、大

学入学共通テストの最中に、試験問題を写した画像がインターネット通話アプリを通じて

不正に流出、高校 2 年生の女子を名乗る人物が東大生に解答を依頼した事件である。こちら

は 1 月下旬にマスコミが事件を報じた直後、大阪府内の 19 歳の女子大生が警察に出頭した。

いわゆる仮面浪人生で、「東京の有名私大に入り直そうとしたが、成績が上がらず魔が差し

た」などと話しているという。 
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凡 例 
 

 

・インフォーマントの語りからの引用は 2 字分下げて、始まりをインフォーマント番号と

コロンで示した（例 A1：～）。 

・引用文中、調査者の発話部分は始まりを――で示した。また、発言内容を補足する説明は

（  ）で示した。 

・各インフォーマントにはインフォーマント番号 A1～A6、B1～B5、C1～C5 をランダムに

割り振った。 

・インフォーマントの属性は、（インフォーマント番号・性別・年代・高校卒業時点での居

住地・出身大学の設置区分ならびに出身学部の系統・職種）で引用文の最後に表記した。

また、一部属性を伏せたインフォーマントもいる。 

・インフォーマント個人の特定につながる情報や、インフォーマントから伏せるよう要望が

あった情報には、伏字として＊＊の記号を使用した。 

・伏字の直後に、伏せた内容に関する説明を（  ）で補足した。ただし、各引用文中で同

じ内容を複数回伏せた場合、2 回目以降は原則として補足を省略した。 

・引用したインフォーマントの発言で中略を入れる場合は（中略）とした。 

・文献や資料からの引用文で中略を入れる場合は〔中略〕とし、また、文意を明確にするな

どのために引用者が補った場合は〔  〕で示した。 

・テープ起こしの原稿は、インフォーマント本人に発言内容を確認してもらい、引用の承諾

を得て掲載した。なお、インフォーマントの希望により、言い回しや内容を変更した箇所

がある。 
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調査概要 

 

 

１．調査の目的 

 本調査は、大学不本意入学者の意識と実態を把握するとともに、不本意入学を取り巻くさ

まざまな状況をあきらかにすることを目的としたものである。大学全入時代の到来が言わ

れて久しいが、一部では依然として大学進学のための激しい受験競争が続いており、また就

職活動の際に学校名でふるいにかけられる「学校歴」差別の存在なども耳にする。すべての

大学が偏差値で序列化され、入学した大学の「ランク」で将来が左右されうるこうした日本

の社会構造では、第 1 志望以外の大学に入学したことによる不本意入学者が生じやすいと

言える。しかしこれまでのところ、不本意入学に関する研究はごく限られている。とくに、

不本意入学を経験した方々の「生の声」を拾いつつ、それらの方々の卒業や中退までを視野

に収めた研究はきわめて少ない。そこで本調査では、不本意入学を経験した方々を対象に、

大学受験時の経験や入学後の大学生活、学卒・中退後の仕事、さらには学歴に対する考えや

家族・友人など周囲の人々との関係などについてインタビューを行った。そして、当事者た

ちの一連の経験の分析を通じて、不本意入学に関連する諸々の現実を理解し、日本における

学歴や学校歴、ひいては大学の社会的意味を浮き彫りにすることをめざした。 

 

 

２．調査時期 

 2021 年 9 月 23 日～10 月 23 日 

 

 

３．調査対象 

 調査時に 20 代で、第 1 志望以外の大学に入学し、かつすでに卒業・中退した者（計 16 名。

ただし、中退予定者や大学院在学者、大学休学中で仕事をしている方を含む。また 16 名の

入学した大学はすべて四年制大学である。属性等の詳細は下の表 1～9 を参照）。なお、サン

プリング方法にはスノーボール方式を採用し、人づてに調査条件に合う人を探した。 

 

表 1 性別 （人） 

男性 14 

女性 2 

合計 16 

 

 

表２ 婚姻状況 （人） 

既婚・離死別 0 

未婚 16 

合計 16 
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表３ 高校卒業時点での居住地 （人） 

愛知県 1 

三重県 1 

広島県 1 

山口県 1 

福岡県 3 

佐賀県 1 

長崎県 2 

熊本県 2 

九州地方 4 

合計 16 

（注）県名を伏せた場合は地方単位で表した。 

 

 

 

 

表４ 調査時点での職業 （人） 

公務員 2 

製造業 1 

製造技術職 1 

建設業 1 

IT 系 2 

児童福祉関係 1 

メディア 1 

銀行員 2 

営業職 1 

フリーランス／自営業 1 

大学院生 2 

専門職学生 1 

合計 16 

 

 

表５ 進学した大学の設置区分 （人） 

国立 10 

公立 1 

私立 5 

合計 16 

 

 

表６ 進学した大学の所在地 （人） 

九州地方 13 

関西地方 2 

関東地方 1 

合計 16 

 

 

 

 

 

 

 

表７ 学部系統 （人） 

心理学系 1 

法学系 

政治学系 

4 

2 

教員養成系 1 

国際系 

福祉学系 

1 

1 

物理工学系 

機械工学系 

応用科学系 

情報工学系 

1 

1 

1 

1 

薬学系 1 

スポーツ学系 1 

合計 16 
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表８ 浪人経験の有無 （人） 

なし 10 

1 年 5 

2 年以上 1 

合計 16 

 

 

表９ 入学した大学の卒業・中退等の別 （人） 

卒業 13 

中退 1 

休学中（中退予定者 1 名含む） 2 

合計 16 

 

 

４．調査の方法 

半構造化インタビュー方式を採用した。 

インタビューは Zoom によるビデオ通話で行い、インフォーマントと調査員とが一対二で

実施した。インフォーマントの了解を得て、Zoom の録画機能を使用して内容を録音した（録

画したビデオについてはインタビュー終了後すぐに消去し、分析には録音データのみを使

用）。インタビューは各 2～4 時間半を要した。また必要に応じて、後日補足的に再インタビ

ューを行ったり、別途簡易的なアンケートを送付したりしてご回答いただいた。 

 

 

５．調査内容 

半構造化インタビューであらかじめ質問項目を準備し、インフォーマントにはそれらに

ついて自由に話してもらった。項目は以下のとおりである。 

 

1）インフォーマントの基本属性 

2）受験状況（どこの大学を受験したか）  

3）小・中学校時の勉強への意識  

4）受験時の学力（センター試験の点数等）  

5）通った高校の様子  

6）高校・浪人時代の過ごし方 

7）大学進学の理由など 

8）浪人経験の有無とその理由 

9）入学した大学に対する不本意感の程度 
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10）本命の大学を志望した理由 

11）実際に入学した大学の志望順位・志望理由 

12）仮面浪人や中退の希望  

13）親子関係、保護者の希望、保護者の学歴・職業等  

14）兄弟/姉妹関係、兄弟/姉妹の進路・成績等  

15）家計状況、奨学金貸与・給付状況、アルバイト等  

16）大学入学後の学修状況・成績等  

17）大学入学後の学生生活  

18）大学での友人や教員との関係  

19）大学外での人間関係  

20）大学入学前までの友人との関係等  

21）大学卒業後（中退含む）の進路の希望・理由等  

22）大学卒業の進路や人間関係における学歴の意味・効果 

 

 

付記 

 インタビュー内容についてはインフォーマントに確認してもらい、引用についての承諾

を得た。 

 

 

  



 

 

 

第Ⅰ部 

不本意入学と親の影響 
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はじめに 

 

 

第Ⅰ部では、教育において、子どもが親から受ける影響と不本意入学の関係性に焦点をあ

てる。高度経済成長期を通して、親は子どもの教育に積極的にかかわるようになった（広田 

1999; 本田 2000; 近藤 2015）。かくして親は子どもの進路選択に大きな影響を与える存在

となっている。これをふまえて、第一に子どもの進路選択に与える親の影響が具体的にどの

ようなものであるか、第二に親の教育観や教育態度が子ども自身の教育観の形成にどのよ

うに関わっているか、そして第三に子どもの大学選びにおいて大学の所在地に対する親の

意見や希望がどのように作用するのか、という 3 点について以下の各章でインフォーマン

トの発話を手がかりに分析する。 

第 1 章では、進路選択に親が与える影響について論じる。それにあたり、まず日本が学歴

社会となった背景を探り、それに伴い親が子どもの教育に対してどのような態度を示し、ど

のような役割を果たすべきだと考えられるようになったのかをあきらかにする。続いて、教

育に対する親の態度を 4 通りに分類し、そのうちとくに「教育熱心型」「自主性重視型」と

いう 2 通りの親の教育態度について分析する。最後に以上をふまえて、子どもの進路選択に

対する親のあらゆる教育態度にみられる共通の影響と、教育態度ごとに特有の影響とにつ

いて考察する。 

第 2 章では、親の教育熱心さと子ども自身の教育観の関係について検討する。そのために

まず、親の「熱心さ」とはそもそもどういうことを指すのかをあきらかにする。どういった

教育態度を熱心と捉えるかは人によって異なるが、さまざまなインフォーマントの語りを

通じてそのかたちを浮かび上がらせたい。また、その熱心さを成り立たせる要素、とくに親

が子どもに向ける「期待」という点に注目して、教育において親は子どもに対していったい

なにに期待しているのか、そしてその期待はどのような背景で強くなる傾向があるのかを

考察する。その過程で家庭教育に関する政策や時代ごとの子ども観の変遷について触れ、親

の教育熱心さが社会から影響を受けるものであることをあきらかにする。そのうえで最後

に、インフォーマントの発話の分析を通じて、子どもが親の熱心さまたは放任さによってど

のような教育観を形成するかを論じたい。 

第 3 章では、親と子どもがそれぞれ大学進学に対してどのような希望を持っているのか

を、インフォーマントの発話から考察する。その際、地元の大学と地元以外の大学のどちら

を希望するかという点に着目したい。とくに子どもの志望大学の所在地に対して親の意見

が示されている発話をもとに、子どもの進学先に対する親の地元志向が、地元の大学に進学

した子どもの不本意感の要因であること、また、親の地元志向のほとんどが家庭の経済的理

由に由来するものであることを示す。そのうえで、地方格差の問題を取り上げつつ、大学進

学希望者の居住地が大学の不本意入学にどのようにかかわってくるのかを検討する。 
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 以上各章の議論を通して、子どもの進路選択に対する親の影響・期待・希望がいかなる社

会背景のもとで形成されているのか、またそれらが子どもの不本意入学とどのように関係

しているのかをあきらかにしたい。 
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第 1章 進路選択に親が与える影響 

―2 通りの親の教育態度から― 

 

香月 彩菜 

 

 

１．はじめに 

日本は高度経済成長期に学歴社会となった。学歴社会とは、学歴が就職する際などに大き

な役割を果たし、社会的地位を決める判断材料となりうることから、学歴それ自体が重んじ

られるようになった社会のことである。この学歴社会は現在も続いているため、いまでも学

歴が価値あるものだとみなされているのである。この学歴社会に入ると、親たちは自分の子

どもに大学卒業（以下大卒）などの高い学歴を求めるようになった。大卒という学歴を取得

するためには、多額の教育費が必要である。親はそのような金銭面でのサポートを当たり前

としてきた。なぜなら一般に、教育費を負担することは親の役割だと社会において考えられ

ているからである。 

本稿では、進路選択に親が与える影響について検討する。それにあたり、まず、日本が学

歴社会となった背景を探り、それに伴い親が教育1に対してどのような態度を示し、どのよ

うな役割を果たすべきだと考えられてきたのかをあきらかにする。続いて、親の教育に対す

る態度とその特徴をあきらかにする。そして最後に、子どもの進路選択への影響として、親

の教育態度に関係なく共通して与えられる影響と、それぞれの教育態度別に与えられる影

響について述べる。 

なお本稿では、香川めいの示す親の教育態度を参考に、親の教育態度を子どもの教育に対

する熱心さ、不熱心さと子どもへの干渉、非干渉を組み合わせて次の 4 通りにわけることと

する（香川 2020）。1 つ目に「教育熱心型」、2 つ目に「自主性重視型」、3 つ目に「教育不

熱心型」そして 4 つ目に「教育放任型」と分類する。以下でこれらの教育態度について定義

する。まず「教育熱心型」は、親が子どもの教育に熱心な態度を示し、かつ教育に干渉する

態度である。たとえば、「勉強をしなさい」という声かけを行ったり、「大学に行きなさい」

と言ったり、通塾等の教育の機会を与える親がこれに当てはまる。次に「自主性重視型」は、

親が子どもの教育に熱心な態度を示すが、教育に干渉しない態度である。これには、子ども

の勉強や進路について子ども自身に選択を任せるといった、子どもの自主性を重んじる教

育をしている親が当てはまる。そして「教育不熱心型」は、教育に熱心ではないが、子ども

                                                        
1 本稿ではとくに断りがない限り、「教育」という言葉を、勉強や成績についての教育とい

う狭義の意味で用いることとする。 
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に干渉する態度である。たとえば、学校教育に限定すると「大学になんて行くな」と言う親

などがこれに当てはまる。最後に「教育放任型」は教育に熱心でなく、干渉もしない態度で

ある。これは教育に関心がないため「大学に行け」とも「大学に行くな」とも言わないなど

の教育に対してまったく関わらない態度の親が当てはまる。本調査では、大学受験時の親の

教育態度についてのインフォーマントの発話から、教育熱心型が 16 人中 9 人、自主性重視

型が残りの 7 人で、教育不熱心型、教育放任型は見られなかった。ただし、本調査はインタ

ビュー調査であり、量的調査と異なるため、本調査のデータだけではサンプルの数が少ない

と考えられる。それゆえ、この結果が社会全体にも適応できるとは限らないことに注意しな

ければならない。 

 

 

２．教育における親の意識と役割 

１）学歴社会と親の意識 

現代の日本は学歴社会であるが、なぜ学歴社会になったのだろうか。学歴社会とは一般に、

学歴によって職種・賃金・昇進や社会的地位が決定されるような、学歴が重視される社会の

ことである。近藤博之は、進学率の変化について「1950 年代後半（昭和 30 年代前半）の高

校進学率は 50％前後、大学進学率は 10％強であったが、高度成長期が終わる 1970 年代半

ば（昭和 40 年代後半）には高校進学率がほぼ 90％に達し、大学進学率は 40％近くにまで上

昇している」（近藤 2015a: 24-5）と述べている。また高度経済成長期では、産業構造の中

心が第一次産業から第二次、第三次産業に急速に移行した。このことにより、若者の進路選

択が、家業を継ぐという従来のものから就職へと変化していったのである。就職する際に、

取得した学歴によって職種・賃金・昇進に大きな差が生じるため、人々はより高い学歴を得

ようとした。以上のことから、次のことがわかる。高度経済成長期の産業構造の変化に伴い、

進路選択が従来の家業から就職へと変化していった。就職には高い学歴を取得しているこ

とが有利に働くので、人々は学歴取得のために進学をするようになった。それにより、あら

ゆる社会層を学歴主義的競争のなかに巻き込む学歴社会が、高度経済成長期に誕生したの

である（広田 1999; 神原 2001; 苅谷 1995; 近藤 2015a; 近藤 2015c; 中澤 2015）。 

次に、学歴社会がもたらす親の教育への意識の変化をあきらかにする。この時期の親の教

育意識もまた、社会の流れと同様に、学歴を積極的に求める方向へと変化した。それを可能

にしたのは、高度経済成長期によって生じた家計所得の上昇と、地域における経済的・文化

的格差の縮小に加えて、この時期の授業料が低い水準に抑えられていたことである。そのた

め、地方に暮らす相対的に貧しい家庭の親たちも、子どもの進学を視野に入れるようになり、

子どもがより高い学歴を取得することを期待するようになった。また、仕事で現金収入を得

ることで発言力を高めた父親や、農作業や家事の機械化によって時間的な余裕が生まれた

母親が、子どもの養育や教育に直接責任をもつようになり、勉強重視・学歴重視のしつけ観

を示したり、しつけをしたりするようになっていった（広田 1999; 神原 2001; 片桐 2013; 
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近藤 2015a; 近藤 2015c）。続けて近藤は、高度経済成長期と進学の関係について次のよう

に述べている。 

 

一般に、進学にとって卒業後の就職状況は進学意欲を引き出すプル要因、家庭環境は進

学条件を支えるプッシュ要因と見なされる。〔中略〕実際のところ、家庭に経済的なゆ

とりがなく、学校を卒業してもそれに見合う職業機会が身近に存在しなければ、上級学

校の進学は全国的な広がりをもちようがない。さらに、学校の数が絶対的に少なく地域

的に分散していれば、地方に暮らす大多数の人にとっては仕送りを含めた進学費用が 2

倍にも、3 倍にもなる。資料にあたるまでもなく、かつては教育熱心な人よりも学歴と

は無縁の世界で日々の暮らしを送る人の方が圧倒的に多かったのである。そうした旧

来の社会状況を、高度経済成長は進学のプルとプッシュの両面から根本的につくり変

えたのであった。（近藤 2015a: 26-7） 

 

以上の近藤の指摘から、次のことがわかる。高度経済成長によって、地方に暮らす相対的に

貧しかった家庭が子どもの進学を視野に入れて考えることができるようになった。つまり、

現実的ではなかった子どもの進学が、多くの家庭で現実的なものとして考えることができ

るようになるというように社会の状況が変わったのである。その理由としては、高度経済成

長期の影響で、家庭所得の上昇や経済的・文化的な格差の是正がみられたことと、この期間

に授業料が低い水準に抑えられていたことが挙げられる。 

 以上から、次のように言えるだろう。高度経済成長期を通して産業構造が変化したことに

よって、若者の進路選択が家業を継ぐというものから就職へと変わっていった。それに伴い、

教育が将来の地位を築くための手段とみなされるようになったため、日本は学歴社会にな

っていった。そして当時の親たちは、高度経済成長期を通して経済的・文化的な格差の是正

がみられたことや授業料が低く抑えられていたことから、子どもへの教育に対する期待を

高め、教育に対して勉強重視や学歴重視という態度を示すようになったのである。 

 

２）親の金銭的な役割 

 先でもふれたように、日本が学歴社会になることによって、親は子どもがより高い学歴を

取得することを期待するようになり、勉強重視や学歴重視という態度を示すようになった。

学歴を獲得するには、多額の費用が必要となるが、親は子どもの学歴取得のための費用を少

なからず背負っている。ここでは大学教育に焦点を当て、その費用を背負っている親たちの

存在をあきらかにしたい。大学に通う費用について、小林雅之は次のように述べている。 

 

大学に行くのに金がかかり過ぎる。大学教育には、少なくても数百万の費用がかかる。

多ければ、数千万円もかかる。大学教育は、いまや持ち家に次ぐ、人生で 2 番目に高い

買い物なのだ。それでもわが子の教育には金を惜しまない。そんな親の思いが日本の高



36 

 

い大学進学率を支えてきた。これまでは、親が子供の教育費を負担するのは当然で、何

とか我が子を大学に進学させたいと、無理してきた。（小林 2008: 7） 

 

このことから 2 点指摘したい。まず 1 点目に、大学へ進学するためには多額の費用が必

要であるという点である。平成 21（2009）年度の『文部科学白書』によると（文部科学省 

2009）、大学卒業までに各家庭が負担する平均的な教育費は、公立の幼稚園から高校まで在

学し国立大学に進学した場合が約 1,000 万円、それらが全て私立の場合で約 2,300 万円にの

ぼるとあり、小林の言うように、大学を卒業するまでに多額の費用が必要であるということ

がわかる。また、小林は「各国と比べると日本の大学は高授業料／低奨学金で、世界各国の

中でも韓国と並んで最も教育費の私的負担が重いタイプである」（小林 2008: 134）と述べて

おり、海外とくらべても日本の大学教育費の家庭負担が大きいことがわかる。 

2 点目に、親が子どもの教育費を当然のように負担してきたという点である。上述のよう

に、親は我が子の学歴取得のために多額の教育費を惜しまず負担している。つまり、子ども

の学歴取得は、親にとってひじょうに大きな意味を与えていると言える。続けて小林は、家

庭が負担する教育費とひとことで言っても、授業料や学納金などの学費だけではなく、通学

費や書籍代などの生活費も親が負担する教育費であると述べている。さらに、自宅外通学の

場合は、アパートの住居費もかかるため、改めて家庭が多額の教育費を負担しているという

ことをあきらかにした。しかし、小林は、日本では進学に要する費用負担の問題が大きな社

会問題にならなかったと述べている。この問題が顕在化しなかった背景には、親が子どもの

教育に要する費用を負担するのは当然だという社会の風潮と、親は無理をしてでも我が子

を大学に行かせたいという日本特有の教育に対する高い価値づけがあると言う（小林 2008; 

近藤 2015d）。 

また、親が教育費を当然のように負担してきたことについて、次のような事例が本調査で

みられた。A5 さんは大学受験についての親との話し合いで、おもに金銭が関わるときだけ

話し合いをしていたと語った。 

 

A5：話し合いとかはあんましたことなくて。ほんまにお金がかかるときだけ。それこ

そ受験料がなんぼやとか。ぐらいやったんで、ほんまに年 1 回とかそんなレベルでした

ね。話し合いというか、僕から報告に行くみたいな感じです。「＊＊大学（A5 さんの

出身大学）受けます」みたいな。（中略）（親は）「はいはい」みたいな感じなんで。

話し合いとかはしたことないんじゃないかな。（A5・男性・20 代・愛知県・私立法学

系卒・銀行員） 

 

この A5 さんの発話から、金銭が関わる場合のみ進路について話し合いをし、さらに、親は

進路決定をA5さんに任せ、受験料などの金銭面のサポートをしているということがわかる。

先でみたように、親が教育費を負担するのが当たり前だという意識は、現在でも社会に根付
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いていると考えることができるのだ。このことから、金銭面以外の点においては子ども本人

に任せている親であっても、金銭は親が負担するものであるため、金銭面については話し合

わなければならないのである。次に、B5 さんは「進路に対して親からなにかアドバイスが

あったか」という問いに対して、以下のように回答している。 

 

B5：いや、とくにないですね。まあ、やれることはこれだけだからって言って、いろ

いろ場を提供してくれたりはしましたね。その、塾行かせてもらったりとか。アドバ

イスとかはとくにないですかね。（B5・男性・20 代・九州地方・国立法学系卒・公務

員） 

 

「やれることはこれだけだから」という言葉からもわかるように、親が子どもの進学のため

にサポートできることは、教育の機会を与えることだと考えられていると言える。たとえば

B5 さんは、通塾という教育の場を親が提供してくれたと語っている。しかし教育の機会を

与えるには、やはり多くの費用が必要なのである。それゆえ、子どもにとっては、親の金銭

面のサポートが必要であり、親はそのようなサポートをして当然だと考えているのだ。 

 以上からわかるように、進学率の上昇に伴い、多くの家庭で多額の教育費が必要となった

が、親は無理をしながらも支援を惜しまず、子どもの学歴取得のために負担してきたという

ことはあきらかであろう。その理由としては、子どもの学歴取得のために、最低限親が果た

すべき役割は、金銭面のサポートをすることであると当たり前のように考えられているか

らである。実際に A5 さん、B5 さんの発話からもこのことは妥当であると言えるだろう。 

 

 

３．教育に対する親の態度 

前節では、学歴社会において、子どもの教育に対しての親の意識とそのための金銭的なサ

ポートという役割について述べた。本節では、実際の親の教育に対する態度について述べて

いく。香川は、親の教育態度は 2 通りあると言う。 

 

〔保護者の子どもへの関わり方や教育意識が〕子どもの成績に影響を及ぼす経路には 2

通りのものがあると考えられる。1 つは、成績や勉強に直接関連するような意識や意図

的な働きかけであり、もう 1 つは、直結しないかもしれないが環境での変化をもたらし

うる間接的、非意図的な意識や働きかけである。前者には教育熱心度や勉強を教えるこ

とがあり、後者には文化にふれることや自尊心、自主性、自己効力感を持つことに価値

を置くこと、抑圧・統制的な子育てをすることが含まれる。（香川 2020: 202） 

 

先に述べたように、この香川の示す親の教育態度を参考に、親の教育態度を「教育熱心型」

「自主性重視型」「教育不熱心型」「教育放任型」の 4 通りに分類し、次項からそれぞれの特
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徴を示す。ただし、本調査では「教育不熱心型」「教育放任型」についての例がみられなか

ったため、本稿では取り扱わないこととする。ここで、あらためて本稿で取り扱う教育態度

についての定義を示しておこう。「教育熱心型」とは、親が子どもの教育に熱心な態度を示

し、かつ教育に干渉する態度である。「自主性重視型」とは、親が子どもの教育に熱心な態

度を示すが、教育に干渉しない態度である。 

 

１）教育熱心型 

 先にふれたように、日本が学歴社会になったとき、時間に余裕の生まれた母親は、子ども

の養育や教育に直接責任をもつようになっていき、子どものしつけに関して、勉強重視・学

歴重視の姿勢を示していった。また高度経済成長期の末ごろ、ほかの誰でもなく親こそが子

どもの教育の責任者であるという観念が、どの階層にも広がっていった。それによって、子

どもを濃密な教育的視線の下で教育する「教育する家族」、つまり教育熱心な親の態度が生

まれ「家庭こそが子どものしつけの中心な場である」という意識が親たちの間に浸透してい

ったと広田照幸は述べている（広田 1999）。また神原文子は「学歴社会を生きるようにな

った親たちは、〔中略〕教育の不平等や受験競争を問題視しながらも、わが子には、少しで

も有利な教育機会を保証するために、好むと好まざるとにかかわらず、結果的に〈教育する

家族〉にならざるをえなかったのである」（神原 2001: 202）としており、子どもの学歴取

得のために多くの親が教育熱心になっていったと言える。 

実際に、本調査では「親は教育に対してどのような態度をとっていたか」という質問に対

して「熱心であったと思う」という回答を複数得ることができた。その回答の内容は次のよ

うなものである。 

 

A1：それなりに熱心だったと思います。ゆうても一人っ子やったんで、一人っ子なり

の愛情は受けてたと思います。（中略）習いごとは何個かさせられてましたね。（中略）

書道と水泳と、あとピアノと、あとさっき言った＊＊（通信教材）も入りますかね。（中

略）で、まあ、夏休みとか、自治体が小学生向けに、こまごまとした課外授業みたいな

のをしてたんですよ。難しいな、なんか、「星座を見よう」とか「工作をしよう」とか

「ちびっこ実験教室」みたいなそういうのに連れて行かれてたイメージはありますね。

僕の意志とは無関係に。（A1・男性・20 代・長崎県・国立心理学系卒・製造業） 

 

C2：母親はたぶんどちらかというと熱心で、小学校入る前とかから、なんか、英語の音

声とかを聞かされたり、ドリル解かされたり、っていうのはあったから、まあ、熱心な

ほう、だったかな。（C2・男性・20 代・三重県・国立機械工学系卒・専門職学生） 

 

C4：まあ、小学校、中学校ぐらいまではけっこう。まあ、きつめに言われて。（中略）

成績がここの、この順位まで下がったら部活行かせんとか。縛りをつけられることです
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かね、いちばんは。（C4・男性・20 代・九州地方・私立スポーツ学系卒・児童福祉関

係） 

 

C5：ひじょうに熱心だったと思います。（中略）塾に通わせてもらって、で小さいころ

からそういった習い事とかにも積極的に通わせてもらっていたので、そういったとこ

ろは熱心だったかなと思います。（中略）将来の選択肢が広がるということ、あと大学

を見据えてかなり高いランクに行きなさいっていうことを言われてたので、そういっ

たところから熱心だったかなと思ってます。（C5・男性・20 代・九州地方・法学系卒・

公務員） 

 

これらの発話からわかるように、「英語の勉強をさせる」「ドリルを解かせる」「成績の順位

について意見する」「通信教材を利用する」「塾に通わせる」などの、親が学歴取得のために

熱心に子どもの教育に向き合い、干渉している実態があると言える。これらは、先に挙げた

先行研究からわかるように、子どもの学歴取得に直結する勉強面に関して、親が教育熱心と

なって子どもの教育に介入しているということである。とくに C5 さんに関しては「大学を

見据えていた」と話しており、まさに学歴社会に誕生した、教育する家族、教育熱心な親の

姿が垣間みられる。このように、教育熱心な親が社会に広まったことについて、近藤は「子

育てに特化した家族と大衆化した学校教育の組み合わせは、親と子に家庭内の安定した役

割分担と地位を与え、教育家族と呼ぶにふさわしい家族の形態をもたらすこととなった」

（近藤 2015b: 68）と述べている。ここで、近藤の引用中の「大衆化した学校教育」とはな

にかについて説明する。日本は戦後、大衆教育社会となった。これは「教育が量的に拡大し、

多くの人びとが長期間にわたって教育を受けることを引き受け、またそう望んでいる社会」

（苅谷 1995: 12）のことである。「全員が百点」という理想のもと、義務教育がなされ、教

育の「結果の平等」を追求した結果、画一的な教育が社会に広まっていった（苅谷 1995, 2009）。

以上より、大衆化した画一教育と教育する家族というのは近藤の引用からわかるように、親

と子に安定した役割分担と地位を与える相性の良いものであったため、教育熱心な態度が、

このように多くの家庭に広まっていったと言える。 

 

２）自主性重視型 

前項で教育熱心型の親の教育態度の特徴を述べたが、子どもの教育に熱心にかかわる親

の教育態度として、もう 1 つ、子どもの教育に干渉しない自主性重視型がある。実際に本調

査でも、親がインフォーマント自身の自主性に任せた教育がなされたという趣旨のエピソ

ードが複数得られた。このことから、学歴社会を生きていくなかでも、親は、学歴取得のた

めに教育熱心にはなるが、子どもの勉強に干渉しない教育方法をとっていたということが

言えるだろう。先述の香川の引用からもわかるように、成績や勉強に直接的な関係のない、

自主性などを大切にしている家庭があるのである。2006 年の教育基本法の改正（文部科学
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省 2006）では、第 10 条に、以前はなかった家庭教育の条項が新たに追加され、保護者の教

育の責任について「生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、

心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする」と明記された。この改正された教育

基本法からわかるように、社会が、家庭教育に子どもの自立心を育てることを期待するよう

になったのである。実際に本調査で、「親はどのような教育態度をとっていたか」という質

問に対して、親が子どもの自主性を重視していたと考えられる回答が複数得られた。A4 さ

ん、B1 さん、C1 さんは、そのようなエピソードを次のように話している2。 

 

A4：放任的でしたね。（中略）まあ放任っていっても小学生のころとかには、よく「宿

題をしなさい」とかは、言われてましたね。夏休みとか、あのー、宿題をぜんぜんせず

に。ただ、中学校とか行って、それこそまあ遊んでばっかで帰ってきて「勉強しなさい」

とかって言われた記憶はとくにないですね。（A4・男性・20 代・熊本県・公立政治学

系卒・営業職） 

 

B1：そうですね、けっこう、褒め上手な感じで（笑）。持ち上げるのがうまかったです

ね、お母さんは。あんまり、怒ったりとかはしなかったです。（中略）あんまり教育を

された思い出が、ないんですけど（笑）。そうですね、でも、テストとか、まあ、見せ

たら、たいてい褒めてくれてることが多かったので。こう、わたしはできる子なんだっ

て、ちょっと、思いながら育ってはきたかなあって思います（笑）。（中略）誰も（両親

と兄は）大学に行ってなかったので、たぶん、大学に行こうとしてることが、すごいね

っていう感じだったので、みんな、空気が（笑）。そうですね、けっこう、いい意味で

放任主義だったのかな？（B1・女性・20 代・熊本県・私立福祉学系卒・公務員） 

 

C1：わりと放任でした、したければ。みたいな。したければ。（中略）強制はされなか

ったですし、勉強しなさいって言われた記憶もそんなになかったし、まあその証拠に部

活したいって言ったら部活だけして。塾はほぼ、塾は小学生とか行ってなかったんで。

なんか？ 行きたいって言えば行かせるみたいな方針だったんで。行きたいとか言っ

てなかったしな。で、小学生のときまで興味があることとかなかったので。やばいって

なる、大幅に遅れたりするのがないかぎりは、とりあえず部活を……好きなことしとき

なさいみたいな感じでした。（C1・男性・20 代・九州地方・法学系休学中・フリーラ

ンス／自営業） 

 

A4 さん、B1 さん、C1 さんのそれぞれの親は、B1 さんや C1 さんのように子どもの自主性

                                                        
2 本稿で A4 さん、B1 さん、C1 さんが使用している「放任」という言葉は「非干渉」と同

義であると考えられるため、本来の「放任」の意ではなく「非干渉」という狭義の意でとら

える。 
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に任せるという自主性重視型の教育態度をとっていたことがわかる。A4 さんは、親が勉強

面には干渉しないという点において放任的だったと話した。勉強に干渉しないということ

から、A4 さんの親も、勉強は子ども自身に任せるという自主性重視型の教育態度をとって

いたと言うことができるだろう。また苅谷剛彦は、戦後の日本で自由な教育が必要だと考え

られたということを述べている。 

 

戦後日本において、教育界を含む「進歩的知識人」の多くは、日本社会の後進性や前近

代性を憂い、西欧的な近代社会へと変わるためには、自立した個人の形成が必要だと考

えた。それゆえ、教育の議論においても、自立した個人を育てることに価値が置かれた。

〔中略〕自立した強い個人を育て上げるためには、もっと自由な教育が必要だと考えら

れたのである。（苅谷 2009: 271） 

 

つまり、西欧的な近代社会へと変わるために、自立した個人の形成が必要だと考えられてい

たのである。そのため、教育についても、自立した個人を育成することに価値が置かれてお

り、自立した個人を育てるためには多様性や個性を尊重する教育によって、もっと自由な教

育が必要だと考えられていたのである（千葉 2014; 苅谷 2009）。このことから、教育熱心

な態度を示し、子どもに干渉する親だけでなく、子どもの自主性に任せ干渉しない態度を示

す親が存在するということを理解できるだろう。加えて、香川は「より直接的な関与である

勉強を教えることの効果は部分的にしか見られないので、おそらく成績や勉強に直接関わ

るサポートであっても、保護者が関心を持ったり、適切に情報を収集したりくらいの距離が、

思春期の子どもにとっては適切なのかもしれない」（香川 2020: 202）とし、教育熱心型のよ

うな距離の近い教育よりも、少し離れた位置からの教育、自主性重視型の教育の方が、子ど

もにとってよいのではないかと示唆している。 

 

 

４．進路選択に親が与える影響 

以上を踏まえて本稿の要である、進路選択に親が与える影響にてついて考察する。この項

では、まず、親の教育態度に関係なく共通して与えられる影響について検討する。次に、親

が教育熱心型の教育態度を示す場合を検討し、最後に、自主性重視型の教育態度を示す場合

について検討していく。 

 まず、教育態度にかかわらず、どの親にも共通する点について述べていく。教育熱心型、

自主性重視型の教育態度を示す親に共通する進路選択への影響は、金銭的な影響である。先

に述べたように、親は、子どもの教育費を負担することを当たり前であるとし、また金銭的

なサポートは親の役割であると考えている。しかし、家庭の経済状況によって進路選択が左

右されてしまう場合が考えられる。家庭の経済状況によっては、大学の所在はどこであって

もかまわないという場合もあれば、逆に、私立大学への進学は厳しい、浪人することは厳し
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いなどの、親の経済状況による進路選択の制約を受けてしまう場合、または進学先の地域を

限定しなければならないなどの制約を受けてしまう場合も考えられうる。このことからわ

かるように、子どもは進路選択をする際、金銭面について親の影響を受けざるを得ない。ま

た、親も自分たちが子どもに金銭の影響を与えていることを理解しているだろう。つまり、

金銭的な影響はすべての親に共通し、子どもの進路選択に大きな影響をもたらすのである。 

次に、教育熱心型の教育態度を示す親が子どもの進路選択に与える影響について述べて

いく。本調査では、多くのインフォーマントが大学に行くことは当たり前だという意識を持

っていたと話していた。子どもは、幼いころに親からの熱心で干渉される教育を受けること

によって、高校卒業後の進路として、大学に進学し、就職するという流れを意識する。多く

の人は大学に進学するために、普通科高校への進学を目指すだろう。そのためには、小学生、

中学生時の学習状況が重要となってくるが、日本の義務教育は、画一教育で「全員が百点」

という理想のもと学校教育がなされており、生徒全員の足並みがそろうよう指導が行われ

る（苅谷 2009）。そのため、より高い学歴を得るためには他者と差をつける必要があった。

そこで親は、家庭教育に力を入れることで子どもに周囲との差をつけさせ、高い学歴を取得

させようとした。これにより、親は家庭教育に力を入れるため、教育熱心で子どもに干渉す

る、教育熱心型の教育態度をとるようになったのである。つまり、親は子どもに大卒という

学歴を取得させるために、家庭教育に力を入れるようになったのだ。また子どもに大卒とい

う学歴取得を希望している親は、我が子を普通科高校に進学させ、高校卒業後は大学に進学

させるという考えを持っているため、子ども本人は、その家庭教育によって、知らぬ間に大

学に進学するという進路意識が形成されていると考えられる。簡潔に述べると、教育熱心な

親が子どもの進路選択に与える影響は、潜在的に進路形成がなされるという影響なのであ

る。義務教育時に、親が大卒という学歴取得を見据えた熱心かつ子どもに干渉する家庭教育

をすることで、子どもが気づかぬうちに大学に進学すべきという意識を持つのである。この

ように、実際に大学へ進学する進路選択に親が影響を与えていると言える。 

 最後に、自主性重視型の教育態度を示す親について述べる。先でふれたように、日本では

近年、自主性や自立心が求められるようになり、教育に関しても、そのような考え方がとり

入れられるようになった。以下は、2006 年に改正された、教育基本法（文部科学省 2006）

について「自主」「自立」「自律」という言葉が使われるようになった箇所の一部抜粋である。

教育目標について、「自主及び自律の精神を養う」、義務教育について「義務教育は、〔中略〕

社会において自立的に生きる基礎を培い」、大学について「大学については、自主性、自律

性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない」、家庭教育につ

いて「保護者は子の教育について第一義的責任を有する者であって、〔中略〕自立心を育成

し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする」と改正された。このように、教

育基本法でも「自主」「自立」「自律」という言葉が多くとり入れられるようになり、これら

を重視する社会になったと言えるだろう。親は、このような社会に影響を受け、子どもの主

体性を伸ばそうとするようになったのではないだろうか。親が自主性重視型の教育態度を
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示すと、子どもには、これまでの勉強を自分の意志で選択してきたように、進路選択に関し

ても大学に進学するかしないかを自分の意志で判断することになる。つまり、自主性重視型

の教育態度は、進路選択の自己判断という影響が与えられていることが言えるだろう。 

 

 

５．おわりに 

 これまで、親が子どもの進路選択に与える影響にはどのようなものがあるのかについて

検討してきた。まず、日本が学歴社会になった要因として、産業構造の変化により、進学し

てより高い学歴を得ることに重きを置くようになったことがある。そのため、社会はますま

す学歴を重視するようになり、親もまた、子どもの学歴取得のために家庭教育に力を入れる

ようになったのである。そのためには多額の教育費が必要になるが、親たちは無理をしなが

らもその負担を背負ってきた。このように、すべての親は共通して、子どもに金銭的な影響

を与えてきたのである。また、大卒という高い学歴を得るための費用を負担するのは、当然

家庭や親の役割だと一般に日本社会はみなしている。しかし、進路選択の際に、家庭によっ

ては経済的な制約がかかる場合があるため、金銭面は、進路選択に大きな影響を与えると考

えられるのである。 

親の教育態度には、教育熱心型、自主性重視型、教育不熱心型、教育放任型が存在する。

本稿では教育熱心型、自主性重視型についてのみ言及したが、金銭面以外にも、それぞれの

親が影響を与えている。まず、教育熱心型の教育態度を示す親が与える影響として、幼いこ

ろからの教育に影響を与え、無意識的に子どもは、大学進学は当たり前だという意識を持つ

ようになる。そして子どもは、この意識から進路選択をするため、教育熱心型の教育態度を

示す親は、潜在的な進路形成という影響を与えていると言える。続いて、近年の子どもの自

主性や自立心を育てることを重んじる社会の影響から誕生したと考えられる自主性重視型

の教育態度を示す親の場合、子どもは、これまでの勉強を自分の意志で選択してきたように、

大学進学についても自らの意志で判断する。自主性重視型の教育態度を示す親が進路選択

に与える影響は、進路選択の自己判断という影響である。 

まとめると、進路選択に与える影響に関しては、共通する点として金銭的な影響があり、

異なる点として、それぞれの教育態度によって潜在的な進路形成、進路選択の自己判断とい

う影響があり、これらは子どもの進路選択を左右しうるということである。 

 冒頭で示したように、本調査では、大学受験時の親の教育態度についてのインフォーマン

トの発話から、16 人中 9 人が教育熱心型、残りの 7 人が自主性重視型3であったと考えられ

る。ただし、冒頭で述べたように、本調査はインタビュー調査であり、量的調査と異なるた

め、サンプルの数が少ないと考えられる。それゆえ、この結果が社会全体にも適応できると

は限らないことに注意しなければならない。以前まで、学歴社会の影響を強く受け、学歴優

                                                        
3 本章注 2 で述べたように、インフォーマントが、親が教育熱心であり、「非干渉」の意で

「放任」と発話している場合は自主性重視型として分析している。 
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先で、親が率先して子どもの教育に介入するというかたちが主流であった。だが、そこから

社会は少しずつ変化していき、教育熱心ではあるが子どもの自主性や自立心などを重視す

る教育方針もみられるようになってきていると言ってもよいだろう。その結果として、自主

性重視型の教育態度を示す親が本調査で多くみられたのではないだろうか。 

学歴社会とともに誕生した教育熱心で子どもに干渉する親の姿は、もちろん現在の家庭

教育のなかでもみられる。しかし、そのような親ばかりではなく、熱心であるが干渉しない

という子どもの自主性を重視する親の姿があることが本調査を通してあきらかとなった。

教育に熱心、かつ子どもの自主性に任せるという自主性重視型の教育態度を示す親が、これ

から増えていくという可能性も十分に考えられるのではないだろうか。また、本調査で、小

学生時もしくは中学生時までは、親が教育熱心型の教育態度を示していたが、中学生時ある

いは高校生時から、親の教育態度が自主性重視型に変化したという事例がいくつか得られ

た。これからの日本が学歴社会でありつづけるとしても、子どもの進路選択のために親がと

る教育態度は、教育熱心型と自主性重視型の二極化だけでなく、これらの事例のように、熱

心ではあるが、あるときは干渉し、あるときは干渉しない、というようなその時々で変わる

可能性も考えられる。加えて、教育のあり方の変化の仕方によっては、教育に対する親の態

度として本調査ではみられなかった、教育不熱心型、教育放任型が多くみられるようになる

かもしれない。 
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第 2章 親の「熱心さ」と子どもの教育観について 

―子どもに向けられる期待の背景― 

 

佐藤 ひとみ 

 

 

１．はじめに 

 「あなたの親は教育熱心ですか？」こう聞かれたとき、あなたならなんと答えるだろうか。

また、なにを基準にして自分の親が教育熱心かどうかを考えるだろうか。本論文では教育に

おける「熱心さ」とはどういうことだと捉えられているのか、つまりどのような関わり方が

熱心だと受け止められ、どのような接し方を放任だと感じたのかをインフォーマントの語

りからあきらかにしたい。 

 また、その語りをもとに熱心さの背景にある事柄を 2 つの点から考察する。具体的には、

親の熱心な教育態度について、社会階層との関連性、ならびに子どもへの「期待」という視

点からその内実をあきらかにすることを試みたい。社会階層というテーマはこれまでにさ

まざまな研究がされてきたが、ここでは父親・母親の関わり方にどのような違いがあるのか

という疑問をあきらかにするための視点としても用いることとしたい。また、親の教育熱心

さと子どもへの期待はどのように結びついているのかを考えるうえで、親の学歴観や家庭

教育の方向性はどのような影響を与えているのだろうか。子どもへの期待が熱心さを生み

出しているのではないかと考え、その期待の背景にあるものをあきらかにする。さらに本論

文では、親の熱心さ、または放任さといった親の教育態度が子ども自身の教育観に影響をお

よぼすのか、およぼすとしたらどのような教育観を形成させるのかというところまで踏み

込んで論じる。 

 

 

２．熱心さとはなにを指すのか 

１）子どもからみた親の熱心さ 

 では実際に、子どもは親の「熱心さ」を具体的にどのようなことだと認識しているのだろ

うか。「宿題をしなさい」と口うるさく言うことだろうか、習い事や塾に通わせることだろ

うか。なにをもって「自分の親は教育熱心である」とするかは人によって異なり、またその

内実もさまざまだろう。まずはその程度に差はあるにしても、「熱心だった」と答えたイン

フォーマントの場合をいくつか参照してみたいと思う。以下は、教育に対する両親の態度は

どのようなものだったか、またなぜそう感じるか、つまりどういったところに熱心さを感じ
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たかといった問いに対しての A1 さん、C4 さん、C5 さん 3 名の受け答えである。 

 

A1：まあ、それなりに熱心だったと思います。ゆうても一人っ子やったんで、一人っ子

なりの愛情は受けてたと思います。（中略）あー、習いごとは何個かさせられてました

ね。（中略）書道と水泳と、あとピアノと、あとさっき言った＊＊（通信教材）も入り

ますかね。（中略）で、まあ、夏休みとか、自治体が小学生向けに、こまごまとした課

外授業みたいなのをしてたんですよ。難しいな、なんか、「星座を見よう」とか「工作

をしよう」とか「ちびっこ実験教室」みたいなそういうのに連れて行かれてたイメージ

はありますね。僕の意志とは無関係に。（A1・男性・20 代・長崎県・国立心理学系卒・

製造業） 

 

C4：まあ、小学校、中学校ぐらいまではけっこう。まあ、きつめに言われて。まあ、高

校はもう自分の好きなようにしなさいって感じでした。 

――具体的なエピソードだったりありますか？ 

C4：まあいちばんは、成績がここの、この順位まで下がったら部活行かせんとか。縛り

をつけられることですかね、いちばんは。 

――それは小学校、中学校でってことですかね。 

C4：おもに、中学校。 

――高校でちょっと緩くなったっていうことだったんですけど、なぜかわかりますか。 

C4：もう自分で自分のことは考えなさいみたいな感じですかね。自立しろって感じで

すね。（C4・男性・20 代・九州地方・私立スポーツ学系卒・児童福祉関係） 

 

C5：塾に通わせてもらって、で小さいころからそういった習い事とかにも積極的に通

わせてもらっていたので、そういったところは熱心だったかなと思います。（中略） 

まず将来の選択肢が広がるということ、あと大学を見据えてかなり高いランクに行き

なさいっていうことを言われてたので、そういったところから熱心だったかなと思っ

てます。（C5・男性・20 代・九州地方・法学系卒・公務員） 

 

自分の親は教育熱心だというふうに感じたエピソードとして挙げられたのは、習い事や塾、

また学校の成績に対する積極的な介入などだった。これらに共通しているのは、教育に関し

て「子ども自身の意思とは関係なくなにかをさせる」という行為が「熱心さ」として語られ

ていることである。C4 さんは熱心さが緩んだことについて「自立」という言葉を使い説明

しているが、このことからも子どもの行動について子ども自身の意思よりも親の意思が大

きく影響する状態がイメージされる。 

 同じように、その程度に差はあるが「放任だった」と答えたインフォーマントの場合をい

くつか参照してみたい。親の教育に対する態度はどのようなものだったか、またどういった
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ところに放任だと感じたのかという問いに対し、A4 さん、A5 さん、B1 さんはそれぞれ次

のように答えている。 

 

A4：まあ放任っていっても小学生のころとかには、よく「宿題をしなさい」とかは、言

われてましたね。夏休みとか、あのー、宿題をぜんぜんせずに。ただ、中学校とか行っ

て、それこそまあ遊んでばっかで帰ってきて「勉強しなさい」とかって言われた記憶は

とくにないですね。（A4・男性・20 代・熊本県・公立政治学系卒・営業職） 

 

A5：放任主義かな。とくになにも言われなかったんで。お金かかるときだけという感

じですね。 

――大学受験に関して話し合いといいますか。そういうことの頻度的にはどのぐらい

でしたか。 

A5：あー、でも話し合いとかはあんましたことなくて。ほんまにお金がかかるときだ

け。それこそ受験料がなんぼやとか。ぐらいやったんで、ほんまに年 1 回とかそんなレ

ベルでしたね。話し合いというか、僕から報告に行くみたいな感じです。（A5・男性・

20 代・愛知県・私立法学系卒・銀行員） 

 

B1：そうですね、なんだろう……。あんまり……、（勉強を）やれって言ってやらせて

も意味がないっていう、たぶん、父の考え方だったんだと思います。 

（中略） 

――お母様はなにかこう、教育に対してこういう考えだったとか、覚えてらっしゃるこ

とありますか？ 

B1：母はわりと、「あなたが決めたらもうそれでいいよ」っていう感じでした。 

――ご両親は、B1 さんの受験に関する情報っていうのは、積極的に収集されたりとか

はしてましたか？ 

B1：うん、まったくしてないですね（笑）。あはは。事後報告でした、ぜんぶ（笑）。 

――完璧に任せる感じなんですかね。 

B1：そうですね。信用してくれてたのかなと、思います。（B1・女性・20 代・熊本県・

私立福祉学系卒・公務員） 

 

自分の親は放任だったと答えたインフォーマントの語りには、勉強に関して「なにも言われ

なかった」からそう考えた、ということが共通していることがわかる。そして前述した熱心

な親の場合と比較すると、親の意思が子どもの行動に影響することはなく、子どもの意思の

まま好きなように行動する状態がイメージされる。以上のことから、子どもが親の熱心さ、

また放任さを考えるときには、「親の意思がどれだけ自分の行動に直接影響していたか」と

いう視点が重要になってくると考えられる。 
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２）社会階層との関連性 

 このような子どもの教育に対する態度の違いについては、これまでに社会階層という観

点からさまざまな研究が行われてきた。1955 年にその第 1 回調査が行われ、2015 年には第

7 回調査が行われた「社会階層と社会移動調査（SSM 調査）」は、10 年おきに実施されてい

る日本の社会階層についての代表的な社会調査である。このデータをもとに、階層と教育の

あいだの関係性をあきらかにする指摘がなされてきた。原純輔・森山和夫は社会階層の概念

やイメージについて、「生活機会の不平等を集群的に表現するもの」（原・森山 1999: 215）

だとしている。そのうえで、階層軸ともいえる社会的共通価値尺度として所得と学歴、また

職業を挙げている。また、原純輔によって「同一の社会的カテゴリー内の人びとに社会経済

的生活条件の共通性が存在し、したがって社会的カテゴリー間に社会経済的生活条件の違

いが存在するとき、社会的カテゴリーの序列が『階層』である」（原 2000: 5）とも定義され

ている。 

 松岡亮二（2019）は出身階層によって未就学段階の子育て実践に違いがみられることを指

摘し、その違いを SES とよばれる経済的、文化的、社会的要素を統合した社会経済的地位

を用いて説明している。具体的には、高 SES の親ほど積極的に日常生活を構造化し、絵本

の読み聞かせやゲーム・テレビの時間制限などを行うことをあきらかにした。また、「親が

どのような家庭外学習機会を子供に与えるかを選択するので、そこに SES 格差が生じる」

（松岡 2019: 96）とも述べた。さらに、本田由紀は 2005 年に内閣府が実施した「青少年の

社会的自立に関する意識調査」のデータをもとに以下のように述べている。 

 

階層の高い母親は、特に塾に高い密度で子供を通わせ、家庭でも様々なルールを設ける

などして子供に細かく関与しているだけでなく、子供にできるだけ様々な経験をさせ、

個性や主体性を伸ばそうとしている。そうではない母親も、子供に関して多様な配慮を

行ってはいるが、その密度に関しては相対的に緩やかであり、どちらかといえばより

「自然な」子育てを行っている（本田 2008: 176）。 

 

これに続けて、本田（2008）は日本の母親の子育てには欧米のように中産階級と労働者階級

ではっきりとした違いはないものの、社会階層に沿ったグラデーションがみられることを

指摘している。また、日本における養育のかたちを大まかに「『きっちり』した子育て（勉

強や生活習慣を子供に厳格にもとめる）」、および「『のびのび』した子育て（子供の遊びや

体験、希望や意見の表明を重視する）」（本田 2008: 169）の 2 つに分類している。「きっち

り」した要素として成績や塾、習い事、生活習慣を重視すること、「のびのび」した要素と

して遊びや多様な体験、子どもの希望を重視することを挙げている。さらに、社会階層が高

い家庭ほど、「のびのび」した子育てよりも「きっちり」した子育てに力を入れていると述

べ、この結果は資源のある家庭の方が「子供を特定の方向に積極的に枠づけてゆこうとする

志向が強い」（本田 2008: 175）ということをあきらかにしている。 
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３）父親と母親の関わり方の違い 

 次に、社会階層の視点を踏まえたうえで、教育に対する父親と母親の態度の違いについて

も言及しておきたい。「自分の親は熱心だった（どちらかといえばも含む）」と答えたインフ

ォーマント 9 名のうち、片親家庭を除いた 7 名のなかで「母親のほうが熱心」と答えたのは

4 名、「父親のほうが熱心」と答えたのは 2 名、「両者に違いはない」と答えたのは 1 名であ

った。またこの結果に加えて、単純に熱心か放任かのどちらかだとは言えないとした 2 名の

回答も参照することとしたい。熱心だったが中学校の時点から放任へと変わったと説明し

た B3 さんは以下のように述べた。 

 

B3：そうですね、小学校くらいまでは、かなり、「ザ・教育ママ」って感じの母親だっ

たんですけど、中学校から、遠くの学校に行くようになってからは、まぁ、放任になり

ました。（B3・男性・20 代・福岡県・国立教員養成系卒・大学院生） 

 

「積極的ってほどでもないし、かといって放任すぎでもないし、みたいな感じ」と答えた B5

さんは以下のように述べている。 

 

B5：（熱心だったのは）母親ですかね？ 父親がそもそもちょっと静かなタイプってい

うのもあるんですけど。どっちかっていったら母親ですかね。（中略）「宿題しろ」って

死ぬほど言われました（笑）。（B5・男性・20 代・九州地方・国立法学系卒・公務員） 

 

B3 さんは熱心だった時期があること、B5 さんは教育において「なにも言われなかった」わ

けではないことを踏まえ、この分析ではどちらも熱心な家庭のケースだと見なすこととし

たい。そうすると、インタビュー内の熱心だとされる家庭においては、父親と母親どちらの

ほうが熱心かとたずねられたとき「母親のほうが熱心だ」と回答するケースがいちばん多い

結果となった。しかし、この結果から父親よりも母親のほうが教育熱心な傾向が認められる

というようなことを主張したいわけではない。ここでは「母親のほうが熱心だ」と答えたイ

ンフォーマントのさらに詳しい語りから、なぜ父親と母親のあいだにそのような違いが生

まれたのかということをあきらかにしたい。「母親はたぶんどちらかというと熱心」とした

C2 さんはなぜそのような違いがあったのかという質問に対し、以下のように答えた。 

 

C2：まあ、（父親は）仕事で家にいないから、とくに（教育に関して）言うこともなく、

って感じだとは思うんですけど、（C2・男性・20 代・三重県・国立機械工学系卒・専門

職学生） 

 

教育に対する両親の態度は「ひじょうに熱心」であり、かつ母親のほうが積極的だったと答

えた C5 さんは、以下のように答えた。 
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C5：父が小学校の（教員で）管理職だったので、あまり小中学校のときとかに遅く帰っ

てきたのでそこまでしゃべる機会がなかったというところと、子どもの塾とかに関連

してはけっこう母に一任されてたところが大きかったので、そういったところで違い

が出たのかなと思います。（C5・男性・20 代・九州地方・法学系卒・公務員） 

 

また、B3 さんは小学校のころは母親がいわゆる「教育ママ」だったということだが、父親

については以下のように話している。 

 

B3：そうですね。父はあまり、父と過ごした記憶はないです。一緒に住んではいますけ

ど。 

――やはり、お父様、けっこう学校の先生でお忙しかったっていうのもあるんですかね。 

B3：そうですね、わりと、管理職とか教育委員会とかそういうタイプの教員なので、け

っこう、家にはいないですね。（B3・男性・20 代・福岡県・国立教員養成系卒・大学

院生） 

 

このように、父親は仕事であまり家にいなかったということを理由として挙げているので

ある。ここで、「母親のほうが父親よりも熱心だ」としたインフォーマント 6 名の両親の職

業を整理すると、表 1 のようになる。 

 

表 1 母親のほうが教育熱心な家庭の父と母の職業 

 父 母 

A3 自営業 専業主婦 

B3 中学校教員 自営業 

B5 測量士 専業主婦 

C2 会社員 専業主婦 

C4 会社員 パート 

C5 小学校教員 小学校教員 

（出典）今回のインタビューデータをもとに筆者作成。 

 

結果を見ると、母親は専業主婦であるという場合が 3 ケースと、半数を占めている。母親が

専業主婦ということに関して、杉野勇・米村千代（2000）は社会階層の視点から夫の学歴の

高さが結婚後に妻が専業主婦になる比率を高める傾向にあり、同様に、夫の職業的地位に代

表される階層的地位の高さも妻の専業主婦化を促進していることを指摘している。この指

摘は母親が専業主婦であるということそれ自体が社会階層の指標になることを示している。



52 

 

さらに、杉野・米村（2000）は高学歴・高威信職業の夫ほど専業主婦化を要請する条件も多

い、つまり父親の仕事の関係で家事や子育てに専念することが求められると述べた。母親が

専業主婦の家庭は社会階層が高い家庭である可能性が高く、子どもに触れる時間も長けれ

ば子育てを「任されている」と考える状況が浮かび上がってくる。パートについても、仕事

と家庭どちらに比重があるかという点から考えると専業主婦に近いことが言えるのではな

いだろうか。一方で B3 さんと C5 さんの場合は母親も働いているが、どちらも父親が管理

職にあたる教員だということであまり家にいないことが語られている。C5 さんは「一任」

という言葉を使い説明しているが、やはり父親が仕事で忙しく家にいないことが母親の教

育の関わり方に影響していると言えるだろう。 

 臼井恵美子・小林美樹（2016）が行った「親の働き方と家庭教育」調査によると、父親が

長時間労働の場合、子どもの勉強を見る頻度およびいっしょに食事をする回数が少ない。ま

たその場合、母親は専業主婦やパートタイムの割合が高く、本の読み聞かせや勉強を見る頻

度が高いということもあきらかにされている。これらの結果からもわかるように、母親のほ

うが子どもの教育に熱心になる背景には父親の就業形態によるところが大きいことが考え

られる。父親が長時間労働である場合、母親と父親ではどちらが「熱心」なのかということ

以前に、父親はそもそも教育に関わっていないという場合が少なくない。それに加えて、本

田（2008）の指摘である社会階層の高い家庭の母親ほど「きっちり」した教育を行う傾向が

あることが合わさり、母親のほうが教育熱心だと感じる状況がつくられていくことが考え

られる。  

 

 

３．子どもへの期待との関係性 

１）期待のもとになるもの 

 この節では、熱心さの背景にある要因として「期待」というものに焦点をあてたい。大学

進学への期待、どのような職業に就くかに対する期待といったものが熱心さをよりいっそ

う駆り立てているのではないかと考えたためである。藤原翔（2018）は「教育と仕事に関す

る全国調査」（ESSM2013）を用いて子どもに対する教育期待、つまり子どもにどの程度の学

歴を得てほしいと考えるかについて分析している。藤原によると、「社会経済的地位が高い

ほうが、学校教育の価値や勉強の重要性を認め、そして日本が学歴社会だと考えやすい」、

「社会経済的地位が低いと学校教育の価値や勉強の重要性を認めず、そして学歴の価値に

ついて否定的」（藤原 2018: 160）といった傾向がみられる。これは階層が高いほど子どもの

教育に「熱心に」なるというこれまでの主張と同じ立場をとっている。また、藤原（2018）

は学校教育の価値よりも学歴が地位達成に与える影響のほうを認めている層の教育期待が

高いことから、日本が学歴社会だと感じ、学歴のリターンを高く考えているほど子どもへの

教育期待が高い傾向にあると述べている。 

 以上のことから、子どもへの期待というものにも社会階層は密接に関わっていることが
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わかる。それに加えて、この指摘から読みとれるのは親が「学歴」というものをどれほど重

要視しているかは期待の背景にある要因として大きいということである。 

 

２）家庭教育の「重さ」 

 子どもに向ける熱心さの背景のひとつには親から子に向けられる期待があり、またその

期待には親が学歴をどう捉えているかが影響を与えていることがわかった。学歴の意味を

重要視しているほど子どもに教育期待を寄せることから、学歴社会であることはより親の

期待が子どもに向けられやすい社会だと言える。今度はまた別の角度から「期待」というも

のを検討していくにあたって、小山静子の指摘を参照したい。小山（2004）は日本が少産化

社会となるにつれ、子ども観が「授かるもの」から「作るもの」「育てるもの」へと変化し

たと述べている。そしてその少産化が定着した時期は高度経済成長期と重なっており、この

時期には性別分業家族が増加するとともに母親が子育てにおける担い手となっていったこ

と、政府が家庭教育充実政策などの家族政策を展開していったことの二点を指摘している

のである。先に結論を述べると、子どもへの期待やそこから繋がる熱心さには家庭教育が重

視されている状況が大きく作用していると考えられるのだ。 

 「政府は 1960 年代前半、人口の資質向上―児童の健全育成という文脈において家庭づく

り政策を展開していった」（小山 2004: 432）という指摘と、「教育熱心な母親像が日本社会

に普遍化した、つまりそれこそが当たり前であるかのようにみなされるようになったのは、

戦後の高度経済成長期である。『教育ママ』という言葉は、1960 年前後の雑誌に登場し」（本

田 2000: 462-3）たという指摘から、どういったことが考えられるだろうか。家庭教育が推

進されるようになっていった時期と、「教育ママ」といった言葉が登場するほど教育熱心な

母親モデルが定着した時期は重なっているのである。つまり、家庭教育が推進されるという

ことはとくに母親の教育が重視されることを指し、親の責任が増すことは教育熱心になる

傾向を強めるということが言える。さらに、本田（2008）は 1990 年代半ば以降、より広く

社会で家庭教育への関心が高まっていることを指摘する。中央教育審議会は「21 世紀を展

望した我が国の教育の在り方について（第一次答申）」の第 2 章「これからの家庭教育の在

り方」において、「家庭における教育は、本来すべて家庭の責任にゆだねられており、それ

ぞれの価値観やスタイルに基づいて行われるべきものである。したがって、行政の役割は、

あくまで条件整備を通じて、家庭の教育力の充実を支援していくということである」（中央

教育審議会 1996: 第 3 段落）と示している。しかし本田（2008）は 1998 年の中央教育審議

会答申において、家庭での過ごし方についていっしょに食事をとる、読み聞かせを行うなど

「細かく多岐にわたる」提言がなされていることを指摘する。そのうえでこれ以降の政策が

家庭教育を特定かつ具体的な方向に誘導していくこと、それが家庭教育への「強い期待・圧

力」となっていると述べている。子どもは「育つもの」ではなく「育てるもの」だという子

ども観、家庭教育の「重さ」による親から子への期待、これらが一体となって教育における

親の熱心さを強める方向にはたらいているのではないだろうか。 
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４．子どもの教育意識 

１）親の熱心さの程度と子どもの教育観 

 では、熱心な親とそうではない親のもとで育った子どもはそのことに対してどのように

感じ、また自身は教育に対してどのような考えを持つにいたるのだろうか。この節では、親

が熱心だった場合と放任だった場合のそれぞれを、インフォーマント自身の教育観から探

る。まずは親が熱心だったインフォーマントについてみていきたい。父親が医者であり、自

身も医学部受験やそれに伴う浪人を経験した男性は、将来自分の子どもが中卒や高卒で働

きたいと言った場合応援するかという問いに対し積極的に肯定し、その理由を次のように

語っている。 

 

A2：理由はまあーなんだろうな。まあ父親、がすごい、特殊な人で。子どもを 3 人と

もみんな医者にしたいっていう。夢のようななにかを持ってて。（中略）それで、けっ

こう、めちゃくちゃ進路とか制限されちゃったなってのはあるんで。それだけはしたく

ないなっていうのは思ってますね。（A2・男性・20 代・九州地方・国立物理工学系休学

中・IT 系） 

 

また、母親が教育熱心であり、医者になるという与えられた目標のもと中学受験を経験し、

小学校時代を「『勉強しなさい』っていうよりも、させられてるっていうのが当たり前だっ

た」と振り返った男性は、妹に対する母親の教育の態度は自分ほど熱心ではなかったとし、

以下のようにも語っている。 

 

A3：そうですね。あと、まあ……、母親から相談されて、やめたほうがいいと思うとは

言いましたね。同じ道は。僕と同じような道を歩ませようとするのはやめたほうがいい

と。（中略）自分自身が行きたいんであれば、とは言いましたけど、最終的に。でも、

まあこっちから勧めるっていうのは完全になしで、っていうふうには、家族会議で、こ

っそりとして。 

――とくに違いといえば、まあ、A3 さんほど、塾に通ったりとか、進学校受験したり

とかというのは。 

A3：ないですね。公立の小学校、公立の中学校、公立高校に行くっていう……、人の生

活をしてますね。（A3・男性・20 代・山口県・私立薬学系中退・建設業） 

 

親が教育に対して熱心である場合、その背景には子どもの進路や将来に具体的な親の希望

があると考えられるようだ。そして子どもの進路形成に積極的に介入することでその目標

を実現しようとしたことが両者の語りからも感じとれる。そのことに対し、A2 さんと A3 さ

んはどちらも自分の子どもや妹に対しても同じようにはしたくないと考えている。つまり

親ではなく対象となる個人の意思を尊重することを重要視しており、自身の経験を反面教



55 

 

師的な扱いとしているように捉えられるのである。 

 一方で、C5 さんは親が教育熱心だったことに対して、自分自身は塾に通いたくなくサボ

ったりしたこともあったものの、結果としてはよかった点があることを語った。また、将来

自分の子どもには大学に進学してほしいと答え、その理由を次のように述べている。 

 

C5：やっぱり就職のときに有利であること、そして職場内でもやはり有利にはたらく

ことです。（C5・男性・20 代・九州地方・法学系卒・公務員） 

 

自分の経験をもとにしている場合でも大学に進学してほしいと考えていることから、A2 さ

んや A3 さんとは異なり子どもに対して自分の意思があり、ある程度学歴を重視しているこ

とが読みとれる。そしてその理由には自身の経験から学歴が「有利に」はたらくと考えてい

ることが背景にある。 

 では一方で、親が放任だったインフォーマントはそのことをどのように感じ、また自身は

どのような教育観を持っているのだろうか。以下は、自身の親は教育に対して「放任的だっ

た」と答えた A4 さん、B2 さんそれぞれの教育観についての語りである。 

 

A4：やっぱ、放任のほうがよかったと思いますよ。なんか、やっぱり「勉強しなさい」

って言われても、やる気おきないですし、自分のタイミングがあるんで。「なんでお前

に勉強しなさいって言われなアカンの」とかも、思います、当時、自分は。なんでまあ、

放任のほうが自分はいいと思いますよね。 

――もし A4 さんが結婚されて、お子さんをもたれる可能性もあると思うんですけど、

もしお子さんがいたら、A4 さんはお子さんに対してどういう教育の態度をとりますか。 

A4：勉強に強制はさせないですかね、べつに。強制はさせないですけど、でも外国語の

勉強はちゃんとさせときたいかなとは思います。そんぐらいですかね。 

（中略） 

――もしお子さんがいたら、お子さんには大学に進学してほしいなとか思われますか。 

A4：いやー、そこまではとくにないですかね。まあ、（大学に進学）したいならすれば

いいと思いますし、まあしたいことをしてもらえればいいんじゃないかなーと思いま

す。（A4・男性・20 代・熊本県・公立政治学系卒・営業職） 

 

――もし B2 さんにお子さんができたら、そのお子さんには大学へ進学してほしいと思

われますか？ 

B2：子ども次第だよね。子ども次第だけど、でも、行きたいって言ったときにね、行か

せられないとかは言わんようにしてやりたいよね。 

――お子さんの考えを尊重するという感じで。 

B2：うん。高卒で働きたいって言うなら、高卒で働きなって。 
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――もし、中卒で働きたいと言われた場合も。 

B2：高卒じゃなくて？ 

――そうです。 

B2：中卒かあ。うん、いいんじゃない。でも、とりあえずリスクについては説明してや

らんといかんよね。高卒も中卒も。なんも知らずに選ぶのと、いろんな話を聞いたうえ

で選ぶのは違うもんね。俺の周りにはこんなやつがいて、「これこれこういう感じだと

思うよ、お前どうする？」っていう言い方で選ぶんだったらね。「それでも俺は高卒で

働くんだ」って言うんだったら。「働け」って言うだろう。（B2・男性・20 代・九州地

方・政治学系卒・銀行員） 

 

「したいことをしてもらえればいい」「子ども次第」といった言葉にも表れているように、

子どもに対して「こうしたい」「あれをさせたい」など自分の意思があるというよりも、子

どもの意思に任せる教育観を持っている。また、大学進学についても「そこまではとくにな

い」、条件つきではあるが「中卒や高卒でもいい」との考えを持っており、学歴に強いこだ

わりはみられない。 

 

２）子どもに与えるもの 

 では、親の熱心さが子どもの教育観にどのような影響を与えるかということに関連して、

前の節で触れた本田の「きっちり」「のびのび」子育てについて、ここでもう一度その主張

を参照したい。本田（2008）はそれぞれの子育てが別々のはたらきを持っていると述べ、「き

っちり」した子育ては「客観的な地位」の、「のびのび」した子育ては「主観的な地位」の

形成に影響をおよぼすとした。「客観的な地位」は学歴や職業キャリアを指し、「主観的な地

位」は身近な人との人間関係や自分に自信があるかといったことを指す。具体的には、「の

びのび」した子育てがコミュニケーションスキルの自己評価や生活満足度といった「生活の

質」を高める方向にはたらいていることをあきらかにした。「客観的な地位」がハードな側

面ならば、「主観的な地位」はソフトな側面のことを意味すると説明されている。ここで強

調しておきたいのは、母親が行う子育ては「きっちり」したものと「のびのび」したもので

影響する事柄が異なるということだ。 

 この指摘を踏まえて親の熱心さと子どもの教育観について考えてみたい。C5 さんの場合

は親の熱心さに対してとくに否定的ではなく、結果的によかった点があることや就職の際

に有利であったことなどをその理由として語っている。後者などはまさに「客観的な地位」

を達成するために役立ったことを示していると考えてよいだろう。しかし A2 さんと A3 さ

んの場合は、結果として自分の進路が制限されてしまったことや自分は同じような教育態

度はとらないほうがよいと感じていることを述べている。このことからわかるのは、親の熱

心さが必ずしも子どもの教育観にとっていい方向に影響し、伝達されるわけではないとい

うことだ。むしろ真逆の影響をおよぼす結果となりうることもある。しかし親が放任だった
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場合、そのことを子どもが否定的に捉えるといったことはあまり見受けられない。A4 さん

と B2 さんは自分の親と同様に、子どもに対してはとくに要望はなく、好きにしてもらえば

いいと考えているようだった。この場合には客観的な地位という指標は影響を与えていな

いことがわかる。子どもが実際に客観的な地位を得て満足し、そこに親の熱心さの恩恵を感

じることができれば、またそれを子どもに与えたいと考えるようになることは想像できる。

しかし客観的な地位を得ることができなかった場合、またはその地位に満足しなかった場

合には、同じようには考えにくいのではないだろうか。もう一方の主観的な地位という指標

とくらべて、シビアな「達成目標」が存在することが客観的地位の特徴である。一方で、主

観的な地位といったものがどういうことかについてはB1さんの例がわかりやすいかと思わ

れるので参照したい。 

 

――教育に対するご両親の態度、これまでお聞きしてる感じ、けっこう、あの、B1 さ

んに任せるというか。熱心というよりかは、主体性に任せるっていう感じですか。 

B1：そうですね、けっこう、褒め上手な感じで（笑）。持ち上げるのがうまかったです

ね、お母さんは。あんまり、怒ったりとかはしなかったです。 

――教育に関する、具体的なエピソードとかあったら教えていただきたいんですけど、

なにかあったりしますか？ 

B1：そうですね、あんまり教育をされた思い出が、ないんですけど（笑）。そうですね、

でも、テストとか、まあ、見せたら、たいてい褒めてくれてることが多かったので。こ

う、わたしはできる子なんだって、ちょっと、思いながら育ってはきたかなあって思い

ます（笑）。（B1・女性・20 代・熊本県・私立福祉学系卒・公務員） 

 

B1 さんの語りからは、主観的地位に影響をおよぼすとはどういったことなのかがわかるの

ではないだろうか。子どもの意思を尊重する「のびのび」した子育てが自信につながる例で

あることがうかがえる。主観的地位の指標のひとつにポジティブ志向があるが、その視点か

ら言っても、子どもが育つ過程で「自分はできる」と思うことができたというのは大きいと

考えられる。目に見えるかたちの目標が達成できているかどうかばかりが重要ではないと

いうことがわかるだろう。このように、親の教育が子どもに与えるものとしては「客観的」

と「主観的」な影響の両面を保持しており、どちらも軽視できないものであることがわかる。 

 

 

５．おわりに 

 以上の分析から、熱心さを考えるときには「親の意思がどれだけ自分の行動に直接影響し

ているか」ということがひとつの基準になるとわかった。つまり熱心さとはとくに教育にお

いて「親の意思が子どもの行動に直接影響をおよぼすこと」であり、放任さとは「親の意思

が子どもの行動に直接影響することはなく、子どもの意思のまま好きなように行動させる
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こと」と受け止められているようである。 

 親の熱心さの背景には社会階層と「期待」という要因が挙げられる。社会階層が高いほど

子どもの生活を積極的に構造化したり、習い事や塾に通わせる傾向がある。父親よりも母親

のほうが教育に対して積極的であるのは就業形態によるところが大きく、そしてその場合

も社会階層が影響をおよぼしていることがわかった。 

 また、子どもへの期待には子ども観が大きく影響しているのではないだろうか。子どもを

「育てるもの」と捉えるようになったことも教育熱心な親を生み出すことにつながったと

考えられる。学歴を重要視するほど子どもへの教育期待が高くなること、家庭教育が推進さ

れるようになった時期に教育熱心な母親モデルが定着したことを踏まえると、学歴社会で

あることと、家庭に教育を任せる政策は親の熱心さに大きく関係していると言える。 

 さらに以上のような熱心さが子どもの教育観にどのような影響をおよぼすかを分析した

ところ、熱心さを客観的地位と主観的地位という側面からみたとき、必ずしもその熱心さが

子どもの教育観に積極的にはたらくわけではないようである。 

 では今後、家庭は教育においてどのような立ち位置を確立していくのだろう。さらに大き

な役割を担っていくことになるのだろうか。また、そのとき子どもはどのように捉えられる

存在になるのだろうか。家庭教育の責任が大きくなりすぎること、子どもは「育つもの」で

はなく親が「育てるもの」だという意識が強くなりすぎることは大きな危険をはらんでいる

ように思われる。教育が子どもの世界を広げてくれるものであることは言うまでもないが、

子どもの意思を顧みない教育は子どものその後の進路や教育意識にまで影響をおよぼすと

言えそうだ。 

 

 

＜参考資料・文献＞ 

中央教育審議会，1996，「文部省 審議会答申（21 世紀を展望した我が国の教育の在り方に

ついて（第一次答申））」，（2022 年 1 月 14 日取得，https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/c

huuou/toushin/960701.htm）． 

原純輔，2000，「近代産業社会日本の階層システム」原純輔編『日本の階層システム 1 近代

化と社会階層』東京大学出版会，3-43． 

原純輔・森山和夫，1999，『社会階層――豊かさの中の不平等』東京大学出版会． 

本田由紀，2000，「『教育ママ』の存立事情」小山静子編『論集 現代日本の教育史 4 子ども・

家族と教育』日本図書センター，461-87． 

――――，2008，『「家庭教育」の隘路――子育てに強迫される母親たち』勁草書房． 

藤原翔，2018，「親の教育期待の類型と子どもに対する教育期待――潜在クラスモデルによ

るアプローチ」中村高康・平沢和司・荒牧草平・中澤渉編『教育と社会階層――ESSM 全

国調査からみた学歴・学校・格差』東京大学出版会，149-67． 

小山静子，2004，「少産社会の子ども観――『作るもの』『育てるもの』としての子ども」小



59 

 

山静子編『論集 現代日本の教育史 4 子ども・家族と教育』日本図書センター，413-36． 

松岡亮二，2019，『教育格差――階層・地域・学歴』筑摩書房． 

杉野勇・米村千代，2000，「専業主婦層の形成と変容」原純輔編『日本の階層システム 1 近

代化と社会階層』東京大学出版会，177-95． 

臼井恵美子・小林美樹，2016，「親の働き方と子供の家庭教育」『経済研究』67(1): 69-87，（2

022 年 1 月 22 日取得，https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/27681/keizaikenkyu067010

69.pdf）． 

 



60 

 

第 3章 県外進学にかかわる親子の希望について 

―地方出身者の経済面から探る― 

 

南川 瑠衣 

 

 

１．はじめに 

近年、若者の地方から都市への流出者数が増大している。文部科学省が平成 29（2017）

年度に調査した、大学進学時の都道府県別流入・流出者数のデータを見てみると、ほとん

どの都道府県で流出者数のほうが流入者数を上回る結果となっていることがわかる。その

なかで、流出者数よりも流入者数のほうが多くなっている都道府県としては、宮城、東

京、神奈川、石川、愛知、滋賀、京都、大阪、岡山、福岡の 10 都府県である。平成 29

（2017）年度の流入者数－流出者数の数を示したのが、表 1 である。 

 

表 1 大学進学時の都道府県別流入数 

 大学進学時の流入超過（千人） 

宮城 1.7 

東京 75.1 

神奈川 5.1 

石川 0.4 

愛知 4.3 

滋賀 0.3 

京都 17.9 

大阪 7.5 

岡山 0.1 

福岡 3.4 

（出典）文部科学省「学校基本調査」（平成 29〔2017〕年度）より筆者作成。 

 

表からわかるように、大学進学を機に、各地域での主要都市圏に人口が流入している。こ

のことから、多くの人にとって、就職と並んで、大学進学がいままで住み慣れた土地を離れ

るきっかけであるといえる。しかし、さまざまな理由から、子どもの進路希望と、親の子に

対する進路希望が食い違う場面は少なくないだろう。そこで、以下では今回の不本意入学の

人々へのインタビューを通して、親と進学する本人の意向に差異があるケースとないケー
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スでどういった違いがあるのか、また、それらが不本意入学の原因となり得たのかを検証し

たい。この分析にあたって行ったインタビュー調査のインフォーマントには、東京・京都・

大阪などの日本の主要都市出身者は含まれていない。そのことから、進学する際の選択肢と

して、東京などの大都市に向かい進学をするか、住み慣れた地方での進学をするかというも

のが予想される。親が県内進学を希望することで、都市にある高い偏差値の大学への進学志

向をもつ子どもの学歴獲得のチャンスを狭めることもあり得るだろう。松岡亮二は、出身地

が三大都市圏などの大都市であった人々のほうが、地方出身の人々より大卒割合が高いと

いうことをあきらかにしている（松岡 2019: 43）。これも教育格差の一端を担っているとい

えるのではないだろうか。以上のことを検討するため、以下では、おもに県外進学を希望し

た子どもに対して親が反対したか否かに分類し、分析することとした。なお、本稿では、出

身の都道府県ではない土地の大学に進学しているケースを一律「県外進学」と表記すること

とする。 

 

 

２．不本意入学の実態 

１）親が県外進学へ反対したケース 

本調査では、合計 16 人のインフォーマントにインタビューを試みた。 

まず、親と子の県内・県外進学希望が食い違った人は今回の調査では 6 名であった。以下

に、そのうちいくつかの例を挙げていく。親が県内進学を希望していて、子どもが県外進学

を希望していたケースである。 

まずは、1 年浪人を経験しており、現役時代に県外の第 1 志望大学を受験して、結果的に

不合格だったインフォーマントの発話である。現役時代から、保護者の希望として県内に進

学してほしいということを伝えられていたという。 

 

C1：だからもう（県外の第 1 志望の大学を）受けたけど、みたいな感じ、本当に。受か

っても行かせてもらえたかはちょっとわからなかったって感じですね。たぶん県外と

かから来られる（進学する）と、受験の前に（入学してから住む）お家とかたぶん選ば

れたりとか見られたりとかされますかね、されますよね。それもべつにしてなかったの

で、本当、でも行けるのかな～みたいな感じではありました。（C1・男性・20 代・九州

地方・法学系休学中・フリーランス／自営業） 

 

その後、実際に第 1 志望校が不合格であったため、浪人を選択した。そして浪人した年の受

験前、親から県内の大学に進学してほしいと言われたとのことである。 

 

C1：でも、あの出願の直前になって、両親のほうからもう地元にっていう感じだったん

で、ああじゃあもう＊＊大学（C1 さんが進学した大学）（に行くしかない）。それこそ、
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それ（進学先）を改めて、その出願の前にあの話す機会があったので、そこでちょっと

東京はさすがに。まあ京都でも変わんないと思うんですけど。じゃあそっちはさすがに

なって、本当にもう「（地元に）残ってほしい」ってもうそこで言われたので。（C1・男

性・20 代・九州地方・法学系休学中・フリーランス／自営業） 

 

その理由としては、以下のとおりである。 

 

C1：で、まあ、その自分の家族構成的に、下にまだ妹が 2 人いまして、で、まあそのそ

こも考えて、地元に残ってほしいっていうのを、あの実家のほうから言われたので。じ

ゃあそっちをまあ、その地元を出るっていうのはいったんあきらめて、まあ＊＊大学

（C1 さんが進学した大学）で経済ができそうな学部ってなったらまあ＊＊大学法学部

かなっていうので、ですね。やってました。（C1・男性・20 代・九州地方・法学系休学

中・フリーランス／自営業） 

 

浪人時にも、実際に第 1 志望にしていた大学は県外の大学であったが、上記のとおり県内の

大学に進学するように両親に言われ、受験大学を変更した。県内の大学は志望していた大学

より合格可能性が高かったこともあり、見事合格を果たしている。しかし、親が希望した県

内の大学には C1 さん本人が志望している分野を学べる学部がなかったことから、それに関

連すると考えられる学部を選び、進学した。そのことが不本意入学の原因となったと述べて

いる。もともと志望していた大学に行けなかったという不本意感自体は、いったん周囲の人

間関係や環境の変化により薄れるも、学習内容がやはり興味のある分野からはそれていた

ため、学習意欲を喪失し、現在休学を選択している。また、C1 さんの不本意入学について、

この発話から読みとると、金銭面が多大な影響を及ぼしていると考えられる。妹が 2 人いる

という発話があるが、C1 さんの大学進学時点でその両方がともに中・高校生であったとい

う。そのことから、今後、C1 さんの親は妹の学費も支払わなければならないため、できる

かぎり出費は避けたいといった理由があると考えられる。 

続いて、同様の事例をもう一つ紹介する。このインフォーマントは、現役受験時に親から

県内の大学に進学してほしいとの要望を伝えられ、志望校を変更した。以下は志望校を変更

したのはいつのタイミングかということを調査員が質問したときの発話である。 

 

B2：えっとね、（志望校を）はっきりと決めたのは部活が終わる前かな。親に金がない

から地元を出るなって言われたのが、たぶんそのぐらいの部活引退前かな後かな、そん

ぐらい。けっこうね、序盤だったの。3 年序盤だった気がする。うん、だったよ。親に

謝られたもん。「お前が部活が終わってから、猛勉強して九大（九州大学）に行こうと

いう腹は知ってる」みたいな。「でも、うちには金がないし、弟のほうが期待値高くて、

そっちにいい大学とか行かして、金を回してやりたいから。お前は大学に行くな、大学
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は＊＊大学（B2 さんの出身大学）に。地元に残れ」みたいなこと言われて。「はい」み

たいな。そんな感じ。（B2・男性・20 代・九州地方・政治学系卒・銀行員） 

 

B2 さんが県外進学を断念したのは、おもに経済面の理由からである。先ほどの C1 さんと

比較して考えると、下に兄弟がいるという点が共通している。弟がまだ今後の進学を控えて

いるため、できるだけ出費は抑えたいという発話があり、この点でも先ほどの事例と類似し

ている。また、C1 さんと B2 さんのほかの共通点として、両方とも奨学金を借りていないと

いうことも挙げられる。さらに C1 さんは「地元の大学に行くのなら奨学金は不要だろう」

と両親から伝えられており、B2 さんは「奨学金を借りれば九州大学に行けたかもしれない

が、そこで借りたところで、九州大学に進学する利益が大きいとは思えなかった」というこ

とを自身の考えとしてもっていた。奨学金制度については、1998 年以降、奨学金の受給基

準が大幅に緩和され、現代では奨学金の予約、また在学中の申請も基準さえ満たしていれば

付与、貸与が可能となっている（小林 2008: 138）。しかし、インタビュー調査からわかるこ

ととして、C1 さん、B2 さんともに、両親の収入が奨学金受給基準よりも高い、または成績

が悪いなどの理由から奨学金を借りることができないという事情もなかった。つまり、借り

ることはできたが、実際にはそれをしなかった、ということである。すなわち、経済的にど

うしても県外進学が不可能だったというわけではなく、奨学金を借りれば進学が可能であ

った可能性が高いのである。そこで、なぜ奨学金を借りなかったのか、ということを奨学金

の特性から考えてみたい。奨学金は給付型と貸与型があり、給付型は返済不要だが、貸与型

は卒業後に返済が必要となり、利子がつくこともある。その 2 つの違いは家計基準の額であ

る。給付型は貸与型より低い家計基準でなければ利用することができない。C1 さん、B2 さ

んともに、家庭の経済状況から、奨学金を利用するのであれば貸与型だろうと想定していた。

そのため、奨学金を借りるとけっきょくは返済が必要とされるものであるから、大学に進学

するという、その経験のためだけであれば、奨学金を借りることで将来の負担を増やす必要

はないと考えているのではないかと予想される。また、両者とも不本意ではあったが、最終

的にはこういった経済面での理由に納得し、受験大学を変更するというかたちをとってい

る。このことから、奨学金を借りてまで他県の志望校に行きたいという考えには至らなかっ

たといえる。C1 さんの発話のなかで、大学に進学する当事者として、少なからず金銭面で

援助してもらっているという意識から、大学進学を申し訳ないと考えていたことがうかが

えた。そういった面で、親に遠慮をしていることがわかる。また、先述のとおり、借りた奨

学金を返済するのは自分であり、将来の負担になるということで、避けた部分があるとも考

えられる。このことは、B2 さんの発話にもあったとおり、希望の大学に行くために奨学金

を借りることと、不本意な大学に奨学金を借りずに進学することを、自身のなかで天秤にか

けたときに、奨学金を借りずに進学できるというメリットがある後者を選んだということ

である。 

多くの先進諸国でも、兄弟が多いと学歴達成が低くなるという傾向がみられる。その背景
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には、兄弟一人ひとりに割り振られる親の資源が薄められるためであるという「資源希釈モ

デル」があると考えられていた。しかし、近年では、親は限られた資源を兄弟のなかで戦略

的に割り振る教育投資を行っていると考える「選択的投資モデル」が台頭してきた（藤見・

西野編 2009: 40）。今回のインフォーマントにも、こういった親の傾向が見られる。学歴関

係なく兄弟のための学費を考慮していた C1 さんの親は「資源希釈モデル」だといえるだろ

う。また「弟のほうが期待値が高い」と発言した B2 さんの親は、兄弟順は関係なく期待が

もてるほうを優先したことから、後者の「選択的投資モデル」に当てはまるといえる。 

以上の 2 人のインフォーマントとは異なるケースとして、以下のような例もある。実際に

は県外進学を許可されたインフォーマントの発話であるが、志望校決定の段階では、インフ

ォーマントの希望に反して、両親は県内に進学することを希望していたとのことである。こ

のインフォーマントに関しては、金銭面での不安はとくになかったとの回答も得られてい

る。 

 

B1：たまたまなんですけど、（志望した大学の所在地が）両親と、生まれたときちょろ

っと住んでたところだったみたいなので、親もけっこう親しみやすかったというか。あ

んなに県内県内って言ってたわりには、＊＊（志望した大学の所在地）って言ったら「あ、

そこはいいね」みたいな（笑）。なぞのオッケーが出たので（笑）。うん、それはありま

した、故郷に帰った感が、たぶん（あった）（笑）。（B1・女性・20 代・熊本県・私立福

祉学系卒・公務員） 

 

県内進学を親が望んでいた理由として、見知らぬ土地への不安が考えられる。ほかのインフ

ォーマントのなかにも、県外進学については反対されていなかったが、場所によって「治安

が悪い」という評判があったため反対されたというケースもあった。県外進学は一人暮らし

になる可能性が高いことから、安全面などの考慮もあるのだろう。B1 さんの場合、親から

見て自分たちが見知った地ということで、不安が解消されたのだろうと推察される。結果的

に不本意進学となってはいるが、県外進学の場所の選択肢があったというのは、多少なりと

も不本意感の解消になったのではないだろうか。 

もうひとつ考察すべき要因としては、兄弟についてであるが、B1 さんは下に兄弟はいな

いとのことである。兄がいるということだが、兄は大学には進学しておらず、B1 さんの大

学進学時点ですでに就職をしている。下の兄弟の存在によって県内進学を親から希望され

た 2 人と比較して考えると、B1 さんは経済的に余裕があったという家庭事情も多少はある

だろう。加えて、同時にあるいはこれから、下の兄弟にかかる学費がないため、経済的には

県外進学に対する余裕が比較的あったと考えられる。 

 

２）親が県外進学に反対しなかったケース 

次に、インフォーマント自身が県外進学を希望していて、かつ親が県外進学に対しての反
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対がなかった、および賛成していたケースを取り上げる。今回これに該当したのは 10 人で

あった。そのうち何人かのインフォーマントの発話を検討する。以下は、高校を実家から通

える範囲にしてほしいという要望を受けていたインフォーマントの発話である。 

 

A5：僕が大学に入るタイミングでお姉ちゃんが 1 人大学を卒業したのかな、するとき

だったので、大学に関しては自由にしていいけど、高校は……。大学に関しては自由に

していいって言われてましたね。 

――遠いところに行かないでくれとかそういうこともなかったですか。 

A5：なかったですね。（A5・男性・20 代・愛知県・私立法学系卒・銀行員） 

 

このことからわかるように、高校受験のときは実家から通える範囲の進学という制限はあ

ったものの、姉の大学卒業によって大学受験のときは制限がなくなっている。これは先ほど

考察した、兄弟の学費を考慮してのことと関連すると考える。下に兄弟がいるインフォーマ

ントは、大学の所在地を制限されていたということだったが、今回は逆の立場である。A5

さんは姉が 2 人いるが、妹や弟はいないとのことで、この関連性は高いと考える。実際に高

校への進学を制限されていたときの理由としては、姉 2 人の学費が負担として家庭にかか

っていて、家にお金がなかったためと回答している。今回は大学の不本意入学調査ではあっ

たが、高校入学時に着目してみると、このケースも前項で解説したような、経済的な面で志

望校を断念した、という事例に当てはまるといえる。A5 さんも奨学金は両親の希望で利用

していない。A5 さんの大学不本意入学の要因としては、第 1 希望の大学の試験に不合格で

あったためであり、大学進学時は、経済的な面など、周囲の事情によるものが原因となって

いるとは考えにくい。しかし、浪人を選択しなかった理由として浪人させるお金がないとい

う金銭的理由を両親から明示されており、それに関しては経済的要因があったと考えられ

る。A5 さんは、1 年間の浪人にかかる費用と、受かった大学に 1 年通う費用が同じくらい

だったことから、進学のほうがよいと考えて浪人を選ばなかった。また、大学院進学も考え

たが浪人時と同様の理由で進学しなかったという。このことから、A5 さん本人も親も四年

制大学の進学にかかる学費は想定していたが、それ以外の費用に関しては考慮していなか

ったということがわかる。つまり、浪人せずに大学に入学し、かつ大学院にも進学すること

はない、と想定していたため、A5 さんは進路変更をすることが困難になり、不本意入学に

つながったといえる。 

次に、県外への進学を親から勧められていた場合を分析する。以下のインフォーマントは

その事例であり、調査員からの、大学進学に対して両親からの要望やアドバイスはあったか、

という質問に対する発話が以下のとおりである。 

 

A6：アドバイスはなかったけど、要望はまあ関西大学か、関学（関西学院大学）に行っ

てほしいみたいな話は出てました。 
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（中略） 

――ご家庭の経済状況っていうのはいかがでしたか。 

A6：そうですね、なんか、正直すごい、こう、大学用にはお金貯めてくれてたんで家族

が。そこは奨学金借りなくて、逆に留学行くときにだけその TOEIC 何点以上とったら、

あのー、お金が半分になるとかってあったんで、そこはやってたりしたんですけど。そ

れ以外はやってないと思います、奨学金とか。（A6・女性・20 代・広島県・私立国際系

卒・メディア） 

 

兄弟に関しては妹と弟がいるが、A6 さんの発話にもあるとおり、大学進学のことを見越し

て親が貯金をしていたということから、もともと子どもが一人暮らしをして県外に行くこ

とも想定していた、もしくは希望していたと考えられる。A6 さんの不本意入学の要因は、

第 1 志望に合格ができず、浪人はモチベーションを保つことができないという理由で本人

が希望しなかった、とのことであったので、経済的な理由は不本意入学自体に関わりはない

といえるのではないだろうか。 

続いて、こちらもとくに親から県外進学について言及がなかったインフォーマントの発

話である。インフォーマントの進路について家族からのアドバイスはあったか、と調査員が

質問したところ、以下のように答えた。 

 

C3：いや、それもそんなになくて、まあ大学受験で言うとほんとになかったので。まあ

明日東京とか、遠いところに行くってなっても、まあ金銭的な補助はある程度はしてや

るから、自分の好きなように、っていうのを言っていただいたのは覚えてますね。（C3・

男性・20 代・福岡県・国立情報工学系卒・大学院生） 

 

C3 さんは、親が金銭的補助をする、という会話があったことを話している。つまり、金銭

的補助が可能であることによって、本人の意思を尊重できていたということである。また、

兄弟については C3 さんも姉がおり、姉と自分の大学進学に関しての言及があったため、以

下に紹介する。これは、調査員が C3 さんの「浪人をするにあたって経済的問題があった」

という発話について、具体的に質問した際の回答である。 

 

C3：そうですね、まあそこも、姉が浪人してたので、もし姉が浪人せずに行ってたら、

まあなんか自分ももうちょっと気兼ねなくしてたのかもしれないですけど……。うー

ん、そうですね……、まあ浪人については、親の金銭的な部分を考えなくてもいいんだ

ったら、もうちょっと悩んでたかもしれないです。（C3・男性・20 代・福岡県・国立

情報工学系卒・大学院生） 

 

このとおり、大学が実家から通える距離か否かという問題についてはとくに考慮するポイ
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ントとはならなかったようだが、姉が浪人していたということが C3 さんにとって気がかり

な点となっている。その点については、C3 さん自身で「親の金銭面がどのような感じかは

わからないが」と前置きしたうえで、親に経済面ではできるかぎり迷惑をかけたくなかった

との発話がある。C3 さんは県外に進学をしており、その点で生じた経済的負担については

不明瞭であるが、浪人できなかったという点で不本意入学が決定的になったということで

ある。また、奨学金を借りており、その理由としては以下のとおりである。 

 

C3：（奨学金制度を利用した理由）は、まあ自分がどれくらい生活費かかるのかってい

うのもわからなかったので、まあ生きていけなくなったら困るなっていうのもあった

ので、仕送りがないっていうのもありましたので、念のため借りておこうかなと思った

次第です。（C3・男性・20 代・福岡県・国立情報工学系卒・大学院生） 

 

このインフォーマントの傾向として、家庭の経済状況を考慮しているというものが考えら

れる。上記の発話のなかに「仕送りがない」という旨の発話があるが、詳細としては授業料

と家賃については親の支払いであり、それ以外は自身での支払いだったため、奨学金を生活

費にあてるために借りていたということである。 

以上のように、いくつか例を見てきたが、県外進学を反対しなかった家庭の傾向として、

奨学金を借りている事例が多い。また、奨学金を借りていなかった場合でも、親が大学進学

用に貯金していたという理由で、経済面の負担が軽減されていたということが考えられる。

大学の学費は時代によって変化し、また教材費などもかかることから、学費が実際どれくら

いかかるのかということについては親も想定しにくいのではないだろうか。兄や姉がいて、

一度大学進学を経験した後ならば、出費に関しても予想がつくため、学費やそのほかの想定

が容易であり、奨学金を借りることへの心理的抵抗が軽減されたというのも県外進学に反

対しなかった理由の一つだといえる。 

この節の最後に、もう一例、事例を紹介する。以下のインフォーマントは、経済的理由の

ほかに、親が県外進学に好意的だった理由を挙げている。 

 

B4：そうですね。＊＊大学（B4 さんの出身大学）を選んだ理由としても、ちょっと親

がですね、母親が＊＊県（＊＊大学がある県）出身で、父親が＊＊大学（B4 さんと同

じ大学）出身なんです。まあ、そこのゆかりもあって、まあ、＊＊県という土地には馴

染みがありまして、まあいいのかなと思って。そこも含めて。（B4・男性・20 代・福岡

県・国立応用化学系卒・生産技術職） 

 

これは、前項最後の例と類似した理由だと考えられる。B4 さんの志望大学の所在地は県外

にあった。志望する大学の所在地に好意的だった理由として、母親の出身県だったため、さ

らに父親の出身大学があるなど、両親にとってゆかりの地であったためだという。この発言
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から、まったく知らない土地よりも家族の関連がある土地のほうが、進学する本人としても

安心感があるということがわかる。さらに、このケースについても経済面から考察を行うと、

兄弟は兄が 1 人のみである。よって、下に兄弟がいないため県外進学が可能だったという可

能性がある。 

 

 

３．県外進学における考察 

最初に、大学進学の傾向を男女差に着目して確認する。小林雅之（2008）によると、2005

年に行われた学術創成科研の保護者調査では、子どもの大学進学を希望すると回答した親

は、子が男子の場合は 66％、女子の場合では 49％である。さらに、実際に子どもは親の希

望どおりに進学する傾向も見られた。しかし、今回の調査におけるインフォーマントの男女

比は 14：2 であり、女性のサンプル数が少ないことに加え、全員の親が大学進学を希望して

いた。また、県外進学に関しても、男女間で異なった傾向はなく、それぞれに県外進学を希

望する親と希望しない親がいた。このことから、今回の調査においては大学進学及び県外進

学における男女差は確認できなかった。 

以上のことを踏まえて、この節では家庭の経済面に着目して考察を行うこととする。県外

進学と県内進学にどのような差があるのかを中心として見ていく。 

まず、学費である。文部科学省が設定した国公立大学の標準となる学費が、平成元（1989）

年度時点で 1 年間に 53 万 5800 円である。それに加えて、入学金や教科書代など雑費も含

めて考えると 4 年間在学のみで 200 万円をゆうに超える金額となる。また、一人暮らしの

費用も考えると、居住費、光熱費のために毎月仕送りの援助も必要とされる。それらで毎月

10 万円と見積もっても、年間 120 万円となり、4 年間では 480 万円、学費と合わせると 700

万円程度の出費が見込まれる。また、私立大学であれば、医歯薬学部でなくとも、授業料は

年間 100 万円近くとなる。4 年間でいうと 400 万円前後となり、そこに一人暮らしの金額を

想定すると、1000 万円近くが必要となる計算となる。このように、大学進学には多大なお

金がかかり、国立大学や私立大学、さらには学部の選択のほかに、一人暮らしや下宿をする

か否かは経済的にも大きくかかわってくるのである。 

そのため、多くの家庭では、大学進学には親の同意および経済的援助が必要である。義務

教育ではないにもかかわらず、大学進学者数が増大している今日であるが、大学進学は、金

銭面でも高等学校進学より負担がかかる。とくに、アルバイトを経験しておらず、いままで

働く機会が少なかった大学受験生にとっては、自分で学費を準備することは困難である。一

方で、子どもに大学進学を望む親は、子どもの教育費を負担しようとする傾向があると小林

（2008）は述べている。先述した調査では、親が高等教育の学費負担について「全額負担す

るつもり」の親が約 7 割であった。対して「全く負担できない」と答えた親はわずか 2％で

ある（小林 2008: 77-8）。このように、多くの親は子どもの学費を出すという意思がある。

したがって、学費を出す以上、進学先を決定するにあたって、保護者の希望が入り込んでく
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る余地があるといえる。そのため、大学進学時には、自分の希望と保護者の希望をすり合わ

せる必要がある。 

今回インタビューを行ったインフォーマントの傾向として、地方から都市への進学意識

が高かった。インフォーマントの志望大学としては日本全国にわたるというよりも、ゆかり

のある地であったり、たとえば九州地方であれば同地方のもっとも栄えている都市であっ

たりと、近い地域を選ぶ傾向にあった。地方の収入というのは都会にくらべてやはり低いこ

とから、地方出身で地方に根付いた家庭からの都市進学は高いハードルがあると考えられ

る。インフォーマントのうち 10 人以上が九州地方出身者であり、地元に近い都市を第 1 志

望としていた人が多いのも、その格差を自身で実感しているからこその判断なのではない

だろうか。今回調査を行ったインフォーマントの都市志向というものは、地元に希望する学

科がなかったから、といったことに起因するものが多かった。この理由は、県外進学志向と

もつながると考えられる。また、これは都市に人気の学科およびバリエーション豊かな学科

が集まっているということであり、都道府県や地域による格差と言い換えることもできる。 

次に、このような都道府県格差はどのようにあらわれているかを検討する。大学進学率の

都道府県格差をもたらしている要因として、上山浩次郎（2011）は①大学教育の供給量、②

経済的な要因、③職業的な要因、④学歴の 4 つの要因を挙げている。これを本調査のインフ

ォーマントに当てはめて考え、以上の要因が都道府県格差による不本意入学の要因たりえ

るかどうかを検証する。 

まず、①の大学教育の供給量について考える。C1 さんは地元に行きたい大学がなかった

ために他県の大学を志望したが、叶わなかったということで、この事例に当てはまるといえ

る。選択できる大学の幅の狭さというものは自らで解決できるものではなく、それを乗り越

えるために県外進学などを考えるが、それは②の経済的な要因によって阻まれる事態につ

ながると考える。実際に C1 さんはこれにより不本意入学をし、けっきょくその供給量の低

さから不本意感を感じつづけているため、これは不本意入学者にとって大きな問題である

といえる。 

 次に、②については前節でインタビュー結果を見ながら考察したとおり、大きな障壁とな

っていることがあきらかである。このインタビューでは、おもにインフォーマントおよび兄

弟にかかる学費による家計の圧迫が、不本意入学となった理由の一つとして挙げられる。し

かし、今回のインフォーマントのなかにはいなかったが、東京の大学に行きたい、となった

ところで授業料免除や奨学金をもってしても、都市の家賃の高さなどから子どもが一人で

あっても経済的に進学が厳しい、というパターンもありえる。地方に住むぶんには家庭の経

済状況として充分であっても、都市のほうに行くとなると、出身地が田舎であればあるほど

そのハードルは高くなる。これによって自由が失われ、不本意入学につながる恐れがある。 

 続いて、③の職業的な要因について分析する。これは親の職業が進学に有利な社会階層で

あるホワイトカラーか否かで大学進学率が変化するのではないかというものである。今回

のインフォーマントの親の職業に着目して見てみると、C1 さんであれば公務員、B2 さんで
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あれば自営業、A5 さんは公務員と自営業、A6 さんは建築関係のお仕事など、多岐にわた

る。県外進学への抵抗があった親と賛成していた親で共通する職業もあり、今回のインフォ

ーマントに限っては職業によって変化があるとは考えにくい。冒頭で述べたとおり、近年大

学進学率は上昇している。高校進学時点で一定以上の学力をもっていた場合、大学進学を視

野に入れる人が多く、親としてもそれを想定した教育をしていると考えられる。 

 最後に、④の学歴という要因についてである。まず、高校時代の学歴が不本意入学の要因

となっているかを検討する。今回調査対象となったインフォーマントはほとんどが大学進

学を想定した高校に通っていた。そこでは大学受験に向けた指導があったため、高校時点で

大学進学が当たり前だという認識があったと思ってよいだろう。よって、高校時点での学歴

は今回関係がないといえる。また、親の学歴との関連性についても考える。本調査では、全

インフォーマントに対して親の学歴および出身大学についての質問を行った。その結果、親

の最終学歴はそれぞれ異なり、一貫性は見られなかった。よって今回のインフォーマントが

全員大学進学をしていることを考えると、親の大学進学と子の不本意入学の関連性は低い

だろう。また、親の学歴が不本意入学に関連したというインフォーマントはいなかった。む

しろ、親が大学に行っていないからこそ、子どもに大学進学をさせてやりたい、という考え

も見られた。以上のことから、都道府県格差を引き起こす要因のなかで不本意入学に繋がり

えるのは、大学教育の供給量および経済的な要因のみであると考えられる。 

 次に、大学進学において親の影響がどのようにしてかかわってくるかを考察する。渕上克

義（1984）は自身の論文のなかで、大学進学（大学という教育機関そのものへの進学）の志

望動機と、特定の大学（第一志望の〇〇大学など）への志望動機をそれぞれ調査し、比較し

た。その結果が以下のとおりである。 

 

大学進学志望動機として大学の本来的機能をもつ者は、特定大学志望動機として「志望

大学の経済的・地理的要因」をもつ者が少なく、「自己実現への適合」をもつ者が多か

った。次にモラトリアム機能をもつ者は「志望大学の経済的、地理的要因」をもつ者が

多い傾向が見出された。これらの結果から教師から影響を受けたと認知している生徒

は特定大学選択動機として自己実現への適合をもつ者が多く、志望大学の経済的・地理

的要因をもつ者が少ない傾向が見出された。また母親から影響を受けたと認知してい

る生徒は志望大学の経済的・地理的要因をもつ者が多く、友人から影響をうけたと認知

している生徒は自己実現への適合をもつ者が少ないことが見出された。（渕上 1984: 67） 

 

ここで、大学の本来的機能というものは、自分自身のため、専門的な知識を得たいという欲

求に応じた機能のことである。すなわち、大学の本来的機能を重視する人は、大学の学習内

容に価値を見出しており、それが自分のためになると考えている。反対にそうでない人は、

母親や友人から影響を受けるケースが多く、志望大学を地理的・経済的な面で選択するので

ある。上記を踏まえて、今回行ったインタビュー調査のインフォーマントの発話について考
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える。家庭で母親が教育に熱心であったという事例が、実際に今回のインフォーマントのな

かにも多数あった。しかし、それに該当する事例であっても、経済的・地理的要因によって

不本意な大学への入学を強いられていることがある。もちろん、経済的・地理的要因を問題

としておらず、かつ母親が教育熱心な人もいるだろう。その差はなにに起因するものかとい

うと、大学の本来的機能を重視した選択であるか否かだと考えられる。つまり、母親が大学

卒業という資格を重視した進学を想定していた場合に、この事例が起こりうるのである。反

面、親から経済的・地理的要因で県外進学を反対された C1 さんのような場合では、学歴の

ために学力の高いレベルの大学を志望するということよりも、自己実現および大学の本来

的機能を重視して他県の大学を志望している。その点で親と子の希望にずれが生じている。

つまり、この不本意入学の要因は、親と子の大学進学に求めるものの違いでしかないことが

あきらかになる。 

さて、これまでは県外進学への障壁について論じてきた。以上から県外進学は進学する本

人の希望を叶えるという観点から望ましいといったような結論が導かれる。しかし、県内へ

の進学を希望する親の立場に立ってみると、また違った結論もありえるのではないだろう

か。つまり、行きたい大学が県外にあり、かつ県外進学ができる条件にあったからといって、

ぜひ県外進学をするべきだ、よいことであると果たして手放しにいえるのか、ということで

ある。ここで県外進学のデメリットについても考えてみたい。以下は、島根県のある高校で、

大学進学における意識を調査した文献からの引用である。ここでは県外進学を選択した学

生の地元への意識を調査した結果が述べられている。 

 

県外の大学への流出は、具体的な将来の職業イメージをもっておらず、ただ華やかな都

会の大学生になるということだけを意味していた。高校卒業時のかれらに、都市の職業

生活の実態的なイメージが湧かなかったことには、それなりのわけがある。この地域か

らは、戦後一貫して相当な数の流出として移住者が出ている。しかし、十八歳で県外の

大学に流出して、故郷に戻らなかった人たちがいったい何を考え、実際にどういう生活

をしているのか、親も教員も本人たちもよくは知らない。それは、この地方県の山間地

域を守る人たちがみな、県内で人生を送ってきたか、県外に一度出たことはあるが、地

元に戻って職を確保し、家を継承した人たちだからである。（吉川 2001: 210-1） 

 

地方では、地元での就職というものが、生活が安定する一つの暮らし方である。住む家があ

り頼れる家族もいれば、故郷への安心感、地元ならではのコミュニティ間のコネクションも

存在する。そう考えると、地元で就職という選択肢も相応に有利であるといえる。地元で就

職をする場合には、学歴、および学んだ内容は専門職に就く以外では関係があまりないと思

われる。偏差値の高い大学よりも、地元で広く周知されており、地元での学歴価値が認知さ

れている地元での「有名大学」というものがそこでのエリートコースとされ、就職の場面で

も有利にはたらく場合もあるからである。一般に有名大学であれば、地方に暮らす人々にも
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周知されている可能性は高く、有利になると考えられる。しかし、多少の学歴は考慮される

にしろ、県外の地元ではよく知られていない偏差値の高い大学よりも、地元の「有名大学」

のほうが親近感から信頼される可能性は高いだろう。つまり、地元での就職を見据えた大学

進学をする場合、それがたとえ不本意な大学および学習内容になろうとも、結果的にその後

の人生で有利になる可能性がある。そして、逆にいえば、地元での就職をしない選択をして、

さらなる飛躍をめざして県外の大学へ進学したところで、将来の確約があるとはいえない

ということである。親と子の県外進学希望について、いままでさまざまな考察をしてきたが、

この点を考慮すると、県外進学は将来を見据えて現実的に考えるとリスクもある。ゆえに、

県外進学を反対する、および抵抗があることにも親からすれば合理的な理由はあると考え

られる。 

 

 

４．おわりに 

以上のように、親と子の大学進学の県内および県外志向について分析してきた。傾向とし

て、奨学金を借りることに抵抗がない親は県外進学に賛成し、奨学金を借りることに抵抗が

ある親が県内進学を望むことがあきらかになった。また、県外進学に積極的な親は大学の本

質的価値を重視していると考えられ、県外進学に消極的な親は大学の本質的価値ではなく

そのほかの要因を重視していると考えられる。そしてその親と子の食い違いが不本意入学

の要因となることがいえる。大学進学は地方出身者にとって都市進出の大きな機会である。

しかし、学生という身分であり、金銭面の問題を進学する自らの力で解決することが難しい

ことから、実際にはその機会は均等に与えられていないといえる。都市進出は出身地が地方

であるほど不利になる。今後、人口減少によって地方の労働力が減少し、経済面での格差に

つながると考えられるが、大学進学率は年々増えつづけている。つまりは、地方から都市へ

の進学は今後いっそう厳しいものになると予想されるのである。しかし、地方に生まれた人

にとって地方で生きていくことは、逆にほかの場所を行き来するより、有利に人生を進めら

れる可能性もある。地方から都市へ、学びたいことを学ぶための大学進学か、自分の将来を

案じての大学進学か。もちろん、家庭での価値観のすり合わせも大学進学を不本意なものに

しないためには必要であるが、なんのための大学進学であるかをあきらかにするのも進路

選択の一つの指針である。 
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はじめに 

 

 

 現代の日本では大学進学率が 50％を超え、多くの高校生が大学進学を視野に入れた進路

選択をしている。しかし、なぜ大学へ進学するのかといった問いを、大学入学前に深く考え

る生徒はどれほどいるのだろうか。「大学へ行かないこと」が少数派となった社会において、

高校卒業後の進路として大学進学を選ぶ理由は多様化している。そして、大学進学を選ぶ背

景にはさまざまな要因が絡んでいる。 

 第Ⅱ部では第Ⅰ部の「親の影響」からさらに視野を広げ、不本意入学経験者が通った高校

やそこでの友人・知人といった、より広い「周囲の環境」がもたらす大学進学への影響につ

いて考察する。大学進学は進学する本人の意思であり、大学受験は本人の努力量による「平

等な」選抜であると捉えられがちである。しかし、大学進学に至る過程のなかで、本人には

どうすることもできない周囲の影響を強く受けていることをここではあきらかにしたい。 

 以下、第 4 章では「トラッキング」という教育システムに着目し、学生自身の意思決定と

してみなされやすい進路決定の過程において、序列化された高校制度、親、および住んでい

る地域といった周囲の環境がもたらす影響について論じる。また、トラッキングに影響を受

けた進路選択が不本意入学をどのように助長しているのかを検討する。さらに、現在行われ

ている政府の教育政策や各学校の進路指導とトラッキングの関係についても触れる。 

 第 5 章では、大学不本意入学者のなかに、高校時代に周囲の影響を大きく受けたことで進

路選びにおける「主体性」が弱まっていた人が存在することに着目し、その要因の一つに「進

学校」という特殊な教育環境があることをあきらかにする。実際、インフォーマントの語り

からは、進学校という環境において生徒の進路選択幅が狭まることが確認される。また、進

学校でそのような進路指導がされる要因として、背景にある学歴社会についても触れる。 

 第 6 章では、近年、キャリア教育を通じて、中高生がより自分の将来について考える機会

を与えられてきたことについて述べる。その上で、彼らが自らの将来を考えるときに「大学

進学」がどのように意識されているのかについて論じる。また、インフォーマントの語りか

ら、不本意感と「将来設計」の関係性を分析し、中学や高校でのキャリア教育における進路

指導のあり方についても考察する。 

 以上 3 つの章を通して、大学不本意入学における周囲の影響について検討する。またそ

れを通じて、大学進学の意義や目的について今一度深く問い直したい。
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第 4章 周囲の環境がもたらす大学進学への影響 

―トラッキングの視点から― 

 

福田 萌香 

 

 

１．はじめに 

 あなたはなぜ自分が受験し進学したその高校や大学を選んだのか、と聞かれたとき、明確

な答えを出せる人はどのくらいいるのだろうか。文部科学省の「学校基本調査」によると、

2021 年度の大学進学率は 54.9％と、半数以上の生徒が高校卒業後に大学に進学している（文

部科学省 2021）。しかし、大学に進学する目的をはっきりと自覚し大学進学を選択するので

はなく、「大学進学は当たり前だと思っていた」「学びたい学問があるわけではないが、とり

あえず進学する」という理由で大学へ進学する人は少なくない。たとえば、2005 年にベネ

ッセ教育総合研究所が行った「進路選択に関する振返り調査」では、大学に進学した理由と

して「周囲の人がみな行くから」に「とてもよくあてはまる」「ややあてはまる」と答えた

割合は 41.1％にものぼる（ベネッセ教育総合研究所 2005）。 

 本論は、なぜ目的がないのにも関わらず大学へ進学するのか、また、大学進学の無目的化

と不本意入学の関係について「トラッキング」という教育システムをもとに検討する。 

 トラッキングとは生徒を学力などに応じて振り分けることであり、とくに日本の高校教

育において重要な意味を持ち、生徒の進路に大きな影響を与える。生徒の意思や努力の結果

に思われがちな大学進学や大学受験といった事柄についてトラッキングという視点を持ち

込むことで、大学進学を希望することの背後になにが潜んでいるかについて分析していき

たい。 

 また、政府や各高校が行っている進路指導に着目し、そこにトラッキングがどのように関

わっているかについても言及する。 

 

 

２．トラッキングという教育システム 

 まず、日本の学校制度におけるトラッキングがもたらす大学進学への影響について検討

する。松岡亮二によれば、トラッキングとは「学力などを基準にして生徒を異なる教育プロ

グラムに振り分けること」（松岡 2019: 200）である。陸上競技のトラックのように、どのト

ラックに入ったかが将来の行く先を固定してしまうという特徴を持ち、日本ではとくに高

校教育においてトラッキングの影響が顕著である。各高校の進路指導や雰囲気などから「大
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学には行くべき」「このくらいのレベルの大学をめざすべき」といった考え方が形成され、

個人の意思や選択とみなされがちな進路選択がじつは周囲の環境に少なからず影響を受け

ているのだ。実際、インフォーマントのなかにも周囲の影響を受けて大学進学をなんとなく

決めたという人は少なくない。たとえば C4 さんは高校時に大学進学を当たり前だと考えて

おり、その理由を以下のように述べている。 

 

C4：もう周りが一応進学校みたいな感じだったから。もうだいたいみんな、大学、短大

とかに行く子ばっかだったから、全員が。（だ）けん、もう、そうなのかなっていう感

じで。（C4・男性・20 代・九州地方・私立スポーツ学系卒・児童福祉関係） 

 

C4 さんは周囲が大学進学をめざす人ばかりであったことを理由に大学進学を希望しており、

就職するという選択肢はまったく考えていなかったと述べている。このように高校進学時

に具体的な将来設計を描いていなくても周囲の環境によって進路が左右されてしまうこと

がある。C4 さんは大学に進学することが当たり前の環境にいたが、逆に高校卒業と同時に

就職することが当たり前の環境にいたら大学に進学せず、就職していただろう。このような

動きを助長するのがトラッキングというシステムなのだ。 

 

 

３．トラッキングがもたらす影響 

１）進学への意識 

 本節では具体的にトラッキングがもたらす影響について検討する。ここでは進学への「意

識」と「目的」の二項目についてとくに言及する。 

 まず、進学についての意識である。大学に進学する、ということを生徒がどのように考え

るかは周囲に大きく影響を受ける。たとえば生徒のほとんどが進学を希望する学校と進学

よりも就職が一般的である学校では、進学に関する考え方や意識が異なってくる。 

 

A5：入学式のときに、周りに……、みんながイメージする典型的なヤンキーみたいな

のしかいなくて。なんか「僕の人生終わったな」って（笑）。（中略）高校入って、「俺

っていま最底辺にいるんやな」と思って。で、なんかここで逆転するためにはどうした

らいいんだろうなって思うと、やっぱり高校生の安易な考えですけど、お金持ちになっ

たらいいんやって。ある程度の比較的富裕層みたいなところにいたらいいんじゃない

かなって思って、そのためにはやっぱけっきょく大学行かな……、っていう感じですね。 

――当時は大学進学が当たり前というよりかは、逆転したいというので大学進学を選

択されたんですかね。 

A5：そうですね。（A5・男性・20 代・愛知県・私立法学系卒・銀行員） 
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B2：ああ、働くんじゃなくて（大学に進学した理由）？ 周りがみんな大学行ってたか

らな。行くって感じだったから。あとはまじで……。 

――それは大学進学は当たり前という意識があったっていうことですか？ 

B2：なんか、もう、ほら、入学したときに、どこの大学に行くみたいな話で進んでいく

から。（B2・男性・20 代・九州地方・政治学系卒・銀行員） 

 

A5 さんは小中学時代にあまり勉強に対する意欲がなく進学するのは全体の 3 割ほどの高校

に進学したが、そのような自分の状況を変えるために大学進学を希望した。一方、ほとんど

全員が大学進学を希望する高校に入学した B2 さんは、進学することは当たり前で、どこの

大学に進学するかが問題だという意識を持っていた。大学に進学するか、それとも就職をす

るかという選択は個人の希望に沿って行われていると考えられがちだが、じつはトラッキ

ングの影響を受けている。 

 トラッキングは入ったトラックごとに教師からの期待や生徒文化によって生徒が社会化

され、そのトラック独自の価値観や規範を生徒は身につけていく。その結果、とくに明確な

理由や意思がない場合はそのトラックが導く進路に進むことになる。つまり、B2 さんのよ

うにいわゆる「進学校」に入学すれば大学進学はして当然という意識を持つが、A5 さんの

ようにトラックが導く進路とは違う進路に進む場合は、大学へ進学したい、あるいは就職し

たいというような違う進路を希望するきっかけや理由が必要になる。 

 以上を踏まえると、日本の高校教育におけるトラッキングは「どの高校に入学したか」が

「どのトラックに分けられたか」に直結するという特徴を持つといえる。実際、日本の高校

教育は学校単位のトラッキングという制度的特徴があると松岡は指摘する（松岡 2019）。高

校は偏差値によって序列化され、どの高校に入学するかがどのトラックに入るか、つまり大

学進学を当たり前とするのか、もしくは卒業後は就職をするのが当たり前と考えるのかと

いうことと直結し、「ランク」の高い高校ほど大学進学をしやすい環境が整備されている。

それは大学進学を前提とした授業内容や進路指導、友人との会話などである。また、生徒自

身も入学以前からその高校の進路実績などを参考に自分の将来を描いたうえで入学する。

その結果、学校独自の文化はますます強固なものとなり、トラッキングが加速すると言える

だろう。 

 また竹内正興（2016）は、とくに進学校に入学した生徒について大学入学に不本意感を感

じやすいことを指摘している。竹内によれば、トップ進学校でも 3～5 割の生徒は授業を理

解しておらず、授業についていけなくなった生徒は高校内の評定が下位層に位置する。しか

し、トップ進学校に入学したからには有名大学をめざしたいという準拠集団が形成する規

範的期待水準のなかで、志望校に対するアスピレーション水準（達成したいと願う水準）だ

けは維持される（竹内 2016）。つまり、たとえ自分に分不相応なトラックに入ったとしても、

自分の実力よりも高い、周囲がめざすレベルの大学を志望校とし、最終的に志望大学に入れ

ないというケースが考えられる。これもまたトラッキングの作用と言えるだろう。進路希望
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は個人の意思や実力だけではなく、トラッキングによる周囲の環境によっても大きく左右

される。 

 

２）進学の目的 

 ここまでトラッキングがもたらす進学の意識への影響について検討した。そのなかで、進

学校に入学した生徒は「大学進学は当たり前」という意識を持つことも少なくないことから、

進学の目的についても検討したい。 

 ほとんどの生徒が卒業後に就職するような高校に入学した生徒が大学進学を希望する際

には、たとえば前項の A5 さんのように「逆転してお金持ちになりたい」といった理由を必

要とするだろう。なぜなら大学進学を支援するような環境がなく、大学進学を当たり前とす

るような別のトラックが行く先に移動するには労力を必要とするからだ。では、ほとんどの

生徒が大学進学を希望する高校ではどうだろうか。 

 

B5：やっぱ大学行くのが当たり前みたいなのも、けっこうメディアでも言われてる世

代だと思うので。あとまあやりたいことがとくになかったというのもあるんですけど。

やりたいことが高校を入る段階であれば、たぶんそういう専門（学校）で行くと思うん

ですけど、やりたいことなかったので。考える猶予が 4 年延びるようなものだと思うん

です。それで大学受験は考えましたね。（B5・男性・20 代・九州地方・国立法学系卒・

公務員） 

 

A3：まあ、親から、「行ってみたら」みたいに言われたからですかね。で、（大学）行

って、まあ大学生活してて、うん。「なんか違うな」って毎年思いつつも。なんとなー

く。 

――理工学部系とか。なんか、そういうのじゃなくて薬学部にした理由とかってありま

すか。 

A3：いや、とくには、ないですね。（中略）べつになにも考えてなかったからでしょう

ね。なんかとりあえず、長く大学行けるとこ（がいい）、って。（A3・男性・20 代・

山口県・私立薬学系中退・建設業） 

 

B5 さんも A3 さんも高校のなかでも大学進学をめざすコースに在籍していた。しかし、大

学に進学する理由は周囲の影響を大きく受けており、具体的に大学でなにをしたいかにつ

いて高校時に深く考えていないことがわかる。このように、大学進学を「当たり前」と考え

ることは大学進学の無目的化につながるのではないのだろうか。大学進学を前提としたト

ラックに入ると、問題とされるのは「どの大学」を志望するかであり、「なぜ大学に進学す

るのか」ということはそもそも問われない。その結果、生徒も自分がなぜ進学するのか、あ

るいは大学でどのような学問を学びたいかといったような、大学でなにをしたいかについ
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て深く考えることなく大学進学を決めてしまう。しかし、大学に行く目的が定まっていない

場合でも、どの大学を受験するかを選択しなければならない。そこで判断材料となるのが大

学の「ランク」や偏差値である。ランクや偏差値は数字で表されており、誰がみてもあきら

かなように思える。このわかりやすく序列化された大学のなかから自分の実力にあった、も

しくは受験競争のなかで自分の実力よりもランクの高い大学を志望校とするのだ。 

 また、「学歴社会」という言葉があるように、大学に入ればよい企業に就職できる、とい

った考えも影響しているだろう。長谷川誠も以前の日本社会について以下のように指摘し

ている。 

 

これまでの日本社会においては、できるだけ高い学歴を取得することによって、社会的

に地位の高い職業に就き、それに見合った収入を得ることができるとされてきた。〔中

略〕そして、こうした考えと高度経済成長という社会背景なかで急速に大学教育需要も

高まったのである。（長谷川 2013: 21） 

 

しかし、現在の日本はどうだろうか。大学進学率が 50％を超える現在の日本では、大学に

進学しさえすればよい企業に入れるとは言えないだろう。そうであるならば、ただ大学に進

学するよりも、レベルの高い大学に進学することで就職を有利にしようという考え方が生

まれるのも当然である。実際、国立大学や伝統のある大規模な私立大学にくらべて、伝統の

浅い小規模の私立大学は未就職者の割合が高いところが多いことが指摘されている（長谷

川 2013）。つまり、大学進学が当たり前となり大卒という学歴に価値を見出せなくなった社

会では、そこでなにかをすることが大学進学の目的ではなく、よりレベルが高く就職のしや

すい大学に進学することで卒業後の進路を確保することが大学進学の目的になりうるのだ。 

 

 

４．高校入学以前の状況 

 次に、偏差値によって序列化された高校に入るまでの過程について検討する。前節で述べ

たように、日本の高校制度は学校間のトラッキング、つまりどの学校に入学するかがどのト

ラックに分けられるかに直結することを特徴としている。これを踏まえると、高校入学時点

で序列化された高校のなかからその高校を選ぶ過程があり、その選択はおもに高校のラン

クや偏差値に基づいていると考えられる。以上のことから本節では、高校入学に至るまでの

意識の変化や家庭の状況などについて検討する。 

 まず、小中学校時における勉強に対する意識について見てみよう。小学校時での勉強への

意識は中学受験を見据えているかどうかで大きく異なる。中学受験を考えているならば塾

に通って受験対策をする必要があるし、逆に地元の公立中学に通うのであれば特別な勉強

は必要としない。また、中学受験をする際に大きく影響するのは親だろう。小学校の時点で

塾に通っている生徒のなかには、自分の意思ではなく親に言われたからという理由で通う
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生徒が少なくないだろう。たとえば A3 さんは中学受験をした理由について以下のように述

べている。 

 

A3：なんでなんスかね、まあ親に、連れられて。とりあえず……、うん、「医者になり

なさい」みたいな、「医学部行きなさい」っていう名目で。 

――ご両親の、考えっていうか。 

A3：そうですね、はい。（中略）（塾の）先生が熱心だから、もう、周りっていうか、周

り、の大人が、真剣にやりすぎてて、だからその勢いで、みんながもう、嫌でも（勉強

を）やるしかないという。逃げれないっていう。（A3・男性・20 代・山口県・私立薬学

系中退・建設業） 

 

A3 さんは自分自身の勉強への意欲はなかったが親や塾の先生に言われるがまま勉強し、私

立の中高一貫校に入学している。このように親が積極的に子どもの教育などに関わるのに

は親の学歴や階層が関係していると松岡（2019）は主張する。親の学歴や階層が高いと子ど

もに塾や習い事に通わせたり、子どもへの大学進学の期待を持ったりしやすいことがわか

っている。さらに、小学校 4年生時点での学力の格差が中学校 3 年生まで拡大も縮小もしな

いというデータもある（松岡 2019: 164）。つまり、小学校低学年、あるいは小学校入学以前

からの学力や学力を身に付けるための環境が中学卒業や高校受験、ひいては大学受験や就

職にまでつながっていると言えるだろう。 

 また、中学校に入学すると、公立であってもテストや模試で順位が付くことになる。この

ような順位付けは生徒同士の競争を加速させる。同じクラスのなかで、あるいは全国の同級

生のなかで自分はどの位置にいるのかということを数字で認識することで、勉強への意欲

が高まることはあると考えられる。そして、その結果として、詳細に序列化された自分にふ

さわしいレベルや偏差値の高校を選んで受験し、進学する。 

 これを踏まえると、志望校、あるいは進学をする高校の選び方は生徒の意思や努力のみを

もとにしているとは言えないだろう。たしかに高校への進学は生徒の学力を評価のおもな

基準とする。しかし、その学力は幼少期からの親の教育に対する態度や周囲の友人との関係

のなかで形成される面が少なからずある。 

 また、勉強への意識は住んでいる場所にも影響を受けていると松岡は指摘する。「不動産

価格に差があり通勤可能な就業先に偏りがある以上、『誰』が住んでいるのかは市町村によ

って大きく異なる。〔中略〕みなさんの『近所』にある公立小学校がすべて同質なわけでは

ない」（松岡 2019: 135）とあるように、住んでいる地域によってわたしたちが感じる「普通」

や「当たり前」の基準が異なることがありうるのだ。たしかに、全体の何割が中学受験をす

るのか、塾に行き始めるのはいつごろかといった事柄は地域によって左右される。たとえば

東京 23 区内の小学校に通う生徒と地方の小学校に通う生徒では、勉強や受験を含む学校に

対する意識は大きく異なるだろう。わたしたちの勉強に対する意識は住んでいる地域やそ
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こに住んでいる人たちによって形成される文化にも少なからず影響されているのである。 

 以上を踏まえると、高校入学以前についても周囲の環境が学校や勉強、受験といった要素

に影響を与えていると言えるだろう。しかも、この「周囲の環境」というのは親や同級生、

住んでいる地域など自分では選択することのできないものばかりである。しかし、これらの

選択できない環境が生徒に学力の差をつけさせ、序列化された高校へと送り込むのだ。さら

にやっかいなのは、これらの環境の差は気づきにくいということである。周囲と比較しない

限り自分の環境について考えることはなく、ほかの家庭の状況や隣の町の通塾状況につい

て知る機会はあまりない。つまり自分のいる環境が「普通」で「当たり前」であり、高校受

験や模試で外部の人と学力を直接比較する際、その差が生まれた原因は努力の差であると

みなされがちである。このような「見えにくく」「変えにくい」環境により生じた学習意欲

や学力の差が高校受験の際の高校選びに直結し、その高校でもトラッキングという見えに

くく変えにくい制度によって進路が決定されていくという仕組みなのだ。 

 

 

５．トラッキングと不本意入学 

 次に、トラッキングと不本意入学がどのように関係しているかについて検討する。まず、

今まで述べた事柄について整理する。わたしたちは高校入学以前から勉強や受験という事

柄に関して、個人の能力や努力だけでなく親や住んでいる地域といった周囲の影響を少な

からず受けている。そして、そのような自分で変えることが困難なものからの影響によって

学力に格差が生じ、その差は高校への入学に関係する。「偏差値」という基準によって序列

化された高校から自分の身の丈にあった高校を選び受験に合格した高校へ進学すると、そ

の高校自体や所属する生徒によって形成された意識や考え方に影響を受ける。そのなかで

「大学進学は当たり前」や「高校卒業後は就職するのが普通」といった価値基準がつくられ、

それに従ってあたかも自分自身の意思で判断したかのように進路が決定する。 

 このうち、「大学進学は当たり前」と考える高校に入学した生徒について考えてみよう。

すでに検討したように、大学進学を当たり前と考えるトラックに一度入ると、特別な意思や

きっかけがなければ、そのまま大学進学について深く考えることなくその進路を選択する。

なぜなら、学校生活のすべてが大学進学を前提としているからだ。それは授業の内容であっ

たり教師の進路指導であったり友人との会話であったりする。大学進学を前提としていれ

ば、進路希望調査も友人との会話も「どの大学をめざすか」からスタートし、そもそも大学

に進学するか、なぜ大学に進学したいのかについては議論の対象にならない。このように目

的がないまま大学進学をめざすならば、志望校となる大学を選択するのも難しい。大学数は

年々増加し選択肢が広がる一方で、大学でなにを学びたいのか、なにをしたいのかが明確で

なければ大学を選ぶ基準が定まらない。そこで指標となるのはまたしても「偏差値」や「レ

ベル」だろう。日本の大学は偏差値によって序列化されており、それは、とりあえず志望校

を決めなければならないといった状況下でわかりやすい判断基準となる。中澤渉（2015）は
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日本の偏差値は単純明快に成績を示しているようにみえるため、本人に実力を自覚させ、相

応の選択をさせるのに寄与すると指摘する。このように模試などによって算出される偏差

値や合格判定を参考にし、自分の身の丈にあったふさわしい大学を選択するのだ。また、ど

の大学を卒業したかが就職にも影響する現在において、卒業後の進路まで見据えて、より大

手企業に就職しやすい、つまりよりレベルの高い大学をめざすという志向は当然とも言え

る。以上を踏まえると、大学進学を当たり前だと考える生徒にとって「特定の学問について

学びたい」といったものが大学進学の目的になるというよりも「より高いレベルの大学に入

学すること」そのものが目的となっていると考えられる。 

 このような場合、大学受験に失敗し第 2 志望や滑り止めの大学に入学することになると

「不本意入学」となる。なぜなら、生徒にとって大学進学の目的は自分の興味のある学問に

ついて勉強することではなく、より高いレベルの大学に入学することだからだ。第 2 志望以

下の大学はほとんどの場合第 1 志望の大学よりもレベルが低く、その点で「不本意だ」と感

じるのだろう。実際、志望していた大学と実際に入学した大学のレベルの差を不本意感の理

由として挙げるインフォーマントもいる。 

 

A1：＊＊大学（A1 さんの出身大学）に受かって、入学までに時間があるじゃないです

か、で、その時間で、いや、なんか、言ったように九州大学がフィフティーフィフティ

ーやったんで、いや、なんか、二次試験の勉強めちゃめちゃがんばれば九州大学行けて

たのかもなとか、こんだけ 1 年間勉強してたんなら二次試験の勉強くらいもっと早め

に詰めてたら九州大行けてたんじゃないかみたいな、たらればでモヤモヤしてた感じ

ですね。（中略）（出身大学に）魅力がなかったというよりかは、九州大学に魅力があり

すぎたっていう感じですね。やっぱ、福岡っていうのと旧帝国大学っていうブランドが

あるじゃないですか。（A1・男性・20 代・長崎県・国立心理学系卒・製造業） 

 

A1 さんは進学する大学が決まった後も第 1 志望だった九州大学への思いを捨てきれていな

かった。その理由のひとつとして九州大学が旧帝国大学であること、つまり大学のレベルを

挙げている。その一方で、実際に進学することになった大学やそこで学ぶ学問の内容につい

て大きく不満があったというわけではない。 

 

A1：どっちかっていうと九州大学のほうが自分のやりたかった心理（学）には近かっ

たんですけど、（中略）まあ＊＊大学（A1 さんの出身大学）でもべつにやれないことは

ないだろうぐらいな感じですね。（A1・男性・20 代・長崎県・国立心理学系卒・製造業） 

 

つまり、大学で学ぶ内容やその大学に進学してできることよりもその大学の偏差値やレベ

ルを重視するために、第 2 志望以下の大学に入学することが「不本意入学」となる場合があ

る。そして、この大学の偏差値やレベルを重視するという価値観を形成する原因のひとつが
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トラッキングによってつくられたその高校内での意識と言えるだろう。「大学進学は当たり

前」「よりよいレベルの大学をめざすべき」という意識が形成され、それをあたかも自分が

考えて出した結論のように受験競争に自ら参加する。その結果、大学で学ぶ内容よりも、大

学に合格することを重視した受験も行われている。 

 

B3：まぁ、とりあえず、航空系に行ったら、航空会社には入れるだろうと思って、機械

系か、航空系、航空システムデザインとかそういうところに行って、まぁ、航空になに

かしらで関われたらいいなと思って。えっと、浪人はしていたんですけど、まぁ、結果、

なんか自分の科目の得手不得手がかなり合わなかったのもあって、けっこう、そういう

のに当てはまるのが教育学部だったので、仕方なく、教育学部を受けるしかないという

か（笑）。どうしても、その、自分のセンター試験の点数に見合うレベルの大学を受け

ようと思ったら、英語は苦手だったので、英語がないところだとか、いろいろ削ってい

ったら教育学部になっていたので、けっこう、なんていうんですかね、大学はまぁ、合

ってない気がします。（B3・男性・20 代・福岡県・国立教員養成系卒・大学院生） 

 

B3 さんは航空会社に就職することをめざし、それに関連した学部を志望していた。しかし、

受験科目の得手不得手を踏まえ、最終的には合格できる可能性の高い教育学部を受験し、進

学している。つまり、自分の興味のある分野について学ぶことよりも大学進学そのものに重

きが置かれていると言っていいだろう。こうして学校の中身よりも大学に進学すること、あ

るいはよりよい大学に進学することを重視した受験がなされ、結果として志望大学よりも

レベルの低い大学に合格すると不本意に感じる。これは、トラッキングの影響をうけた高校

制度が生み出す不本意入学のひとつの例と言えるだろう。 

 

 

６．進路選択における現在の取り組みとトラッキング 

 前節までで、トラッキングと不本意入学の関係について述べた。本節では現在行われてい

る教育政策や各高校での進路指導を取り上げ、それらがトラッキングとどのように関わっ

ているかについて検討する。 

 トラッキングがもたらす最も大きな影響のひとつは「普通」や「当たり前」といった価値

観を形成してしまうことだろう。そこで形成された価値観は周囲の同級生や先輩、教師など

と共通のため、ほかの選択肢に気づく機会が少なくなる。その結果として、高校在学中に自

分の将来について、本当の意味で自主的に考えなくなってしまう。ほかの選択肢があれば、

そのなかからなぜ「大学進学」あるいは「就職」という選択肢を選ぶのか、そこでなにをし

たいのかについて考えることができるだろう。 

 また、そもそも自分はなにがしたいのか、自分はなにに興味があるのかがわからないとい

う人も多い。リクルートが 2019 年に行った「高校生と保護者の進路に関する意識調査」で
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は、進路選択の気がかりとして「自分にあっているものがわからない」と答えた割合が 34％、

また、「やりたいことが見つからない、わからない」と答えた割合が 33％となっている（リ

クルート 2020）。このような事態を改善するために文部科学省が導入したのが「総合的な学

習の時間」である。この授業の目的として文部科学省は「横断的・総合的な学習や探究的な

学習を通して、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を

解決する資質や能力を育成するとともに、学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や

探究活動に主体的、創造的、協同的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることがで

きるようにする」(文部科学省 2009: 第 1 段落）と定めており、生徒自らの興味関心を伸ば

すことを目的としている。しかし、具体的になにをするかということは各学校に任せられて

おり、すべての学校でこの目的に応じた学習内容を行えているとは言いがたい。たとえば、

松岡（2019）は 1984 年以降高校の個性化・多様化政策が推進されたことをうけ、各高校が

どのような対応をとったかについて言及している。高いランクの高校は大学進学準備のた

めのカリキュラムが組まれたのに対し、中・低ランクの高校は大学進学に繋がる内容が削減

され、実質的に大学進学という選択肢を遠ざけたと松岡は指摘する（松岡 2019）。つまり、

現在行われている政策は、むしろトラッキングを助長しているといえる。 

 さらに、キャリア教育や進路指導といった制度にも着目すべきだ。キャリア教育とは「望

ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに、自己の個性

を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育」（中央教育審議会 1999: 第 2

段落）である。つまり、高校卒業後、あるいはその先の就職に着目した教育といえる。しか

し、2013 年に行われた「キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査」によると、高校

の生徒が行った体験のなかで「積極的に取り組んだ」と回答した割合は「上級学校（大学、

短期大学、専門学校等）の見学や調査」が 34.7％と最も高く、次いで「就業体験（インター

ンシップ）」が 28.0％、「職場の見学」25.6％となっている。また、「就業体験（インターン

シップ）」と「職場の見学」は「そのような活動はなかった」との回答が「積極的に取り組

んだ」と回答した割合を上回っている（国立教育政策研究所 2013）。つまり、キャリア教育

と銘打ってはいるが、実際に行われている活動は仕事に関することを学習するのではなく

大学進学を前提とした進路指導といえる。そして、それらはトラッキングによって形成され

た文化のなかでモデル化された、理想的な進路を提示しているに過ぎない場合が多い。たと

えば、オープンキャンパスや高校の卒業生の講演会を行っても、その高校の卒業生や卒業生

が多く通う大学の話を聞けば高校の文化はより強固なものとなる。また、教師も生徒をより

よいレベルの大学に合格させたいと考えるのであれば、わざわざ理想とは違う進路に進ん

だ人の話を生徒に聞かせる必要はない。このようなキャリア教育や進路指導は生徒の将来

の選択肢を増やすというよりむしろ狭め、トラッキングの影響を強めていると言っていい

だろう。 

 

７．おわりに 
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 本論では、まず日本の高校制度の特徴として「トラッキング」という教育システムがある

こと、そのトラック内では周囲の環境に影響されて価値基準や意識が形成され、それに生徒

個人の進路意識や進路希望も影響を受けているということを述べた。とくにレベルの高い

高校に入学した生徒は大学進学について当たり前であるという意識を持ったり、大学進学

の目的について考えないまま進学を希望したり進学の意識や目的の面で影響を受けている

と言える。 

 次に高校入学以前の勉強に着目した。序列化された高校に入学するということは入学時

点ですでにどのトラックに入るかという格差が生じているということであり、それは親の

教育方針や住んでいる地域といったものに影響を受けていることがわかった。これらは自

分の力で変えることが困難なものであり、また、ほかの家庭や地域との差を感じる機会が少

ないため、その環境をふつうで当たり前だと思っているあいだに差が生じてしまうのであ

る。そしてその差が序列化された高校への入学につながるため、小中学校、あるいはそれ以

前の環境が大学、あるいは就職といった将来に大きな影響を与えうると言えるだろう。 

 そして最後にトラッキングがもたらす不本意入学への影響について検討した。大学進学

について進学の目的がないまま偏差値やレベルを重視して受験競争に参加すること、大学

でなにをしたいか、自分はなにに興味関心があるのかについて深く考えることなく大学進

学を決めることが、第 1 志望の大学に合格できずそれよりもレベルの低い大学に進学する

ことになった際の不本意感につながるのではないかと考えた。また、トラッキングが進路選

択において選択肢を狭める影響をもたらすことに注目し、トラッキングの影響を考慮した

うえで選択肢を意識的に広げる必要性について言及した。 

 「学歴フィルター」という言葉があるように学歴のみによって人を判断することが批判さ

れるようになり、「多様化」「個性重視」といった言葉が頻繁に使われるようになった現在に

おいても、学歴や学校歴、それを判断する材料のひとつである偏差値やレベルを重視する動

きは簡単にはなくならないだろう。なぜならそれらは数字で客観的に表されており明確で、

「その人がどのくらい努力したか」を測ることができるように思えるからだ。しかし、それ

らは一概に努力の量だけで決まるものではないし、その指標のみを重視することは大学に

入学することそのものの意義を変える恐れがある。学歴やそれを獲得するまでに関係する

さまざまな事柄について、より多角的に考える必要がある。 
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第 5章 志望校選びにおける主体性の欠如について 

―進学校の環境に着目して― 

 

徳永 夕芽 

 

 

１．はじめに 

 現在、高校卒業後の進路に大学進学を選ぶ人が多くを占めている。高校を卒業した後、す

ぐに職に就かずに、大学や短大、専門学校など、さらなる学びの場へ進む人が増えている。

「学校基本調査」（文部科学省 2021）によると、高等教育機関への進学率は、2021 年時点

で 18 歳人口において 83.8％であることがわかる。これは、過去最高の数値である。図 1 を

見ると、2017 年から 2021 年の 5 年でも高等教育機関への進学率は、80.6％、81.5％、82.8％、

83.5％、そして 83.8％と増加しつづけていることがわかるだろう。 

 

（人） （％） 

 

（出典）文部科学省（2021）をもとに筆者作成。 

 

図 1 高等教育機関への入学状況（過年度高卒者等を含む）の推移 
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このような、高校卒業後に進学する人が大多数を占める社会では、進学したこと自体では

なく、進学先によって社会的地位のレベル分けがなされるようになる。そのため、受験生は

決められた枠を巡った受験競争に駆り立てられることになる。そこでは、第 1 志望の大学に

合格した人もいれば、どうしても行きたかった大学に合格できずに悔し涙を流す人もいる

だろう。このような社会で生まれてくるのが、本調査のテーマである大学の不本意入学者だ。

本稿における不本意入学者とは「第 1 志望校ではない大学に入学して、不本意感を抱いてい

る、もしくは抱いていた方々」のことを指す。それぞれ、持っている不本意感の程度や理由

はさまざまだが、今回インタビューを受けてくださった方の多くが「進学校」と呼ばれるよ

うな、大学進学を前提とする高校出身であるという共通点があった。そこで、以下では、不

本意感の分析として、この進学校という環境に分析の焦点を絞ることとする。 

また、別の共通点として、進路選びの際に、自分のやりたいことを明確に意識して自らの

意志で志望校を決めたというよりは、目的意識は特になく、親や学校など周囲から大きな影

響を与えられて大学選びを行っていたような人が多く見られた。この大学選びの仕方が、進

路決定における自分の選択への自信のなさや満足感の低下を引き起こす要因として考えら

れるのではないだろうか。 

以上の点から、本稿では、大学全入時代において、第 1 志望以外の大学に入学した人が不

本意感を抱く原因や、その元となる「主体性が欠如した志望校選び」を生徒にさせてしまう

原因として、高校教育の構造に着目する。ここでいう「主体性」とは、自分自身で進路を決

定しようとする態度のことを指す。後述するが、実際に今回の調査を通して、進学校の特殊

な環境においては、学校の方針や教師の指導、また高校が持つ情報や同級生の存在などの影

響を受けて、意識せずとも自然と志望大学が絞られていき、その結果として志望校選択の際

の主体性が消えていってしまう可能性があることがわかった。 

しかし、これに対して「そもそも進路選択の際に主体性が強ければ、志望校に不合格とな

った際の不本意感はむしろ増すのではないか」という意見もあるだろう。だが、本稿におけ

る「主体性が強まることで軽減される不本意感」とは、それがどの大学であるかは関係なく

「第 1 志望の大学に落ちた」という事実に対する不本意感を指す。そこには、自分で進路を

選んだという意識が薄いことによる進路選択自体に対する不満足感のようなものを含んで

いる。そのため、主体性が強い志望校選びをして、その志望校に合格できなかった場合の不

本意感とは区別して考えることをあらかじめ述べておきたい。 

そして、高校教育の構造について確認した後に、それを裏で支える学歴社会の成り立ちを

考察し、進学校の教育環境が生徒の進路選択に及ぼす影響について検討する。 

 

 

２．進学校の環境 

１）進学校の定義 

本稿では、インフォーマントのうち、進学校とみなされる高校出身の方々の語りを参考に



92 

 

する。そのため、本稿で「進学校」とはどのような高校を指すのかを明示しておきたい。そ

もそも、進学校についての明確な定義はない。そこで、進学校について言及されている文献

を見てみると、苅谷剛彦らは「高い進学実績を出している」（苅谷ほか 2007: 53-4）高校、

本田由紀は「卒業者の大半が大学、特に入試難易度の高い『銘柄大学』に進学する」（本田 

2014: 151）普通科高校をそれぞれ「進学校」と呼んでいる。このように、高校の進学実績に

基づいて、その高校が進学校であるかどうかを客観的に判断することも可能であろう。だが、

本稿においては、そのように高校の種類を限定せずに、インフォーマントの語りをもとに、

進学校の定義を「卒業後の進路として大学進学を前提とした指導を行っており、実際に卒業

生の大半が大学進学をしている高校」とする。そのため、本稿における「進学校」卒業者の

進学先は「銘柄大学」に限らない。 

では、具体的に、進学校での教育の構造のどこに生徒に不本意感を抱かせる原因があると

言えるのか。本稿では、進学校に進んだことによって、徐々に卒業後の進路の選択肢が絞ら

れていく点に着目した。そういった選択肢の狭まりが主体性や「自分で選んだ」という感覚

をなくしていくのではないか、という推測である。 

このような「入学した高校によって進路が決まる」という視点での研究は「トラッキング

研究」という名前で行われている。「トラッキング」とは「ある選抜基準に基づいて生徒集

団を比較的永続的な同質集団へと再編成する実践形態」（菊地 1986: 137）という意味であ

る。別の言い方では「陸上競技場のようにどのコース（学校）に入れるかで、到達点が決定

されること」（荒川 2009: 14）とも説明される。つまり、「進学校」というコースに入った生

徒は、そのトラックにおける到達可能な進路である「大学進学」をめざす同質的な集団を形

成するため、同トラックを走っている生徒集団は、大学入試を通して再編成されるという考

え方である。本稿では、この考え方を踏まえて、「進学校」というコースの内部でどのよう

な環境が形成されているのかを確認する。 

ここで注意しておきたいのが、不本意入学者が不本意感を抱くのは進学校に通ったこと

だけが原因だという主張をしたいわけではないということだ。さまざまな要因が組み合わ

さって不本意入学に繋がることを前提として、進学校という特殊な環境を、不本意感を生み

だしている可能性のひとつと見なして議論を始め、最終的にその源となっている学歴社会

について確認したい。 

 

２）卒業後の進路 

では、具体的に進学校の環境について見ていこう。まず、大学の不本意入学の前提として、

高校卒業後の進路に大学進学を選んだという共通項がある。そこで、インフォーマントに大

学に進学した理由を問うてみると、似たような返答が多数見られた。そのうち次の B4 さん

の返答が象徴的だ。 

 

B4：大学に進学しようと思った理由は、正直、当時はそれが当たり前だと思ってたの
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で。（理由は）考えてなかったです。（B4・男性・20 代・福岡県・国立応用化学系卒・

生産技術職） 

 

また、B4 さんだけでなく多くの人が「大学進学は当たり前だと考えていたか」という問い

を肯定した。それには、受験生をそうさせる共通の要因があるからだろう。 

ここで、日本における大学進学率を確認しておこう。「学校基本調査」（文部科学省 2021）

によると、2021 年時点での日本の大学（学部）進学率は 54.9％である。同じ年のデータで、

短期大学は 4.0％、高専 4 年等は 24.0％、専修学校（専門課程）は 0.9％となっており、大

学進学率の数値が圧倒的に高いことがわかる。また、図 1 において大学進学率の推移を見る

と、多少下がることはあっても全体的には緩やかな上昇傾向にあり、2021 年には過去最高

の数値を記録している。だが、54.9％という数字を見るかぎりでは、半数を超える人が大学

進学をしているとは言え、逆に言えば残りの半数近くは大学進学をしていないということ

である。そのため、大学進学を誰もが選ぶ選択であるとはまだ言いがたい状況であろう。 

では、不本意入学者が口々に語った「当たり前」という意識はどこから来ているのだろう

か。家庭環境、親の教育方針、経済状況など、いくつもの要因が考えられるが、そのうちの

一つとして考えられるのが本稿で取り扱う「高校の環境」である。 

まず、進学校と呼ばれるような高校では大学進学を前提とした指導が行われる。ホームペ

ージには有名大学へ合格した生徒の数が載せられ、高校のアピールポイントとなる。生徒の

親も、その大学進学率などの進学実績を信頼して子どもを高校に通わせることになるだろ

う。そのため、そこに通っていた人のほとんどが「大学進学は当たり前だ」という意識があ

ったという可能性は、進学校に通っている以上、不思議なことではない。さらに言うと、例

外はあっても、進学校の高校に入学した時点で、その生徒の卒業後の進路が大学進学である

ことはおおかた決まっていると言える。C4 さんも大学進学が当たり前だと思っていた理由

を次のように述べている。 

 

C4：もう周りが一応進学校みたいな感じだったから。もうだいたいみんな、大学、短大

とかに行く子ばっかだったから、全員が。けん、もう、そうなのかなっていう感じで。

（C4・男性・20 代・九州地方・私立スポーツ学系卒・児童福祉関係） 

 

このように、「就職」という選択肢がそもそも考えられないという点で、進学校に進んだこ

とがのちの不本意入学に繋がる一つ目の選択肢の狭まりとなっていると言える。生徒たち

は「大学に行くかどうか」ではなく、その先の「どの大学に進学するか」という問題に直面

することとなる。 

 

３）志望校の選び方 

さて、高校卒業後に大学に進学するということが進学校に通う高校生にとってのおもな



94 

 

進路選択であることは前項で確認したとおりである。そのうえで、彼らが考えなければなら

ないのは「どの大学に行くか」ということだ。この大学選びの段階においても、進学校なら

ではの選択肢の狭まりがあるのではないか、というのが本項で確認したい点である。この項

では、インフォーマントの方々が抱いた不本意感の中身を確認し、その不本意感を生み出し

た要因のうち、いくつかを見ていく。 

まず、調査において、インフォーマントの方々の語る不本意感にはさまざまな種類がある

ことがわかった。そのなかで、大きく分けて「志望校のレベルを下げたこと、第 1 志望校に

行けなかったことへの不本意感」と「実際に行くことになった大学自体への不本意感」の 2

種類が見られた。このうち、不本意感を抱いた理由として、圧倒的に多く見られたのは前者

だった。入学が不本意だと考える理由を尋ね、返ってきた答えのうち、前者の不本意感を抱

いた方の語りには以下のようなものがあった。 

 

A1：そうですねー。まあ、大学入ってしまってからはそんなに感じはしなかったんで

すけど……。まあ、けっこう、なんて言うんですかね、その、人間って欲深いもので、

＊＊大学（A1 さんの出身大学）に受かって、入学までに時間があるじゃないですか、

で、その時間で、いや、なんか、言ったように九州大学（に合格できる可能性）がフィ

フティーフィフティーやったんで、いや、なんか、二次試験の勉強めちゃめちゃがんば

れば九州大学行けてたのかもなとか、こんだけ 1 年間勉強してたんなら二次試験の勉

強くらいもっと早めに詰めてたら九州大行けてたんじゃないかみたいな、たらればで

モヤモヤしてた感じですね。（A1・男性・20 代・長崎県・国立心理学系卒・製造業） 

 

B4：ああ、そうですね。まあ、一応やっぱり、まあ浪人したときにめざしてたのが九州

大学だったので。まあ、受ける。んー、なんていうんですかね。やっぱり受けるつもり

だったところがとつぜん、センター試験の結果を見るとやっぱり厳しいんじゃないか

というふうになったときに、（B4 さんの出身大学は）一応第 2 志望だったので、んー、

まあ、そこ、そうですね。まあ、一応第 1 希望ではなかったっていうところで（不本意

感がありました）。（B4・男性・20 代・福岡県・国立応用化学系卒・生産技術職） 

 

C4：やっぱ志望した大学じゃないから、まあ、第 1 志望じゃない大学に来て、これでよ

かったんかなあっていう考えはちょっとありました。（C4・男性・20 代・九州地方・私

立スポーツ学系卒・児童福祉関係） 

 

A1 さん、B4 さん、C4 さんは、境遇は違えど、第 1 志望ではない大学に入学したことに対

する不本意感を語っている。このように、実際に進学した大学自体への不満より、第 1 志望

の大学に行けなかったことへの不本意感を抱いた人は、なにを考慮して志望校を決めたの

だろうか。たとえば、志望校を決める際には、「自分の学力に合っているか」「興味があるこ
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とを学べるか」「所在地はどこか」「学費はどれくらいか」など、さまざまな観点から大学を

検討するのが一般的だろう。しかし、これらに加えて、進学校においては、進学校ならでは

の「条件」があり、それを踏まえた志望校の決定の仕方になることに不本意感の一因がある

のではないかと推測できる。 

不本意入学を研究している竹内正興（2016）は、近畿地方にある私立 4 年制大学の 1 年生

に行った質問紙調査の結果と先行研究から「進学校出身者は非進学校出身者と比べて不本

意入学者となりやすい」と考察している。この調査では、大学本意度について、進学校出身

者では不本意群の割合が本意群を上回ったのに対し、非進学校出身者では、本意群の割合が

不本意群よりも圧倒的に高いという結果になったという（竹内 2016）。つまり、この調査対

象となった大学においては、進学校出身者は非進学校出身者より不本意入学をしている人

が多いことが判明したということだ。 

また、竹内は、先行研究と調査結果を踏まえたうえで、進学校出身者が非進学校出身者と

くらべて自己選抜機能が働きにくい点を指摘し、次のように述べている。 

 

大学ブランド・偏差値という観点から見た場合、進学校出身者は非進学校出身者と比べ、

準拠集団内で形成される高いアスピレーション水準に縛られやすく、自己選抜によっ

て実現可能なレベルにコントロールする機能が作用しにくい、すなわち、大学受験時ま

でに自分の実力に見合った相応の第 1 志望校が選定できにくく、不本意感というメン

タリティを持って大学に入学する可能性があることが考えられる。（竹内 2016: 27） 

 

以上のことから、進学校という環境が生徒の志望校選択に影響を与え、ひいては不本意感を

抱かせてしまう可能性を抱えていることがうかがえるのではないだろうか。 

では、自分に合った志望校の選定を難しくさせる要因として、具体的にどのような進学校

の環境があるのだろうか。ここで、そのすべてを押さえることはできないが、実際の不本意

入学者の体験談を通して、現状を確認していこう。 

まず、生徒の大学選びにおいて大きく関わってくると考えられるものに、学校の方針や教

師の指導がある。具体的に、インフォーマントの発話から多く出てきたのは国公立大学に行

くことを重視した指導である。たとえば、B4 さんは私立大学を受験しなかった理由を次の

ように語っている。 

 

B4：やー、ちょっと、そうですね。なんか、いま思うと馬鹿らしいんですけど、なんか

誰も（私立大学を）受けてなかったですし、「まあ浪人すればいいじゃん」くらいに考

えてて。周りもけっこう、もう国公立 1 本とか、私立併願っていうよりも私立に行きた

い人は、もう私立だけ受けてっていうか、まあ（そんな）感じの高校なんですね、わり

と。（B4・男性・20 代・福岡県・国立応用化学系卒・生産技術職） 
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B4 さんの通った高校では、難易度の高い国公立大学をめざす人が多く、浪人する人もしば

しば見られたという。実際に、そのような環境に置かれた B4 さんは、浪人することに抵抗

感はあまりなかったと言い、国公立大学を第 1 志望とし、現役時に私立大学は受験していな

い。 

また、C2 さんは、「高校の先生がより高いレベルの大学をめざしてほしいという考えを持

っていたか」という問いに次のように答えている。 

 

C2：いや、まあ、たぶん、教師だから、心の底ではそう思ってるかも、しれない、けど、

まあ、なんか、私立（大学）の（レベルの）高いところに行けっていう感じではなくて、

まあ、国公立（大学）信仰が激しいというか、「国公立（大学）に行ったら？」みたい

な感じで、推されてた気はします。（C2・男性・20 代・三重県・国立機械工学系卒・専

門職学生） 

 

C2 さんも B4 さんと同様に、高校の進路指導において国公立を重視した指導を受けたこと

を語っている。また、C2 さんは、教師のこのような指導を国公立の大学に通っていると、

もてはやされる世間の風潮に近いものだと言い、理由については「わからない」と述べてい

た。 

地方の進学校において、このような国公立大重視の指導が行われることは珍しくない。ま

た、今回の調査において、高校の教員が国公立大学を推す理由を「わかんない」と言ったり、

私立大学には行かないという校風を「なぞの共通認識」と表現していたりするインフォーマ

ントが見受けられたことから、国公立大学が推される理由もわからずに「そういうものだ」

として受け入れている生徒が一定数いることが推測される。 

次に、進路決定の幅が狭くなる要因として、大学についての情報が豊富に与えられる点を

挙げる。進学校では、進学することが当然である環境であるため、生徒は教師が持つ知識、

学校にある資料、OB・OG との繋がりなど、進路決定の際に学校側からさまざまなサポート

を受けることができるだろう。それを受け取るだけでも、ある程度の大学情報が手に入るの

で、自主的に情報を集めなくても志望校を決めることができてしまうのではないだろうか。

C3 さんは志望校を決める際に、調べが足りなかったと振り返っている。 

 

C3：（略）その第 1 志望にするにあたってっていう意味では、もっとほかの大学も調べ

ておけばよかったなっていうふうに思っていて。いま思えば、（ほかのいろんな）大学

の、あの研究室がおもしろそうな研究やってて、その当時の学力としても行けたんじゃ

ないかって思うところもありますし、あとは大学の立地とかはまったく考えてなかっ

たので、その点でもっと調べるべき項目はあったんだろうなっていうふうにいまは思

ってますけど、当時はぜんぜん思いつかなかったので仕方ないかなとも思います。（C3・

男性・20 代・福岡県・国立情報工学系卒・大学院生） 
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C3 さんは、高校において、とある大学をめざすことがクラスの共通の目標とされていたと

語っており、実際に C3 さん自身の第 1 志望校もその大学となっていた。これは、特定の大

学についての情報が自然と多く入ってくることで、ほかの大学についてあまり調べずに志

望校を決定することができてしまった例だと言える。 

また、志望校を考える際は、進学校という同じ環境にいる同級生の存在も大きいだろう。

友人の大学進学に対する意識が高かったという A2 さんは具体的なエピソードを尋ねられ

てこのように答えている。 

 

A2：そうっすね、でもまあ、ふつうに……。なんか大学についての話とか、めちゃくち

ゃ、日常会話とかでも、あったりしたなとか思うぐらいです。まあいま思えば。「どこ

大いいよね」とか、「志望校変えるわ」みたいな話とかめっちゃふつうに言ってくるっ

ていう。（A2・男性・20 代・九州地方・国立物理工学系休学中・IT 系） 

 

また、C5 さんは勉強や受験に関して友人や同級生から受けた影響を、こう語っている。 

 

C5：そうですね、まず 3 年生の最初のほうまで志望校を東大から変えなかったのは、

周りに同じところをめざす友人が多かったので変えなかったという点では影響を受け

たと思います。（C5・男性・20 代・九州地方・法学系卒・公務員） 

 

A2 さんのように、進学校内での友人との会話は大学進学を前提としているものになるため、

自然と日常生活において、大学の話が行われることは想像に容易い。また、C5 さんのよう

に、高校の指導を受けて周りの同級生が行く大学がある程度固まることにより、自分も同じ

選択肢を選ぶというケースも考えられる。 

以上、一部ではあるが、進学校における志望校選びに際する特性を確認した。このような

環境に身を置くことで、自分で意識していないうちに自然と志望大学が絞られていき、志望

校選択の際の主体性が消えていってしまう可能性があることがわかった。 

 

 

３．卒業後のキャリア展望 

１）夢を持つ人の不本意感 

前節では、実際に不本意入学をされた方々の語りを参考に、高校の環境が生徒の志望校選

びに影響することを確認した。そのうえで、次に「不本意感を抱かないためには、どのよう

な志望校の選び方をすればいいのか」について考える。ここでは、進路選択の際に、自分の

高校卒業後について考えることの重要性について触れたい。 

吉中淳（1994）は、進学を希望する高校生にとっては、志望大学に入れそうかという実現

確率の評価だけでは意志決定の仕方として不十分であり、大学に入った後どうなるのかと
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いう結果の予測や、大学卒業後に期待される職業選択のことなどを考慮して結果の望まし

さの評価を行うことが不可欠であると述べている。また、進路指導の目標を「社会的・職業

的な自己実現」であるとしている（吉中 1994）。つまり、将来のビジョンがあるかどうかが

進路決定の際に重要になるということだ。この視点は、ほかの研究においても見られる。 

五十嵐敦・佐藤公文は「進学動機は高校生の職業生活や大学生活のとらえ方と関連してい

る」（五十嵐・佐藤 2011: 31）と述べており、大学で学ぶ専門性や生活を積極的にとらえて

いる生徒ほど職業の選択が明確化しているが、なにを専門に学ぶか決めかねている生徒や

専門性を追究せずに世間体を重視する生徒は進路成熟度も低いという調査結果を記してい

る。さらに、自分で進路を選択するときに必要な行動を行える自信が前者は高く、後者は低

いことが確認されたという（五十嵐・佐藤 2011）。 

実際に、本調査においても、不本意感の理由として「第 1 志望の大学に行けなかったこ

と」ではなく、「実際に行くことになった大学自体への不満」を挙げている人は、明確な将

来の夢があるという一定の相関関係が見られた。たとえば、パイロットになるという夢があ

った B3 さんは不本意感の理由を次のように述べている。 

 

B3：そうですね、もともとやっぱ、理系で、理系の学部、学科をずっと志望してて、理

系の道で生きていって、まぁ、理系で就職するっていうイメージがあったので。大学に、

まぁ、入るまではそんなに不本意と思ってたわけではないんですけど、入ったときに周

りの人の話を聞いていると、90 パーセントぐらいが文系の人で、まぁ、元理系ではあ

るけど、理系脳じゃないというか。あんまり理系教科は苦手だからここに来たみたいな

人がめちゃくちゃ多くて。（中略）その、学べると思っていたことが学べなかったりと

か、理系の道っていうのを思い描いていたのが、周囲の話を聞くかぎりでは、「あぁ、

閉ざされたんだな」というか、っていう話だったりが、まぁ、大きいですね。（B3・男

性・20 代・福岡県・国立教員養成系卒・大学院生） 

 

B3 さんは、実際に大学に入学してみると、自分が専門的に学びたいと思っていたことが学

べないのではないかと感じたことで不本意感を抱いている。 

また、中学生のころからなりたい職業があった C2 さんは、募集要項を見て思っていた内

容と実際の大学の授業内容に相違があった点に不本意感を抱いている。 

 

C2：（略）まあ、ある程度の、まあ、望みというか、を持って＊＊大学（C2 さんの出身

大学）に出願して、まあ、最終的に合格をもらって、入学したけど、なんか、入学が決

まった当時は、さっきも言ったように、どこの大学でもよかったから、そこまでめっち

ゃ不本意っていうわけでもなかった、第 2 志望にしてたくらいだから。だけど、（大学

に）入って、まあ、＊＊大学のうたい文句に誘われ、＊＊大学に入学したけど、入った

ら微妙みたいな、いう感じで、っていうのと、まあ、なんか違うなっていう違和感もあ
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ったから、それが、不本意っていう感じに当たるのかなっていう。（C2・男性・20 代・

三重県・国立機械工学系卒・専門職学生） 

 

以上のことから、卒業後のビジョンがはっきりしている人は、入学後に大学の教育内容や

教授に対しての不満を抱くという別の問題が起こる可能性は残しているとしても、少なく

とも第 1 志望の大学に行けなかったことに対しての不本意感を抱きにくいのではないか、

というひとつの仮説が立てられる。「この大学に進学するのは将来の夢のためだ」とはっき

り理由が決まっている自主性の高い選択をした場合、進路選択において自分で選んだとい

う意識や満足感が得られやすいことが予想される。だが、第 1 志望の大学に行けなかったこ

とに不本意感を抱かなくても、入学した大学への不満を抱く場合もあるので、不本意感を抱

く可能性がなくなるわけではないことは注意が必要である。 

では、生徒の「志望の大学に行けなかった」という不本意感を解消するためには、彼らに

「やりたいこと」や「将来の夢」を見つけさせればいいのだろうか。実は、いま教育の現場

でそのような動きが起こっている。次項で触れる「キャリア教育」だ。 

 

２）キャリア教育 

昨今、高校においてキャリア教育が重視されている。この「キャリア教育」という言葉が

はじめて公的に登場するのは、1999 年の中央教育審議会答申「初等中等教育と高等教育と

の接続の改善について」においてである。ここでは「キャリア教育」とは、「学校教育と職

業生活の円滑な接続を図るため、望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身

に付けさせるとともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる

教育」（中央教育審議会 1999）と説明されている。この背景には、従来の進路指導が偏差値

による出口指導であったことが批判され、状況を改革しようという動きがある。 

これまでの流れを踏まえると有用そうな指導であるが、キャリア教育の中身に関する批

判も多く、まだ改善の余地がある。たとえば、児美川孝一郎は、いまだ働いたことがない高

校生がキャリア教育に促されて「やりたいこと（仕事）」を見つけるとしたら、かなり狭い

範囲での経験やメディアを通じて得た情報をもとにした、イメージ先行型の“憧れ”に近い

もの、もしくは“出会い頭”に近い選択になるのではないかということを指摘している（児

美川 2013: 72-4）。たしかに、高校生はアルバイト程度なら働いた経験があるかもしれない

が、高校生が働ける職種や任せられる業務内容は限られてしまい、将来就く職業を検討する

十分な材料にはなりにくいと言えるだろう。 

また、本田は、キャリア教育の推進方策が個々の生徒が判断を行うために必要な素材や根

拠を十分に与えていないことを指摘しており、さらに、判断の基盤を欠いたまま、主体的な

意思決定や選択を生徒に求めることは、生徒にとって過大な負担となり、高校生の進路不安

を軽減するどころか生み出す恐れがあると述べている（本田 2014: 157）。キャリア教育に

は、これらのような課題が残っており、今後も中身を検討していくことが求められる。具体
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的には、特定の職業についての知識を増やさせたり職業体験をさせたりするだけでなく、自

分自身についての理解を深めさせるという観点で行うことが重要だと言えよう。 

ここまでの流れから、キャリア指導の中身は見直す必要があっても、生徒の不本意感をな

くすために、高校における進路指導で夢ややりたいことを見つけさせればいいのではない

か、というひとつの解決策が出せるだろう。 

だが、そう簡単にはいかないわけがある。そもそも、多種多様な選択肢を選べるようにな

ったとしても、学歴・学校歴が重視される社会が変わらないと、根本的解決とはならないだ

ろう。進学校の指導や環境が変わったとしても、世間の人々のなかで学歴が重視される風潮

が変わらなければ、自分の夢を見つけて進んだとしても不本意感を抱くことになるかもし

れない。それでは、本当の意味で選択肢が増えたことにはならないだろう。そこで、最後に、

進学校の環境や、学歴が重視される風潮のもととなる、学歴が重視される社会について注目

してみよう。 

 

 

４．根源の学歴社会 

最後に、この節では、ここまで述べてきた進学校の環境を下支えする学歴社会について見

ていく。進路が多様化している現在でも進学校における指導が変わりにくい理由がここに

ある。 

日本において、現在のような学歴重視傾向は昔から存在したわけではない。この学歴社会

の成り立ちを確認しておこう。渡辺良智（2006）は、学歴社会の成り立ちを次のように説明

している。 

まず、近代以前の日本社会では、家柄や生まれなど身分に基づいて社会的地位が決められ

ていた。親が武士であれば子も武士になる、というようなものだ。しかし、近代社会におい

て、資本主義の発達に伴って産業構造の中心が変化した。身分制度が打破され、職業的・社

会的地位は能力や実績に基づいて決められるようになった（渡辺 2006: 88-9）。つまり、属

性主義から業績主義への移行が起こったということだ。そして、ここで個人の能力を測る指

標となったのが「学歴」という教育歴であった（渡辺 2006: 89）。その背景には、近代国民

国家において近代的教育制度が開始され、すべての国民が統一した教育を受けるようにな

ったため、学校における成績は平等な競争条件だとみなされたことがある（渡辺 2006: 89）。

こうした変遷があって、日本は学歴社会となった。このような、学歴で各人の業績が表され

る社会においては、この教育歴＝学歴が就職のための一種の資格になっていく（渡辺 2006: 

89）。こうして学歴がエリートの地位と直結するようになったことで、高等教育の機会を求

めて競争が開始され、学歴主義が一般化していくことになった（渡辺 2006: 89）。 

また、この「学歴が就職のための一種の資格になっていく」という点について、貴戸理恵

（2019）は、「近代化に学校制度が先行した日本では、近代部門の担い手となる人材はもと

もと存在せず、学校において養成されなくてはならなかった」（貴戸 2019: 397）ことをあき
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らかにしており、このことを踏まえると、就職の際に学歴が重視されるようになった理由が

より理解できるだろう。さらに貴戸（2019）は、明治末期から財閥系大企業が大卒ホワイト

カラーの新卒採用を開始し、そこで学歴・学校歴と給与や昇進可能性という企業内での地位

が密接に結びついて、そうした仕組みが企業部門の拡大とともに広まっていったことも述

べている。こうして企業が学歴主義になったことは、日本の学歴主義が社会全域に広がって

いく重要な契機となった（貴戸 2019: 397-8）。 

以上、学歴社会の成り立ちを確認した。こうした経緯があって、社会における学歴重視の

風潮は定着した。そのため、就職の際に学歴が重視されてしまうことは明白である。 

そして、進路が多様化した現在においても、就職活動において学歴主義の風潮は残ってい

る。インタビュー内でもインフォーマントの周囲に、そのような考えを持っている人がいる

ことがわかる部分があった。たとえば、A4 さんは「大学に進学することが義務だという意

識があったか」という質問に対して、こう答えた。 

 

A4：あ、義務とまではいかないですけど、自分がやっぱり親に言われてたのは「大学を

進学しとかないと、やっぱいいところに就職はできない」とか。まあそういったことは

言われてたと思います。（A4・男性・20 代・熊本県・公立政治学系卒・営業職） 

 

また、もともと行きたい会社があり、その職業に就くために大学進学が必要だと考えていた

という A6 さんは、それに付け加えてこのように理由を述べた。 

 

A6：んーまあそれプラス、ちょっと、こう、親戚とかにもなんか「大学行かんかったら

仕事ないで」ていうようなことは言われてたかもしれない。（A6・女性・20 代・広島県・

私立国際系卒・メディア） 

 

このように、就職の際に学歴が重要になってくるという意識を持つ人はいまもなお存在す

る。また、直接周囲の人からそのように言われた方だけでなく、メディアを通して「学歴は

重要だ」という意識を植え付けられたというふうなことを述べる方もいた。さまざまな生き

方を選べる時代においても、就職するために学歴が求められることを進路選択の際に意識

せざるを得ない現状があるのだ。 

 

 

５．おわりに 

本稿では、高校生の志望校選びに関して、周囲の影響を大きく受けることで主体性が弱め

られていた人が存在することに着目し、その要因の一つに進学校である高校の環境がある

ことを挙げた。また、そのような環境が作られる要因として、背景にある学歴社会について

触れた。 
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第 2 節では、進学校における進路選択の特徴について確認した。まず、卒業後の進路とし

て「大学進学」が当たり前とされている点、さらに進学校ならではの特徴として、国公立大

学に行くことを重視した指導が行われる点や自分で集めなくても情報が入ってくるので手

に入れる情報に偏りがある点、また同じ環境にいる友人との関係性などで志望校が絞られ

ていく点を挙げた。 

第 3 節では、「第 1 志望校に行けなかった」という不本意感が生まれるかどうかは、高校

卒業後のキャリア展望に関係があるのではないかということを指摘した。将来の夢ややり

たいことが明確にある人は「第 1 志望校に行けなかった」ことへの不本意感を抱くのではな

く、不本意感を抱いたとしても大学自体へのものである可能性が高いこともわかった。それ

に関連して、生徒の主体的な進路選択能力・態度を育てる目的で行われているキャリア教育

は内容についての批判はあるが、生徒に卒業後の自分について考えさせる機会を作り、自分

の選択に主体性を持たせるきっかけとしては有用であると言える。 

第 4 節では、それまで述べてきたような進学校の環境の基盤となる学歴社会について触

れ、その成り立ちから、学歴が就活の際に必要とされる理由を押さえた。このような社会に

おいては「とりあえずいい高校へ」「とりあえずいい大学へ」というのは自然な動きである

と言える。 

以上、本稿を通して、進学校の構造上、生まれてしまう不本意感は、元をたどれば、この

学歴社会に繋がっていることがわかった。このような社会において、有利な条件となる「高

学歴」を身に着けさせる役割を担う、進学校の存在の意味も理解できよう。 

また、進学校における指導や環境について、進学校を選んで入学したのだから、そこでの

指導や環境を受け入れるのは当然だと言う人もいるかもしれない。だが、高校卒業後の具体

的な目標を持って高校に進学する人は必ずしも多くはないだろう。今回の調査においても、

出身高校をなぜ志望したのか聞かれた際、「当時の学力に沿っていたから」「家からの距離が

近かったから」「校則が緩かったから」「中高一貫校だったからエスカレーター式にのぼった」

といった答えが大半を占めていた。また、高校受験時に将来の夢があったとしても、それが

高校卒業時までに変わる可能性も十分に考えられるため、先を見据えて高校を選ぶことは

難しいだろう。そうなるとやはり、高校の指導が生徒の将来を左右する重要な責任を担って

いると言える。 

おそらく、学歴社会自体をいますぐ変えることは現実的に不可能であろう。「学歴フィル

ター」という言葉があるように、就職の際に学歴が求められることもしばしば聞かれる。こ

のような状況で、高校にできることはなんだろうか。自分の選択に満足感を得させるような

主体的な進路選びをさせるにはどうしたらいいのか。高校生が志望大学を決定する際にど

れだけ周囲の影響を受けるのか、そのうえで生徒の進路選びの際の主体性は変化するのか、

するとしたらどのように変化するのか、ということは、大学の不本意入学研究における争点

のひとつであると言えそうだ。 
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第 6章 「将来設計」と「不本意入学」 

―大学進学の意識が与える影響について― 

 

加藤 大空 

 

 

１．はじめに 

 53.1％。これは、東進ハイスクールや東進衛星予備校を運営する株式会社ナガセが、2020

年 6 月に当会社が実施した模試を受験した高校生・中学生約 10 万人に行った独自アンケー

トにおいて、「将来の夢やなりたい職業はありますか？」という質問に対して「将来の夢や

なりたい職業が決まっている」と回答した高校 3年生の割合である（株式会社ナガセ 2020） 1。

逆に言うと、このアンケートに答えた高校 3 年生のうち約半数は、具体的な将来の目標がな

いまま勉強を行っていることがこのデータから見て取れる。また、リクナビが高校生に実施

した「大学・短大・専門学校卒業後の進路を考えるときの気持ちは？」というアンケートで

は、約 6 割の生徒が「不安」と回答している点からも、多くの高校生が自分の将来に不安を

持っていることが分かる（リクルート進学総研 2012）。 

本論文では、半構造化インタビューを通して得た「不本意入学」の意識がある既卒者・中

退（予定）者の声をもとに、彼らが大学入学までにどのように将来設計を行ってきたかを調

査し、そのプランの具体性が彼らの大学への不本意感にどう関連しているのかに着目して

分析を進める。そして、多種多様なニーズに応えるかたちで職業が専門化・細分化されてい

く今日、将来設計を大学進学以前から行うことがどのような影響を与えるのか、という疑問

についても迫りたい。 

 

 

２．「将来設計」とキャリア教育 

１）キャリア教育における「将来設計能力」 

 今日の日本において、「将来設計」についての指導は、学校でのキャリア教育の一環とし

て行われることがおもである。とくに、中学・高校では、小学校での指導にくらべて、より

深く「将来設計」についての指導が行われているのが現状とされる。2011（平成 23）年に中

央教育審議会は、キャリア教育を「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤とな

                                                        
1  実際の回答は、「将来の夢やなりたい職業があり、実現に向けて強い気持ちがある」が

39.1％、「夢やなりたい職業が複数あり、まだ迷っている」が 14.0％だが、ここではその 2

つの合計を「将来の夢や職業が決まっている」として示している。 
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る能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育」（中央教育審議会 2011）と

定義し、このキャリア教育の枠組みの一例として、国立教育政策研究所生徒指導研究センタ

ーは 2002（平成 14）年に「4 領域 8 能力の枠組み」を提示した（文部科学省 2011）。この 4

領域というのは、「人間関係形成能力」、「情報活用能力」、「将来設計能力」、「意思決定能力」

から構成されているが、本調査で着目しようと考えているものこそが 3 つ目に示される「将

来設計能力」である。 

このキャリア教育の枠組みの一例である「4 領域 8 能力の枠組み」では、将来設計能力の

説明として「役割把握・認識能力」と「計画実行能力」の 2 つが挙げられているが、ここで

はより進路設計に近い能力として後者の能力に注目する。「計画実行能力」とは、「目標とす

べき将来の生き方や進路を考え、それを実現するための進路計画を立て、実際の選択行動等

で実行していく」（国立教育政策研究所生徒指導研究センター 2002: 18）能力である。また、

この枠組みによると、先で注目した「計画実行能力」を踏まえて中学校・高校の段階で期待

される具体的な能力の例として以下のものが挙げられている。 

 

表 1 計画実行能力に期待される具体例 

中学校 高等学校 

将来の夢や職業を思い描き、 

自分にふさわしい職業や仕事への 

関心・意欲を高める。 

生きがい・やりがいがあり 

自己を生かせる生き方や進路を 

現実的に考える。 

進路計画を立てる意義や方法を理解し、 

自分の目指すべき将来を暫定的に計画する。 

職業についての総合的・現実的な理解に 

基づいて将来を設計し、進路計画を立案する。 

将来の進路希望に基づいて当面の目標を立て、

その達成に向けて努力する。 

将来設計、進路設計の見直し再検討を行い、 

その実現に取り組む。 

 

（出典）文部科学省（2011）より筆者作成。 

 

 上の表からは、「将来」や「進路」についての理解や計画を促している点が中学・高校の

両方の段階で見られる。このように、現在のキャリア教育では高等学校で将来設計について

の教育を行うだけでなく、中学校の時点から生徒に自身の将来の進路や職業について考え

ることを意識づけさせていることが分かる。 

 

２）キャリア教育が与えた影響 

 前項では、2002（平成 16）年よりその枠組みなどを提示されてきたキャリア教育によっ
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て、中学生・高校生により自分の将来や進路について考えさせるための教育が施され、また

彼らにそれを意識させるようにすることが期待されているということを述べてきた。そこ

で、本項では、導入されてからまだあまり長くないキャリア教育における「将来設計」の教

育が実際に中高生に影響を与えることができているのかどうかを、キャリア教育導入後の

彼らに関する調査などをもとに考察する。 

まず初めに、学校でのキャリア教育導入後の生徒の意識の変化について見ていきたい。株

式会社マイナビによって実施された「2020 年卒マイナビ大学生就職意識調査」では、2020

年 3 月卒業見込みの全国大学 3 年生、大学院 1 年生（調査開始時点）を調査対象に、「あな

たの『職業観』に最も近いものはどれですか」という質問を行った（株式会社マイナビ 2019）。 

 図 1 を見ると、卒業見込みの大学生の回答で「楽しく働きたい」と答えた割合は 2018 年

卒まで年々下がっていたが、2019 年卒からは 2 年連続で上がっていることが見て取れる。 

 

 

（出典）株式会社マイナビ（2019）より筆者作成。 

図１ 就職観の推移 
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この上昇率はほかの 7 項目とくらべてもトップである。ここで、期待される能力の枠組みな

どが提示された 2002（平成 23）年を基準として考えると、初めてキャリア教育を小学校か

ら高校まで 12 年間通して受けた生徒が大学進学後に就職するのは 2018 年ということにな

る（浪人・留年した場合を除く）。これを踏まえると、2018 年卒から 2020 年卒にかけて年々

「楽しく働きたい」と答えた割合が増加していることは、表 1 で示したような、「将来設計

能力」で期待される「生きがい・やりがいがあり自己を生かせる生き方や進路を現実的に考

える」の成果が出ていると考えることはできないだろうか。 

 次に、大学卒業後の離職率について考える。今日、大学卒業後の新卒離職率が、採用から

離職までにかけたコストが無駄になったり、離職により企業のノウハウが蓄積されにくく、

スキルの継承がしづらくなったりするなどの点からも問題となっているなかで、職業や進

路についてより深く慎重に考える機会を与えてくれる「将来設計」に関しての指導を含めた

キャリア教育は、大学新卒の離職率を改善させるためのひとつの案としても期待されてい

る（アセスメントラボ 2020）。しかしながら、厚生労働省によると、新規学卒就職者のなか

で大学卒の 1 年以内の離職率は、2016 年 11.4％、2017 年 11.6％、2018 年 11.4％、2019 年

11.6％、2020 年 11.6％と、先ほどと同じように 2018 年卒の前後で比較してみても、大学卒

の 1 年以内の離職率はほとんど変化していないことが分かる（厚生労働省 2021）。図 1 が

生徒の「意識」、そして上記で挙げたデータが実際の彼らの「行動」を示していると考える

と、キャリア教育での「将来設計」の指導は、彼らの「意識」を徐々に変えたという点では

影響を与えることができたと見ることができるが、実際の彼らの「行動」を見てみると、ま

だ機能しているとは言いがたい現状なのではないかと考えることができる。 

 

 

３．将来設計における「大学進学」という意識 

2020 年度の大学進学率が過去最高の 54.4％を記録したことからも分かるように、中学・

高校の段階で生徒が将来設計を行ううえで、「大学進学」という選択肢は切っても切り離せ

ないものとなっている（文部科学省 2020）。 

そこで、本節では、高校在学時の生徒の将来設計に関して、彼らがどれだけ大学への進学

を意識していたかを半構造化インタビューによる調査をもとにして見ていきたい。 

A1 さん、C4 さんは、「なぜ大学進学を選択したのか」という質問について、以下のよう

に述べている。 

 

A1：あー、やっぱり、その、行きたいとかいうよりかは、ある程度、その、人並みに勉

強ができると、大学に行けるんなら行かないともったいないみたいな感じだったと思

いますね。まあ、ふつうに流れに乗ってたっていうのがあると思うんですけど。（大学

に進学するのは当たり前という意識は）もう、めちゃめちゃありました。（中略）中学

受験をした時点で、そこの中学の同級生は、みんな、もう、しっかり人生の設計がされ
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てたというか、「僕は医者になりたい」とか、そういう人たちがいたんで、自分も、あ

ー、大学は、行くもんなんだなって感じで。気づいたら、もう、そうなってた感じでし

たね。自分は漠然と、勉強ちょっとできるし、ちょっとレベルの高い学校に行くかって

感じで入ったら、みんなは、大学に行って、この夢をかなえるために、この学校に来た

んだみたいな感じだったんで。そういうところですかね。（A1・男性・20 代・長崎県・

国立心理学系卒・製造業） 

 

C4：（大学進学が当たり前だという意識について）それはありました。（中略）もう周り

が一応進学校みたいな感じだったから。もうだいたいみんな、大学、短大とかに行く子

ばっかだったから、全員が。けん、もう、そうなのかなっていう感じで。（中略）（大学

進学以外の選択肢があったかどうかについて）それはまったくなかったです。（C4・男

性・20 代・九州地方・私立スポーツ学系卒・児童福祉関係） 

 

 上記で示すとおり、インタビューでは A1 さんも C4 さんもなにか明確な理由があったと

いうよりは、友人やクラスメイトなどの周囲の人間が行くので自分もそれが当たり前であ

り、ほかの選択肢は考えていなかったと答えている。 

 

C2：一応みんな進学する前提で（高校に）入ってきてるし、まあ、けっきょく周りの人

たちも全員、まあ、浪人したやつもいるかもしれないけど、進学はしてるから、基本的

には（大学進学の意識が高かった）って感じかな。高かったと（思います）。 

――大学進学が自分のなかで当たり前って思ってる層の生徒が集まってきてる高校っ

ていう……。 

C2：うん、たぶん、そう。（C2・男性・20 代・三重県・国立機械工学系卒・専門職学生） 

 

 また、C2 さんによると、実際に高校在学時には自分だけでなく周囲の人間にも「大学進

学は当たり前」というような意識があったという。 

 このように、将来設計の場において「大学進学」という選択肢を選ぶのが当たり前である

といったような風潮が高校全体にあることに関しては、「高等教育の大衆化（マス化）」が近

年さらに進行し、もうひとつ上の段階、すなわちユニバーサル段階へと進んだことが原因で

はないかと考えられる。 

マーチン・トロウ（Trow [1971] 1972＝1976）は、ナショナル・レベルの高等教育制度を

それぞれ基本的に性格を異にする 3 つの段階として、大学適齢人口中に占める学生の比率

が 15％までの段階をエリート型、15～50％の段階をマス型、そして 50％以上の段階をユニ

バーサル型に分類した。トロウ（Trow [1971] 1972＝1976）によれば、マス型高等教育シス

テムの段階では、エリート型との相違はその量的な部分だけではなく、生徒の進学動機、入

学選抜の機能、カリキュラム、学生集団の性格、大学の規模、教育方法、学生と教師の関係、
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大学の管理方法等々において質的な変化があらわれるという。そして、高等教育の機会は一

定の能力を持つものの「権利」とみなされる（Trow [1971] 1972＝1976）。 

日本の大学進学率は 1960 年代後半から 15％を超えマス段階に入り、2000 年代後半には

50％超えを記録し、ユニバーサル型へと移行し始めている（文部科学省 2020）。エリート型

からマス型への移行の際に高等教育の構造や目的、機能等が変化し、その機会が高校生の

「権利」とみなされはじめたように、マス型からユニバーサル型への移行の際も、単なる規

模の量的拡大ではなく、前者の転換と同様にその構造等が変化したはずだ。トロウがこの分

類を行った時点では、日本はまだマス型へと移行したばかりであり、ユニバーサル型でどの

ような変化が見られたかはあきらかにされていない。しかしながら、このトロウの主張と今

回のインタビュー結果から得た「大学進学が当たり前」になっている意識などを踏まえて考

えると、マス型からユニバーサル型への転換の過程で日本の高校生のなかで大学進学が「権

利」から「義務」へと変わっていったのではないだろうかと予想ができる。 

また、インタビューのなかでは、大学進学の理由に関して、明確な理由があるわけではな

いのだが、就職を考えたときに「大学に進学した方がいい」といったような理由で進学を選

んだ人もいた。 

 

A4：まあ、やっぱり親からも「大学には進学しとけ」って言われたのも、ありますし…

…。まあもともと……、まあ自分は双子なんですけど、双子の片割れは、商業のほうの

高校に行ってるんですよ。なんで双子の片割れは、もともと就職を視野に入れて、高校

を選んでるんで、自分はもうもともと進学校、もともと大学に行きたいって言って、高

校を選んでるから、もう大学に行くことは必然的だったんじゃないですかね。（中略）

義務とまではいかないですけど、自分がやっぱり親に言われてたのは「大学を進学しと

かないと、やっぱいいところに就職はできない」とか。まあそういったことは言われて

たと思います。（A4・男性・20 代・熊本県・公立政治学系卒・営業職） 

 

C3：まったくほかの選択肢を考えていなかったっていうのがいちばん大きいですね。

周りもみんな大学に行くってなってましたし、あんまりなりたい職業とかを考えたと

きにも、まあ当時からエンジニアとかそういう系に興味があるんじゃないかっていう

ふうに思っていたので。そうなってくると、情報系の専門学校とかも考えなかったわけ

ではないんですけれど、そこからいいエンジニアになった人がいるイメージがあんま

り湧かなかったので。まあそういう意味でも大学を出るのがふつうなのかなっていう

感覚でした。 

――そもそも大学進学が当たり前っていう意識があったっていうことですね。 

C3：そうなります。（C3・男性・20 代・福岡県・国立情報工学系卒・大学院生） 

 

 喜多村和之（1999）は、中等教育の普遍化、すなわち高校進学率の上昇により、高校への
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進学が実質的に準「義務教育化」してしまっているため、国民の教育の関心がその次の段階

である高等教育以降の機会に注がれているとしている。 

 また、イギリスの社会学者マイケル・ヤング（Young 1958）が造り出した言葉である「メ

リトクラシー」は、本来は「個人の業績（メリット）によって地位が決定され、生まれや身

分によってではなく能力と業績によって社会的な地位が諸個人に配分される」（Young 1958

＝1985: 250）という原理である。これを学歴と紐づけて考えると、「個人の業績＝努力して

手に入れた学歴や進学した先の大学」と解釈でき、大学に進学し、もっと言えばより高いレ

ベルの大学へ行くことが社会に出てよりよい地位に就くために必要不可欠であることを示

している。竹内洋(1995）は、「学歴は人々の『まなざし』のなかで『プライド』や『貴種』

として作用しており、有名大学を卒業していることは、人々の『まなざし』のなかで『人間

としての基本的価値が高い』ことや『社会的毛なみの良いこと』、『貴種』であることを意味

する」（竹内 1995: 89）と述べているが、現代の日本でもこのように学歴が社会的な価値基

準となるといったような考えが浸透していることがインタビュー調査からもあきらかにな

っている。 

 さらに、喜多村（1999）は日本社会の大学進学志向について、次のように述べている。 

 

新卒採用・学歴別待遇による雇用慣行が根づよく存在し、大学がその他の教育機関に比

べて社会的威信や資源の圧倒的部分を独占していた日本社会では、若い世代に大学進

学を強いる社会的圧力は極めて強く、青年層の大学進学は継続的な上昇傾向をたどっ

てきた。この国民の大学教育機会の拡大を求める要求を示すために、いずれの産業社会

でも 1960 年代においては高等教育制度の規模拡大と機能の多様化が推進されたが、日

本では学校教育の延長としての大学拡大という形で進められてきた。それは教育の機

会均等化を名目上の制度的画一化（大学という、実態的には水準も多様で共通性は「大

学」という名称にしかすぎないが、タテマエ上は同等とみなされ、共通の名称及び形態

を持つ機関）によって達成しようとするものであった。（喜多村 1999: 107-8） 

 

 ここまで、中高生が将来設計をするにあたって「大学進学」が欠かせないものになってき

ていると述べてきた。では反対に、どのような生徒が将来設計において「大学進学」という

選択肢を選ばないのかにも焦点を当てていきたい。 

 高校生が卒業後に大学に進学しない理由に対してのイメージとしては、学力を除くと主

に家庭などの経済的なものと考えるのが一般的ではないだろうか。しかしながら、長谷川誠

（2012）は自身の調査で、近年の生徒が「大学進学」を選択しないのは単純に経済的な事情

だけが理由というわけではないという見解を持っている。長谷川（2012）によると、あるい

くつかの高校の生徒を対象としたアンケート調査で、大学に進学しないことを選択してい

る生徒 81 名へ「高校卒業後、すぐに一流大学に進学できるとしたらどうしますか？」とい

う質問をしたところ、全体の 88.9％である 72 名の生徒が、それでも大学に進学しないと答
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えたという。この 72 名のうち、「勉強が苦手」「大学にまったく興味がない」といった、そ

もそも学習や進学に興味がないといったような意見が一番多く、その次に多かったのは「自

分のやりたいことを重点的にしたい」「目標の資格を取得するのに大学は必要ない」といっ

た、学習する意欲はあるが、大学の必要性を感じられないといった意見だった。また、同じ

生徒に「大学が無償化（無料）になれば進学しますか」と聞いてみると、58 名（71.6％）が

「いいえ」と答えており、この 2 つの結果を見ても、生徒が大学進学を選択しない要因が経

済的なものだけではないということがわかるだろう。実際に長谷川（2012）が同時期に行っ

たインタビュー調査での高校生の意見の例としては、「大学は自分がやりたいこと以外のこ

ともしないといけない」などの言葉があった。これらの調査結果に関して、長谷川は論文内

でも「彼ら自身が将来を見据えるなかで、希望する職業に就くための過程において、大学進

学が特別必要なものではないと考えていることを示している」（長谷川 2012: 46）と述べて

いる。 

このように、上記の調査結果を踏まえると、将来設計において「大学進学」を選択しない

のは、自分が将来やりたいことやすでに希望している職種などが決まっている生徒が多い

ことが見て取れた。 

 

 

４．将来設計と不本意感との関係性 

 前節では、将来設計をするにあたって「大学進学」という選択肢が、生徒にとってよりよ

い社会的地位を得るために当たり前になっているという現状を、先行文献やインタビュー

調査で得たデータをもとにあきらかにした。また、長谷川（2012）の調査から、「大学進学」

を選択しなかった生徒のなかには、将来設計で希望する職業や進路設計をすでに決めてい

るものが多かったということを示した。 

 今節では、これまで述べてきた中高生の将来設計についての意識をもとに、これらがどの

ように不本意入学と関わり合っているのかをインタビュー調査で得たデータを参考にしな

がら見ていきたい。 

 これまでの調査や前節までに述べてきたことをもとに考えると、進路が多様化する今日

でも「大学進学」を選ぶ高校生たちは、なにか明確な将来設計のプランがあるというよりは、

まだプランが決まってないからこそ、社会的地位をよりよいものにするためにまずは「大学

に進学しなければならない」といったような考えを持っていることが分かった。これらを踏

まえると、明確なプランがないままで大学に進学する生徒は、大学で自分のやりたいことを

見つける場合が主であると考えられる。これはつまり、逆に言えば、高校の時点で将来のプ

ランを持っている生徒は、自分が志望した大学に進学することこそがプランのひとつであ

り、そこから自分の将来の仕事などにつなげようとしているのではないだろうか。このこと

と、将来設計と不本意入学という 2 つのテーマに焦点を当ててみると、「高校の時点で将来

設計のプランを立てていた生徒ほど、第 1 志望の大学に入れなかったときの不本意感は強
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いのではないか」というひとつの仮説を立てることができる。将来設計をするにあたって、

高校の時点でプランを持っている生徒は、第 1 志望の大学に進学し、そこで学ぶ、またはそ

こに入学したといういわゆる「学校歴」を獲得することで、そのプランを完遂しようとする。

しかしながら、そこで第 1 志望の大学への進学に失敗してしまうと、将来設計のプランは崩

れてしまうだろう。そうなると、先ほど述べた「明確なプランがなく、大学に進学したのち

に将来の仕事などを見つけようとする」生徒よりも、彼らのほうがより不本意感を感じるの

ではないだろうか。この仮説に関して、インタビュー調査で得たデータをもとに分析してい

きたい。 

 今回の調査に協力してくれたインフォーマント 16 名のなかで、高校時点で将来に対する

おおまかなプランを持っているかどうかで区別すると、プランを持っていたのは 11 名、ど

ちらかというと持っていなかったのが 5 名だった。 

 ここで、ある程度将来に関してのプランを持っていた 11 名の不本意感に注目する。A6 さ

んは、高校時の将来のプランがあったか否かという質問について以下のように答えている。 

 

A6：あー、でも、なんか、出版社にずっと入りたくて。なんか、メディア系の仕事をし

たかったんですよ、ずっと。で、なんか、マンガが好きだったので、東京のなんだろう、

＊＊社（東京都の出版社①）とか＊＊社（東京都の出版社②）みたいな、出版社に行き

たくて、だったかもしれないです。（中略）卒業して、まあうちの大学からだと出版社

ぜったい受からないって言われて。教授とかにも。で、まあ、一応、受けたんですけど

けっきょく名前でけっこう落とされて。履歴書だけでけっこうだめで、でも、その新聞

社だったらいけるみたいなことを言われて。（A6・女性・20 代・広島県・私立国際系卒・

メディア） 

 

 A6 さんは、高校までの段階で、将来行きたい会社があるなどのように具体的な将来のプ

ランを持っていたが、第 1 志望の大学に行けなかったことにより、そのプランを達成するこ

とが叶わなかったと語っている。また、第 1 志望ではない大学に入学することとなったとき

の不本意感についても次のように語っている。 

 

A6：まあ行きたい大学っていうか、目もつけてなかった大学やったんで。行きたくは

なかったですけど（笑）。うーん浪人がしたくなかったのもあるし、不本意、んー。ま

あそこしか行く大学がなかったから、そこに行ったっていう感じです。（中略）何個か

滑り止め受かってたけど、もうそこ（A6 さんの出身大学）ぐらいしか行けねーって思

ったっていう感じはあります。（中略）いや、（入学時点での A6 さんの出身大学への魅

力は）まったくかもしんない（笑）。（中略）（卒業時の不本意感について）うーん、ま

あ最初よりはたしかに（払拭されたかも）。入学時よりかは解消されたかもです。 

――完全に払拭はされなかった。 
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A6：そうですね、いまでもまだあれかもですねめっちゃ。そんなに若干気にはしてる

かもです。（A6・女性・20 代・広島県・私立国際系卒・メディア） 

 

 このように、A6 さんは将来設計をするにあたって目もつけていなかった大学に入学する

ことになったことに、不本意感を感じるだけでなく、魅力もあまり感じなかったという。ま

た、卒業後も完全に不本意感を払拭することはできなかったと語っている。 

 次に、A6 さんほどの具体性はないが、おおまかな将来設計のプランを持っていた場合で

ある。 

 

B4：ああ、そうですね。就職、まあ一応大学行って就職してっていうのはもちろん考え

ていましたけど。当時はちょっと、なんか、研究者とかなるのもいいのかなと思ってた

りもしたんですけど。（B4・男性・20 代・福岡県・国立応用化学系卒・生産技術職） 

 

B4 さんは、具体的にではないが、大学に入学する前に将来の職業についてのおおまかな

プランは持っていたという。また、不本意感については次のように語っている。 

 

B4：（略）まあ、一応やっぱり、まあ浪人したときにめざしてたのが九州大学だったの

で。まあ、受ける。んー、なんていうんですかね。やっぱり受けるつもりだったところ

がとつぜん、センター試験の結果を見るとやっぱり厳しいんじゃないかというふうに

なったときに、（B4 さんの出身大学は）一応第 2 志望だったので、んー、まあ、そこ、

そうですね。まあ、一応第 1 希望ではなかったっていうところで。（中略）（大学卒業時

に不本意感が残っていたかについて）そこはもう、いつまでもずるずると嫌な気持ち引

きずってもしょうがないので。まあ、わりと早い段階で割り切って、まあがんばれてた

かな、とは思いますね。（B4・男性・20 代・福岡県・国立応用化学系卒・生産技術職） 

 

 このように、B4 さんは第 1 志望の大学に進めなかったという不本意感は当初あったもの

の、早い段階で切り替えることができたという。これは将来設計がそこまで具体的ではなか

ったからではないかと考えられる。 

 ここまでは、将来設計に関して高校までの時点でプランを持っていた場合の例を挙げて

きたが、では逆に明確なプランがなかった場合はどうだろうか。 

 

A3：（大学進学に関して）まあ、親から、「行ってみたら」みたいに言われたからですか

ね。で、（大学）行って、まあ大学生活してて、うん。「なんか違うな」って毎年思いつ

つも。なんとなーく。（中略）（行ってみても気持ちが）変わらなかったっていうか、変

わるかなあ、と思って最初期待してたんですけど。やっぱり、んー、とくに、魅力もな

く。まあ、もともと、なんかやりたいこともなかったからとりあえず（大学に）行って、
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やりたいこと探して、みたいな感じで。（中略）不本意っていうよりも、もう、高校、

大学、っていう時点で、不本意じゃないですし、（志望大学に）行けなかったのは……、

うーん、自分のせいではあるし、まあ、行きたかったとこに行けなかったのは、そこは

自分のせいであって、そこをあきらめたのも自分だから、まあ、不本意ではないかもし

れないですけど。（A3・男性・20 代・山口県・私立薬学系中退・建設業） 

 

A4：（高校時点での将来のプランについて）いや、まったくなかったですね。まったく

なかったからこそ、やっぱり大学に進んで、なにかしら大学で見つけられたらいいなー

と思いながら大学に進んだと思います。（中略）（出身大学の）魅力はとくになかったん

じゃないですかね。まあ一人暮らしができるぐらいじゃないですか、魅力は。（中略）

（大学入学後にやりたかったこと）は、とくにないです。（中略）ぜんぜん、（気持ちの

切り替えは）余裕でできました。（落ち込みとかは）ぜんぜんないです。もう、どっち

みち（不合格だったことを）考えたって仕方がないんで。すぐ切り替えれたと思います

よ。ぜんぜん、大丈夫でした、そこは。（A4・男性・20 代・熊本県・公立政治学系卒・

営業職） 

 

このように、A3 さん、A4 さんはともに高校卒業までの時点では特にやりたいこともな

く、大学でやりたいことを探すつもりだったと語っている。また、両者の大学入学時点での

不本意感に注目して見ると、先ほど挙げた 2 人よりも不本意感は薄いという印象があった。 

 上記で挙げた、高校在学時点での将来設計に関する各インフォーマントの発話を踏まえ

て、先ほどの「高校の時点で将来設計のプランを立てていた生徒ほど、第 1 志望の大学に入

れなかったときの不本意感は強いのではないか」という仮説について考えてみる。インフォ

ーマントには高校在学中に具体的なプラン設計までしていた人からおおまかに考えていた

人、またまったく考えていなかった人まで、それぞれの具体性には違いがあったが、各々の

不本意感に注目してみると、やはり具体的プランを持っていた人ほど不本意感が卒業後ま

で払拭されることはなく、将来設計についてあまり考えていなかった人はそれにくらべて

不本意感がそこまで残ることはなかった。 

 

 

５．まとめ 

 これまで、本稿では高校までに生徒がどのように将来設計を行っていたのかについて注

目するとともに、彼らが将来設計を行ううえで影響を受けたであろう、近年の大学進学に対

する世間の意識にも触れ、その将来設計が大学不本意入学者の不本意感にどういった影響

を与えていたのかについて、実際に半構造化インタビューで得た情報をもとに考察を進め

ていった。 

 第 2 節では、学校でのキャリア教育が生徒の将来設計にどう影響したのかについて過去
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の統計調査をもとに触れ、キャリア教育が彼らにどう影響を与えたのかについて説明した。

中学・高校におけるキャリア教育をもとにした指導により、中高生は授業などを通して自分

の将来について考える機会を導入以前よりも与えられるようになった。しかしながら、実際

の大学新卒者の離職率などのデータを見てみると、キャリア教育導入の前後をくらべてみ

てもあまり変化はなく、キャリア教育が生徒の「意識」を変えてきた一方で、まだ彼らの「行

動」を変えているところまで機能しているとは言いがたい現状を示した。 

 第 3 節では、中高生の将来設計において、大学進学がどういった意味合いを持つのかをい

くつかの先行文献とともに示した。大学進学率が 50％を超えた今日では、「大学進学が当た

り前だ」という準「義務教育化」のような世間の見方も相まって、「大学進学」は中高生の

将来設計と切っても切れないものとなっているとともに、そういった状況下であえて「大学

進学」を選ばない生徒の多くが明確にやりたいことが決まっているということを指摘した。 

 第 4 節では、「将来設計」と「不本意入学」という 2 つの観点から仮説を立て、インフォ

ーマントの発話をもとにその仮説を検証し、高校時点での将来設計が具体的であるほど入

学大学に不本意感を感じやすいということを示した。 

 また、将来の職業やプランについて大半の生徒は明確には決めきれていないことが多く、

周りが進学するからまずは自分も大学に進学し、それから将来の職業やプランについて考

えるという点も大学に進学するひとつの目的であることを、インタビュー調査での発話を

もとに確認した。しかし、生徒たちは中高時代のキャリア教育の指導により、大学入学前に

自分の将来を明確に意識することを学んでいた一方で、その将来像が具体的であるほど、志

望大学への進学失敗などでそれが達成されなかった場合に、入学大学に対してより強く不

本意感を感じてしまうケースも、本調査では見受けられた。 

このように、学校での早期からのキャリア教育は、生徒に自分の将来について意識させる

ことで、彼らの将来の具体像をはっきりさせ、それに対して適切に取り組むための十分な時

間を確保できるという点では有意義であるが、そのプランが自分の想定どおりにいかなか

った場合に、そのプランをより具体的に長期間考えていたがために、希望が叶わなかったこ

とへの不本意感や失望感が大きな反動としてかえってくるという懸念もある。キャリア教

育の導入によって、早いうちから自分の将来を考える機会を中高生は与えられたが、そこで

考えた将来設計のプランがうまくいかなかった場合の彼らへのサポートや、うまくいかな

かった場合にどう対応するかなどの指導はまだ十分とは言えないだろう。 

近年、文部科学省は、キャリア教育において第 2 節で示した「4 領域 8 能力」を「基礎的・

汎用的能力」と改め、そのなかでは「課題対応能力」と「自己管理能力」の 2 つがポイント

として示されている（文部科学省 2011）。このうち、「自己管理能力」のほうは以前までの

4 領域 8 能力ではまったく焦点化されていなかったものであり、ここが「基礎的・汎用的能

力」の大きな特徴であるといえる。文部科学省（2011）によれば、この能力は「例えば忍耐

力やストレスマネジメントなども重視するものである」（文部科学省 2011: 23）と説明され

ている。他方で、「課題対応能力」については、4 領域 8 能力のときには「課題解決能力」



116 

 

といった表現をされており、表現を微妙に変えただけのものとなっている。しかしながら、

伊東毅（2020）によると、もともとの「課題解決能力」という表現であれば、問題を克服し

ていくという能動的なニュアンスがあるのに対し、「課題対応能力」となると、課題は動か

しがたい前提で、それになんとか対応していこうという受動的なニュアンスを感じ取れる

という。続けて、伊東（2020）は「課題対応能力」と「自己管理能力」がともに今ある環境

を是として受け入れ、自分をそれに合わせることによって物事を進めていくという適応主

義的色彩の強いものであると指摘している。 

上記のように、文部科学省は、キャリア教育を改正し、生徒たちに適応主義的な能力を身

につけさせることをポイントとして示してきた。しかしながら、本当に重要なのはこのよう

な受動的な能力獲得のための指導というよりも、先ほども述べたような、志望大学への進学

が叶わなかったりすることで将来設計に不安を覚える生徒へのサポートやケアであると本

稿では指摘したい。キャリア教育という指導指針が自分の将来設計をうまく実現できなか

った生徒のサポート・ケアの方法を指し示し、それを学校全体で実施することが、本来有意

義であるはずの早期からの将来設計が生徒たちに不本意感を感じさせてしまうのを緩衝し

てくれるのではないだろうか。 
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はじめに 

 

 

 近年、就職活動においては、企業が個人の内面性（人物）を重視すると謳う一方で、大学

名によって就活生を差別する「学歴（学校歴）フィルター」が問題となっている。これは日

本社会の「学歴主義」的な側面を示すものであるともいえるだろう。以上をふまえて、第Ⅲ

部では、大学不本意入学者の就職活動における経験に着目する。以下、各章の概要は次のと

おりである。 

 第 7 章「不本意入学による就職への影響」では、大学への不本意入学が、当人の就職活動

にどのような影響をもたらすのか、その内実について分析する。また、それに伴い、就職活

動という場において、なぜ「学歴」は一種の選考基準として用いられるのか、その背景につ

いて考察する。 

 第 8 章「学歴のもつ意味」では、不本意入学者の就職活動経験に照らしつつ、社会におけ

る学歴の必要性や重要性についてさまざまな認識が存在する理由と背景を分析する。そし

て、学歴に関する多様な認識があるなかで、現代の日本社会における「学歴の意味」はどの

ようなものであるかをあきらかにする。 

 第 9 章「不本意入学者の不可視性」では、学生を大学名のみで評価するという学歴主義

が、不本意入学の経験、ひいては不本意入学者の存在そのものを見えにくくしているという

仮説を立て、これを検証する。さらに、学歴主義がとくに顕著になる場面として就職活動に

注目し、企業の採用方式が「学歴」にどのような意味を与え、不本意入学者にどのように作

用しているかについても考察する。 

 以上、就職活動というフィルターを通して、日本社会における学歴の位置づけをあきらか

にしたい。 
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第 7章 不本意入学による就職への影響 

―「学歴による選考」と「気力の低下」― 

 

胡子 和樹 

 

 

１．はじめに 

 2021 年 12 月、就職情報会社「マイナビ」によるメールの誤送信が、ニュースとして話題

に上がった。この件が注目された理由は、そのメールのタイトルに、就活生を大学名で線引

きしていたとみられる内容が含まれていたからである（鎌田ほか 2021）。大学名に応じて就

活生の扱いに差をつけるという、いわゆる「学歴（学校歴）フィルター」を設ける企業が一

部で存在することは以前から察知されていたが、その存在が表立つこととなった。 

 出身大学名に基づいて、就職活動に関する機会や待遇が左右される。この学歴フィルター

の事例からも推測できるように、今日において、大学と就職という 2 つの事象には、深い結

びつきがあるように思われる。そのような両者の密接な連関をふまえると、今回の調査テー

マである大学への「不本意入学」は、当人のその後の就職活動に影響を及ぼすことがあるの

ではないかと筆者は推察する。 

 そのような推察のもと、本稿では、大学への不本意入学が就職に及ぼす影響について、実

際に不本意入学を経験したインフォーマントの声をもとに分析する。はじめに、第 2 節で

は、不本意入学者が「学歴による選考」によって就職に難を感じうることを、今日の就職活

動の内実を分析することによってあきらかにする。続けて、第 3 節では、学歴という指標が

なぜ就職活動の場において重視されるのか、その背景について考察を行う。最後に、第 4 節

では、学歴が直接的な要因となる以前に、そもそも不本意入学者は、不本意入学そのものか

ら生まれる「気力の低下」によって、就職活動に難を感じるケースをとりあげ、その背景に

ついて考察を行う。 

 

 

２．学歴による選考 

１）学歴が職業を規定する社会 

 第 1 志望の大学へ入学するか、第 1 志望ではない大学へ不本意入学するかによって、当

人の学歴は異なってくる。たとえば、ある人が、かねてより志望していた A 大学に入学・

卒業したとき、その人は「A 大学卒」という学歴を得る。ところが、A 大学に入学すること

がかなわず、あえなく B 大学に入学・卒業したとき、その人は「B 大学卒」という学歴にな
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る。 

このことをふまえると、不本意入学が就職に及ぼす影響として、次のようなケースが考え

られる。すなわち、不本意入学したことによって、当人が思い描いていた学歴に相違が生じ、

それが原因となって就職に支障が生じる。先の例に照らして言えば、「A 大学卒」という学

歴ではなく、現実として「B 大学卒」という学歴であることにより、就職がうまくいかなか

ったというケースである。 

そのようなケースが実際にありうることを、比較的容易に想定できる理由は、学歴は就職

の有利・不利を決めるひとつの要因であるという考えが、わたしたちのあいだで一般的に共

有されているからである。苅谷剛彦によれば、戦後の日本社会は、学歴がその人の職業的地

位を規定するという、いわゆる「学歴社会」であるとの見方が、もはやわたしたちの常識に

なっているという（苅谷 1995: 108-9）。実際に、今回の調査においても、次のように語るイ

ンフォーマントが多く見受けられた。 

 

C3：まあほかの大学……、旧帝大学だったり、まあ名の知れた大学……全国にいくつか

あると思うんですけれど、そういうところだったら、まあ漠然とですけど、けっこう就

活するときとか、この先も安泰なんだろうなみたいな考えはあって。（C3・男性・20 代・

福岡県・国立情報工学系卒・大学院生） 

 

C2：そう、ですね。まあ、就活したら、とくにそう思う、（レベルが）上なら上のほう

がいい、とは思うけど。まあ、そのころはね、（就活のこと）わかんないから、まあ、

とりあえず（レベルが）上（の大学）めざしときゃ、潰しが効くじゃないけど、まあ、

下から上にはいけないけど、上から下にはいくらでもいけるから、っていうのもあった

かな。（C2・男性・20 代・三重県・国立機械工学系卒・専門職学生） 

 

 就職活動においては、偏差値の高い大学や著名な大学の出身者であるほど、有利なポジシ

ョンに立つことができる。このような考えを C3 さんや C2 さんが抱く背景には、学歴はそ

の人の社会的地位を左右するという通念の存在が認められるだろう。苅谷の言うように、日

本は学歴社会であるとする見方は、たしかにわたしたちの「常識」になっていることがうか

がえる。 

 

２）人物という指標 

 しかし、学歴が不十分であるがゆえに就職に支障が生じること、言い換えれば、学歴が就

職における採用・不採用の選考に影響することは、本当にありうるのだろうか。というのも、

企業が学生に対して求める要素は、近年変わりつつあるというのだ。社会学者の中島弘至は、

次のように指摘する。 
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近年、企業や社会が（学力以外の）能力を学生に求めるようになった。いわゆる職業人

としての基礎能力である。中央教育審議会では学士課程教育の転換を大学に要請して

いる。〔中略〕他にも社会人基礎力（経済産業省）や就職基礎力（厚生労働省）などの

定義もあり、こうした新たな能力重視の傾向はグローバルに展開されている。（中島 

2018: 58） 

 

近年の企業は、学生に対して、学力（学歴）よりも能力を要求する傾向にあるという。能

力とは具体的になにを指すのか、先に出てきた「社会人基礎力」を例にみてみよう。経済産

業省が公表している資料によれば、社会人基礎力とは「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チ

ームで働く力」という 3 つの力の総称である。この 3 つの力は、それぞれさらに細分化され

ており、たとえば「前に踏み出す力」は主体性や実行力、「考え抜く力」は課題発見力や計

画力、「チームで働く力」は規律性やストレスコントロール力などの要素から成り立ってい

る（経済産業省 2018: 2）。この社会人基礎力が、社会に進出して働くうえで重要になること

は、たしかにイメージしやすいだろう。 

一方で、この社会人基礎力が、必ずしもその人の学歴に比例するわけではないことは、あ

きらかである。学歴が高いからといって、主体性や実行力、あるいは課題発見力や計画力が

備わっているとは言いがたい。ましてや、規律性やストレスコントロール力について、学歴

と相関関係を見出すことは困難である。このような側面が、学歴からは推し測れない側面で

あるからこそ、たとえば就職活動の面接という場においては、その人の性向を探るべく、長

所や短所、学生時代にがんばったことなどといった、内面に迫る質問がなされるのである。 

以上のように、企業は、その学生が背負っている学歴よりも、いわゆるその人の「人物」

を重視する方向へシフトしているという。この人物という指標の存在が認められる今日、そ

れでもなお、学歴は就職における採用・不採用を左右するほどの影響力を持っているのだろ

うか。 

 

３）学歴で落とされること 

 結論から述べると、現在の就職活動においても、けっして人物一辺倒などということはな

く、学歴に基づいた選考が行われていたという声が、今回のインタビュー調査において見受

けられた。現在、公務員として働かれている C5 さんは、学歴の効果に関する話のなかで、

次のようなエピソードに触れている。 

 

C5：大学に入ってとくに就活、民間で就活をする友達を見て、Web でエントリーする

ことが多いと思います。で、そこで大学に入れたときに東大で入れれば面接の枠がたく

さん空くのに、一般の私立大学で入れると面接の枠がまったくないっていうストーリ

ーはたぶん聞かれたこともあると思います。そういった点でひじょうに大学の名前、ネ

ームバリューとかブランドでふるいをかけられるんだなと強く感じました。（C5・男性・
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20 代・九州地方・法学系卒・公務員） 

 

 民間企業における就職活動では、就活生が企業にエントリーすることから始まるのが一

般的である。具体的には、就活生が、関心のある企業に向けて、自身の履歴書やエントリー

シートを提出する。企業は、履歴書やエントリーシートを受けとってから、実際に面接の場

を設ける1。すなわち、就活生は、エントリーという段階を経てはじめて、面接という次の

段階へ移行することができる。 

 C5 さんが言及しているのは、このエントリーの段階において、学歴に応じた選考が行わ

れているということである。エントリーの募集フォームにて、出身大学を入力する欄に「東

京大学」の名前を入力すれば面接の枠が空くが、一般の私立大学の名前で入力するとまった

く空かない。このエピソードは、その企業が、より偏差値の高い大学、あるいは全国的に名

の知れた大学の出身者に、優位性を見出しているという現実を示している。 

 また、同様の話題が、別のインフォーマントからも得られた。現在、会社員として働かれ

ている A4 さんは、次のように語る。 

 

A4：うーん。なんか、ふと、いつかな。こないだ、なんかの画像じゃないな、動画かな

んかを観たときに、いまちょうど就職活動をしてる子たち？のなんか、そういうグルー

プ、LINE でグループがたぶんつくれるんですかね。そんときの会話の一部、トークと

かがあって、要は商社、大手商社をめざしてる子たちのグループで、なんだったっけな、

その大学名とかをこう、募集フォームに入れて、申し込もうとすると、もう日程がぜん

ぶ満席です、みたいなのが出るっていう会話があって。で、実際に行けた子たちもいて、

その説明会に。で、説明会にいざ行ってみると、人はめちゃめちゃ少ないみたいな。け

っきょく、そういうので判断されてるみたいな。実質もう大学で選考されてるやん、み

たいなっていう会話、その LINE の会話を見たときに、やっぱりそういうのあるんだな

ーとは思いましたね。（A4・男性・20 代・熊本県・公立政治学系卒・営業職） 

 

 企業の説明会に参加するために、大学名などの情報を募集フォームに入力して応募する

が、すでに満席であると伝えられ、説明会に参加できない。しかし、実際の会場は、席が埋

まっている状況ではなく、むしろ参加者は少ない。満席であるというのはまったくの嘘であ

り、本当は、募集フォームに入力された大学名などの情報から、参加できる人間があらかじ

め選別されているのではないか。真相は定かでないが、そのように疑われる事態が、就職活

動の場において生じているという。 

 注目すべきは、C5 さんの発話で出てきた「エントリー」も、A4 さんの発話で出てきた「説

明会」も、まだ面接の前の段階であるということである。というのも、前項で述べたように、

企業は、おもに面接において、その人の人物を探り、就活生は、それに応えようと、自身の

                                                        
1 近年では、これら一連のやりとりがしばしばウェブサイト上で行われる。 
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人物をアピールする。しかし、いまみてきた事例のように、学歴によってエントリーや説明

会の段階で落とされる就活生は、面接という次の段階に進むことができないため、当然自身

の人物をアピールすることもできない。言い換えれば、人物が重視されるまでも、学歴と人

物が比較考量されるまでもなく、そもそも人物をアピールする機会そのものが剝奪され、学

歴のみによって落とされるのである。この点において、選考に及ぼす学歴の影響は、ときと

してきわめて強いものであるといえる。 

 ここまで、就職活動で学歴による選考がなされている実態を見聞したというインフォー

マントの声をとりあげてきたが、実際に、自身の就職活動において、学歴による選考を経験

したというインフォーマントも見受けられた。 

 

A6：あー、でも、やっぱり履歴書で、学歴フィルターじゃないですけど、わたしの履歴

書がすごい悪かったって可能性もありますけど、もうその面接に行く前に落とされる

みたいなのは（あって、）東京の出版社はほぼ（そうした履歴書のみによる選考）でし

たね。（A6・女性・20 代・広島県・私立国際系卒・メディア） 

 

A6：卒業して、まあうちの大学からだと出版社ぜったい受からないって言われて。教

授とかにも。で、まあ、一応、受けたんですけどけっきょく名前でけっこう落とされて。

履歴書だけでけっこうだめで、でも、その新聞社だったらいけるみたいなことを言われ

て。もともと教授が新聞社記者だったんで、あ、アナウンサーか、アナウンサーやった

んで、あのー、記者だったらまだそのネームバリューじゃなくて、関西の会社やったら

いけるかも、って言われて。新聞記者めざしたんですけど、1 回。でも、けっきょくぜ

んぶ落ちちゃって、フリーペーパーの会社の営業と編集やって、その後出版社に転職し

たって感じです。（A6・女性・20 代・広島県・私立国際系卒・メディア） 

 

 かねてから出版社への就職を志望していた A6 さんは、履歴書を送付しただけで、面接を

実施することなく、不採用を通知されたという。履歴書は、その人の「人物」を表すものと

いうより、その人のプロフィール、おもに学業や職業の経歴を示すものである。この点にお

いて、履歴書の書き方が悪かったという可能性もありうるが、おそらくは履歴書に記載した

学歴で判定されたのではないかとA6さんが感じるのも無理はない。先にみた事例のように、

面接という段階に移行することなく、その前のエントリーという段階で、学歴による選考が

なされたのである。 

 以上のように、今日の就職活動では、人物という指標の存在がありつつも、ときとしてそ

の人の学歴は考慮され、ましてや考慮という程度にとどまらず、それ自体が単一で選考基準

となり、採用・不採用を決定するほどの強い力を持つ。学歴が就職に支障をきたすことは、

たしかにありうるのだ。 
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４）隠された学歴選考 

 ちなみに、学歴がきたす就職への支障は、けっして「学歴で落とされる」というかたちだ

けで発現しない。今回の調査で挙げられたのが、次のような事例である。 

 

――国家公務員自体は受けられなかったんですか。 

A5：えっと、結論としては受けてなくて……。たまたま高校のときの知り合いに国家

公務員の人がいて、話聞いたら、「たぶん＊＊大学（A5 さんの出身大学）だったら受

けても学歴で落ちるよ」みたいな感じやったんで、無意味なことはやめようみたいな感

じでしたね。（A5・男性・20 代・愛知県・私立法学系卒・銀行員） 

 

――就職活動で職業を選ぶときに、大学名が影響したり、学歴が影響したということは

ありましたか。 

A4：うーん。少なからずあったと思いますね。やっぱり、自分の友人、高校のときの親

友ぐらいの仲のいい友達がいて、その子は筑波（大学）に行ったんですよね。で、就職

活動、自分はほら、その子と 1 年遅れて就職活動してるんで、そのいろいろアドバイス

をもらってたときに、その、まあ商社をめざすって決めた以上、本来であればいい商社

にやっぱ行きたいじゃないですか？ もう大手有名どころ？ で、その友人にそれを

相談したら、やっぱり、あの、正直、やっぱりその、大学の学校名でほぼほぼ落とされ

る。やっぱりその、でかいところ（大手企業）ほど、募集要項とかがすごい来るから、

基本（的に）大学名で、ほぼほぼ落とされるから、っていう現状を聞いて、ハナッから、

だからそういう大きいところ（大手企業）は受けずに。地方とかの商社の会社を受けま

したね。（A4・男性・20 代・熊本県・公立政治学系卒・営業職） 

 

 国家公務員や大手企業など、社会的地位が高いとされる職業は、学歴が大きな選考基準と

なっている。そのような話を知人から聞いた A5 さんや A4 さんは、そもそもエントリーす

ること自体をとりやめるかたちで、その職に就くことを断念したのである。「学歴で落とさ

れる」という事例にとどまらない、「学歴であきらめる」という事例が、学生のあいだでし

ばしば生じているのである。 

 この事例の特徴は、それが当人のなかで自己完結的に行われているという点である。とい

うのも、先にみた「学歴で落とされる」という事例は、エントリーや説明会、あるいは面接

など、企業と就活生の相互的な場において、企業から就活生へ向けてなされる。一方で、こ

の「学歴であきらめる」という事例は、就活生自身が、自らの学歴と企業が要求している学

歴の差異を考慮し、「受けても学歴で落とされるだろう」という判定を自分自身に対して下

すのである。この事例においては、学歴に応じた選考が、企業と関与することなく、自分か

ら自分へ向けてなされているのである。 

 さらには、次のようなことが言える。すなわち、「学歴で落とされる」という事例は、日
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本社会が、学歴によってその人の職業的地位が規定される社会、つまり学歴社会であるとい

う事実に起因している。しかし、「学歴であきらめる」という事例は、これと同様でない。

「受けても学歴で落とされるだろう」というように、自分から自分へ向けて選考がなされる

この事例は、実際に日本が学歴社会である事実というよりも、当人が日本社会は学歴社会だ

という認識を抱えている事実に起因している。現実として日本が学歴社会であるかどうか

を問わず、日本社会は学歴社会であるといった認識が各人のなかで抱かれつづけるかぎり

は、「学歴であきらめる」ことがあるのだ。 

 

 

３．なぜ学歴は重視されるか 

１）学歴は努力の証である 

 では、就職活動の場において、学歴はなぜそれほど選考基準として用いられるのか。さら

に言えば、就職活動の場において、その人の学歴が示す価値とはいったいなにか。C3 さん

は、高学歴であることの優位性について、次のように述べる。 

 

C3：高学歴……というか学歴が高いっていうことは……まあ学歴が高いっていうだけ

で判断できるとは思わないですけど、まあ学歴が高いっていうのはそれだけ勉強して

きた証でもありますし、それなりの能力があるっていうひとつの証明ですから……ま

あ学歴差別っていう言葉もありますけど、学歴はその人ががんばった証なんだから、差

別とかじゃないんじゃないかっていう考えもありますね。（C3・男性・20 代・福岡県・

国立情報工学系卒・大学院生） 

 

C3 さんは、学歴はその人の「がんばった証」、すなわち努力のあらわれであると語る。実

際に、努力が学力の大きな規定要因になりうることは、あきらかにされている。表 1 は、

2002 年に実施された学力調査から、小学 6 年生の学習時間と平均正答率の関係を表したも

のである（耳塚ほか 2003: 23）。 

 

表 1 学習時間別にみた平均正答率（小学 6年生） 

学習時間 正答率（％） 

15 分まで（232） 73.3 

30 分まで（264） 80.1 

1 時間まで（300） 83.1 

1 時間以上（121） 86.8 

合計（917） 80.2 
 

（注）（ ）内は有効回答数。 

（出典）耳塚ほか（2003）をもとに筆者作成。 
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たとえば、自宅での学習時間が「15 分まで」に該当する児童は、計 232 名であり、彼ら

の平均正答率は 73.3％である。順にみていくと「30 分まで」は 80.1％、「1 時間まで」は

83.1％、「1 時間以上」は 86.8％という値を示している。自宅での学習時間が多い児童ほど、

高い正答率が認められる傾向にあり、学習時間が「15 分まで」と「1 時間以上」の児童のあ

いだでは、平均正答率に約 13％の差が生じている。努力すればするほど学力が身につくこ

と、学力はその人の勤勉さを端的に示していることが推察できる。 

そうであるならば、高学歴という肩書きが、膨大な努力の積み重ねを意味していることも

また理解できるだろう。たとえば「東大卒」という学歴は、いったいどれほどの努力を反映

しているのだろうか。文部科学省の統計資料によれば、平成 31（2019）年度の大学（学部）

入学志願者数は、673,844 である（文部科学省 2021a: 58）。一方、東京大学が公表している

資料によると、同年の東京大学の一般入試における募集人員は、全 6 学科あわせて 2,960 人

であった（東京大学 2018: 2）。わかりやすくするために、ここでは仮に、東京大学に設置さ

れている全 6 学科が国内でもっとも高い偏差値をとる2、すなわち日本では東京大学へ入学

することがもっとも難関であると仮定してみよう。すると、東京大学へ入学するためには、

大学（学部）入学志願者数のうち、上位約 0.4％に位置するだけの学力を身につけていなけ

ればならないことになるのだ。C3 さんが述べるように、学歴が高いということは、その人

が努力を積み重ねてきたということの証明になりうるだろう。 

 

２）受験知識の無用性 

 学歴がその人の努力の証になりうることは、日本の受験教育の特徴からも推察すること

ができる。以下で検討してみよう。 

 ひとくちに教育と題しても、その中身は多種多様である。たとえば、アメリカの教育制度

の特色として「多文化教育」の存在が認められる。これは、アメリカという国が複数の人種・

民族で構成されていることを背景に、人種・民族によってアメリカ社会が分断したり、混迷

することのないよう、異文化について公平な価値観を養うことを目的とする教育である（横

田 1995: 69-71）。また、今日でこそ薄らぎつつあるが、かつてのイギリスでは、色濃い階級

制度が根付いており、階級ごとに応じた教育がなされていた。具体的には、上流階級出身の

人々が、エリートとしての尊厳を保つために、古典を中心とした「教養」を身につける一方

で、労働者階級出身の人々は、労働に順応すべく、職業の「専門的な知識」を教育されてい

たという（勝山編 2011: 125-40）。 

 このように、アメリカやイギリスの教育において授けられる知識は、比較的実用性をもっ

た知識であることがうかがえる一方で、苅谷は、日本の受験教育の特徴について「『役に立

                                                        
2 河合塾の大学入試情報サイト Kei-Net に掲載されている、「入試難易予想ランキング表」

に基づき、各大学に設置されている全学部・学科の二次試験の偏差値の平均値を算出すると、

東京大学の 68.3 が全大学のなかでもっとも高い値であったことから（河合塾 2021）、この

ように仮定する。 
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たない』知識を『暗記』することに終始する」（苅谷 1995: 141）「その中身は、『役に立たな

い』『暗記もの』の知識だというのが通説である」（苅谷 1995: 142）と指摘する3。 

たしかに、日本の受験教育において学習する知識が、大学受験以外の場面において高い実

用性を発揮するとは断言できないように思われる。代表的な例として、外国語に関する学習

があげられる。高校までで学習する英語は、ときとして「受験英語」と呼称され、いわゆる

「実用英語」と峻別される。保田彰彦は「従来学校教育では他教科と同じく、主に知識（或

いは教養）として英語を教えて来たのであって、その運用能力までは問わなかった。従って、

大多数の日本人が英語を実際のコミュニケーションの道具として使えなくて当然である」

（保田 2004: 117）と述べる。すなわち、高校で学習した英語は、そのまま将来的に活用で

きるわけではなく、実際のコミュニケーションにおいては通用しないことが多いという。こ

の受験英語という事例は、本質的に英語であるという点で実用英語と共通性があるものの、

たとえば地理歴史や理科といった教科の知識は、そもそもその分野の専門の道に進まない

かぎり、活用される機会がきわめて少ないことは、わたしたち自身の経験に即してみても、

想像しやすい。 

 

 
（出典）国立青少年教育振興機構（2017）をもとに筆者作成。 

図１ 勉強の仕方 

 

 そして、これらの受験知識が、もっぱら暗記によって習得されるということも事実である。

図 1 は、国立青少年教育振興機構が、平成 28（2016）年度に高校生を対象として実施した

                                                        
3 大学入試センターが発表している「令和 5 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト

出題教科・科目の出題方法等」によると、令和 5（2023）年度の大学入学共通テストに出題

される教科は、国語・地理歴史・公民・数学・理科・外国語の計 6 教科である（大学入試セ

ンター 2021: 1-2）。したがって、2022 年現在においては、おもにこれら 6 教科が、日本の受

験教育で学習する知識といえるだろう。 
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（％）



131 

 

国際比較調査の結果から、日本の高校生における勉強の仕方の傾向についてまとめたもの

である（国立青少年教育振興機構 2017: 3）。このグラフに注目すると、調査対象者 2015 人

の高校生のうち約 7 割が「試験の前にまとめて勉強する」という仕方で勉強しており、ま

た、約 5 割が「できるだけ暗記しようとする」という仕方で勉強していることがわかる。一

方で、たとえば「問題意識を持ち、聞いたり調べたりする」「勉強したものを実際に応用し

てみる」といった勉強の仕方をとっている高校生は、全体の約 1 割にとどまっている。この

調査結果をふまえると、たしかに日本の高校生においては、おもに暗記によって知識を身に

つけるスタイルが一般的になっているといえる。言い方をかえれば、日本の受験教育で教え

られている知識は、暗記によって習得することが合理的であるほど、無機質な内容のもので

あるということが推測できる。 

 以上のような、日本の受験教育における「知識の無用性」という点に、学歴が努力を反映

する指標とみなされる理由があると思われる。仮に、受験教育で学習する知識が、将来的に

も（大学受験で使用した後も）有用な知識である場合、生徒たちは積極的に学習を行うだろ

う。あるいは、有用であることにとどまらず、それが将来的に必須とされる知識、すなわち

生きていくうえで必要不可欠な知識である場合、生徒たちは義務感に急かされて学習を行

うだろう。要は、ある知識が当人にとって有用な場合や必須な場合、それを習得しようと試

みることは、いわば当然のはたらきである。この点において、現実として日本の受験教育で

学習する知識は、有用でもなく、必須でもない、無用な知識である。実用性を見出せない知

識を習得するために、勉強を継続することは退屈であるだろう。しかし、退屈であるがゆえ、

ふつうなら習得を試みないところ、それに反して習得を試みる点に、いっそうの価値がある

のではないだろうか。すなわち、学歴は単なる好奇心や義務感による学習の成果ではなく、

退屈さを凌ぎながらの継続的な学習の成果であるという点で、より純度の高い努力を反映

していると社会にみなされているのではないだろうか。 

 

３）人物という指標の否定的側面 

 本節は、就職活動の場における採用・不採用の選考基準として、なぜ学歴は用いられるの

かという問いから出発した。その問いに対するひとつの答えとして、学歴はその人の努力の

証になりうるため、という考察を提示した。その人が積み上げてきた努力量や、その人に備

わっている勤勉性を測ることのできる指標であるからこそ、企業は学歴を選考基準として

用いるのではないかという考察である。 

 さて、最後に本項では「学歴は努力の証になる」という観点以外から、冒頭の問いをもう

一度考察する。その手がかりとして、しばしば学歴と対比的に位置づけられる「人物」とい

う指標の否定的側面に着目する。すなわち、人物という指標にも否定的側面が認められるこ

とが、学歴が選考基準として用いられる一因になっているのではないかという考察である。 

 今日、企業は選考に際して就活生と面接を行うことが一般的である。面接のなかで、長所

や短所、学生時代に力を入れたことなど、就活生からさまざまなエピソードを聞き出したり、
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あるいは言葉づかいや身だしなみをチェックすることによって、その人の「人物」をみるの

である。 

 この人物という指標に関連して、とある指摘がなされている。竹内洋（1988）は、学力の

みならず、性格や課外活動の功績など、人物にあたる指標を多く活用して入学者を選抜して

いるというハーバード大学を話題にあげ4、次のように述べる。すなわち「試験が客観的で

あれば、スタッフは腕を振るう余地が少なくなるのに対し、入学者選抜の基準に多様化され

たさまざまな方法がつかわれればつかわれるほど、かれらスタッフは腕を振るう余地が大

きくなってくる」（竹内 1988: 64）。 

 まずは、竹内の指摘の前半部分「試験が客観的であれば、スタッフは腕を振るう余地が少

なくなる」という記述について検討してみよう。たしかに、一定の客観性を有する指標を用

いて選抜を行うとき、選抜を行う者（大学や企業）の主観的判断が入りこむ余地は少ない。

たとえば、学力や学歴という指標はこれにあたる。学力は点数によって、学歴は偏差値によ

って序列化されるため、点数の高い順あるいは偏差値の高い順に選抜していくことで、ただ

機械的に合格者が決定される。 

 注目したいのは、竹内の指摘の後半部分「多様化されたさまざまな方法がつかわれればつ

かわれるほど、かれらスタッフは腕を振るう余地が大きくなってくる」という記述である。

ここで竹内がいう「多様化されたさまざまな方法」とは、まさしく性格や課外活動の功績な

どといった、多岐にわたる「人物」の指標を指すとみてよいだろう。こうした人物という指

標を活用して選抜を行うと、竹内曰く「スタッフは腕を振るう余地が大きくなってくる」と

いう。この指摘が意味するところはなにか。 

 それは、人物という指標は、しばしば客観性を欠くことがあるため、その客観性に代わる

かたちで、ときとして選抜を行う者の主観が入りこむ、ということである。具体的にはどう

いうことか。例として、性格について考えてみよう。面接を行った結果、A さんには「社交

性がある」という性格の特徴があり、B さんには「主体性がある」という性格の特徴がある

とする。ここで、選抜を行う者は、A さんと B さんのどちらか 1 人しか合格にできない場

合、なにを基準にしてどちらを合格にすべきだろうか。当然、A さんの「社交性がある」と

いう性格、そして B さんの「主体性がある」という性格は、どちらも有意義な性格であるだ

ろう。しかし、これらの性格は、点数や偏差値といった数値で明確に序列化されていないの

が現実である。したがって、これらの性格に対して客観的な視点から優劣をつけることは難

しい。そうである以上、選抜を行う者は、あくまで自らの主観に基づいて、社交性がある A

さんのほうがよい、あるいは主体性がある B さんのほうがよい、などと判定しなければな

らない。この場合において、選抜を行う者の主観的判断を差し引くことは困難なのだ。 

 このように、人物という指標を用いると、主観的判断が少なからず介入するという意味で、

                                                        
4 当然、ここであげられるハーバード大学の例は、大学への「入学試験」であり、就職活動

における企業への「入社試験」とは異なる。しかし、どちらも志願者の「選抜」である点に、

両者の共通性が見出せるだろう。 
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選抜を行う者の「腕を振るう余地が大きくなる」。すなわち、人物という指標の活用は、選

抜の「恣意性」を発生させるのだ。そして、この恣意性はしばしば問題視されることが、竹

内の言及から読みとれる。 

 

必ずしも誰もがこのような入学者選抜をベストと考えているわけではない。ハーバード

大学の入学者選抜は「われわれ専門家（入学審査局のスタッフ）にまかせなさい。主観

的に秘密裡に選抜をして、責任はとりませんよ」という方法だという批判もある。〔中略〕

入学審査局（Office of Admission）が専門官僚としての自由裁量権を振るう恣意主義だ、

という批判もある。〔中略〕ハーバードの入試は「公平性」を犠牲にしながら、「多様性」

を確保しているということになる。（竹内 1988: 64） 

 

 以上から、人物という指標の活用に伴うある種のリスクが見えてくるのではないだろう

か。たしかに、人物という指標を用いることによって、単に学力や学歴が高い人だけでなく、

たとえば社交性に優れている人や主体性に優れている人など、多様な人材を獲得すること

ができる。一方で、そうした特長の反面、客観性に乏しいこの指標は、選抜を行う者の「恣

意性」をもたらす。こうした恣意性は、程度が低ければさほど問題にならないだろう。しか

し、もしも、利他心に優れた人材を集めたいという理由で、ボランティア経験のある人のみ

が採用にされたらどうだろうか。あるいは、静かで落ち着いた職場にしたいからという理由

で、活発な性格の人は不採用にされたらどうだろうか。出現する恣意性のありようによって、

竹内が言及しているハーバード大学の例のように、志願者の不満や世間からの批判を招く

可能性は十分あるだろう。 

 人物という指標を用いる際にあらわれる「恣意性」は、ときとして懸念点になる。人物と

いう指標にも、こうした否定的側面が認められるからこそ、学歴は一種の選考基準として存

続しているのではないだろうか。 

 

 

４．不本意入学がもたらす気力の低下 

１）就職に対するモチベーションの減少 

 第 3 節までにおいて、今日の就職活動においては、その学生の「人物」を重視する傾向に

あると言われつつも、学歴に基づいた採用・不採用の選考が完全に消滅したわけではないこ

とをあきらかにした。このことから、不本意入学による学歴の相違が原因となって、就職に

支障が生じるケースがありうることを示した。そして、学歴による選考が行われつづける背

景について考察を行った。 

一方で、不本意入学者が就職に難を感じる要因は、必ずしも自身の学歴のみに限られない

ということを、今回のインタビュー調査を通して得ることができた。最後に本節で指摘した

いのは、不本意入学者は、自身の学歴が直接的な要因として作用するにとどまらず、別の要
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因によってもまた、就職に難を感じうるということである。高校時代から、自身のキャリア

について明確なビジョンを持っていたという A5 さんは、次のように語る。 

 

A5：そう、ですね。なんか……、なんていうんだろう。京大に現役合格して、そのまま

ストレートで卒業して、国家公務員一種に受かるっていうのが、僕のなかで、さっきも

言ったんですけど、ぜったいやったから。かなり＊＊大学（A5 さんの出身大学）入る

時点で、ちょっと重なる部分もあるけど、情熱を失ったというか。勉強してみたけど、

正直続かへんくって、やっぱ未練がかなり強かったですね。（A5・男性・20 代・愛知

県・私立法学系卒・銀行員） 

 

――東大とか京大じゃないと国家公務員は厳しいというお話を聞いたという理由があ

ったとは思うんですけど、＊＊大学（A5 さんの出身大学）から国家公務員をめざそう

という熱意やモチベーションは上がらなかったんでしょうか。 

A5：そうですね。京大に入ることが第 1 条件というか、絶対条件やったんで。そこま

では上がらなかったです。（A5・男性・20 代・愛知県・私立法学系卒・銀行員） 

 

 A5 さんは、京都大学に現役で入学すること、そして 4 年間で大学を卒業し、そのまま国

家公務員という職に就くことを、将来の設計図として描いていた。しかし、京都大学に入学

するという最初の目標がかなわず、第 1 志望ではない大学へ不本意入学したことで「情熱を

失った」という。第 2 節の第 4 項でも A5 さんの発話を参照したが、たしかに A5 さんは、

国家公務員への道を断念した理由として、「＊＊大学（A5 さんの出身大学）では学歴が不十

分だった」という点もあげている。しかし、ここで語っているように、そもそも京都大学へ

入学することができず、不本意入学したこと自体が、国家公務員になるという目標への熱意

を減少させたという。このような事例をふまえると、不本意入学が就職に及ぼす影響として、

次のようなケースが考えられる。すなわち、不本意入学による気力の低下が、就職に対する

モチベーションをも減少させ、目標としていた職に就くことを断念するといったケースで

ある。 

 考えてみれば、第 2 節で紹介したような、学歴が不十分であるがゆえに就職に支障が生じ

るというケースは、つねに不本意入学が根底にあるとは限らない。というのも、たとえ大学

受験に成功し、第 1 志望の大学に入学できたとしても、結果的にはその学歴でも不十分であ

り、不採用となるといったケースはおおいにありうるからだ。すなわち、学歴が不十分であ

るがゆえに就職に支障が生じるというケースは、不本意入学によらず、本意による入学によ

っても生じる可能性がある。しかし、いま紹介したような、気力の低下といった現象は、少

なくとも本意による大学入学であれば生じることはない。大学受験に失敗し、第 1 志望では

ない大学へ入学したゆえに発生する現象である。この点において、気力の低下により就職へ

のモチベーションが減少するというこのケースは、不本意入学だからこそ生じるケースで
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あるといえるだろう。 

そもそも「不本意」という言葉が、自分の意向や理想に反していることを意味するため、

不本意入学によって気力が少なからず失われることは、当然のことかもしれない。しかし、

その気力の低下が、受験失敗や不本意入学の時点を過ぎても収束することなく、その後の就

職活動やキャリア設計へ波及するほどまでに助長される要因はどこにあるのか。この点に

ついて、大学の入学と卒業という観点に着目し、以下で考察を行う。 

 

２）入学と卒業の難易度 

 苅谷は、日本の大学とアメリカの大学の特徴について「日本の大学は、入学するのはむず

かしいが卒業するのは簡単だと言われる。それとは反対に、アメリカの大学は入るのはやさ

しいが、出るのはむずかしいという」（苅谷 1995: 3）と述べる。要は、日本の大学は、卒業

することよりも、入学することのほうが難しい。 

 実際にデータをみてみよう。直近 5 年分（2017 年度～2021 年度）の「国公立大学入学者

選抜確定志願状況」を参照すると、各年度の前期日程における国公立大学の合計志願倍率

（志願者数÷募集人員）は、順に 3.2、3.2、3.2、3.0、2.9 であった（文部科学省 2021b, 

2021c, 2021d, 2021e, 2021f）。入学試験の前期日程では、大半の受験生が第 1 志望の大学を

受験するわけだが、彼らのなかで実際に合格判定をもらうことができるのは、毎年全体の約

30％であることがわかる。つまり、残りの約 70％にあたる受験生は、少なくとも前期日程

の試験においては、落第してしまうことになる。 

では、実際に大学へ入学した学生の大学卒業状況はどうだろうか。平成 24 年度における

大学生の中途退学や休学の状況について、文部科学省がとりまとめたデータがある。このデ

ータによると、平成 24（2012）年度における国公立大学の中途退学者は、合計で 89,778 人

であった。さらに、経済的理由や転学、健康上の問題などのやむを得ない理由によって中途

退学をした学生を除き、学業不振によって中途退学をした学生のみに関して述べると、その

人数は 1,510 人であった（文部科学省 2014）。この数値は、当年度の国公立大学在学者数が

763,712 人であることをふまえると（文部科学省 2012）、全体の約 0.2％にあたる人数であ

ることがわかる。 

以上、国公立大学に限定し、かつデータの年度が異なる断片的なデータではあるが、入学

と卒業の難易度について、どことなく差異が見出されるのではないだろうか。入学試験の前

期日程においては、毎年約 70％の受験生が競争に敗れ、第 1 志望の大学への入学がかなわ

ない一方で、いったん大学に入学した学生のうち、学力不足によって中途退学を余儀なくさ

れ、大学卒業への道からドロップアウトする学生は、少なくとも 2012 年度においては、在

学者全体の約 0.2％ほどである。苅谷の述べるように、たしかに日本の大学においては、卒

業することよりも入学することのほうが難しいように思われる。 

 

３）勉強に対する熱量のギャップ 
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 さらに苅谷は次のように述べる。「これが正しいとすれば、日本では大学に入れるかどう

かが大卒学歴取得の重要な決め手であり、一方アメリカでは実際に卒業できるかどうかが

重要だということになる」（苅谷 1995: 3）。つまり、卒業よりも入学のほうが難しい日本の

大学においては、いったん入学にさえ成功すれば、そのまま卒業できる可能性が高いため、

大学への入学は実質的には卒業を意味する。したがって、学歴の取得は、その大学を卒業で

きるかという事実よりも、その大学に入学できるかという事実にかかっている。 

 大学卒業ではなく、大学入学が学歴の取得を意味する現状であるからこそ、多くの人は、

大学での勉強よりも、受験勉強に力を入れる。みなが受験勉強へ注力することで、前項に記

載した大学入学の志願倍率からもわかるように、いかにほかの受験生よりも上に立てるか

という競争が生まれる。その一方で、受験勉強を後にすれば、もはや大学での勉強は、学歴

取得の観点からすると、空虚なものである。なぜなら、大学に入学・在学した時点で、すで

に自身の学歴は決定しているからである。図 2 は、中央教育審議会が第 4 回大学分科会大

学教育部会で公表した、日本とアメリカの大学 1 年生の 1 週間あたりの学習時間を比較し

たものである（中央教育審議会 2012: 2）。アメリカでは、1 週間あたりの学習時間が 10 時

間以上の学生は、全体の約 60％であるのに対して、日本においては約 15％である。アメリ

カの大学生と比較して、日本の大学生は、たしかに学習時間が少ない傾向にあることが読み

とれる。 

 

 
（出典）中央教育審議会（2011: 2）をもとに筆者作成。 

図２ 授業に関連する 1週間あたりの学習時間 

 

 以上にあげたような現状こそが、不本意入学による気力の低下を補強しているように思

われる。すなわち、学歴の取得が入学の可否に委ねられているゆえ、受験生は受験勉強にい

っそう注力する。注力した分だけ、受験がうまくいかず、入学に失敗したときの負荷は本人
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にとって大きいものだろうが、その負荷がなかなか解消されないのは、卒業の容易性から導

かれる、大学での勉強の空疎化に起因しているのではないだろうか。もし仮に、卒業も入学

と同程度に困難であるならば、学生は、たとえ受験に失敗し、不本意による入学だとしても、

そこから卒業の失敗によるさらなる学歴の低下を避けるべく、大学での勉強も受験勉強と

同程度に勤しむだろう。あるいは、たとえ自分が不本意入学を経験し、知人や友人が偏差値

の高い大学に入学したとしても、彼らに卒業の失敗による学歴低下の可能性があるかぎり、

自身が大学での勉強に力を入れて無事卒業することで、相対的な学歴の上昇を図ることも

あるだろう。しかし、現実として、大学の卒業は容易なものである。自分も周りも、ひとた

び入学が決まれば、学歴は確定したと同然である。大学入学というゴールに向けて行われて

いた、受験勉強という他者との競争、競い合いのようなものは、ひとたび大学に入った後は、

もはや行われない。受験勉強と大学での勉強のギャップから生まれる喪失感が、入学に失敗

したときに発生する気力の低下を、その後にわたっても助長させているのではないだろう

か。 

 

 

５．おわりに 

 大学への不本意入学は、当人の就職に影響を及ぼしうる。本稿では、その例として「学歴

による選考」と「気力の低下」を取りあげた。前者は、大学へ不本意入学したことによって、

満足のいく学歴を得ることができず、企業の要求する学歴の水準に達しないゆえに、選考で

不採用になるといったケースである。後者は、学歴が直接の要因となって就職に支障が生じ

る以前に、大学へ不本意入学したこと自体が、就職に対するモチベーションの減少を招くこ

とで、目標としていた職に就くことをあきらめるといったケースである。 

 しかし、直接的な要因にこそなっていないものの、後者の「気力の低下」というケースに

関してもまた、学歴の少なくない影響が認められるようにも思われる。なぜなら、不本意入

学による気力の低下が助長される背景を第 4 節で述べたが、そもそも大学入学がゴール化

しているのは、そして受験勉強が競争化しているのは、学歴の取得がかかっているからであ

る。そこに学歴の取得がかかっているからこそ、受験生は大学入学および受験勉強に重点を

置くのである。このように考えると、不本意入学者が「学歴による選考」によって就職活動

に難を感じるケース、そして「気力の低下」によって就職活動に難を感じるケースのどちら

にも、学歴という存在は多かれ少なかれ関与していることがうかがえる。 

 さて、こうした学歴という存在は、どのような価値を有しているのか。あるいは、就職活

動の場において、なぜ採用・不採用の選考基準として用いられるのか。第 3 節では、その旨

を検討し、学歴は当人の努力の証になりうる点で、価値を有するという考察を提示した。加

えて、しばしば学歴と対比的に位置づけられる「人物」という指標にも、ときとして「恣意

性」という否定的側面がみられることが、学歴が選考基準として用いられる一因になってい

るのではないかという考察を提示した。今日において、就活生を学歴で評価することは、し
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ばしば批判の対象となる。それにもかかわらず、就職活動において学歴という指標が存続し、

冒頭で紹介した「学歴（学校歴）フィルター」のような事例がなくならない背景の一部を垣

間見ることができたのではないだろうか。 
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第 8章 学歴のもつ意味 

―不本意入学者の就職活動の経験から― 

 

大坪 桃果 

 

 

１．はじめに 

「学歴差別」「学歴フィルター」「学歴コンプレックス」など、現在の日本社会では「学歴」

にまつわる問題が世間を騒がせることも少なくはない。そのほかにも、偏差値の低い大学を

表す「F ラン大学」や、社会階層の格差から「親ガチャ」という言葉まで生まれている。就

職活動のときに学校名で落とされるというような話も耳にする。2021 年 12 月には、某就職

情報会社が「大東亜以下」などと記載したメールを誤送信し、大学によって就活生を選別す

る「学歴フィルターではないか」とネット上での騒ぎとなった（朝日新聞デジタル 2021）

と報じられたこともあり、学歴に関する問題は、就活生のみならず、社会全体が注目するも

のだと言える。また、受験においても、成績が高ければできるだけ偏差値の高い学校に入学

したいとする考えが一般的である。今日の社会では、学歴が高いほど有利だとする風潮があ

ると言えるだろう。つまり、学歴が高いほど、いい企業に就職ができる、あるいは周囲から

の評価が高くなると言われる。逆に言えば、学歴が低ければ、大企業への就職は難しいとい

うことになる。そうしたなかで、社会で働くうえでは学歴など関係なく、いかにその人物が

仕事をこなすことができるのか、あるいは、その人の人柄や性格が大事なのだという考え方

によって、自己分析や適正を見つけ出すことが今日の就職活動においては行われている。 

2018 年度の日本経済団体連合会によるアンケート（日本経済団体連合会 2018）では、企

業が採用選考にあたってとくに重視した点として、「コミュニケーション能力」が 82.4％で

1 位（16 年連続）、次いで「主体性」が 64.3％で 2 位（10 年連続）、「チャレンジ精神」が 4

8.9％で 3 位（3 年連続）となっている（図 1）。「出身校」という項目に関しては 2015 年度

の同調査で 18 位（3.0％）となって以降、2018 年の調査までランキング外となっている。

つまり、企業は学歴ではなく、人物本位で採用選考を行っていると考えられる。 

このように、とくに就職活動において、「学歴が大きく関係する」との意見（学歴有用）

と、「学歴は関係ない」との意見（学歴無用）とが存在する矛盾した状況に、わたしたちは

惑わされることもしばしばである。 

本稿では、現代社会における「学歴の意味」を問う。「学歴は高いほど有利である」「就職

活動に学歴は重要である」「社会では学歴なんて関係ない」といったさまざまな学歴に対す

る認識はどのようにして生まれ、またなぜ生まれたのかという問いを立てる。そして不本意
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入学を経験したインフォーマントの声をもとに、そうしたさまざまな認識のなかで学歴が

なにを意味するのかということについて、とくにインフォーマントの就職活動の経験に着

目し、考察する。なお、本稿で意味する「学歴」はおもに卒業した大学の学校名（学校歴）

を意味するものとする1。 

 

 
（出典）日本経済団体連合会（2018）をもとに筆者作成。 

図 1 選考にあたって特に重視した点（5つ選択） 

 

 

２．日本における学歴主義 

１）「学歴」意識のはじまり 

日本において学歴主義はいつごろ誕生したのか。竹内洋は「明治 30 年代は単なる学力で

はなくどのような学校を卒業したかの学校歴社会になった」（竹内 [1991] 2015: 76）と言う。

明治 30 年代半ばには、高等学校・官立専門学校2の入学試験の競争が激化する。官立学校が

難関校となった理由には、当時の官吏や教師などの職業資格や徴兵制度などの特権に関し

て官立学校重視の傾向が高まったことがある（竹内 [1991] 2015: 59-85）。当時から特定の

学校の卒業者に、大学卒業後の将来において優位性があった。そして、多くの受験生はそれ

を求めて入学試験を受けた。将来的に、よい職に就く、あるいは特権を得るためには、個人

                                                        
1 本田由紀は、「学歴」には個人が修了した学校段階（高卒・大卒など）を意味する場合と、

個々の学校段階の内部で個人が卒業した学校名（〇〇大学卒など）を意味する場合とがある

と述べている（本田 2007: 3-16）。本稿では「学歴」はおもに後者に基づいている。 
2 当時の官立専門学校には東京高等工業学校（東京工業大学の前身）や東京高等商業学校（一

橋大学の前身）などがある。 
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の学力そのものだけではなく、どのような学校を卒業したのかもまた重要とされるのであ

る。つまり、このころには「学校歴」としての、学歴の重要性が意識され始めたということ

になる。そして、ここに学歴主義の走りが見えると言えるだろう。ただし明治初期において

は、高等学校の受験が民衆にとっては当たり前ではなかった。そのため、この時点では、す

べての人々に学歴主義的な認識があったとは言いがたいだろう。 

明治から昭和にかけての日本において、「学歴が高ければ、出世することができる」とい

う考えを人々にもたらした背景には、当時「民衆が学歴によって立身出世した人を自分たち

の代表選手のようにおもった」（竹内 [1991] 2015: 118）ということに要因があると言う。

当時の試験は暗記ものが多く、その性質上、努力すれば合格することができるという教訓が

生まれた。田舎出身でも受験勉強の努力によって偉くなることができたというエピソード

が、「どんな領域でも人間努力すればエラくなれる」（竹内 [1991] 2015: 119）という教訓と

なった。そして、これは受験勉強の当事者である受験生に対してのみならず、あらゆる方面

で通じる汎用性をもつものであった（竹内 [1991] 2015: 118-9）。それにより、多くの人々

は「学歴」を「成功」と意味づけるようになった。 

また、近藤博之は、高度経済成長期における第一次産業から第三次産業への急速な移行と

いう産業構造の変化にともない、工場・会社・役所で働く者が増加した結果、学卒者の多く

が農業や漁業のような家業ではないサラリーマンや労働者の職に就くようになったと述べ

ている。そのため、教育が将来の地位を築くうえで必要な手段であるとされるようになった

ことを指摘している（近藤 2015: 25-6）。 

第三次産業を中心とする産業構造では、上級学校を卒業することが必要とされている。こ

こで、大卒であることの優位性が生まれるが、大卒資格の必要性が高まるにつれて大卒者の

数は増加する。初期には、大卒か否かで差別化できていたものが、大学進学率の上昇によっ

て、今度は学校の「レベル」をもって差異化をすることが必要になった。高度経済成長期、

まさにこの期間において「学歴」に対する意識が現代に通じるかたちとして構築されたと言

える。 

以上のことから、日本での学歴主義の意識が成り立った要因としては、明治から昭和にか

けての学校数の増加、受験勉強の努力と成功の関係性を論じる教訓、高度経済成長期の産業

構造の変化といった社会背景などが考えられる。 

 

２）学歴の必要性に対するゆらぎ 

就職活動を行うにあたって、企業が学校名や学歴を重要視するかどうかは、学生がもつ学

歴の意味に大きく関係する。福井康貴によれば、一方では、企業の重視する点は学校名では

ないという学歴無用の考えが示されており、他方では、大手企業では有名大学の学生を多く

採ろうとするという学歴有用の指摘が存在しているという状態で、学生は両者のあいだで

揺れていると言うのである（福井 2016: 96）。 

実際に、本調査でも学歴の必要性についてのゆらぎがみられた。C4 さんは大学入学時、
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第 1 志望の大学よりも知名度の低い大学に入学することに対し、将来への不安をもってい

たと言う。しかし、民間企業での就職活動の際に大学名が影響したかどうかについては次の

ように回答している。 

 

C4：意外とそんなに、（大学名の影響を）感じなかったです。 

――ご自身としては影響するだろうなっていうふうには思ってた？ 

C4：最初は思ってました。 

――意外とその影響がなかったと感じたことに、理由があったりしますか。 

C4：なんか僕はもう、まずエントリーした時点で落とされるかなとか。あとやっぱその

実際面接会場とかで、もう出身大の話とかになったときに、わあって、みんなすげえな

あと思いながら、そのグループ面接とかで。話してるときとかに、なんか面接官とかが

（有名な出身大学に）興味があるんかなって思ったら、そうでもなかったから。実際、

結果も内定とかいただけたんで、（面接を）受けたところからは。あんま関係なかった

のかなと思いながら。（C4・男性・20 代・九州地方・私立スポーツ学系卒・児童福祉関

係） 

 

反対に、A6 さんは中高生のときから大手出版社での就職をめざしており、大学時代の就職

活動でも出版社を受けたが、履歴書で落とされたという経験を語っている。 

 

A6：そうなんですよ、卒業して、まあうちの大学からだと出版社ぜったい受からない

って言われて。教授とかにも。で、まあ、一応、受けたんですけどけっきょく名前でけ

っこう落とされて。履歴書だけでけっこうだめで、でも、その新聞社だったらいけるみ

たいなことを言われて。（中略）記者だったらまだそのネームバリューじゃなくて、関

西の会社やったらいけるかも、って言われて。新聞記者めざしたんですけど、1 回。で

も、けっきょくぜんぶ落ちちゃって、フリーペーパーの会社の営業と編集やって、その

後出版社に転職したって感じです。（A6・女性・20 代・広島県・私立国際系卒・メディ

ア） 

 

受けた企業や業界に差はあるものの、就職活動における「学歴」の影響を感じなかった人と

感じた人の両者が存在することがわかる。 

福井（2016）は、企業のとる採用の制度の変遷と、企業と学生の情報の落差から、学歴意

識の現在について述べている。戦前の大学は職業紹介機関としての役割をもっており、学校

推薦、すなわち企業が大学に求人をし、大学側がふさわしい学生を選び、その中から選抜し

て採用するという制度を大卒労働市場はもっていた。その後、私立大学の増加を背景に、大

学数とともに大学進学率も上昇していくなかで、大学が学生と企業を媒介する学校推薦か

ら、企業と学生が直接やりとりする自由応募に代替されていった（福井 2016: 80-7）。この



144 

 

学校推薦から自由応募への転換があったことが、学歴の意味・認識にゆらぎを与えることに

なる。「自由応募」の名のもとに学生は、選抜はすべての人に開かれたものであるという認

識をもつようになった。その自由応募は、すべての人に採用試験を受ける権利を与える民主

的な制度のように思われたが、実情は、企業が大学を指定し、その学生からのエントリーの

みを受け付ける指定校制と共存するかたちとなった。誰にでも企業にエントリーできる自

由応募を理由に、学歴との関係はないと推測される一方で、企業側が学校を指定する指定校

制を理由に、学歴の重要性が推測されるという両義的な制度であった（福井 2016: 88-93）。

こうしたことが、現代の人々に学歴有用と学歴無用という正反対とも言える 2 つの考えが

根付いた背景として挙げられるだろう。 

今日、学歴がすべてではないと主張する人々は、学歴に関係なくすべての人が、どの企業

であっても採用試験を受けるチャンスがあるという自由応募の制度を信じている。それに

加えて、企業が採用基準として求めるものとして、コミュニケーション能力や主体性、チャ

レンジ精神といった内面性を掲げているなかで就職活動を行われることにより「選考基準

に学歴が影響することはないだろう」と考えるようになる。企業が内面性を重視する点とし

ていることは事実であろう。しかしながら、学歴が採用基準になる可能性があることも事実

である。学歴に対して相反する意見が存在しているという背景には「学歴」という条件が表

立っては主張しない、企業側の暗黙の了解として受け入れられているという現状があるの

ではないだろうか。そして、その不可視性がまた就活生を混乱に誘い、学歴が採用基準とし

て存在することに気づいたとしても納得せざるを得ないものとして、受け継がれていくの

ではないかと考えられる。以下第 3 節と第 4 節では、インフォーマント自身が学歴をどう

捉え、意味づけているのかについて分析していく。 

 

 

３．高学歴の有利性に対する意識 

本節では、高学歴の有利性を認めるインフォーマントの声をもとに、「高学歴が有利には

たらく」という考えがどのようにして生まれるかについて考察する。 

 

１）学歴フィルターの経験 

前節では、学歴に対する認識のゆらぎが生まれた背景について述べた。そのようにして生

まれた学歴主義にどのようにして触れることがあるのか。冒頭にも示した、某就職情報会社

のメールの誤送信から騒動となった「学歴フィルター」がより現実的な話であるということ

が、インフォーマントの回答からもわかる。A4 さんは、学歴が有利にはたらくと考えるき

っかけとなったエピソードを次のように述べている。 

 

A4：こないだ、なんかの画像じゃないな、動画かなんかを観たときに、いまちょうど就

職活動をしてる子たち？のなんか、そういうグループ、LINE でグループがたぶんつく
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れるんですかね。そんときの会話の一部、トークとかがあって、要は商社、大手商社を

めざしてる子たちのグループで、なんだったっけな、その大学名とかをこう、募集フォ

ームに入れて、申し込もうとすると、もう日程がぜんぶ満席です、みたいなのが出るっ

ていう会話があって。で、実際に行けた子たちもいて、その説明会に。で、説明会にい

ざ行ってみると、人はめちゃめちゃ少ないみたいな。けっきょく、そういうので判断さ

れてるみたいな。実質もう大学で選考されてるやん、みたいなっていう会話、その LIN

E の会話を見たときに、やっぱりそういうのあるんだなーとは思いましたね。（A4・男

性・20 代・熊本県・公立政治学系卒・営業職） 

 

また、C5 さんは高学歴が有利にはたらくと考えるようになった理由として、次のようなエ

ピソードを語った。 

 

C5：そうですね、両親から大学は大事だと聞かされてましたし、大学に入ってとくに就

活、民間で就活をする友達を見て、Web でエントリーすることが多いと思います。で、

そこで大学に入れたときに東大で入れれば面接の枠がたくさん空くのに、一般の私立

大学で入れると面接の枠がまったくないっていうストーリーはたぶん聞かれたことも

あると思います。そういった点でひじょうに大学の名前、ネームバリューとかブランド

でふるいをかけられるんだなと強く感じました。（C5・男性・20 代・九州地方・法学系

卒・公務員） 

 

採用活動において学歴が有利にはたらく、もしくは壁となりうるということをインフォー

マントは就職活動の際に、実際に耳にしているのである。これは冒頭に述べたような、某就

職情報会社の件とも深く関連するだろう。このようなエピソードが存在するということは、

企業が採用活動において重視するコミュニケーション能力や主体性といった要素をアピー

ルする場もないまま、履歴書の学歴という項目で落とされるということになる。また、C5

さんは採用されるかどうかの基準のみならず、その後のキャリアについても高学歴の有利

性を語っている。 

 

C5：大学のブランドとして、「管理職にいくのは〇〇大学以上が多いよね」というよう

なことを耳にするので、やはりそういったときに大学名でふるいにかけられることが

多いんじゃないかなと思います。（C5・男性・20 代・九州地方・法学系卒・公務員） 

 

この発言から、高学歴であることが就職・採用活動の時点のみならず、その後の社会的地位、

ひいては年収にまで影響を及ぼすということがうかがえる。就職してから、出世を希望して

仕事に励んだとしても、高学歴にはかなわない、あるいは高学歴のほうがスムーズに出世が

望めるということになる。 
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２）大学でのがんばりは認められないのか 

不本意入学となった経緯のうち、入学試験前にそれまでの成績をもとに合格できるレベ

ルの大学に第 1 志望を変えたり、国公立大学一般選抜の前期入試に不合格となり後期入試

ではレベルを落とした大学に合格して入学したりする場合がある。そうした大学のレベル

を下げた経験が当人の学歴の意味づけを強める要因となるのではないだろうか。 

A5 さんは学歴が重要だと答えたインフォーマントのひとりである。第 1 志望が不合格と

なり、不本意入学となって以降、大学入学前からの国家公務員の総合職という目標をあきら

めたと話す。 

 

A5：えっと、結論としては（国家公務員の試験は）受けてなくて……。たまたま高校の

ときの知り合いに国家公務員の人がいて、話聞いたら、「たぶん＊＊大学（A5 さんの

出身大学）だったら受けても学歴で落ちるよ」みたいな感じやったんで、無意味なこと

はやめようみたいな感じでしたね。 

（中略） 

――国家公務員になることに関しては未練というか、学歴がもし壁になるという話を

聞いてても受けたいという気持ちはなかったですか。 

A5：最初は院に行ったらなんとかなるかなって思ってたんですけど。院で、京都大学

の大学院に行ったらなんとかなるかなって思ってたんですけど、けっきょくやっぱお

金がかかるんですよね。院に行くのにも。なんでそこがけっきょく壁でしたね。なんで

まあいろいろあって仕方ないというか。まあ、そんな感じです。 

（中略） 

A5：僕のとこ（ところ）の企業やと、上り詰めようと思ったら、東大（東京大学）じゃ

ないとあかんみたいな。東大卒なんですよね、全員。なんでまあ、そういうのは関係あ

るんですけど、一般的？ 一般的と言ったらとげが立つかもしれないんですけど、ふつ

うに働くうえでは障害にはならないんじゃないかなと思います。 

――そういった経験というのは、A5 さんご自身の学校歴に対する考え方っていうもの

の変化に影響したりとかっていうのは感じられますか。 

A5：あんまり変わりはしなかったです。やっぱり学歴が重要なんじゃないかなってい

うのはあんまり変わらなかったです。（A5・男性・20 代・愛知県・私立法学系卒・銀

行員） 

 

A5 さんは、たとえ大学に入学してからの努力があったとしても、学歴の壁によって本人の

希望が叶えられないという経験をしており、現在勤めている会社においても、学歴を理由に

昇進は難しいと述べている。学歴を理由にあきらめざるをえないという経験が、高学歴であ

ることが有利であり、重要なのだと意味づける要因であり、よりその意味を強めていると言

える。また、A6 さんは不本意感が残る理由を学歴に関する経験とともに次のように語って
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いる。 

 

――大学を卒業するときまでに、入学時にいだいていた不本意感っていうのは解消さ

れましたか。 

A6：うーん、まあ最初よりはたしかに。入学時よりかは解消されたかもです。 

――完全に払拭はされなかった。 

A6：そうですね、いまでもまだ（中略）若干気にはしてるかもです。（中略）（勉強等の

努力をしても不本意感をもちつづけている理由としては）やっぱり、いまいる会社でも、

なんていうんですかね周りに高学歴が多くて、自分の大学言えないってあるんですよ

めっちゃ。大学聞かれても言えないってのがあって、それはけっこう就活のときも感じ

てて。（中略）いまの会社も。（A6・女性・20 代・広島県・私立国際系卒・メディア） 

 

大学のレベルを下げたことで不本意感をいだいたインフォーマントのなかには、大学入学

後の就職や進路につなげようと、人よりも勉学に励み、その不本意感を払拭しようとする人

もいた。しかし、個人の学業成績やがんばりという事実は、「大学名」を前にしては認めら

れないという現実があると考えられる。また、そうした噂や体験を耳にすることで、不本意

感が消えないまま、学業にも打ち込むことができないという学生も生まれているだろう。実

に、学歴と実力が完全に切り離して捉えられることは難しいと考えられる。そうした意味で

は、高学歴者にとっては、実力にかかわらず、大学のネームバリューが評価の対象となる点

で有利だと言えるのだろう。 

 

３）学歴にまつわるポジティブな経験 

学歴によるネガティブな経験をする人がいる一方で、逆に自身の学歴によって高い評価

を受けたというポジティブな経験をしたことで、高学歴の有利性を感じたと言うインフォ

ーマントもいる。 

 

A1：ちやほやって言ったらあれですけど、たしかに、その、「＊＊大学（A1 さんの出身

大学）なの、すごいね」ってはなりますね。ゆうても、長崎の会社なんで。 

――それは入社されてから感じられたことですか。 

A1：そうですね。まあ、入社する前からもある程度は思ってはいたんですけど。そんな

にここは＊＊大学とかの人たちは来ないところだなとは思ってましたね。入社してや

っぱりそんな感じだなって思いましたね。（A1・男性・20 代・長崎県・国立心理学系卒・

製造業） 

 

B5：大卒か、大卒っていうのはいまデカいんじゃないですかね。やっぱり大学行ってる

人のほうがたぶん多いと思うんで。とくに九州内だったら＊＊大学（B5 さんの出身大
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学）ってむしろプラスにはたらくほうがどっちかというと多いと思うんで、うん。（中

略）有利にはたらくとは思います、＊＊大卒で。大学でってなると、九州内ならとくに。 

――有利にはたらくなというのはいつごろくらいからそういうふうに考えられてます

か？ 

B5：やっぱなんか、公務員講座で話したりしてたんですよね、先生が。たとえば、この

県のこの仕事はだいたい毎年＊＊大学から多くとってるとか。たまたまだとは思うん

ですけど、うん。でもやっぱり面接する人も人間ですから、同じ大学卒業だとちょっと

親近感とかわいたりして、とかもあると思うんですけど、うん。まあ、そういう有利に

はたらくかもなって思ったのは公務員講座を受けてからですかね。（B5・男性・20 代・

九州地方・国立法学系卒・公務員） 

 

C5：そうですね。実際に入ってからもそうなんですが、地元において＊＊大学（C5 さ

んの出身大学）卒のネームブランドはかなり使いやすいです。もちろん東大（東京大学）

や京大（京都大学）とくらべるとかなり劣りますが、それでも地元では周りと差別化し

やすい学歴になっていて、管理職にもなりやすいかなと思います。で、進路を選ぶとき

もそれを考えて、実際に働いてからもそうです。（C5・男性・20 代・九州地方・法学系

卒・公務員） 

 

3 人の発言から、地方就職においては、大学の全国的な知名度や偏差値の高さにかぎらず、

地元でのネームバリューが評価への影響につながるという可能性がある。関東の企業のな

かには、地方にある大学の偏差値、あるいはその存在すら知らないために評価されないとい

うことがあるように、地方においては、その地域で名が知れており、地域内での偏差値の順

位が高いような大学の出身であれば評価されやすいとも言えるだろう。その結果、本人とし

ては不本意入学であったにもかかわらず、よい評価を受けることができたと言う人もいる。

いま挙げた A1 さんはまた、自身の大学名や学力に、ほかの大学とくらべてレベル的な優位

性を感じていなかったが、地元の会社に就職してからは、高学歴としての扱いを受け、学歴

評価の標準が、自身が思っていたよりも低かったと語っている。関東や関西の大手企業や官

庁などに就職する場合にくらべて、地方企業などに就職する場合では、大卒である時点で評

価されやすいなど、学歴がもたらす影響のベクトルが異なっていることがこれまでのイン

フォーマントの声からもわかる。 

 

 

４．働くうえで学歴は必要なのか 

学生が、説明会等の情報を受け取るために、企業側に自身の情報を登録してエントリーし

ても説明会に参加できないことや、実際に選考を受けるために提出する履歴書の時点での

不採用判定といった、就職・採用活動における学歴の影響があるなかで、疑問として、はた
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して、実際に就職して働くうえでは大学の名前が仕事そのものに関係するのかという点が

挙げられる。技術職については学校での専門的な学びやスキルが必要とされることが多い。

一方で、大学で専攻した学びの内容とは関連のない業界や職種につくケースも多くある。就

職活動を経験し、働いているインフォーマントのなかでも「就職には大学での専攻を意識し

なかった」「（専攻とは関係なく）自分の関心のある業界を受けた」という声は少なくない。

もし仕事内容に学歴が必要ないのであれば、「仕事には必要ないが、採用段階では重要であ

る」と言える。社会で働くうえでの学歴はどのように意味づけられるのだろうか。 

 

１）手札としての学歴 

高学歴であることの重要性を感じているという A5 さんは、学歴は社会に出るまでの手札

として必要なものだと言う。 

 

A5：実際、学歴はそんなに関係ないのかなって思うんですけど、それはただ社会に出

た後の話であって、社会に出るまでの準備に学歴は必要なのかなっていうふうに思い

ます。 

――それは就職活動を実際に経験されてそう思うのか、その以前からそう思われてい

たのかっていうのであれば、なにか変化があったりとかはありますか。 

A5：就活し始めて……、うーん。社会出てからかなと思います。こういう感じの考えに

なったのは。でも就活のときも通じて思ってたのは、けっきょく手札の強さかなってい

うふうに思って。やっぱり強いにこしたことはないみたいな感じかな。（A5・男性・2

0 代・愛知県・私立法学系卒・銀行員） 

 

A5 さんは、社会に出てからは学歴による影響をあまり感じず、仕事と関係することもない

とするものの、学歴が新卒採用の選考基準になることを強く意識している。学歴は、社会で

は関係しないから必要ないものとするのではなく、「社会に出るまで」の段階においては必

要になるものと意味づけている。また、高学歴が有利にはたらくかどうかについて、C1 さ

んは次のように答えている。 

 

C1：選ぶ職種にはよると思うんですけど、はい。まあそれこそその。ふつうに就活して

っていう働き方であれば、まだぜんぜんあの有利に働くものってか、それはその人の。

その。なんだろうな、受験に対しての自分の考え方がその唯一、金銭的ななにか条件が

あったりとか、自分の身一つでいちばん自分がいまどのぐらいの実力があるかってい

うのを証明できる手段だと思うので。はい。そこに関してはべつになにが悪いとか、そ

れは不公平だっていう思うことはあんまりべつにないし、役立つものだと思っててい

いとは思ってるんですけど、（中略）働き方によって、また判断は変わるとは思うんで

すけど、いまじゃあいちばんスタンダードなのが就職してっていう働き方で言うと、ま
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だぜんぜん。学歴ってのはカードとして切れる、よければいいほどカードとして切る場

面というので影響力が強いものなのかなと考えてます。（C1・男性・20 代・九州地方・

法学系休学中・フリーランス／自営業） 

 

C1 さんは自身がフリーランスで働いているため、そうした場合には学歴よりも人の素質や

職歴のほうが重要視されると考えている。しかし、新卒として就職活動をする場合には、学

歴が「役に立つ」としている。社会に出て働く 2 人のインフォーマントの「手札」「カード」

といった言葉は、就職・採用活動をゲームとしてとらえた比喩である。学歴は一生を通して

役に立つものというよりも、社会に出るまでの段階において重要な意味をもっている。高学

歴という事実は、同じ大卒資格を持つ採用候補者のあいだで勝ち抜くために、差別化を図る

ものとしてわかりやすく強い力をもっているのである。それゆえ、学歴は選抜機能のある就

職・採用活動という勝負の場面で大きな役割を果たすとしている。また、その強い「カード」

をもっているという事実は、自身の存在を自信づけるものとしても有効に作用するとも考

えられる。 

 

２）努力の証としての学歴 

学歴が採用の判断材料とされる日本の学歴社会的な一面を多くのインフォーマントが理

解しており、このことを認める人もいる。学歴が判断基準となる理由について、彼らは、学

歴による評価はそれまでの努力を推し量ることができる材料になるのではないかと言う。 

 

A6：そうですね、まあ、でも、実際高学歴の人って、入るためにめちゃめちゃがんばっ

てるわけじゃないですか、その大学に。っていう過程も、その努力の部分も評価してる

んじゃないかなって思うんですよ、企業の人は。っていう部分での判断基準なのかなと

思いましたすごく。（A6・女性・20 代・広島県・私立国際系卒・メディア） 

 

C2：まあ、高学歴になると、基本的に偏差値が高いから、まあ、少なくとも、（大学受

験において）努力はしてきてる、し、相対的にひとより（偏差値が）上になる、ってい

う。その、まあ、偏差値順で並べてしまったら、まあ、たとえば偏差値 50 の大学通っ

てる人よりも、（偏差値）65 とかの大学通ってる人のほうが、優秀に見える、実態はど

うかわからないけど。それを判断する術の一つにはなってしまうかな、っては思う。（C

2・男性・20 代・三重県・国立機械工学系卒・専門職学生） 

 

高学歴である人は、それまでの学校での学びや受験勉強をがんばってきたに違いないとい

う認識があるのではないかということだ。高学歴の有名大学の出身者であれば、その学校名

ひとつで当人のこれまでの努力が予測できるのではないかというわけである。 

しかし、学力や努力量といった実情がいかなるものであるかは、単に大学名だけでは正確
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には判断できないだろう。知名度の低い大学のなかには、有名大学の学生を凌ぐ努力と学力

をもつ人も存在することは考えられる。それでも、自由応募によって集まった膨大な数の就

活生を短期間で判断するためには、学歴とその努力や人柄をイコールでつないだ考え方を

用いることが適切だとされるのだろう。そして、その考え方は企業側だけでなく、学生自身

にもあてはまり、学歴は努力を意味するものとして捉えている。また、高学歴者は大学に合

格するための自身の努力を認め、自信になると考えられる。反対に、高学歴者と比較して、

自分の努力は彼らにくらべたら及ばないだろうと自信をなくしてしまうことも考えられる

だろう。 

 

 

５．結語 

本稿では、さまざまな「学歴」の意味や認識がどのように生まれたのか、なぜそのように

意味づけられるにいたったのかということについて、これまでの日本の社会背景と、不本意

入学を経験したインフォーマントへのインタビューから分析を行った。第 2 節では、今日の

日本社会、とくに「就職」という場面においては、企業の採用制度が学校推薦から自由応募

へ転換したことと、選考において重視される点が個人の内面性と主張されることが、学歴を

有用と無用の両義的な意味で存在させることになったということを考察した。続く第 3 節

と第 4 節では、インフォーマントが高学歴を有利だと意味づけることとなった経験を分析

した。インフォーマントの発話からは、実際に就職活動を行って経験したことによって、学

歴に対する意味づけがより強められたと考えられる。16 人のインフォーマントのうち全員

が、その条件は異なるものの、高学歴であることは有利にはたらくと語った。しかし、自身

の経験では、とくに就職活動に際しては「学歴は必要だと感じなかった」「やはり学歴は必

要だと感じた」と意見が分かれるかたちとなった。その理由としては、実際には就職活動に

おいて「学歴」という条件が見えづらくとも、判断するための条件としてたしかに存在して

いるという現状があると考えられる。冒頭でも示した、経団連の採用時に企業が重視する項

目で「出身校」がほかの項目にくらべて、大きく取り上げられないにもかかわらず、選考時

に学歴が取り沙汰されるのは、もはや見えない前提として「学歴」という基準が存在してい

るからではないだろうか。 

学歴主義的な問題への批判として、低学歴であっても社会的に成功した人をあげて、学校

名が必ずしも仕事や課題解決のための能力には直結しないという意見があるだろう。しか

しながら、それでも人は高学歴という肩書の有用性に惑わされてしまうのである。「学歴＝

実力や努力」の不確実性を理解したうえで、企業側のその人の本質を見抜きたいという希望

と、学生のそれを見抜いてほしいという希望は、「学歴」の前に打ち砕かれるしかないのだ

ろうか。学歴を条件としている実態があることと、それを基準として認める声がある現時点

では、学歴フィルターを取り除くのは難しいだろう。 

本来、「学歴」ということばからわかる意味は、単にその人物がどのような学校に通った
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のかということだけであり、高低の差はないものである。しかし、今日の日本ではそれだけ

の意味にとどまらず、人生を左右するまでにいたる重要な意味をもっている。そして、他者

からの評価基準としてだけではなく、自分自身を評価する材料として機能するとも考えら

れる。とくに就職において高いほど有利だと言われる「学歴」が、その人の「学力」なのか、

あるいは社会的に成功するための「手段」なのか、はたまたその人が積み上げた「努力」な

のか、その意味は人によって捉え方はさまざまである。もはや「学歴」は辞書的な意味を大

きく超えた社会的な意味をもつと言える。 
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第 9章 不本意入学者の不可視性 

―学歴による評価と自己評価との相違が生む葛藤― 

 

落 祐未香 

 

 

１．はじめに 

 現代日本社会において、大学進学は当たり前のことになっている。令和 2（2020）年度の

大学（学部）への進学率は 54.4％（文部科学省 2020）となっていることから、約半数をこ

える人々が大学進学を選択していることがわかり、さらにこの数値は過去最高となってい

ることからも、今後さらに大学へ進学する人々は増加することが予想される。このように、

約半数の人が大学へ進むいま、かつて大きな価値をもっていた「大卒」の肩書は意味をもた

なくなっているといえるだろう。 

 さほど意味をもたなくなった「大卒」という価値基準に代わり、大学の「学校名」が大き

な意味をもつようになった。よく勉強して、「よい大学」へ進み「よい企業」へ就職すると

いうレールが広く受け入れられ、多くの人がこの考え方に沿った生き方をしてきた。そして、

このレールに多くの人が乗ろうとするがあまり、よい大学へ入るための入試競争は激化の

一途をたどっている。 

 こうした激しい競争のなかで、不本意感を抱きながら大学へ入学する学生が生まれるこ

とになるが、竹内正興・定金浩一（2020）によると、不本意入学者は①大学への進学自体に

不本意感をもつ人、そして②入学した大学に不本意感をもつ人の 2 種類に大別できるとい

う。しかし、大学への進学自体に不本意感をもち、なおかつ入学した大学に対しても不本意

感をもつ人や、大学への進学自体は本意だが、入学先の大学には不本意感をもつ人など、2

つの不本意感は交差するものでもある（竹内・定金 2020）。つまり、不本意入学者が抱える

不本意感は、おもに大学への進学と入学した大学の 2 つに対して存在し、ときにはそのどち

らにも不本意感をもっていたり、どちらかにのみ不本意感をもっていたりするということ

である。 

このように、不本意感を抱く対象は異なるものの、すべての不本意入学者に共通する点も

存在すると考える。それは、その不本意入学の経験や、不本意入学者であるということが他

者からはうかがいしれないということだ。もちろん不本意入学者にかぎらず、入学にいたる

までの経緯や心情の変化が他者から見えないことは当たり前である。たとえば、履歴書を書

くとき求められているのは大学名であって、受験歴などを書く欄もなければ、受験に関する

経験などをたずねられることもほとんどないだろう。しかしそれとは別に、ひとたび大学に
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入学してしまえば、その大学に属する学生がみな「○○大生」というくくりひとつで見られ

てしまうという点で、不本意入学者は外部から見えにくくなっている、つまり不可視性をも

っているといえるのではないだろうか。こういった不本意入学者の見えにくさについて、本

調査におけるインフォーマントの特徴的な発話を引用する。 

 

A6：（中略）大学名を言った瞬間から、ちょっと下に見てくる男、同級生の男子とかい

て、バイト先に。それはほんまにめちゃめちゃむかつきました。なんか、「ああ、そう

いうやついるんやな、まだ」みたいな感じで。大学名言った瞬間、「めちゃめちゃあほ

やん」みたいなっていうので、ぜんぶ上から目線で言ってくるみたいな人はいました。

（A6・女性・20 代・広島県・私立国際系卒・メディア） 

 

この同級生は A6 さんがなにを学び、また大学内でどのような評価を受けているのかなどの

部分にはまったくといっていいほど目を向けず、ただその大学名だけをもとに先のような

言動にいたっているのである。このように、学生をみるうえで重要となっている学校名は、

社会一般でいわれる「学歴」と言いかえることができる。テレビで「○○大」を看板にかか

げる番組があったり、有名大学の学生どうしで知識や技術を競い合う、といった趣旨の番組

が当たり前のように世の中に受け入れられたりしているいま、学歴による他者評価は我々

が考えるよりもはるかに一般的なものとなっているといえるだろう。 

 こうした「学歴主義」にもとづいて学生の評価がなされるとき、不本意入学者は不本意入

学先の大学名をもとに評価を受けることになるが、第 1 志望の大学に入学できていればよ

りよい評価を受けることができたと考える不本意入学者は葛藤を感じるだろう。この葛藤

は、不本意入学者が大学名のみで評価を受けざるをえない、つまり不本意入学者であること

が外部から見えにくい社会であるからこそ生まれるものである。 

 また、学歴がもっとも重要になる場面として就職活動があげられる。就職活動は大学名で

の評価が顕著にあらわれる場でもあるため、さらに不本意入学者が見えにくい状況を生む

と考える。したがって以下では、企業による学歴要求までの流れと現状について詳細に分析

し、外部からの不本意入学者の見えにくさ、不可視性にはどのような原因があるのかについ

て考察する。 

 

 

２．社会が大学生に要求することとは 

 現代日本の大学入学試験には、大学入学共通テスト、推薦入試や一般入試、また私立大学

ではセンター試験利用など、さまざまな入学のための「入り口」が設けられている。しかし、

入学後にこういった入試などに関する話をしないかぎり、どうしてその大学に入学したの

か、またどういった経緯でその大学へ入学することになったのかということは互いに知り

ようがない。さらに、学校外に出ればそれはより顕著になる。後述するように現代日本社会
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には学歴主義が広く根づいており、そうした価値観をもつ第三者はもはや、どのようにして

学生がその大学にたどり着いたかといったことについて興味を抱かないからである。 

こうした現状は、志望していた大学と、入学した大学のランクに差があると感じる不本意

入学者にとってひじょうに納得しがたいものだろう。同じ大学に在籍するかぎり、そこに通

う学生は「○○大生」というように、大学名をもとにしたくくりで捉えられることが多く、

たとえ望まずにその大学へ入学した人であろうと、心から望んで入った人と同じ目で見ら

れ、さらに、学校名自体で評価されることも往々にしてあるからである。学校名と、自身が

自身を評価するレベルとに差があるからこそ、不本意入学者はとくにこのような目線によ

って葛藤を抱えているのだと推測できる。 

 冒頭の節であげた A6 さんの発話にあった会話にも、こういった葛藤がよくあらわれてい

るだろう。では、なぜそうした会話が日常的に交わされるほど、学歴が重視される社会にな

っていったのだろうか。以下では、日本社会で学歴主義がどのようにして生まれ、学歴がど

のようにして学生を測るおもな指標となっていったのかを、日本社会と高等教育の関係性

の変化から考えていく。 

 

１）学歴主義の展開 

 まず、学歴が重要となった背景には、教育の大衆化が存在する。とくに日本における教育

の大衆化は、①教育が量的に拡大し、多くの人びとが長期間にわたって教育を受けることを

引き受け、またそう望んでいる社会であり（苅谷 1995: 12）、②「メリトクラシーの大衆化

状況」といえる状況がある（苅谷 1995: 15）という特徴をもっている。 

 ①の量的拡大について、高校進学率は大幅に上がり、大学進学率もさらに上がるだろうと

苅谷剛彦（1995）は予想している。実際に、令和 2（2020）年度の高校進学率はすでに 98.8％

となっており（文部科学省 2021）、さらに大学（学部）への進学率は 54.4％にもなってい

る（文部科学省 2020）。また四年制大学（学部）への進学率は、調査開始以降、過去最高と

なっている。このデータからいえることは、ほとんどすべての生徒が高校へ進学しており、

短期大学や専門学校などを除いた四年制大学だけをみても、半数を超える人が大学へ進学

しているということである。これは、教育が量的に拡大し、大衆化していることの証拠とい

えるだろう。 

 教育の拡大は単に量的なものだけにとどまらず、同時に質的な平等を担保しながら拡大

していったことも、日本における教育大衆化の特徴である。苅谷が「特定の社会階層に属す

る人びとだけが教育を求めるのではない。どの階層に対しても教育が開かれており、また、

階層によらず、だれもが教育に高い価値を置いている――そのようなイメージが定着して

いる社会」（苅谷 1995: 13-5）であると言うように、たとえば貧困層であっても一定の教育

を受けることができるような社会である。また階層によって、受ける教育の内容が異ならな

い点でも、日本の大衆教育は質的にも平等なものであるということができるだろう。 

 ②について、教育が大衆化するなかで、メリトクラシー（業績主義）の考え方が教育の域
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を出て社会一般に浸透した。教育が多くの人に平等に開かれており、教育の機会が完全に保

障されているとする社会であるからこそ、平等な教育を前提として、差別化を目的とする競

争は妥当なものであるという考えが強まった（苅谷 1995: 15-21）。つまり、教育が平等にす

べての人に提供されているため、学校で行われるテストや大学入試での競争は、個人の能力

を測る試験として正当であるという認識が広まり、さらにそうした試験で学生を差別化す

ることも正当であるという考え方が普遍的なものとなった。これがメリトクラシー（業績主

義）の大衆化といえる状況である。 

 また、大衆教育社会のさらなる特徴として、大衆化したメリトクラシーを通じて選び出さ

れる「エリート」は、特定の社会階層の文化との親近性をそれほどつよくもたず、単に「学

歴エリート」といえるような性質をもっている（苅谷 1995: 21）ことがある。「学歴エリー

ト」とは生まれや階層に関係なく、だれにでも開かれた平等な教育を前提として選び出され

るエリートを指す。エリートのこのような選出方法によって、だれでも勉強で成果を出しさ

えすればエリートになれるという通念が生まれ、そうした考えによって人々はより勉強へ

と力をいれ、よい学歴を得ようと努力してきたのである。 

 こうした「教育の大衆化」を背景として学歴は意味をもつようになった。これが「学歴主

義」である。学歴主義によってレベルの高い大学へ入るための大学入試は激化し、その影響

を受けて志望する大学のランクを下げたり、また望まぬ大学を選択したりすることにより、

入学することになった大学への不本意感を抱くことになった不本意入学者も多く存在する。 

本調査においても、家庭の事情により地元を離れてほしくないといった理由を除いて、16

名のインフォーマントのほとんどが入試時の学力が志望先に及ばなかった、また志望校を

受験したものの不合格になり、どうにか合格を得た大学に進んだ、といったことを不本意入

学の理由にあげていた。こうした学歴主義により不本意感を抱く不本意入学者の状況が、イ

ンフォーマントの以下の発話によく表れている。 

 

――＊＊大学（A2 さんが進学した大学）に関しては、なにか（大学のご友人とお話さ

れることは）ありましたか。 

A2：（中略）「自分こんなとこにいるはずじゃねえのに」みたいな感じで、なぞのひねく

れ方した人が多いっていうのが満場一致の結論ですね（笑）。 

――けっこうなんか不本意感がある方が多いんですね。 

A2：そうですね、ほぼほぼ不本意です、たぶん＊＊大学（笑）。ぜったいそうです。け

っこうあのほんとに、ある話で、（大学）入学当初、1 年生、ほんとにひどい人だと 2 年

生の途中ぐらいまでずっとなんか「俺、東大（東京大学）落ちて……東大（東京大学）

落ちだぞ俺」みたいな、「こんなとこにいる人材じゃねえんだぞ」みたいな感じのこと

をずっと言いつづけてる人とかめっちゃいるんで。（A2・男性・20 代・九州地方・国立

物理工学系休学中・IT 系） 
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A2 さん自身は、入学した大学への不本意感はさほど尾を引くものではなかったということ

だが、周囲には「けっこうある話」であるほど、こういった学歴や不本意入学であることに

対してつよい葛藤をもつ人は多いそうだ。志望大学に落ちたことを引きずり、実際に通う大

学への不本意感をもつ A2 さんの周囲の人々は、2 つの大学のあいだにレベルの差を感じて

いるからこそこうしたことを言いつづけ、コンプレックスとして抱えているのだと推測で

きる。 

 

２）メンバーシップ主義 

 A2 さんの発話にあった学生のように、コンプレックスを抱えつづける不本意入学者の背

景には「メンバーシップ主義」の存在も考えられるのではないだろうか。メンバーシップ主

義について、貴戸理恵（2012）は以下のように説明する。 

 

「メンバーシップ主義」のもとでは、ある組織のメンバーであることが次の組織にメン

バーとして招きいれられることの必要条件になるような仕組みが生まれていく。これ

は、いま属している組織における個人の品質保証である「出口管理」が、実質的に次の

組織の「入口管理」（どれほどの「狭き門」に入れるか）に代替されており、「次の入口」

が「いまの出口」に後ろから覆いかぶさってくることで機能する。（貴戸 2012: 298-9） 

 

つまり、メンバーシップ主義とは、「個人の品質保証」を行う組織のメンバーであることが

重視され、さらに個人の評価は所属する組織をもとにして行われることを意味する。 

このメンバーシップ主義の解釈を高等教育に当てはめると、入口管理は大学入試であり、

大学卒業の出口管理に代替される次段階の入口管理は、就職活動という名の選抜であると

いえるだろう。まず、先に述べたような平等を前提とした教育を経て、よりよいメンバーシ

ップを獲得しエリートとなるために、人々は厳しい入試に挑む。そして、その入試を突破し

て得た大学名というメンバーシップをもとに、次なるメンバーシップのために就職活動を

行い、企業などに就職していく。 

 このメンバーシップ主義に、メリトクラシー（業績主義）が合わさったことにより、レベ

ルの高い大学への入学を勝ちとって、そこでの教育を経ることのできた者がより高く評価

される方式が完成したといえる。 

 メンバーシップ主義による評価方式は、まさに本章の論点である「不本意入学者の不可視

性」に直結するものである。メンバーシップ主義にもとづく「○○大生」という目線により、

不本意入学者は周囲の望んで入学した学生らとの区別がつかなくなるのである。 

 次節からは、メンバーシップ主義において接続点ともいえる大学から企業への移行に焦

点を当て、ここではどのような学歴観がうまれ、さらにその学歴観が不本意入学者にとって

どのようなものとなっているのかについて考える。 
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３．学歴要求と企業社会 

１）学歴により制限される進路 

 前節で、学歴は教育の大衆化と、日本に深く根づくメンバーシップ主義の考え方によって

大きな価値をもつようになり、またメリトクラシーもこれに加わって学歴をめぐる競争が

激化していったことがわかった。 

 こうした学歴の意味や力を大学生がとくにつよく感じるタイミングとして、つぎなるメ

ンバーシップの入口管理、つまり就職活動が考えられる。それは企業や官庁の多くにメンバ

ーシップ主義的な考え方が根本にあるため、いまだに学歴が学生を評価する際の重要な基

準となっているからである。インフォーマントの発話で、就職活動時に不本意で入学した大

学であるがゆえに、思っていたような進路が実現できなかったというような例が散見され

た。そのうちのひとつを取り上げる。 

 

A5：そう、ですね。なんか……、なんていうんだろう。京大（京都大学）に現役合格し

て、そのままストレートで卒業して、国家公務員一種に受かるっていうのが、僕のなか

で、さっきも言ったんですけど、ぜったいやったから。かなり＊＊大学（A5 さんの出

身大学）入る時点で、（中略）情熱を失ったというか。勉強してみたけど、正直続かへ

んくって、やっぱ未練がかなり強かったですね。（A5・男性・20 代・愛知県・私立法学

系卒・銀行員） 

 

A5 さんは受験する大学を決定したのち、地方創生に関わりたいと考え、国家公務員の総合

職を志すようになったが、第 1 志望の大学へ合格できなかったことで、国家総合職は望めな

いと考え、ほかの業界などを検討するようになったという。また、もし第 1 志望の大学に進

むことができていたら現状はなにか違うと思うか、という質問に対して以下のような答え

があった。 

 

A5：（もし第 1 志望の京都大学に進むことができていたならば、進路の幅が広がるな

どのメリットがあったと思うかどうかについて）あー、それはやっぱ（メリットがあっ

たと）思います。やっぱりゼミの教授とかの企業への影響力とかもぜんぜん変わると思

うし。ひと目で見て「いい大学」ってわかるのが強いのかなっていうふうに思います。 

――学歴主義みたいな風潮がある一方で、「社会に出たら学歴なんて関係ない」「人が

大事だ」みたいなことも耳にしたりすると思うんですけど、それに関してはどう思われ

ますか。 

A5：実際、学歴はそんなに関係ないのかなって思うんですけど、それはただ社会に出

た後の話であって、社会に出るまでの準備に学歴は必要なのかなっていうふうに思い

ます。（A5・男性・20 代・愛知県・私立法学系卒・銀行員） 
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 A5 さんのように、大学受験までに考えていた進路と、不本意入学したのちに考えた進路

が大きく異なる人は少なからずいるだろう。これは A5 さんが語るように、学歴が就職とい

う入口管理で大きな意味をもつとされているからであり、いわゆるエリートが就くような

職業あるいは企業には、一定のレベルの学歴が必要条件であるということが世間一般に共

有されているからだ。 

 しかし同時に、社会にでた後は学歴はさほど影響をもたないということも、A5 さんは口

にしている。さきのメンバーシップ主義の考え方にたてば、学歴は企業などのメンバーシッ

プへの移行に必要なものであり、次なるメンバーシップに所属してしまえば以前のメンバ

ーシップ、つまりは学歴が意味をさほどもたなくなるということは納得できるだろう。 

 次項では、学校から企業という 2 つのメンバーシップ間の移行に、どのような歴史的背景

があるのかについて考察する。 

 

２）企業と大学の接続 

 日本では大学や高校に在学するうちから就職活動を行い、卒業してほとんどすぐに社会

人として仕事を始めることになる。こうした企業と学校の円滑な接続を意味する「新卒採用」

「新卒入社」の慣行は、1970 年代前半をきっかけとするいくつかの制度・慣行・常識の組

み合わせによって社会的に定着した（乾 1990: 148）。 

 「新卒採用」や「新卒入社」を支える制度の 1 つ目は、労働法規・行政上の制度である。

労働法規は、戦前ないし戦時下の国家総動員法態勢のもとでの制度が起源となっており、戦

後に作られた職業安定法、また 1949 年の同法改正が現在の労働市場に繋がっている。 

 改正された職業安定法によって、労働市場行政は労働市場を事実上「新規学卒労働市場」

と「一般労働市場」に二分した。そして新規学卒労働市場は、大部分が学校にゆだねられる

ようになった（乾 1990: 148）。つまり、新たに学校を卒業し労働市場へ参入する層は、すで

に社会で労働を行っている層とは切り離されたうえで、学校を通じてのみ労働市場とのコ

ネクションをもつことができたということだ。ただし、当時は農業などに従事する人も多く

いたため、こうした学校による職業紹介機能はさほど広範に機能するものではなかった。し

かし、こうした学校から企業への連携様式が、このときに形成されたことは間違いないだろ

う。 

 また、学校が卒業する生徒に職業を紹介するというシステムを通して「学卒後の就業」＝

「企業への就職」という常識が形成され、定着した（乾 1990: 154-6）。こういった、学校か

ら企業への移行様式の反例をあげるならば、大学や高校を出てフリーランスでジョブマッ

チングのようなかたちでの職に就いたり、もしくは仕事そのものをしなかったりといった

ところだろうか。こういった類の進路は常識的ではなく、多くの人が避けるようなものだろ

う。そうした否定的な考え方は、学校を出ればすぐに企業へ就職するという考え方が、いか

に常識として当たり前のようにわれわれに身についているかの裏づけともとれるだろう。 

 企業側に注目すると、いまにも続く採用方式である新規学卒定期採用慣行が、高度成長期
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を通して、先述した労働法規・行政上の制度と結びつくかたちで形成された。この新規学卒

定期採用慣行は、まず卒業予定者の選職活動をほとんどすべて個々の学校内部に閉じ込め

ることになった（乾 1990: 164）。つまり、学校が企業との連携を通して確保した求人を学内

の学生にのみ紹介し、学生はその紹介にしたがって就職活動を行っていくしかなかったと

いうことである。 

また、このシステムでは求人が各企業から個々の学校に対して直接行われるということ

から、学校ごとの属性や、いわゆるランクを浮き彫りにし、また強化することとなった（乾 

1990: 165）。このシステムは「推薦依頼大学」制度といい、「どの大学のどの教授に推薦を依

頼するかという企業側の決定が、入職口を決める選抜でもあった」（苅谷 2010: 4）という。

つまり、企業の側が大学や教授に対して直接、その大学やゼミに属する学生の求人を依頼し、

その依頼を通じてのみ学生は就職活動を行うことができたということである。さらに、苅谷

は「企業特殊的な人的資本形成と学校教育での人的資本形成を、学校歴というカテゴリーと

推薦制度を用いて直接的に結びつけていたのが、大卒就職の仕組みだった」（苅谷 2010: 9）

ともしている。人的資本、つまり個人の知識や技術、能力といったものが、ある大学に在学

しているならば形成されているだろうと、序列化された学校歴をもとにして信頼し、その結

果、学校歴がよりレベルの高い位置にある大学から順に、推薦依頼を行っていったというこ

とである。こうした、企業がレベルの高い大学を対象に求人を行い、学生をその大学のメン

バーシップへの信頼に基づいて採用するという方式は、既出のメンバーシップ主義的な考

え方と重なる部分が大きいだろう。 

学校が企業から求人を受け、学生がその紹介のみを頼りに就職活動をするという様式は

現在ではあまりみられないが、新規学卒定期採用の方式はいまだに就職活動の中心となる

採用方式であり、さらにそのシステムにより浮き彫りにされた学校のランクは、いまだに学

歴・学校歴としてつよく残っている。先にあげた A5 さんの発話にみられた、この学校でな

ければこうした職には就くことができない、あるいはかなり不利になるといった考え方は、

まさにこの名残といえるだろう。 

冒頭で、学歴主義が一般に浸透している例として A6 さんの語りを引用したが、ここでは

さらに就職活動に関する語りについて考える。 

 

A6：（職業や会社を選ぶときに、学校歴の影響は）あー、けっこうあったと思います、

なんか、インターンシップのときとかに、基本、なんか、べつに、自分から大学名言わ

ないんですけど、会社の上司の方たちと絡んでて、「大学どこなの？」って言われて答

えた瞬間、めちゃめちゃ冷たくなるとかはめっちゃありました。とくにメディア系はあ

りましたね、すごい。けっこうメディアはそういうの気にするんだなって思って、逆に

行きたかったですすごい、だからこそ。 

――それは、いま就かれてる会社でも同じでしたか。 

A6：ああ、でも、いまの会社は周りに高学歴多いんですけど、なんか、大学名のことを
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まったく言ってこない感じです。もうぜんぜん人で見て選ぶ感じやったんで、ぜんぜん

それ（学校歴の影響）を感じないです。（A6・女性・20 代・広島県・私立国際系卒・メ

ディア） 

 

A6 さんがインターンシップで関わったこの上司らは、先で述べた大学名を見て採用すると

いう慣行にもとづいた考えをもっていたために、A6 さんの通う大学名を聞いてなにかしら

の不足があると判断し、そのような態度をとったと考えられる。このように、いまの大学生

が向き合う就職活動でも、やはりいまだ大学のランク、つまり学歴が重要視され、学生はこ

ういった企業からの学歴要求にさらされているといえる。 

 しかしこの発話ではネガティブな部分だけではなく、ポジティブな部分にも注目したい。

A6 さんは現在、新卒で勤めた会社から転職し、かねてから志望していたメディア関係の会

社に勤務しているが、発話の後半にもあるようにいま働かれている会社では学歴を重視せ

ず、個人に重点をおいた採用であったように感じたという。 

 先述した学歴を重視する企業の採用方式は、本来志望していた大学であればよりよい職

に就くことができたと考える不本意入学者につよい葛藤を抱かせるものであり、また、不本

意感を抱えたまま入った大学のランクに対して、コンプレックスが生まれるようなもので

ある。だが、A6 さんがいま勤めている会社のように、学校名や学歴に重きをおかない企業

も増えてきたのではないだろうか。C2 さんは在学時に参加したインターンシップで、学校

名にこだわらない企業の姿勢をみたという。 

 

C2：幸いなことに、第 1 志望の会社が、インターンのときから、大学名は言わなくてい

いよって感じの会社だったから、その点ではそう（学歴が重視されてると）思わなかっ

た。逆にそれでそう思ったのかもしれない、この会社はべつに学歴きかなくていいよっ

て言ってるから、まあ、そういう、能力とか人柄重視なんだろうけど（中略）。（C2・男

性・20 代・三重県・国立機械工学系卒・専門職学生） 

 

C2 さんは、学校名を言わなくてもいいと言われたことで、学歴に代替する評価基準として

能力や人柄がみられているというように感じとったそうだが、この企業の側からみられて

いると感じる部分は、従来の大学名や学歴に対する目線ではなく、まさしく個人を見るまな

ざしであるといえるだろう。 

 

 

４．不本意入学者の不可視性 

本稿では、日本が学歴社会であり、大学生を一律に「○○大生」としてみる目線が一般的

になっていることから、不本意入学者の外部から見えにくくなっている、つまり不本意入学

者は外部からの不可視性をもつのではないかという仮説を立て、これについて考えるため
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に学歴が重視されるにいたった背景や、学歴が社会でどのように求められているのかを大

学の次段階である企業との関わりのなかでみてきた。 

 冒頭に苅谷・定金の論を引用したように、不本意入学者にはさまざまな不本意感が存在す

る。たとえばそもそも大学への進学自体が不本意である人、志望校に点数や偏差値が届かず

大学のランクを下げざるをえなかった人、また家庭の事情によって地元の大学しか選べな

かった人などである。ただ不本意入学者全体に、不本意で入学したことを口にしないかぎり、

周囲からは当人が不本意入学者であることが見えにくい、つまり不本意入学者は不可視性

を孕んでいるということが言えるだろう。なぜなら、これまでに見てきたように日本は学歴

社会であるため、学生を評価する際に学歴がおもな指標として用いられており、個人の能力

などによる評価よりも大学名が優先されて評価されることがしばしばあるからだ。 

だからこそ、不本意入学者の不可視性に注目し、なぜ不本意入学者はみえにくくなってい

るのかをあきらかにしようとしてきた。不本意入学者を見えづらくしている理由として学

歴社会をあげたのは、現代日本において大学生を測る尺度が基本的に学歴（学校歴）となっ

ているために、不本意入学者は第 1 志望であった大学の学歴と、不本意ながらも実際に入学

した大学の学校名とのあいだで葛藤が起こるのではないかと考えたからである。本稿でと

りあげた 4 名のインフォーマントをみても、学歴・学校名を言った途端に態度を変えられた

り、通う大学の学校名ではもともと志望していた進路の実現が困難だと考えその道をあき

らめたりと、社会に浸透する学歴主義によって、4 名全員がなんらかの挫折を経験、もしく

は負の感情を抱いたということであった。 

 とくに学歴が個人を測るうえで大きな指標となる場面として、就職活動と学歴の関係性

もみてきた。戦後直後の企業と学校の関係を背景に、企業が学校をランクづけた影響がいま

にも残っているため、先の A5 さんのように入学した大学からは希望する進路を実現できな

いといった考えに至る人も多くいるはずである。 

 しかし一方で、学歴を切り離して学生を測ろうとするような企業の動きが、インフォーマ

ントの話にいくつか見受けられた。たとえば、A6 さんがいま勤めている会社では、学歴に

ほとんど触れずおもに個人そのものを評価しているということや、また C2 さんが第 1 志望

としていた企業のインターンシップでも、学校名は言わないままでよいとされたことで、個

人の能力や人柄を見られているように感じたとあった。 

このような学歴を切り離した評価方式が企業でどの程度の広まりをみせているかは定か

でないが、今後、社会全般で主流な評価方式となれば、まさに不本意入学者の見えにくさ、

不可視性が解消されるのではないだろうか。ここまででくりかえし述べてきたように、学歴

主義社会であるがゆえの「○○大生」という学生に対する目線が、不本意入学者を外部から

見えにくくしていると考える。しかし学歴主義から離れ、たとえば C2 さんの発話にあった

「能力とか人柄」、または個人の学修成績や学生生活で育んだ能力などが学校名よりも優先

してみられるようになれば、不本意入学者の外部からの不可視性を解消できるだろう。 
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はじめに 

 

 

第Ⅳ部のテーマは、「不本意入学と学歴観」である。不本意入学の意識は、第Ⅰ部や第Ⅱ

部で論じられたような、親や周囲の環境という個人的な要因によって醸成されるが、第Ⅲ部

でも見たように、就職活動といった日本社会の構造そのものを要因とした現実的な問題か

らも生まれている。これらをふまえて第Ⅳ部では、この日本社会の構造を基礎づけている

「学歴観」に着目したい。以下、各章の概略をあらかじめ示しておこう。 

 第 10 章では、「大学全入時代」と呼ばれる現代において、依然として不本意入学者の不本

意感が生まれる理由、不本意感の変化とそのタイミング、ならびに現代の日本における学歴

の意味について、インフォーマントの発話の分析を通じて論じる。 

 第 11 章では、不本意入学の原因や不本意感の内実を、「入試制度」の観点から、とくにセ

ンター試験に着目して考察する。入試構造におけるセンター試験の役割や位置づけ、またセ

ンター試験自体の性質に焦点を当て、センター試験と不本意入学との関係を示す。さらに、

その関係が成立する根本的な要因として、現代日本社会にはどのような価値観が浸透して

いるかをあきらかにする。 

 第 12 章では、不本意入学の根本的な原因のひとつとして「浪人への忌避感」を取り上げ

る。近年、大学入学者のなかでも、浪人生の割合が著しく減少している。高等教育の大衆化

と、学校と企業の接続による就職という日本的雇用システムの 2 つの側面から、いま現在ま

で日本社会を支配しつづけている「メンバーシップ主義」に焦点を当て、浪人忌避の傾向の

源泉をたどる。 

 第 13 章では、「エリート志向」に焦点を当てて論じる。「いい大学」「いい会社」「いい人

生」といったイメージや、こうした「エリートコース」をめざす動きは、現在どのような様

相を持つものであるか、またどのようにして社会に広まってきたのかをあきらかにする。お

わりに、今後のエリートのあり方について提言を試みる。 

 第 14 章では、大学の不本意入学者の学歴観がどのように形成され、どのようなことを理

由に変化するのかをインフォーマントの発話から時系列を追って分析する。大学進学率の

上昇をはじめとしたさまざまな現代の社会背景と学歴観の形成、高校時代から大学卒業以

降にかけてのそれぞれの時間軸において、不本意入学者が関わりを持つ「周囲の人」からの

影響と、それに伴う学歴観の変化とをそれぞれ結びつけて論じる。 

 以上 5 つの論文を通じて、不本意入学の根本的な原因を、大学の「入試制度」や受験生た

ちの「浪人忌避」の傾向、若者たちの「エリート志向」といった観点から探り、日本社会を

覆う「学歴観」とは一体どのようなものなのか検討する。 
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第 10章 不本意入学者の「不本意感」の変化 

―学歴の意味を探る― 

 

大曲 慧 

 

 

１．はじめに 

「大学全入時代」と言われて久しいにもかかわらず、依然として大学受験における激しい

競争が繰り広げられている。「大学全入時代」とは、少子化と大学の入学定員の拡大が進行

することに伴い、大学・短期大学への進学希望者数が定員を下回る状態を示す。高等教育機

関への進学を志す人の志願者のほとんどが入学できる状態にもかかわらず、一部の大学で

は受験競争が激化するという、一見矛盾した状態はなぜ生まれるのか。本調査のインフォー

マントの発話から、「大学全入時代」と言われる現代において、なぜ「不本意入学者」が生

まれるのか、その理由について考えていく。 

今回の調査における「不本意入学者」とは、第 1 志望の大学と、実際に進学した大学がな

んらかの理由で異なることから、不本意感を抱きながら入学した、また、学生生活を送った

人々のことである。本調査でインフォーマントの話を伺っていくなかで、不本意感の理由、

変化やそのタイミングに多様性がみられた。そこで以下では、全インフォーマントの不本意

感の理由、不本意感がその後どのように変化したのかの傾向を探り、不本意感の変化がなに

を示すのかをあきらかにする。また、最後に日本において、学歴がどのような意味を持つの

かについても分析しておきたい。 

 

 

２．大学進学への意識 

「大学全入時代」と称される現代では、高等教育機関への進学率は年々上昇傾向にあり、

文部科学省の公表している資料によると、令和元（2019）年の高等教育機関への進学率は、

平成 21（2009）年のそれと比較すると、約 10 年間で男性が 55.9％から 56.6％と 0.7 ポイ

ント、女性が 44.2％から 50.7％と 6.5 ポイントも上昇している。平成 21（2009）年から令

和元（2019）年にかけての女性の進学率の上昇には目を見張るものがある。男性と女性の進

学率の差が縮小しており、とくに女性は、大学進学への意識が高まっているものと推測され

る。また、割合に着目すると、18 歳人口の男性、女性、どちらも高等教育機関への進学率が

50％を超えている。人々の「大学進学は当たり前」という意識が高まっているのではないだ

ろうか。 
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そこで、本調査のインフォーマントに「大学進学は当たり前という意識があったか」とい

う質問をしたところ、全 16 名中、15 名にもおよぶインフォーマントが「大学進学は当たり

前という意識があった」、もしくは「少なからずあった」と答えた。本調査におけるインフ

ォーマントは、全員が大学への進学を経験しているため、今回のインタビューで得られた回

答の割合を、安易に現代の日本社会全体の数値として扱うことはできない。しかし、いずれ

にしても、この全 16 名中 15 名という数字はきわめて大きいものだと思われる。 

この「大学進学は当たり前」という意識があるとすれば、それはどこからくるものなのだ

ろうか。インフォーマントの話のなかでは、出身高校の指導方針や、両親の教育や親戚から

の影響などが述べられていた。そのなかでも、B5 さんは、現代社会の風潮ともとれるよう

な、マスメディアからの影響を挙げた。 

 

B5：えっと、いとこが＊＊大学（B5 さんの出身大学）の法学部卒だったっていうのと、

あとやっぱ大学行くのが当たり前みたいなのも、けっこうメディアでも言われてる世

代だと思うので。あとまあやりたいことがとくになかったというのもあるんですけど。

やりたいことが高校を入る段階であれば、たぶんそういう専門（学校）で行くと思うん

ですけど、やりたいことなかったので。考える猶予が 4 年延びるようなものだと思うん

です。それで大学受験は考えましたね。うん。（B5・男性・20 代・九州地方・国立法学

系卒・公務員） 

 

この B5 さんの発言からもみてとれるように、大学進学に対する人々の意識は、マスメディ

アも少なからず影響していると思われる。昨今では、大学受験を意識した食品や塾のテレビ

コマーシャルを放映するなど、メディアに、「大学受験は当たり前」という人々の意識に対

応して広告を制作する動きが見られる。このことから、「大学進学は当たり前」という意識

は、本調査のインフォーマントに限らず、社会の風潮としてたしかに存在するものであると

考えられる。 

人々の大学進学は当たり前という意識や、学歴を重視する見方を説明するにあたり、貴戸

理恵（2019）の文献を引用する。 

 

子ども・若者が社会的存在となる一般的なプロセスにおいて、組織内で個人が関わる事

柄の具体的内容や個人ベースの技能、資格に比して、組織ベースの威信や所属・在籍し

ていること自体がより大きな意味を持つ事態を日本移行システムの「メンバーシップ

主義」と呼びたい。／「メンバーシップ主義」のもとでは、ある組織のメンバーである

ことが次のシステムの組織にメンバーとして招き入れられることの必要条件になるよ

うな仕組みが出来上が生まれていく。これは、いま属している組織における個人の品質

保証である「出口管理」が、実質的に次の組織の「入口管理」（どれほど「狭き門」に

入れるか）に代替されており、「次の入り口」が「いまの出口」に後ろから覆いかぶさ



170 

 

ってくることで機能する。（貴戸 2019: 392-3） 

 

貴戸（2019）は「メンバーシップ主義」においては、ある組織のメンバーであることが次の

システムのメンバーになるうえでの必要条件となると主張している。すなわち、大学全入時

代と言われる現代においては、とくに、社会の一員として働くためにその前段階として大学

に入学し、卒業することが求められる。したがって、「大学進学は当たり前だ」という意識

を形成しているのは「メンバーシップ主義」であると考えられる。 

近年、大学の設置数が増加し、大学進学が比較的容易になっており、進学校に通う高校生

に限らず多くの高校生が「大学進学は当たり前」という意識を持っているものと思われる。

少子化と大学の設置数増加に伴い、大学進学自体が比較的容易になっているにもかかわら

ず、一部の大学においては、受験における競争は激化し、「より偏差値の高い大学へ」とい

った考えが強く、必然的に第 1 志望の大学に進学が叶わなかった「不本意入学者」が多く生

まれる。では、実際に不本意入学した人々は、どのような理由で不本意感を感じているのだ

ろうか。その不本意感の理由について、今回のインタビュー内容を詳しく見ていくことにす

る。 

 

 

３．不本意感の分析 

１）不本意感の理由 

全 16 名のインフォーマントの不本意感の理由のうち、11 名と過半数の人々が「第 1 志望

の大学に進学することができなかったから」を挙げ、最も多く見られた。「第 1 志望の大学

に合格できなかったから」と答える人のなかにもさまざまなケースが見られる。第 1 志望校

に合格する学力が足りず不本意入学だった人や、たとえ学力が合格できるレベルに達して

いても家庭の経済状況が理由で県外の大学や、私立大学への進学が叶わなかった人などが

いた。 

また一方では、第 1 志望ではなかったものの、実際に入学した大学にある程度の魅力を感

じて進学したという人も多かった。B3 さんもその一人である。現役時、志望大学に合格が

叶わなかった B3 さんは、浪人を経験した。B3 さんは浪人時、山口東京理科大学、防衛大

学、実際に進学した大学と、3 つの大学に合格した。そのなかでも実際に進学した大学を選

択した理由を以下のように話した。 

 

B3：あぁ、えっと、山口東京理科大学っていうところが、その年に公立化した私立だっ

たので、それまではそんなに偏差値はもちろん高くなければ、あと、大学がすごくちっ

ちゃくて、勉強できることとかの幅もそんな大きくない、理系ってけっこういろんな機

材が必要なイメージだったので、そんなに大型施設がないイメージで、あんまりこう、

なにかに結び付くような勉強っていうのがないんだろうなと思ったのと、防衛大学は、
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無理ってなったので、気持ちが無理だったので（笑）。あとはまぁ、＊＊大学（B3 さん

の出身大学）は、まぁ、その、いっぱいけっこう、＊＊大学の附属で実習生を見ていた

ので、けっこう、教育を志す人たちってまぁ、そのとき改めて考えるとというか、なん

だかんだで前年も教育学部を受けていたので、なんというか、まぁ、ちゃんとがんばっ

てる人多いなっと思って。そうですね、なんかその、もともと、あきらめたのが、パイ

ロットあきらめたのも遅かったし、いろいろ道を考え始めたのも遅かったので、まぁ、

何事もチャレンジかなというか、住めば都かなと思って（笑）。教育、まぁ、そうです

ね、いこうと思いました。（B3・男性・20 代・福岡県・国立教員養成系卒・大学院生） 

 

B3 さんは、複数ある選択肢のうち、研究施設の規模や、進学した大学の教育実習生の印象

のよさから進学先を決定した。B3 さんは、不本意入学ではあったが、進学した大学でがん

ばることを決意した一例であるといえる。こうしたケースはほかのインフォーマントに関

しても見られた。 

 

２）不本意感の変化 

 前項では、不本意感の理由について見たが、本項においては、入学時抱いていた不本意感

が入学後の大学生活などを経てどのように変化するのかについて考察する。インフォーマ

ントの発話から、その不本意感の変化を、「なくなった・減少した」「変化なし」「増加した」

の 3 つに分類すると、不本意感が「なくなった・減少した」と感じている人が 12 名であっ

た。さらに、「変化なし」と感じている人が 2 名、「増加した」と感じている人が 2 名という

結果になった。これらを、現役で進学した人と、浪人を経験して進学した人とに分けたのが

表 1 である。 

 

表１ 浪人・現役を区別した不本意感の変化 

 N なくなった・減少した 変化なし 増加した 

現役 10 9 1 0 

浪人 6 3 1 2 

（資料出所）今回のインタビューをもとに筆者作成。 

 

表 1 を見ると、現役で合格し、進学した人のほうが、入学後に不本意感が「なくなった・減

少した」と感じている人の人数が 10 人中 9 人であり、割合としてはやや高いことがわかる。 

 次に、不本意感が「なくなった・減少した」と感じている人のうち、B4 さんの発話を取

り上げる。 

 

B4：あ、そうですね。まあ、やっぱり、たとえば 1 年浪人せずに入ったりだとか、まあ

九州大学（B4 さんの第 1 志望）に行ってたら、まあ、その友人とは出会わなかったっ
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ていうふうに考えれば、まあ、人生一期一会というか。まあ、そういう出会いはひじょ

うによかったのかなっていうふうには捉えてますね。（B4・男性・20 代・福岡県・国立

応用化学系卒・生産技術職） 

 

B4 さんは不本意入学後、進学した大学での出会いから、自分の不本意感に変化があったと

のことである。B4 さんのほかにも、不本意感が「なくなった・減少した」と感じている人

のなかには、大学での人間関係や、大学入学後の環境の変化を、入学前に抱いていた不本意

感が軽減した理由として挙げる人が多かった。 

 次に、「変化なし」と感じたインフォーマントのうち、A5 さんの発話をとりあげる。 

 

A5：＊＊大学（A5 さんの出身大学）に行きたいわけじゃなかったっていうのは基本的

には変わらないんですけど、＊＊大学に行ったから出会えた人たちもいたとは……、い

たわけなんで。なんか尺度が違う問題かもしれないんですけど。不本意ではあったけど、

＊＊大学でしかできないこともあったよなとは思います。 

――学業的には不本意感は拭えなかったけど、人間関係や大学生活も含めて、＊＊大学

に行ったこともよかったなという感じですかね。 

A5：はい、そうですね。（A5・男性・20 代・愛知県・私立法学系卒・銀行員） 

 

A5 さんは不本意感に変化はなかったものの、やはり、進学先での出会いなどは自分にとっ

てはよいものだと考えていることがわかる。A5 さんは現役時、京都大学を第 1 志望校とし

ており、京都大学の特色入試を受験するも、合格には至らず、浪人することも視野に入れて

いたという。しかし、家庭の経済状況等を考慮し、浪人は断念することになった。その後、

進学先の大学に通いながら、京都大学の大学院へ進学をするべく院試の準備を始めた。 

 

A5：最初は院に行ったらなんとかなるかなって思ってたんですけど。院で、京都大学

の大学院に行ったらなんとかなるかなって思ってたんですけど、けっきょくやっぱお

金がかかるんですよね。院に行くのにも。なんでそこがけっきょく壁でしたね。なんで

まあいろいろあって仕方ないというか。まあ、そんな感じです。（A5・男性・20 代・

愛知県・私立法学系卒・銀行員） 

 

A5 さんは、大学 1 年次、家庭の経済状況などを含め考えたとき、大学院に進むことを断念

する。しかし、A5 さんの、1 年次からの院試に向けた準備は、現状に満足できなかったゆ

えの行動であったといえる。 

 次に、不本意感が「増加した」と感じている B3 さんについて取り上げる。B3 さんは、不

本意感を増加させた理由として、大学で感じた周囲との意識の差などを挙げた。 
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B3：あぁ、周りの人（B3 さんと同じ大学の学生）が勉強してないことですかね（笑）。

（中略）なんか、こんな、めっちゃ言い方悪いですけど、こんなやつらと一緒のまま終

わりたくないなっていう気持ちがけっこうありました。（中略）（B3 さんが進学した大

学の学習内容の）方針が変わることは知ってたんですけど、けっこう、来年以降の方針

が決まってないみたいなことがけっこうあってたので、それもあって、とんでもないと

ころに来たなって思いが年々膨らんでいってましたね（笑）。（B3・男性・20 代・福岡

県・国立教員養成系卒・大学院生） 

 

B3 さんのこの経験は、少し特殊なケースのようにも思われるが、第 1 志望ではないものの

ある程度魅力を感じて入学した大学へ、不本意感を持つようになった。大学で感じた周囲と

の意識の差や、度重なる大学の学習内容の方針変更、加えて教授との軋轢などを原因に B3

さんはその後も不本意感を増加させていった。また、B3 さんのように不本意感を増加させ

るには至らなかったものの、入学した大学で自分の望む勉強や研究ができると考えていた

が、それが叶わず、自分の思いと現実の違いに苦心した人も少なくなかった。 

 

３）不本意感の変化のタイミング 

 また、全 16 名のインフォーマントのうち、不本意感に変化が現れた 14 名の不本意感の

変化のタイミングを、大きく「入学直後」と「在学中」の 2 つの期間に区切り見ていくこと

とする。まず、入学直後に不本意感が変化したと感じた人は 4 名、在学中に不本意感が変化

したと感じた人は 10 名であった。不本意感の変化のタイミングについて考察していく。 

 まず、「入学直後」に不本意感が変化したと感じたインフォーマントの発話を取り上げる。

そのなかの 1 人である C4 さんの話では、実際に進学した大学での出会いが不本意感を軽減

させたという。 

 

C4：そうですね。友達関係が、大学での友達関係がやっぱもうよくて。もう、なんなら、

高校が少しその、やっぱ周りが勉強できるから、勉強できないとちょっとなんかやっぱ、

なんか居心地わるいなあっていう雰囲気があって。でもあんまり、やっぱまあ、そんな

いい大学じゃないから、勉強で人を見るっていうのがあんまりなかったから、そこはも

う居心地いいなと思って。すぐ、もう（大学）1 年生の 2、3 か月経ったぐらいではも

う切り替わってましたね。気持ちは。（C4・男性・20 代・九州地方・私立スポーツ学

系卒・児童福祉関係） 

 

前項で発話を引用した B4 さんと同様、C4 さんも実際に進学した大学での友人との出会い

を不本意感が軽減された理由の一つとして述べている。やはり、多くの人々にとって、大学

進学後の出会いや、環境の変化は、その人自身の不本意感に影響を与えているものと考える。 

 次に、在学中に不本意感が変化した人の話を見てみる。在学中に不本意感が「なくなった・
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減少した」と感じたうちの 1 人である A6 さんは、入学時感じていた不本意感は、在学中に

周囲よりも学業に専念することで軽減されたという。しかし、いまもなお A6 さんは多少の

不本意感を抱いており、その理由として以下のように述べていた。 

 

A6：（いまでも不本意感が）ありますね。なんか、やっぱり、いまいる会社でも、なん

ていうんですかね周りに高学歴が多くて、自分の大学言えないって（ことが）あるんで

すよめっちゃ。（A6 さんの出身）大学聞かれても言えないってのがあって、それはけっ

こう就活のときも感じてて。は、あるかもです、いまの会社も。（A6・女性・20 代・広

島県・私立国際系卒・メディア） 

 

A6 さんは、新卒時の就職活動において、学歴差別のようなものを経験しており、希望して

いた会社に就職できなかった経験を持つ。また、転職後のいまの会社でも A6 さんの職業柄

からか、周囲に高学歴の人が多いため自分の学歴を言えないことがあるという。在学中、学

業に専念することで不本意感を減らすことに成功したが、いまもなお、自分の学歴を気にし

ている様子であった。 

 対して、A2 さんは、在学中に不本意感が「増加した」と感じた。両親の教育方針から、

医学部をめざし、複数回の浪人を経験した。しかし、浪人時代に医学部以外の学部に興味を

持ちはじめ、医学部に進学することを望む両親の反対にあいながらも、物理工学系の学部を

受験した。そして入学後、一般教養の授業として、文系科目の授業を受けたところ、自分自

身は文系の学部に進むべきだったのではと考えるようになった。 

 

A2：（入学した大学について）大学行って 2 年目くらいから（もっといい選択肢があっ

たんじゃないかと）思ってたんですけど。なんかそもそも、医者になるっていうのが当

たり前すぎて、まあ大学行くのも当たり前ってなったし、浪人するのも当たり前ってな

ってたけど、まあそれで、その流れの源流がその、文理選択で理系選んじゃったけど、

もしかしたら文系のほうがふつうに興味持てる内容だったかなーみたいな思っちゃっ

て。もうその時点でけっこうなんか、だったらその、＊＊大学（A2 さんが進学した大

学）で変な理系行くよりは、まあ、どっか早稲田（大学）とかで文系行ったほうがぜっ

たい楽しかったなーみたいなのは思ってたっていう感じですね。（中略）きっかけはそ

うっすね……、まあ、（大学）2 年目で一回そのテストぜんぶ休んで、単位 1 個もとれ

なかったっていうことがあったんですけど。でまあ、そんときに、まあ、それまでにと

った自分の成績見返したら、けっこうなんか、一般教養（科目）だけめっちゃなんか、

自分好きで授業行ってめっちゃ聞いてたし、成績もそこだけ異常によくてっていうの

が多かったので。そう、適性的にこっちなんじゃねって思ったっていうのと、そうっす

ね、あとほんとに、……そんときはもうほんとになんか本読むの好きで。めちゃくちゃ

なんか小説からなにから、ずっと、勉強するよりカフェにこもって本読むって生活ずっ



175 

 

としてたんで、……っていうのでまあ、理系じゃないんじゃねっていう。そうですね。

（A2・男性・20 代・九州地方・国立物理工学系休学中・IT 系） 

 

A2 さんは、大学入学後しばらく不本意感はあまりなく、自分の専攻内容への興味もあり勉

強に対するモチベーションが保てていた。しかし、2 年次から必修の授業や専攻内容があま

り楽しくないと感じだし、｢文系のほうがよかったのでは｣｢もっといい選択肢があったので

は｣といった不本意感を抱くようになり、留年を繰り返す。両親の反対を押し切り医学部以

外の学部に進学したこともあり、両親に｢また単位をとれなかったら授業料は払わない｣と

いったことを言われ、学業不振が続くのであれば、地元に戻り再度医学部をめざすことを両

親に勧められた。A2 さんは、覚悟をもって学業に臨むことを伝え、一度両親からチャンス

をもらうも、そのチャンスを生かすことができず、両親から学費の援助を止められた。現在

は大学を休学し、復学のために必要な学費を貯めるべく、社会に出て働いている。 

 

４）不本意感の変化はなにを示すのか 

本調査では、不本意感が「なくなった・減少した」と 12 名のインフォーマントが感じて

いることがあきらかになった。不本意感がどのように変化したのか、またその変化のタイミ

ングはさまざまではあるが、不本意感が「なくなった・変化なし」と語ったインフォーマン

トの全員が、進学した大学で努力することを選択した。また、今回の調査で、不本意感が「な

くなった・減少した」と感じている 12 名のなかには、B4 さんや C4 さんのほかにも大学入

学後の人間関係や、その後の環境の変化が、自分が入学前に抱いていた不本意感が減る一因

となったと話す人が多い。このことは、小林哲郎（2000）の、大学生に行ったカウンセリン

グをもとに書かれた著書でも同じようなことが語られていた。 

 

実際には、不本意感を抱きながらも、クラス・サークル等での人間関係を支えにしたり、

その学問に興味を持つことができて、その不満が解消したり和らいだりする学生が多

いと思います。アルバイトや学外の団体の活動に熱中しつつも、なんとか単位をそろえ

て卒業する学生もいます。また、在学しながら専門学校や資格受験予備校に通い、資格

を取るような学生もいます。しかし、その不本意感をどうにも解消できない場合、進路

変更について、真剣に考えなくてはならなくなるのです。（小林 2000: 67） 

 

このことからも、やはり、不本意入学ながらも、実際に進学した大学での出会いや、環境の

変化で不本意感を軽減されるケースは少なくないのだろう。 

対して、不本意感が「変化なし」、「増加した」と感じている 4 名に共通して当てはまるこ

とは、抱いていた不本意感を解消しようとなんらかの行動を起こしていたことが挙げられ

る。上述の小林（2000）にもあるように、本調査のインフォーマントにおいても、自分の置

かれている状況に満足せずに、4 人全員が不本意な現状を変えようと進路変更を視野に入れ
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ていたことが確認できた。不本意感が「増加した」と回答した 1 人である A2 さんは、入学

当初は不本意感をあまり感じてはいなかったが、専攻内容への興味が徐々に薄れるにつれ、

不本意感が増加した。その結果留年を繰り返してしまい、休学している。いまも大学に籍を

置いているが、現在は社会に出て働いており、復学をめざしているという。不本意感が「変

化なし」と回答した 1 人である A3 さんは、進学する学部への興味を持てないまま大学に進

学し、進学後も興味を持つことができず、2 度目の留年が決まったことを機に中退を決意し

た。その後、社会に出て働いており、興味を持てる職業に就いている。不本意感に変化がな

かったという A5 さん、不本意感が増加したという B3 さんに関しても同様に、編入試験や、

大学院進学に向け準備を進めた。A5 さんは家庭の経済状況などから、大学院進学を断念す

るも、現状を変えようとしたことに変わりない。不本意感が「増加した」と感じた B3 さん

を見てみると、不本意感を解消しようと編入試験や、院試の準備を進め、外部の大学院へ進

学した。B3 さんは、自分の置かれた不本意な状況に満足せず進路変更に成功した。 

 

 

４．学校歴に対する考え 

そもそも、日本においては一般的に、学校歴はどのような扱いをされてきたのだろうか。

これについて、片岡栄美（2019）の文献を見てみよう。 

 

日本では、人々の地位の上昇移動や再生産への欲望は高い学歴によって達成されるも

のという考え方が強い。すなわち「勉強ができる」≒「頭がいい」ことが、高い地位と

他者からの尊敬（象徴的利益）を同時に手に入れることができる正当化されたルートに

なってきた。（片岡 2019: 209） 

 

以上からわかるように、日本においては、高い学歴を有することで、高い地位、他者からの

尊敬を得ることができるのである。このことは、人々が学歴を重要視することに影響を与え

ていると思われる。そこで、本調査のインフォーマントに対し、「学校歴は重要だと考える

か」、また「高学歴であることは社会に出て有利にはたらくと考えるか」という質問をした

ところ、全 16 名中、12 名が「重要だと感じる」もしくは、「社会に出て有利にはたらくと

考える」と答えた。このことからもわかるとおり、やはり、現代社会には依然として学校歴

を重視する見方が存在する。「学校歴が重要」、もしくは「高学歴であることが有利にはたら

く」と感じた経験を伺ったところ、就職活動の際にそれを感じたとの声が多かった。就職活

動の際に学校歴が「重要だと感じる」、「少し感じる」と答えた人々のなかには、自分の学校

歴が有利にはたらいたと答える人も数名いたが、実際に就職活動時に学校歴の重要性を感

じた A6 さんは、自分の学校歴が不利にはたらいたと感じた経験があるという。 

 

A6：あー、でも、やっぱり履歴書で、学歴フィルターじゃないですけど、（中略）もう
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その面接に行く前に落とされるみたいなのは東京の出版社はほぼでしたね。（A6・女性・

20 代・広島県・私立国際系卒・メディア） 

 

A6 さんはこのように、学校歴差別を経験しているにもかかわらず、学校歴差別に対し否定

的な意見を持ってはいなかった。 

 

A6：そうですね、まあ、でも、実際高学歴の人って、入るためにめちゃめちゃがんばっ

てるわけじゃないですか、その大学に。っていう過程も、その努力の部分も評価してる

んじゃないかなって思うんですよ、企業の人は。っていう部分での判断基準なのかなと

思いましたすごく。（A6・女性・20 代・広島県・私立国際系卒・メディア） 

 

たしかに、A6 さんのいうとおり、学校歴はその人自身の能力を測る一定の値となりうるも

のである。全員が全員と言い切ることはできないが、学校歴が就職活動の際に、少なからず

影響を与えることはインフォーマントの話を聞くなかでわかってきた。では、就職活動以外

の場で、学校歴はどのような影響を人々に与えているのだろうか。 

学校歴についての興味深い文献の一つに数土直紀（2010）の『日本の階層意識』が挙げら

れる。この文献には、「階層帰属意識」という言葉が出てくる。「階層帰属意識」とは、「自

分の生活が社会のどの辺に位置づけられているか」に関する意識を表す社会学用語である

（数土 2010: 30）。おもに、その人自身の経済生活の水準に対する自己認知・自己評価を示

す。数土は以下のように述べている。 

 

いくつかある社会的・経済的地位の中でもとりわけ影響が大きいのは、収入である。と

うぜん、収入が多ければその個人の階層帰属意識は高くなるし、逆に収入が少なければ

その個人の階層帰属意識は低くなる。また、与える影響は収入ほどではないとしても、

学歴や職業といった社会的地位も階層帰属意識に影響を与えている。もちろん、学歴が

高かったり、あるいはプレステージの高い職業に就いていたりする個人の収入は、そう

でない個人の収入と比較すると多くなる傾向があるので、社会的地位の高い個人の階

層帰属意識が高いからといって、それだけでは“社会的地位が高いから階層帰属意識が

高い”のか、あるいは、“収入が多い（＝経済的地位が高い）から階層帰属意識が高い

のだが、そういう個人は一般的に社会的地位も高い”のか、このことを判断することが

できない。しかし、これまでの研究では、多変量解析という手法を用いることで、収入

の影響を取り除いてもなお学歴や職業といった社会的地位には階層帰属意識を高くす

る影響力があることが分かっている。（数土 2010: 31-4） 

 

ある個人の「階層帰属意識」は、その個人の社会的・経済的地位とけっして無関係ではなく、

ある程度の差はあっても「階層帰属意識」は社会的・経済的地位によって影響を受けている
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とされている。学校歴という社会的地位は、「階層帰属意識」を高くする効果があるのだ。

心理的な問題だけでなく、その後の人生における生活水準にまでたしかに効果があること

が述べられている。この事実は、人々が大学進学や学歴を重視する理由の一つとして挙げら

れるだろう。 

第 2 節において、貴戸（2019）の文献を引用して論じたとおり、「メンバーシップ主義」

は「大学進学は当たり前だ」という意識に影響を与えている。さらには、「メンバーシップ

主義」は人々の学歴偏重の考え方にも影響を及ぼしている。それを示す箇所を以下に引用す

る。 

 

個々のキャリア展開戦略のうえで、「入ってから」より「入るまで」が重視されるため、

エントリー競争が激化する一方でレリバンス（関連性・有意味性）が希薄になる。たと

えば、大学受験では、多くの場合、受験勉強で得た知識はその後の大学生活や社会生活

で役に立たない。しかし、「どの大学に入るかで人生が決まる」と認知されるため、受

験生はそれを了解していながら、多くのエネルギーを受験勉強に投入する。大学に入学

した若者がその後情熱を傾けるのは、次なるエントリー競争としての「就職活動」であ

る。（貴戸 2019: 393） 

 

「入ってから」よりも「入るまで」が重要視される「メンバーシップ主義」においては、よ

りいい大学、より偏差値の高い大学に進学すればするほど、その「次の入り口」の品質保証

がなされるのである。この社会構造が人々の「大学進学は当たり前だ」という意識に影響を

与えていること、高学歴であることがその後の人生において有利にはたらくという考えに

影響を与えていることは、たしかなように思われる。 

これまで見てきたとおり、本調査では、全 16 名のうち 15 名ものインフォーマントが、程

度に差はあれど「大学進学は当たり前」という意識があったと答えた。その理由を探ってみ

ると、多くは、家庭や出身高校の指導方針にいきつく。そして保護者や、高校の教員は「高

学歴であることは現代社会において有利にはたらく」という漠然としたイメージを抱いて

いると考えられる。そのイメージは、大学に進学すること、よりよい大学に進学することの

両方を促している。そして、そのイメージの背景にあるのが、学歴の「階層帰属意識」に与

える影響や、「メンバーシップ主義」なのである。 

 

 

５．おわりに 

今回、不本意感の理由や、不本意感の変化したタイミングに注目し、不本意感の生まれる

背景や、学校歴が現代社会において、その人個人にどのような影響を与えるのかについて論

じた。そのなかでやはり、人々の学校歴に対する意識は高いものであることがわかった。 

 人々が学校歴を意識する社会の風潮は、構造主義的に説明できるように思われる。「大学
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進学は当たり前」と、インフォーマントの多くは考えていたが、その考えには、学歴の「階

層帰属意識」に与える影響や、「メンバーシップ主義」が影響している。 

「大学進学は当たり前」という意識を持つインフォーマントは、その意識と同時に、「い

い大学に進学しなければいけない」という意識も持ち合わせているのではないかと感じた。

それらが同時に存在することが不本意入学になりうる一つの理由だと思われる。インフォ

ーマントにとって「第 1 志望の大学」とは、往々にして実際に進学した大学よりも偏差値の

高い大学を指していた。このことからも、「第 1 志望の大学」とは、よりレベルの高い大学、

より偏差値の高い大学、有名大学であるといえる。 

大学に進学するという選択、レベルの高い大学や、偏差値の高い大学、有名大学に進学し

たいという希望は、自分自身の選択や希望だけでなく、そのように選択するような社会の構

造が存在する。そして、「大学全入時代」という表現が生まれて久しいにもかかわらず、一

部の大学で受験競争が激しい現代においては、「高学歴であることが社会においては有利に

はたらく」という考えや、「いい大学を出なければいい職に就くことができない」といった

考えが存在し、人々に浸透している。社会全体としてそのような構造があるなかで、大学に

進学するということを自分の意志と言い切ることができるのだろうか。おそらく言い切る

ことができないだろう。「大学全入時代」と表現がなされる現代においては、依然として学

校歴が重要視され、受験競争の激しさは和らぐことはないだろう。 
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第 11章 入試制度からみた日本の大学不本意入学者 

―センター試験に着目して― 

 

北本 佑海 

 

 

１．はじめに 

現代社会は、大学進学率が 50％を超過しており、また「大学全入時代」という言葉が生

まれるほどもはや誰もが大学に入学する、誰もが大学に入学できるような社会である。その

ような現代社会に対して、一見すると単に競争が緩和し大学進学への入り口が大きく開か

れているのではないか、もしくは、それによって不本意入学は生じにくくなっているのでは

ないかという印象を抱くかもしれない。しかし実際は、いまだ不本意入学者は一定数存在し

ているというのが現状である。ベネッセ総合教育研究所が 2012 年に行った「第 2 回大学生

の学習・生活実態調査」を樋口健（2013）が分析しているが、その樋口の指摘によれば、調

査対象全体で 4 割存在した、「転学したい」と思ったことがある大学 1 年生の転学意向の理

由としては、不本意入学や入学大学への劣等感が顕著だという。 

不本意入学には、大学で学ぶ内容や大学の所在地、家族の意向などさまざまな要因が関係

しており、個々人が抱く不本意感の度合いや種類も異なるため、不本意入学の要因をひとつ

の側面から断定的に説明することはできない。実際今回のインフォーマントにおいても、一

口に「不本意入学」といってもそれぞれあらゆる要因が複雑に組み合わさっていた。しかし

そのさまざまな要因のなかでも、大学進学に際して避けて通れない関門である入学試験は、

不本意入学に直結する大きな要因のひとつだと考えることができる。そのため、入試制度と

いう観点で不本意入学者を考察することは意義があると言える。現代日本社会において大

学不本意入学者はどこに不本意感を抱いているのか、なぜ不本意入学は生じるのかという

ことを、インフォーマントの実際の経験や考えをもとに入試制度という観点からあきらか

にしたい。 

また本調査におけるインフォーマントは、全員が 2013 年から 2018 年の間に大学受験を

経験している。したがって、本稿でおもに言及するところの入試制度についてはその期間に

依拠したものであること、また文部科学省（2020）によると、2006 年の改革（センター試験

におけるリスニングテストの導入）から、2021 年の改革（大学入学共通テストへの移行）

まで、大学入試制度改革は行われなかったことに言及しておきたい。 
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２．不本意感の所在 

まずは本調査のインフォーマントの発話をもとに、不本意入学者はどこにどういった不

本意感を抱くのか、つまり不本意感の所在をあきらかにする。以下は、大学入学に際してど

のような点で不本意だと感じていたかをたずねたときのインフォーマントの声である。 

 

B4：（略）まあ、一応やっぱり、まあ浪人したときにめざしてたのが九州大学だったの

で。まあ、受ける。んー、なんていうんですかね。やっぱり受けるつもりだったところ

がとつぜん、センター試験の結果を見るとやっぱり厳しいんじゃないかというふうに

なったときに、（実際に進学した大学は）一応第 2 志望だったので、んー、まあ、そこ、

そうですね。まあ、一応第 1 希望ではなかったっていうところで。（B4・男性・20 代・

福岡県・国立応用化学系卒・生産技術職） 

 

B5：やっぱセンター（試験）の点数で志望校を変えたっていうのがあるので、その辺で

はやっぱ不本意に入るのかなっていう感じがしますね。（中略）＊＊大学（B5 さんの出

身大学）が嫌とはまったく思ってなかったですね。ただ、自分でもめざしてたところと

違うところになったので、想定してないところだったので。（B5・男性・20 代・九州地

方・国立法学系卒・公務員） 

 

B4 さんも B5 さんも、実際に入学することになった大学に対する特定の不本意感というよ

りは、第 1 希望の大学に行けなかったという点において不本意感を抱いているということ

がわかる。さらに、2 人ともセンター試験の結果を受けて第 1 志望の大学受験をあきらめて

いることが共通点として言える。 

本調査では合計 16 人のインフォーマントにインタビューを行った。そのなかで、B4 さん

と B5 さんを含め 5 人のインフォーマントが、センター試験の結果を受けて第 1 志望をあき

らめていた。また、試験前から自分の模試の成績・判定を見てあきらめたという人も見受け

られた。さらに言えば、全体的に、センター試験の結果や自分がだいたいとれそうなセンタ

ー試験の点数が、志望大学を決める際の主軸になっているという印象を受けた。次のインフ

ォーマントも、志望大学の決定にセンター試験が大きく影響している。 

 

B3：＊＊大学（B3 さんの出身大学）は、そうですね、センター（試験）終わった後に、

先生に、「＊＊大学だったら、A 判定いっぱいあるよ」って言われて、＊＊大学にしま

した。（B3・男性・20 代・福岡県・国立教員養成系卒・大学院生） 

 

これは、実際に進学した大学を志望校として意識したのはいつごろだったかという質問に

対する発話である。B3 さんは別の発話部分で、センター試験前までその大学は「そもそも

あまり頭になかった」「志望校というものには 1 回も入れてない」とも語っており、受験し
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た段階では完全に判定のみを意識した決断だったという。センター試験の結果が最終的な

志望校の選択にかなり大きく影響していることがわかる。 

以上のことから、次のようなことが言える。まず、大学不本意入学者における基本的な不

本意感は、「志望していなかった大学への入学」というところに生じているものと考えるこ

とができる。そして志望大学以外の大学入学に際しては、とくに志望大学の受験自体をあき

らめることにつながる要因のひとつとして、センター試験が考えられる。したがって、不本

意入学の原因のひとつとしてセンター試験を取り上げる必要があると言える。次節以降、入

試制度のなかでもとくにセンター試験に着目して不本意入学との関係を考察していきたい。 

 

 

３．センター試験と不本意入学 

前節において、インフォーマントのインタビュー内容から不本意入学とセンター試験の

結びつきを指摘した。本節では、第一にセンター試験の位置づけ、第二にセンター試験の性

質、第三にセンター試験の役割に着目し、なぜセンター試験が不本意入学に影響するのかと

いうことを具体的に分析する。 

 

１）センター試験の位置づけと不本意入学 

第一の着眼点である、入試制度におけるセンター試験の位置づけをあきらかにするため

に、まずは文部科学省（2020）を参考にしながら、日本の基本的な入試制度を説明する。入

試制度の種類は、おおまかには AO 入試、推薦入試、一般入試に区分できるが、そのなかで

センター試験はおもに一般入試において利用される。国公立大学の一般入試については、セ

ンター試験を一次試験として実施し、二次試験は、大学・学部等の特性に応じ各大学が個別

学力検査を実施する。私立大学の一般入試については、各大学がそれぞれのアドミッション

ポリシーに応じ、センター試験のみ、個別学力検査のみ、またはその両方を課すといった多

様な選抜で実施することとなっている。 

したがって、国公立大学の一般入試においてはほぼ全ての大学がセンター試験を利用し

ており、私立大学の一般入試においても一定数利用されていることになる。文部科学省

（2020）によると、センター試験参加大学は 1990 年の第 1 回から年々増加しているという。

また竹内正興（2014）は、国公立大学の一般入試における配点比率を調べている。国公立大

学の一般入試における募集のなかで、個別試験よりもセンター試験の配点が大きい募集単

位、つまりセンター試験の比重を大きくして募集を行う学部・学科・専攻・コースなどの割

合が、前期試験では 75.2％、後期試験では 82.8％と圧倒的に多いことを指摘した1。 

以上のようなことから、日本の入試制度においては、センター試験が合否に大きく関わっ

ており、国公立大学の一般入試についてはとくに、センター試験の点数がとれることが合格

                                                        
1 竹内正興が各国公立大学ホームページの 2014 年度入試情報にアクセスし集計した。 
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の大前提なのである。だからこそ前節のインフォーマントの発話にもあったとおり、センタ

ー試験で点数がとれなかったとき、あるいは点数がとれそうにないと考えたときに自発的

に志望大学をあきらめるのだ。そしてこのことが志望大学以外の大学への入学、つまり不本

意入学につながる。センター試験に重きが置かれているこうした入試構造は、不本意入学の

原因のひとつとして見ることができるだろう。 

 

２）センター試験の性質と不本意入学 

入試制度におけるセンター試験の比重の大きさが不本意入学につながっているという考

察に加え、第二の視点として、センター試験そのものの性質と不本意入学との結びつきにつ

いてもあきらかにしたい。まず、受験生がセンター試験の結果に応じて志望大学をあきらめ

たり、受かりそうな大学を選んだりしているということは、受験生がセンター試験の点数に

基づいた各大学の「レベル」を認識しているということを意味するのではないか。つまり、

受験生はセンター試験によって大学の序列を認識し、その序列における自分の位置を把握

する。そしてそれに基づいて受験大学を決定しているのである。だとすれば、センター試験

は大学の序列化にどう作用しているのか。またそのことは不本意入学にどう影響している

のだろうか。 

中村高康（2012）は、日本の大学入試制度の歴史的変化を「統一試験対策」と「多様化政

策」という 2 つの軸から見た。「統一試験」は、戦後採用された「進学適性検査」に始まり、

1963 年から 1968 年まで続いた「能研テスト」、国公立大学の一次学力試験として 1979 年か

ら実施された「共通一次試験」、共通一次試験を発展させ私立大学も参加するようになった

「大学入試センター試験」というように変遷してきた。また、もう一つの軸である「多様化

政策」における多様化とは、推薦入試や AO 入試など、一発勝負型・学力本位型ではない、

一般入試以外の入試制度のことを指す。 

竹内正興（2014）は、現在の入試構造における「統一試験」の影響が大きいこと、あくま

でも「多様化政策」は補完的な位置づけであることを論じたうえで、次のように述べる。 

 

このように、「統一試験対策」中心の大学入試構造が「現在の大学入試センター試験」

に対する受験生やステークホルダーへの影響度を高め、誰の目にもわかる明確な序列

化を生み出したと考えられる。全国の大学序列化が「統一試験」によって一元化された

のである。しかも「統一試験」は大学序列化だけでなく大学評価基準も一元化し、この

ことが「不本意入学者」という負の産物を生み出しやすくしてしまったと考えられる。

大学には入学できる定員がそれぞれ存在するが、難易度の高い大学には定員を上回る

受験者が集中し、試験によって多くの不合格者を出す。大学序列化、および大学評価基

準の一元化はこの入試構造のみを可視化してしまい、入学を希望する大学の試験で不

合格になった受験生は、他の大学の別の評価基準を考えることなく不本意感だけが残

りやすくなり、その結果として「不本意入学者」が増加したのである。（竹内正興 2014: 
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40） 

 

センター試験は、全員が同じ内容の学力試験を受け、正誤で測られ点数だけで結果が出る。

そういった画一的な性質を有するセンター試験が、前節で述べたとおり各大学の入試の合

否を左右する大きな基準になっていることから、大学がセンター試験によって目に見える

形で一元的に序列化されているということが言える。「学力レベル」という単一尺度での大

学序列化がなされているのである。 

また、合格のボーダーラインや判定、偏差値などといった指標によってその序列がさらに

具体化・可視化されている。以下は、センター試験後に出た、第 1 志望だった大学と実際に

入学した大学の判定について話しているインフォーマントの発話である。 

 

A1：たぶん九州大学が……、めちゃくちゃ悩んだんで、B（判定）寄りの C（判定）か

C（判定）寄りの B（判定）かみたいな感じで、めちゃめちゃ悩まされるとこで、フィ

フティーフィフティーで。なんか、合格者ラインの分布図みたいなの（どの点数からど

のくらい例年合格者が出ているかを示すもの）ありませんでしたっけ。（中略）それの

ほんと線上にいたんですよね。（中略）その線より上いけば、半分以上受かってみたい

な。（中略）＊＊大学（A1 さんの出身大学）が、めちゃめちゃ覚えてる。前年度の合格

者の、センター試験の分布図みたいなのがまた出てて、それで前年度の合格者のなかで、

センター試験のいちばん点数高いのが 720（点）くらいだったんですよ。で、その次が

だいたい 660（点）くらいから下ずらーっとあって。浪人生の分際で言うのはあれです

けど、＊＊大学だったらぶっちぎりやったなっていう。九州大学がもう、五分五分の、

＊＊大学は余裕で受かるみたいなところで、もう 1 年浪人する覚悟があるのかないの

かで揺れて、心が折れちゃって。心が折れたっていうか、ひよっちゃって（笑）。（A1・

男性・20 代・長崎県・国立心理学系卒・製造業） 

 

A1 さんはセンター試験の結果を受けて、第 1 志望の大学が受かるかどうか微妙だという

ところで悩んだ末、浪人生ということもあって、第 1 志望の大学ではなく合格する可能性が

高い大学を受験した。その際、ほかの受験生の点数分布と自分の位置、また合格可能性判定

によって、第 1 志望の大学は「受かる可能性が五分五分の大学」、第 2 志望の大学は「余裕

で受かる大学」というように、明確に大学のレベルが区分され、受験生もそれを目に見える

かたちで認識しているということがわかる。A1 さんは受験した大学に合格し入学すること

になったが、自分が抱いていた不本意感について以下のように語っている。 

 

A1：（略）まあ、大学入ってしまってからはそんなに感じはしなかったんですけど……。

まあ、けっこう、なんて言うんですかね、その、人間って欲深いもので、＊＊大学（A1

さんの出身大学）に受かって、入学までに時間があるじゃないですか、で、その時間で、
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いや、なんか、言ったように九州大学がフィフティーフィフティーやったんで、いや、

なんか、二次試験の勉強めちゃめちゃがんばれば九州大学行けてたのかもなとか、こん

だけ 1 年間勉強してたんなら二次試験の勉強くらいもっと早めに詰めてたら九州大行

けてたんじゃないかみたいな、たらればでモヤモヤしてた感じですね。 

――不本意感としては、自分で志望校下げてというか、安全パイのほうに行って、それ

によって、第 1 志望のところに行けてたかもしれないっていう考えがあったっていう

か。 

A1：そうですね。そんな感じですね。（中略）（進学先の大学に）ぜんぜん行きたくない

とかじゃなくて、九州大学行けてたのかもなっていうモヤモヤですね。（A1・男性・20

代・長崎県・国立心理学系卒・製造業） 

 

竹内正興の指摘においては、「入学を希望する大学の試験で不合格になった受験生」という

ところで、「統一試験」に起因する大学序列化・大学評価基準の一元化が不本意感を生じさ

せるという内容があったが、A1 さんはじめ本調査のインフォーマントに見られた、「そもそ

も志望大学の受験自体をあきらめた」受験生についても似たようなことが言えるのではな

いだろうか。すなわち、「学力レベル」の一元的な大学序列化・大学評価基準に基づいたま

なざしのもとでは、第 1 志望以外の大学を受験するという選択は、単に「志望校のランクを

下げた」「安全パイのほうを選んだ」選択であるという印象がかなり強いのである。したが

って、入学する大学にとくに不満がなくても、レベルを落としたことに対し不本意感が生じ

ると言える。 

 

３）センター試験の役割と不本意入学 

これまで、不本意入学者のなかでも志望大学の受験をあきらめたケースに着目し、センタ

ー試験と不本意入学の関係を考察してきた。本節第 1 項では、入試制度におけるセンター試

験の位置づけ、第 2 項ではセンター試験の性質をあきらかにし、不本意入学との結びつきを

指摘した。本項ではそれらの指摘に対する補足として、センター試験の役割という第三の視

点で不本意入学との関係を考察する。まず、受験生が志望大学の受験をあきらめることにつ

いては、本人が任意にあきらめているというよりは、そもそも制度として構造的にあきらめ

させる仕組みになっているのではないかということに言及したい。 

竹内洋（[1995] 2016: 64）によれば、選抜は選ばれた者と拒否された者を分化させるもの

であり、選抜には「排除」という意味合いが含まれているという。また、日本の教育的選抜

の特徴を「細かな学校ランクによる傾斜的選抜システム」（竹内洋 [1995] 2016: 96）とみて

おり、傾斜的選抜システム社会においては選抜以前にアスピレーションが縮小されるとい

うことを指摘している。当然のことだが、各大学には入学定員が設けられているため、志望

者が定員を超過していれば、定員の枠に入る者と入らない者を分けなければならない。その

選別の機能を果たしているのが試験であり、試験によって「排除」される者が生まれる。そ
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のうえで注目したいのは、志望大学の受験をあきらめるというかたちで、いわば自分自身を

入学者から排除するという現象である。理論上、志望大学の入学定員に入れるか否かという

ことは、実際に大学の個別試験を受けてみなければわからない。しかし傾斜的選抜システム

のもとでは、大学が微細な偏差値によって序列化されており、センター試験あるいは模擬試

験によって合格可能性が示される。序列における個人の位置が客観的かつ明確にわかり、ま

た合格可能性が低ければ、本人に「受験してもむだだ」と知らしめているようなものだ。こ

のような仕組みによって現実を突きつけられた受験生は、志望大学の受験を自らあきらめ

るという選択を余儀なくされる。 

このように日本の選抜システムにおいては、最終的な各大学の選抜以前に、一定の基準に

達しなかった者にアスピレーションの切り下げを迫るということが意図されていると言え

る。そしてそこではセンター試験が「ふるい」としての役割を果たしている。入試構造にお

いて、センター試験はいわば自発的にあきらめさせるための制度としての役割を担ってい

るのである。したがってセンター試験の役割という視点においては、センター試験と不本意

入学の関係を、構造的に意図された受験生のアスピレーションの縮小にセンター試験が機

能しているということから説明できるだろう。 

本節では、センター試験と不本意入学の関係について、センター試験の性質や位置づけ、

役割という視点からその内実をあきらかにしてきた。まず位置づけについて、合否がセンタ

ー試験に大きく依拠しているという入試構造が、志望大学の受験をあきらめる現象、そして

不本意入学に影響していることを指摘した。そのうえで、そういったセンター試験の影響力

と、試験内容の均質性、評価基準の画一性というセンター試験自体の性質とが、大学序列化・

大学評価基準の一元化に寄与し、それが不本意感に結びついていることを指摘した。またセ

ンター試験の役割について、まず日本の入試構造においては、受験生に対して選抜以前に自

発的にアスピレーションの縮小を求める意図があることに言及した。そしてセンター試験

が志望大学の受験をあきらめさせる役割を果たしているという点から、センター試験と不

本意入学の関係を説明できるとした。本節の冒頭で提示した、センター試験が具体的になぜ

不本意入学に影響していると言えるのかという問いに対しては、以上の指摘をもってあき

らかにすることができただろう。 

 

 

４．不本意感の内実と社会的背景 

前節において、センター試験に起因する一元的な大学序列化・大学評価基準が不本意入学

に影響しているということを指摘した。具体的には、「学力レベル」に基づく一元的な大学

の序列によって、レベルを落としたというところに対する不本意感が生じると述べたが、な

ぜ受験生はレベルを落とすと不本意感を抱くのか。それは、一元的な序列でいうところのレ

ベルにおいて、より上の大学に行くのがよりよいという価値観があるからだという理由が

考えられる。ではなぜそういった価値観が生じているのか。そこにはなんらかの社会背景が
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要因としてあるのではないか。本節ではこのような問いをもとに、前節まで述べた不本意感

の内実とその社会的要因について、次の 2 つの視点から考察を進めていきたい。第一に学校

歴という視点、第二に努力という視点である。 

 

１）学校歴が重視される社会 

第一の学校歴という視点について、まずは就職活動時の大学名の影響力に関するインフ

ォーマントの発話を用いたい。 

 

A4：（略）自分の友人、高校のときの親友ぐらいの仲のいい友達がいて、その子は筑波

（大学）に行ったんですよね。で、就職活動、自分はほら、（1 年間留学していたため）

その子と 1 年遅れて就職活動してるんで、そのいろいろアドバイスをもらってたとき

に、その、まあ商社をめざすって決めた以上、本来であればいい商社にやっぱ行きたい

じゃないですか？ もう大手有名どころ？ で、その友人にそれを相談したら、やっぱ

り、あの、正直、やっぱりその、大学の学校名でほぼほぼ落とされる。やっぱりその、

でかいところ（大手企業）ほど、募集要項とかがすごい来るから、基本（的に）大学名

で、ほぼほぼ落とされるから、っていう現状を聞いて、ハナッから、だからそういう大

きいところ（大手企業）は受けずに。地方とかの商社の会社を受けましたね。（A4・男

性・20 代・熊本県・公立政治学系卒・営業職） 

 

A5：（略）たまたま高校のときの知り合いに国家公務員の人がいて、話聞いたら、「たぶ

ん＊＊大学（A5 さんの出身大学）だったら受けても学歴で落ちるよ」みたいな感じや

ったんで、無意味なことはやめようみたいな感じでしたね。（A5・男性・20 代・愛知県・

私立法学系卒・銀行員） 

 

両者の発話から、現代の日本社会は、就職の際に大学名が大きく影響する、あるいはそうで

あると人々が認識しているという状況にあると窺える。なぜそのような現象が見られるの

だろうか。 

以下のインフォーマントは、実態はわからないものの、偏差値が高い大学に通う人のほう

が優秀に見えると述べたうえで、その状況が生まれる理由について次のような考えを示し

ている。 

 

C2：大学に全員入るから（だと思う）。入らなかったら、たぶん学歴のランク必要ない

と思う。学歴を書かされるのは、（優秀さを測る）なにかしらの判断基準が必要で、そ

れを、たぶん、偏差値とか、有名度とか、先輩の質とか、わかんないけど、そういうの

で、測ってる、測らざるをえない、たかだか 30 分の面接じゃ（優秀さは）わからない

から。（C2・男性・20 代・三重県・国立機械工学系卒・専門職学生） 
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C2 さんが考えているように、「大学に全員入る」から、大学のランクが重要になってくるの

ではないだろうか。戦後の教育拡大を経て、高校進学が当たり前どころか、大学進学も当た

り前と言っても過言ではないほど進学率が上昇している現代においては、大学を卒業した

というだけで就職に有利になることはなくなったという現状がある。このことから、就職時

に大学名が影響する理由が説明できる。つまり現代においては、中卒・高卒・大卒という意

味の学歴ではなく、どこの大学を出たかという意味の学歴、いわゆる「学校歴」が重要視さ

れるのである。 

近藤博之は、「教育の大衆化によって上級学校の進学からこれまでのような利益が引き出

せなくなっている」（近藤 2015: 120）ことを指摘し、「かつては高卒が大半を占めていたホ

ワイトカラー職は、ある時期から大卒の学歴を入職の条件とするようになり、さらに今日で

は大卒でもホワイトカラー職に就けない者が出てきている」（近藤 2015: 120）と述べてい

る。そのうえで近藤（2015）は、入職時における大卒という学歴の有利性（学歴効用）と、

その学歴の必要性（学歴要件）について次のように述べる。 

 

しかし、教育の大衆化により平均的な学歴効用が低下したとしても、職業的地位の決定

において学歴要件が効力をもたなくなったわけではない。現実はむしろ逆である。教育

の大衆化が進むほど高学歴者の「下方就業」は顕著になるが、それとともに「上方就業」

が高学歴者によって独占されるようになる。また、同じ学歴でも学校間の差が目立つよ

うになってくる。（近藤 2015: 120） 

 

教育が大衆化したいま、大学に進学し卒業することが当たり前になり、いわば「みんなが高

学歴者」という状態になる。そのため、大卒という高学歴それ自体が、就職においてとくだ

ん有利にはたらくことはない。さらに、近藤は「教育と職業が基本的には別個の制度であり、

高学歴化が高学歴者向きの職業を生み出すわけではない」（近藤 2015: 120）ということも指

摘している。したがって、現代社会は大卒者が溢れかえっている状態であり、大卒者向きの

職業が生み出されることもないため、ホワイトカラー職に就けない、漏れ落ちる大卒者も出

てくるのだ。しかし大卒者が漏れ落ちるということは、ホワイトカラー職に就くためには大

卒であることが前提であり、そのような職業が大卒者に独占されることを意味する。その点

で学歴要件は効力を維持しており、さらに同じ学歴のなかでの質的な差、学校間の差が際立

つようになる。そういった現状を近藤は指摘している。つまり現代において、就職時、とく

に希望者が多数いるような職業や会社に就職するためには、大学進学・卒業という学歴は大

前提であり、名の知れた大学であるとか、偏差値が高い大学であるとか、どのような大学を

出たかという学校歴が大きく作用してくるのである。また就職に限らず、たとえば出身大学

が芸能人のキャラクターを構成するような肩書きとして扱われることがあるように、一般

的な人々の間の認識としても学校歴が注視されていると言える。以上のように、現代社会に
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おいては学校歴が重視されるため、レベルがより上の大学に行くのがよりよいという価値

観が浸透しているのだ。 

 

２）努力が重視される社会 

センター試験が「学力レベル」に基づく一元的な大学の序列・大学評価基準をもたらし、

それがレベルを落としたというところに対する不本意感に影響する。そしてその不本意感

は、より上のレベルの大学に行くのがよいという価値観の存在を意味し、その背景として、

学校歴が重視される現代社会の存在が考えられる、こういったことを論じてきた。しかし大

元であるセンター試験の内容は、本質的な学力を問うものというよりは、いわば「暗記」「訓

練」の成果を問うものであるというのが実態である。 

そこで、第二の努力という視点については次のような疑問から始めたい。レベルが高い大

学に進学する人が、そういった単なる「受験学力」が高いことを理由に評価されているとい

うところに人々は違和感を抱かないのだろうか、という問いである。その点について、ある

インフォーマントが次のようなことを語っている。 

 

C2：（略）勉強って、いや、まあ、たしかに、対策したことをちゃんとやってくるって

いう意味では、ちゃんとした能力だと思うけど、まあ、ゆーてね、たかだか社会に出た

らなにも使わない 5 科目の勉強をしてるだけだから、それが、なんか、実際使える問題

解決能力とかに生きてるかって言われると、さあねっていう感じの。（C2・男性・20 代・

三重県・国立機械工学系卒・専門職学生） 

 

前述したが、C2 さんは偏差値が高い大学に通う人のほうが優秀に見える、就職面接におい

て優秀さを測る判断基準として大学のランクが必要だというふうに学校歴の影響を感じて

いた。しかし、受験勉強の内容と現実問題として必要な能力との乖離に対し、違和感を抱い

ている。 

この乖離があってもなお、なぜより上のレベルの大学に行くのがよりよいとされるのか。

そこで注目したいのは以下の 2 人のインフォーマントの発話である。 

 

C2：まあ、高学歴になると、基本的に偏差値が高いから、まあ、少なくとも、（大学受

験において）努力はしてきてる、し、相対的にひとより（偏差値が）上になる、ってい

う。（C2・男性・20 代・三重県・国立機械工学系卒・専門職学生） 

 

B2：（略）言い方悪いけどさ、九大（九州大学）行った人間と＊＊大学（B2 さんの出身

大学）行った人間だったらさ、九大（九州大学）行ったやつのほうがすごいじゃん。重

みが違うじゃん。九大（九州大学）と東大（東京大学）をくらべたら、東大（東京大学）

のほうが重みがぜんぜん違うじゃん。で、その重み（が）なにかっていったら、単に頭
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がいいとかじゃなくて、ちゃんと努力をしたかどうかとか。あとなに？ 計画的な部

分？ こんだけいるから、こんだけ、こんだけって、逆算してからっていうことに繋が

ってるっていうのがあるから。って考えるとね、総合的な指標が学歴にありうるくね？

って話。第一印象としての学歴っておっきいよね。ってのがあるから、やっぱあると思

うよ、学歴の差。（B2・男性・20 代・九州地方・政治学系卒・銀行員） 

 

両者に共通するのが、レベルの高い大学群に行く人を「努力した人」と評価している、また

そのように評価されると認識しているということである。このことをふまえて、受験学力が

本質的な学力としてみなされないにもかかわらず、より上のレベルの大学への進学がより

よいという価値観が生じているのはなぜかという問いに対し、「努力」という点に着目して

あきらかにしたいと思う。 

中澤渉は、「日本の入試では、学業成績を本人の努力の結果と見なし成績をもとに選抜を

行うのが公平だという価値観があり、そこには業績主義という考え方が根本にある」（中澤 

2015: 158）と述べる。業績主義が生じた背景については、産業化によって旧来の身分制、い

わば生まれもった属性に基づいた人材配置より、業績によって適性を判断するのが合理的

であるという価値観が浸透したと説明されるが、そうした業績主義を体現する場が学校を

中心とする近代教育制度だったという。そのうえで中澤（2015）は、近藤（2001）を参考に

しながら次のように述べる。 

 

上級学校進学の可否は、学業成績という業績で決められるのが原則であるが、実際には

進学に学費、時間、（進学することで放棄する所得のような）機会費用といったコスト

がかかる。そのコストの負担感は人（出身階層）によりかなり差があるが、形式的には

勉強して試験にさえ合格すれば、誰にでも進学する機会は与えられることになる。それ

ゆえ多くの人は、試験に合格しようと競争に参入するようになる。試験は一発勝負だが、

数値（点）によって明瞭な結果が出るうえに、同じ条件下で一斉に試験を受けるという

儀式的な環境が加わって、あたかもフェアな競争に参加しているというイメージが付

与される。日本の入試はこうした形式的な公平性を重んじてきたので、試験の点やそれ

によって得られる学歴に必要以上の価値を置く人々を多く生んできたのかもしれない。

（中澤 2015: 159） 

 

つまり形式的に日本の入試制度は、勉強を頑張って学力試験に合格すれば、誰でも大学に進

学できるという平等性・公平性を孕んでいるのである。進学自体もだが、「どこの大学に進

学するか」についても、平等性・公平性が保障されていると言えるだろう。原則的には努力

次第でどのレベルの大学群にも合格できる可能性があるのだ。したがって、高いレベルの大

学に進学した人は、「みんな平等」状態のなかでより努力を重ねてきた人として映り、評価

されるという認識が生じるのだ。またそもそも努力次第で可能性が無限であるように考え
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られているなら、理想としては努力してできるかぎり高いレベルの大学をめざしたほうが

いいという焚きつけも起こる。 

以下のインフォーマントは、中学生のころ、勉強への意欲がほとんどない、成績も良くな

いという状態で、本人いわく「偏差値 38 とかそんぐらいの」「名前書いたら入れるみたい

な」「みんながイメージする典型的なヤンキーみたいなのしかいない」高校に入学した。そ

ういった高校の雰囲気に対峙した際、自分のこれからの人生に不安を覚え、必死に勉強した

結果、かなり偏差値が高い大学が視野に入るまで成績が伸びたという。志望大学の決定に関

して次のようなことを語っている。 

 

A5：最初（中略）＊＊大学（A5 さんの出身大学）行くって言ってたんですけど、3 年

生ぐらいで＊＊大学の基準、偏差値の基準をかなりオーバーしてて、＊＊大学やったら

いまのままやったら受かるみたいな状況で。それでもう 1 個レベル高いのを受けてみ

ようみたいな感じで、「じゃあ京大」みたいな感じですね。 

（中略） 

――京大は 3 年生のときに勧められて意識するようになったということなんですけど、

1、2 年生のときはどういう大学を目標に勉強されていたんですか。 

A5：そのへんまではっきり意識してなくて。とにかくいい大学、いわゆる学歴の高い、

偏差値の高い大学に入りたかったんで。偏差値とかしか見てなかったです。自分の伸び

分しか見てなかったです。 

（中略） 

――（略）とにかくレベルの高いところに受かりたい、行きたいみたいな……。 

A5：そうです、なんであとはもうそこ（大学のレベル）に合わせて勉強したらいいかみ

たいな感じでした。（中略）自分の努力でカバーできるやろって当時の僕は思ってまし

たね。（A5・男性・20 代・愛知県・私立法学系卒・銀行員） 

 

A5 さんは、志望する大学の合格基準に達したときに、先生の勧めもあってより難しい京都

大学をめざすことにしたという点、「自分の努力でカバーできる」と思っていたという点で、

努力をすればより上のレベルの大学に行けるだろうと考えていたことが窺える。 

形式上、努力次第で誰もがどの大学にも行けるという環境であることにより、レベルの高

い大学群に進学した人は、全体のなかで人一倍努力したというまなざしで評価されるとい

う認識が生じる。またそもそも努力次第で可能なのであれば、行けるところまで上のレベル

をめざしたほうがいいという焚きつけが生じる。そういった社会のなかの努力主義、努力信

仰が、受験学力の中身にかかわらず、より上のレベルの大学に行くのがよりよいとする価値

観を生じさせる要因のひとつとして考えられる。 

本節では、まず「学力レベル」に基づく一元的な大学の序列が、志望大学のレベルを下げ

たことへの不本意感を生成するという前節までの指摘に対し、レベルを下げたことで不本
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意感を抱くのはなぜかという問いを持ち出した。それは、より上のレベルの大学に行くのが

よりよいとする価値観があるからだと述べたうえで、その価値観が生じる社会的要因を考

察し、進学率が上がり学校歴が重要視される社会、また努力が重視される社会であることが

要因として考えられると述べた。 

ところで、前節までであきらかにしたことは、センター試験に起因する一元的な大学の序

列・大学評価基準が、志望大学のレベルを下げることへの不本意感を生むということである。

そして本節においては、次のようなことをあきらかにした。学校歴が重要視される社会、ま

た努力が重視される社会であることが、レベルが高い大学に行くことがよりよいことであ

るという価値観を生じさせている。そしてそれが志望大学のレベルを落とすことへの不本

意感の内実として説明できる。これらのことから、結果として学校歴社会、努力主義社会は、

一元的な大学の序列・大学評価基準が不本意感に影響を与えている社会的要因のひとつで

あると考えられる。 

 

 

５．おわりに 

本稿は、現代日本社会の不本意入学者を入試制度の側面から分析することを目的として

きた。 

第 2 節では、本調査のインフォーマントの情報や実際の発話から、不本意感は志望大学以

外の大学に入学したというところに生じていることをあきらかにした。そして志望大学以

外の大学入学においては、とくに志望大学の受験自体をあきらめたケースについてセンタ

ー試験が大きく関わっていることがわかった。よって、センター試験と不本意入学との関係

に着目して考察を進める方針を示した。 

第 3 節では、第 2 節の内容を受けて、大学入試の合否へのセンター試験の影響力と、セン

ター試験自体の画一的な性質が大学序列化・大学評価基準の一元化に寄与していることを

あきらかにした。また、一元的な大学の序列と大学評価基準が、志望する大学のレベルを下

げたことによる不本意感に結びついていることを指摘した。さらに、センター試験は入試構

造において、志望大学の受験を自発的にあきらめさせるための制度として機能していると

いう点からも、センター試験と不本意入学の関係を説明できるとした。これらの指摘をもっ

て、センター試験と不本意入学との結びつきをより具体的に示した。 

第 4 節では、第 3 節の内容を受けて、レベルを下げたことへの不本意感の内実が、進学率

の上昇とともに学校歴が重視される社会、また形式的な平等進学システムを有した努力主

義社会にあることをあきらかにした。またそれが、センター試験に起因する「学力レベル」

に基づく一元的な大学の序列・大学評価基準が不本意入学に影響を与えている社会的要因

として結びつけられると指摘した。 

以上より、現代日本社会の不本意入学者を入試制度の側面から分析した本稿の結論を簡

潔に述べる。学校歴が重視され努力主義が浸透した社会において、センター試験の「学力レ
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ベル」に基づく一元的な大学の序列・大学評価基準が、志望していない大学への不本意入学、

なかでも志望大学のレベルを下げたという不本意感に結びついているのである。 

もちろん、本調査のインフォーマントの発話を普遍的な不本意入学者の実態としてみな

すことはできない。また冒頭で述べたように、不本意入学の背景は単純化して説明できるも

のではない。それゆえ、不本意入学の要因を入試制度、さらにはセンター試験のみに断定す

ることはできないが、複雑な事情が絡み、さまざまな種類が存在する不本意入学者の意識や

実態を把握する際のひとつの視点として提示することは可能だろう。とくに本稿では、不本

意入学者のなかでも志望大学の受験自体をあきらめたというケースに着目した。志望大学

の受験をあきらめた不本意入学者は、選抜以前に自発的なアスピレーションの縮小を余儀

なくされたという点において、たとえば志望大学の個別試験を受験して不合格となり不本

意入学に至った不本意入学者とは区別される。少なくともそういった不本意入学者の不本

意感については、とくにセンター試験が大きく関わっているのだという考察をした点で、本

稿は不本意入学のあり方とその背景についてひとつの視座を示すことができたように思わ

れる。 

近年の入試改革議論のなかでは、「多様化政策」を重視する方向性が強く見られ、2021 年

の共通テストへの移行においては、センター試験から大幅な内容の変更はなかったが、今後

の「統一試験」のゆくえはわからない。「統一試験」による一元的な大学の序列・大学評価

基準が薄れ、本稿で指摘してきたことが不本意入学者の実態に当てはまらなくなるかもし

れない。しかし、大学入学に際してなんらかの選抜が行われる以上、そこにはなんらかの価

値基準が社会に浸透するだろう。その価値基準とのギャップによって、必然的に不本意入学

者は発生すると考えられる。時代が変わり制度が変われば、その時代・その制度・その社会

に応じた不本意入学の要因が必ず存在するのであり、入試内容の議論にとどまらず、社会と

結びつけた視点で不本意入学の背景を考えることが必要である。 
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第 12章 メンバーシップ主義と浪人への忌避感 

 

山本 怜美 

 

 

１．はじめに 

 大学進学率が高い水準を示している昨今においては、大学に進学することが当たり前で

あるという意識のもとに生きている人々の数は少なくないのではないだろうか1。そのよう

な人々にとって、志望していた大学に合格できなかった際、その後の進路として残されてい

る道は多くの場合 2 つしかない。1 つが、受かった大学（国公立大学志望者の場合なら後期

日程で合格した国公立大学、あるいは志望大学の国公立私立の別に関係なく複数受験した

うち合格した私立大学）に入学するという道、そしてもう 1 つが、翌年にもう一度志望大学

を受験する、いわゆる浪人という道である。 

 ここで、本稿で扱う「不本意入学者」についてあらためて詳細に定義しておく。本稿で扱

う「不本意入学者」とは、志望していた大学に合格できず志望していなかった大学に入学す

ることに対し、不本意感を抱きながらもその大学に入学した人のことである。このように定

義すると、次のような意見が出てくるかもしれない。「志望していなかった大学に入学する

のがそんなに不本意ならば、浪人してもう一度志望する大学を受験すればいい」。一見、至

極真っ当に思える意見だが、それでも多くの人々は浪人という道を選択しようとはしない。 

 文部科学省が発行している 2020（令和 2）年度学校基本調査によれば、2020（令和 2）年

度の大学入学者数 635,003 人のうち、18 歳での入学者数は 496,659 人である（文部科学省 

2020）。つまり、現役で大学に入学する人の割合は大学入学者の約 8 割にも達するのである。

1 年以上浪人をしている多浪生を含めた浪人生に関する正式な統計データはないが、概算し

ても大学入学者のうち約 2 割しか浪人をしていないことになる。現役での大学入学者数2は、

1970 年代初頭から 1990 年代中ごろまでは約 6 割にしか満たない水準を維持していたが、

1990 年代後半から急激に増加し始め、2000 年代後半以降は 8 割強にも達していることから、

近年の浪人生の減少傾向は顕著であると言えよう（図 1）。 

                                                        
1 本インタビュー調査において、全 16 人のインフォーマントの中で、「大学に進学すること

は当たり前という意識があったか」というインタビュアーの問いにたいして、はっきりと

「あった」と答えたのは 13 人、「なかった」と答えたのは 1 人であった（残り 2 人は、イン

タビュアーが「大学に進学することは当たり前という意識があったか」という問いをはっき

りと発さなかったため、のぞく）。 
2 ここでの「現役での大学入学者数」は、文部科学省の学校基本調査の調査項目の変更に則

り、2014 年以前は当該年度高校卒業の大学入学者数、2015 年以降は 18 歳での大学入学者

数を指している。 
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 このような浪人忌避とも呼べる浪人生減少の裏側にはどういった社会的背景が存在する

のか。本稿では、現在まで続く日本の若者の社会化プロセスにおける「メンバーシップ主義」

に焦点を当て、浪人というライフコース上のブランクの持つ意味と効果を考察する。 

 

 

（出典）文部省（1959-2001a）の 1970-2001 年分、および文部科学省（2002-2020）の 2002-2014 年分より筆者作成。 

（註）現役率は「関係学科別 高校卒業年別 入学状況」から算出。 

 

図１ 大学入学者数と現役率 

 

 

２．「メンバーシップ主義」とはなにか 

 貴戸理恵（2019）は、「子ども・若者が社会的存在となる一般的なプロセスにおいて、組

織内で個人が関わる事柄の具体的内容や個人ベースの技能・資格に比して、組織ベースの威

信や所属・在籍していること自体がより大きな意味を持つ事態」（貴戸 2019: 392）を、日本

的移行システムの「メンバーシップ主義」と呼んだ。つまり、日本においては、人々は組織

に入ってなにをするのかよりも組織のメンバーであることそのものが求められているとい

うことである。また、「メンバーシップ主義」のもとでは、「ある組織のメンバーであること

が次の組織にメンバーとして招きいれられるための必要条件になるような仕組み」（貴戸 

2019: 392-3）が生まれていくとした。 
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 このような仕組みからは次のような点が派生してくる。第 1 に、組織に入ってからよりも

組織に入るまでが重視され、競争が激化する一方で組織に入ることと組織の中で行うこと

の関連性・有意味性が希薄になる。第 2 に、権利の保障は組織の正規メンバーにしか適用さ

れず、原則として組織を離れた個人に対しては保障はなされない。第 3 に、組織を超えて共

有される普遍的な基準が存在せず、権利の保障の程度は組織の威信や規模による。第 4 に、

いまの組織への所属と次の組織への所属のあいだになんらかの理由でブランクができた場

合、リカバリーが利きにくい（貴戸 2019: 393-4）。 

 以上のような点が派生してきた結果、学校は、学ぶ場であるよりもまず所属する場となり、

組織への所属という手段と組織の中で学ぶ内容という目的の、本来あるべき関係が逆転し、

内容の手段化と所属の目的化が起こってしまったのである。 

 このような社会においては、必然的に、受験生たちは、どのような大学に入りなにを学ぶ

のかよりも、とにかく大学に入ること、すなわち組織のメンバーでありつづけることを優先

事項にしてしまうようになる。そして、ライフコース上のブランクというメンバーシップか

らの離脱を回避しようとして、たとえ志望大学に合格できず志望していなかった大学に入

学することになっても、「大学に入れないよりはマシだ」と、その結果に甘んじるほかなく

なるのである。多くの場合、これが大学入学後の不本意感につながっていると言っても過言

ではないだろう。 

 また、濱口桂一郎（2009）は、日本型雇用システムと呼ばれるものの本質に、終身雇用、

年功序列、企業組合の 3 つを特徴とする「メンバーシップ契約」という雇用契約の性質があ

ることを指摘している。通常、世界的には、雇用契約でどういう種類の労働を行うかという

内容を明確に定め、労働者はその範囲内の労働についてのみ義務を負い、使用者はその範囲

内においてのみ労働者を使用する権利を持つという考え方が一般的であり、海外では「雇用

契約が職務を単位として締結されたり解約されたりしている」（濱口 2009: 3）ジョブ型雇用

が一般的であるのに対し、日本では「企業の中の労働を職務ごとに切り出さずに、一括して

雇用契約の目的にする」（濱口 2009: 3）メンバーシップ型雇用が主流となっているのである

（濱口 2009: 2-3）。 

 このように、若者の社会化プロセスにおいて、学校だけでなく企業にまで浸透している

「メンバーシップ主義」は、いかにして日本社会に成立したのだろうか。日本の教育制度の

整備を明治にまでさかのぼり、戦後の高度成長期の教育改革まで見ていき、高等教育の大衆

化の観点から、そして、学校と企業の接続という日本型雇用システムの観点から、「メンバ

ーシップ主義」の成立の過程を見ていく。 

 

 

３．高等教育の大衆化 

１）明治期の教育制度の整備 

 欧米に後発して近代国家建設に取りかかった明治政府は、1872（明治 5）年、学制を発布
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し、初等教育の義務化を行った。1972（昭和 47）年文部省発行の学制百年史によると、1873

（明治 6）年には 28.1％と 3 割程度であった小学校の就学率は、1900（明治 33）年に第 3

次小学校令、市町村立小学校費国庫補助法により無償制が確立したことで、1902（明治 35）

年には 91.6％と 9 割に達した（文部省 1972）。 

 明治期に学校制度が急速に浸透した背景には、後発近代化国であった日本における国家

統制の比重の大きさがあった。日本は、イギリスをはじめとする当時の先進諸国のように、

工業化によって教育ニーズが発生し教育制度が整備された（工業化が先で、教育制度の整備

が後）のではなく、当時の先進諸国に追いつくために教育制度を性急に整備した（教育制度

の整備が先で、工業化が後）のである（貴戸 2019: 395-6）。 

 ここで特筆すべきなのは、この近代化過程における後発性と圧縮性という歴史的条件の

もとで、日本の学校のあり方と学歴の意味が次のように変化したことである。第 1 に、卒業

資格の取得よりも入学試験への合格が上級学校への進学を決定づける仕組みが成立した。

日本における学歴は、学校ごとに付与される卒業証書によって規定されていた。フランスで

あればバカロレア、ドイツであればアビトゥーアといったように、西欧先進諸国では、中等

教育の修了を証明する資格試験に合格しさえすれば一律に高等教育を受ける権利が手に入

るが、日本ではそうした教育の修了を示す普遍的資格が存在しなかったため、各高等教育機

関が実施する入学試験がこの機能を代替したのである。第 2 に、政府・専門職に限らず企業

においても学歴主義が浸透した。先に述べたように、教育制度の整備が近代化に先行した日

本では、近代部門の担い手となる人材は、はじめから存在していたわけではなく、学校にお

いて養成される必要があったのである（貴戸 2019: 396-8）。 

 ここで重要なのは、明治期の教育制度の整備によって、卒業資格の取得よりも入学試験へ

の合格が重視されるようになったことが、どのような大学に入りなにを学ぶのかよりも、と

にかく大学に入ることを重要視するという「メンバーシップ主義」社会における特徴のひと

つの端緒となるものだったということであろう。 

 ただ、ここでは、明治期の教育制度の整備によってもたらされた変化が、その後の日本社

会を「メンバーシップ主義」社会として基礎づける下地となっていったことを提示するに留

めておきたい。なぜなら、この当時はまだ高等教育は一部の上流階級のものにすぎず、高等

教育の大衆化が本格的に庶民にも普及していくのは、戦後の高度成長期を待たなければな

らないからである。 

 

２）戦後高度成長期における教育改革 

 第二次世界大戦後の日本は、敗戦国として、それまでの近代国家建設の基礎を築くという

名目ではなく、民主国家建設の基礎を築くという名目のもとで、教育改革を進めていくこと

となる。1947（昭和 22）年、GHQ 主導で教育改革が行われ、機会均等と無償性の原則を謳

った日本国憲法と教育基本法に基づいて、平等で民主的な教育制度が整備された。義務教育

はそれまでの 6 年から 9 年に延長され、新制中学校が誕生し、現在まで続く 6・3・3・4 制
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が確立した。明治の学制の発布から 75 年、ようやく教育が庶民にとって平等に開かれたも

のとなったのである。 

 ここで注目しておきたいのが、1952（昭和 27）年に、「国民のすべてに対しその妥当な規

模と内容とを保障するため、国が経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の

向上を図ること」を目的として、義務教育費国庫負担法が成立したことである（文部省 

1952）。 

 苅谷剛彦（2009）は、1950 年代を通して、文部省が義務教育の平等化を学級や地域とい

う集団単位での単一規格化という「標準法」的な日本固有の平等観によって推しすすめたこ

とをあきらかにしている。また、日本の「標準法」的な考え方のもとでは、平等とは個々の

生徒や親のニーズに合った多様な教育の提供ではなく、生徒たちが同じ教育を受けている

ことと見なされやすいとした。しかし、日本固有の「標準法」的な教育改革により、学級が

単位となって平等化＝標準化が推しすすめられたことで、逆説的に標準化が差異を際立た

せる効果を持つようになってしまった。学級という標準化の単位は、同時に競争の舞台にな

ってしまったのである。つまり、全員が同じ条件の学校に通い、同じ内容を勉強して、一斉

に高校受験を経験するといった、子ども・若者の社会化の過程が標準とされるようになり、

人々はその同調圧力にさらされながら、その標準に適応できなかったものを異質とみなす

ようになったのである（苅谷 2009: 122-35）。 

 前項で述べたように、日本では、初等・中等教育を修了しただけでは高等教育を受ける資

格がないために「入口」に立つことが重要視されたことと併せて考えると、標準化によって

条件と内容が均一にならされた教育制度の中で、「出口」と「入口」とのあいだにブランク

をつくることは、標準的な就学のタイミングとは異なることを意味するため、人々に忌避さ

れてしまうのは無理のないことだと考えることができるだろう。 

 

３）当たり前で「ふつう」となった大学進学 

 そして、その後の高度成長期を通して、高等教育も大衆化していく。苅谷（1995）は、戦

後の日本社会を「教育が量的に拡大し、多くの人々が長期間にわたって教育を受けることを

引き受け、またそう望んでいる社会」（苅谷 1995: 12）として、「大衆教育社会」と呼んだ。 

ここで、18 歳人口と当該年度高校卒業の大学入学者数との比率をもとに概算した大学進

学率を見てみると、1960 年代後半から大学進学率は飛躍的な伸びを見せていることがわか

る（図 2）。1950 年代には、10％にも満たなかった大学進学率は、1960 年代に 10％を超え、

1969 年には 15.4％を記録する。その後、1970 年代から 1980 年代にかけて増加率は横ばい

状態となるが、1990 年代からふたたび急激に増加し、2009 年にはついに 50.2％に達した。 

また、アメリカの高等教育研究者であるマーチン・トロウ（Trow [1971] 1972＝1976）は、

高等教育の学齢人口における高等教育機関在学率について、15％までをエリート型（少数者

の特権）、15％以上 50％までをマス型（相対的多数者の権利）、50％以上をユニバーサル型

（万人の義務）の 3 つに分類した（表 1）。 
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（出典）文部省（1959-2001a）、（1959-2001b）、文部科学省（2002-2009）および（2002-2020）の 2002-2009 年分より

筆者作成。 

（註）当該年度高校卒業の大学入学者数と当該年度の 18 歳人口から算出。 

 

図２ 大学進学率 

 

表１ トロウモデル 

高等教育制度の段階 エリート型 マス型 ユニバーサル型 

該当年齢人口に占める 

大学在学率 
15％未満 15％以上 50％未満 50％以上 

高等教育の機会 少数者の特権 相対的多数者の権利 万人の義務 

（出典）Trow（[1971] 1972）より筆者作成。 

 

この分類に日本の大学進学率の動向を当てはめると、日本の高等教育におけるエリート

段階からマス段階への移行は 1960 年代後半、そしてマス段階からユニバーサル段階への移

行は 2000 年代後半に起こったと言うことができる。つまり、2000 年代後半から、大学への

進学は、人々にとって「万人の義務」となったのである。トロウはまた、「学生数の増大と

ユニバーサル高等教育への移行は、多くの学生に大学への就学をしだいに義務と感じさせ

るようにな」（Trow [1971] 1972＝1976: 30）ったとも述べている。 

つまり、明治の教育制度の整備から戦後の教育改革にかけて、日本は、初等・中等教育だ
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けでなく、高等教育を受けることが当たり前とされるようになった社会になったのである。 

 高校はもちろん、大学へ進学することに明確な理由はいらない、なぜならそれが当たり前

で「ふつう」だから。C3 さんや C4 さんの発話からも、大学進学は当たり前で「ふつう」だ

という意識が垣間見える。 

 

C3：まったくほかの選択肢を考えていなかったっていうのがいちばん大きいですね。

周りもみんな大学に行くってなってましたし、（中略）まあそういう意味でも大学を出

るのがふつうなのかなっていう感覚でした。（C3・男性・20 代・福岡県・国立情報工学

系卒・大学院生） 

 

C4：（略）もうだいたいみんな、大学、短大とかに行く子ばっかだったから、全員が。

けん、もう、そうなのかなっていう感じで。（C4・男性・20 代・九州地方・私立スポー

ツ学系卒・児童福祉関係） 

 

 また、大学進学が多くの人々にとって当たり前で「ふつう」だから大学に進学するという

ことに対して、「本来はそう（あるべき）じゃない」としつつも「しょうがない」ことだと

受けとめる C2 さんのような見方もある。 

 

C2：（略）大学全入時代になっちゃったから、大学を出てることが、たぶん、むかしで

言う高卒と同じ扱いだと思うから、そこに疑問は抱かない、かな。本来は、まあ、違う、

そういう場所ではあってはならないと思うけど、そういう世の中だから。まあ、大学ま

でが、一つの教育みたいな。そういう世の中だから、まあ、しょうがないよね、っては、

思う。本来はそうじゃないと思うけど。（C2・男性・20 代・三重県・国立機械工学系卒・

専門職学生） 

 

 大学進学は当たり前で「ふつう」のこと。そう考える人々が増えたからこそ、大学進学率

が上がる。そして、大学進学率が上がれば、より多くの人々の間で、大学進学は当たり前で

「ふつう」のことだという意識が共有される。大学進学が当たり前で「ふつう」のことだと

いう意識がさらに高まることで、大学進学率の上昇が後押しされる。このような循環が高等

教育の大衆化を推しすすめたと考えられる。 

 ここまでで、日本社会で高等教育が大衆化した過程を見てきたが、高等教育が大衆化した

というだけでは、「メンバーシップ主義」は成立しない。「メンバーシップ主義」を成立させ

るのは、大衆化した高等教育と接続される日本型雇用システムがあってこそだからである。

次節では、戦後に日本固有の平等観のもとで形成された教育制度と親和性の高い、日本型雇

用システムについて見ていく。 
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４．日本型雇用システム 

 戦後の教育改革が行われた後に、日本は空前の高度成長期を迎える。日本における高度成

長は、新制中学校の新設といった戦後の中等教育の整備によって生まれた、均質なノンエリ

ート労働力によって支えられた。 

 吉川洋（1997）は、戦後食うや食わずの水準から出発した人々の安定した生活への切実な

欲求によって高度成長が後押しされたことをあきらかにしている。新制中学校の新設によ

り、義務教育修了年齢が工場労働に参入する年齢と重なり、職業安定所と学校が連携して就

職を斡旋することで、標準的な義務教育を受けた新規学卒者に集団就職を促した（吉川 

1997: 103-5）。 

また、高度成長の要とされた鉄鋼業においては、技術革新による工場の機械設備の高度化

に伴い、労働者の若返りと高学歴化が進んだ。高度成長前の採用基準は、重筋・高熱労働に

耐えられるかどうかといったことであったが、機械設備を導入した後になると、新鋭機械の

横文字が読めない、電気操作を行うにしても電気の基礎理論がわかっていないということ

では困るため、学歴が重視されるようになり、高卒採用の方針が確立したのである（吉川 

1997: 88-9）。 

 貴戸（2019）は、就職に学校が介入することで、「高卒就職には『教育的配慮』という独

自の論理が持ち込まれることになった」（貴戸 2019: 403）とした。生徒の在学中に学校と企

業が生徒の入社先を決定することで、高度成長期の旺盛な労働力需要のマッチングを円滑

に運んだのである（貴戸 2019: 403）。 

こうして、学校と企業の接続による就職という「メンバーシップ主義」的な日本型雇用シ

ステムの素地ができあがっていった。 

貴戸（2019）はまた、大卒者の就職についても、 1910 年代半ばごろから第一次世界大戦

中の好景気下において、卒業前に採用活動が行われ就職先が決まるという慣行が定着して

いったとしている。その根本には、より優秀な学生を先んじて獲得したい大企業の採用戦略

があった。こうした大卒者の卒業前採用は戦後も残りつづけ、戦後の高度成長期の企業の成

長を背景に拡大していったのである（貴戸 2019: 403-4）。 

 その後、前節で示したように、1990 年代になると、大学進学率は急激に増加し、大学進

学が「万人の義務」とされるようになると、新卒労働市場における高卒者の割合は縮小され、

マジョリティは大卒者へと移行していった（貴戸 2019: 420-1）。 

 高度成長期に学校と企業の接続による就職という日本型雇用システムが確立していった

なかで、さらに、1990 年代以降に新卒労働市場を占めるマジョリティが高卒者から大卒者

へと移行していったことで、当時の人々のあいだには「大学に進学したほうがいい就職がで

きる」あるいは「大学に進学しないといい就職ができない」という意識が生まれたと考えら

れる。A4 さん、A6 さん、C5 さんの発話からも、高度成長期以降、とくに 1990 年代以降に

就職を経験したであろう世代の人々のそのような意識が、脈々と受け継がれているのを感
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じとれる。 

A4：（略）自分がやっぱり親に言われてたのは「大学を進学しとかないと、やっぱいい

ところに就職はできない」とか。まあそういったことは言われてたと思います。（A4・

男性・20 代・熊本県・公立政治学系卒・営業職） 

 

A6：（略）親戚とかにもなんか「大学行かんかったら仕事ないで」ていうようなことは

言われてたかもしれない。（A6・女性・20 代・広島県・私立国際系卒・メディア） 

 

C5：そうですね、大学を出ないと職があまりない状況なのがわかるので、やはり行くべ

きだろうと思ってました。それはもう小学校中学校からその時点では大学まで行くも

のだと思っていたのでそう思ってたと思います。（C5・男性・20 代・九州地方・法学系

卒・公務員） 

 

 そして、その「大学に進学したほうがいい就職ができる」あるいは「大学に進学しないと

いい就職ができない」という意識は、第 2 節で述べた、組織への所属という手段と組織の中

で学ぶ内容という目的の本来あるべき関係が逆転するという、内容の手段化と所属の目的

化を、B2 さんの発話のような「いい会社に就職するために、いい大学に進学するために、

いい高校に進学するために、勉強する」といったかたちで表出させる。 

 

B2：（略）いい就職をせんと、いい就職先に行かんといかんやん。てことはまあ、いい

大学、そこそこいい大学に行かんといかんやん。ということはいい高校に行かんといか

んやん。（B2・男性・20 代・九州地方・政治学系卒・銀行員） 

 

 以上で見てきたように、高等教育の大衆化と、学校と企業の接続による就職という日本的

雇用システムが、相互に作用することで、「メンバーシップ主義」が成立していったのであ

る。 

 

 

５．浪人というブランクの持つ意味と効果 

 前節までであきらかにしたように、組織のメンバーであることそのものが求められる「メ

ンバーシップ主義」のもとでは、学校という組織への所属が企業という組織への所属の前提

条件となる。つまり、第 2 節で述べた「組織のメンバーであることが次の組織にメンバーと

して招きいれられるための必要条件になるような仕組み」が生まれたのである。 

 また、第 2 節では、この仕組みから派生してくる 4 つの点について述べた。ここで改めて

これらの点を列挙し、いま一度考察を交え、「メンバーシップ主義」社会における浪人の持

つ意味と効果について考察する。 
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 第 1 に、「メンバーシップ主義」社会のもとでは、組織に入ってからよりも組織に入るま

でが重視され、競争が激化する一方で組織に入ることと組織の中で行うことの関連性・有意

味性が希薄になる点である。これについては、第 3 節であきらかにしたように、卒業資格の

取得よりも入学試験への合格が上級学校への進学を決定づけるという、日本の学校制度の

特徴が物語っている。「大学に進学しないといい就職ができない」という意識を持っている

受験生たちは、どのような大学に入りなにを学ぶのかよりも、とにかく大学に入ることを目

的として、受験勉強に多大なエネルギーを投入する。一度組織への所属への関門である入学

試験への失敗を経験した浪人生にとって、そのプレッシャーの程度は現役生の比にならな

いだろう。 

 実際に浪人を経験した A2 さんは、浪人時の生活について次のように語っている。 

 

A2：（略）（浪人）1 年目のときは、（中略）寮に入ってたんで。もうずっと缶詰めで勉

強させられてっていう環境で。何時間かって言われたら、……まあふつうに、いや、10

時間～12 時間ぐらいはぜったいしてたと思います。（中略）まあ寮ってなると、あのも

うほんとにスマホもテレビもなくてっていう環境なので、もういっさい、ほとんど予備

校と寮以外はいっさい、外に出ることなく完結するみたいな。感じの。（A2・男性・20

代・九州地方・国立物理工学系休学中・IT 系） 

 

 また、浪人したからといって、次はぜったいに入学試験に合格するという保証はないこと

を考えると、プレッシャーに耐えられる自信がなく、浪人を選択しないという C3 さんのよ

うな人が多く存在することは、想像に難くない。 

 

C3：（略）浪人をして成績が上がるかもしれないんですけど、（中略）第 1 志望のところ

に受かるっていう保証もないので。（中略）まあその、じつは姉……も、大学受験失敗

して、浪人して……っていうかたちだったんですけれど、まあその、浪人しても……第

1 志望に浪人したうえで、2 回目の受験でも失敗しちゃって。なんかなかなかうまくい

く世界じゃないんだなって思ったときに、果たして自分はそこまでがんばれるだろう

か、って考えて、浪人に対してはそこまでいい思いはなかったですね。（中略）自分が

（浪人）するならマイナスになるっていう気持ちが強いっていう感じです。それでうま

く……強い意志を持って勉強できて、結果出してやるっていう気持ちが強い人だった

ら、その、いい大学に行くためのいいきっかけになると思うんですけれど、まあとくに、

自分にそこまでの強い意志がなかったっていうのが大きいです。（C3・男性・20 代・福

岡県・国立情報工学系卒・大学院生） 

 

 つまり、「メンバーシップ主義」社会においては、浪人時には現役時以上の重いプレッシ

ャーがのしかかることを意味すると考えられる。 
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 第 2 に、「メンバーシップ主義」社会のもとでは、権利の保障は組織の正規メンバーにし

か適用されず、原則として組織を離れた個人に対しては保障はなされない点、そして、第 3

に、組織を超えて共有される普遍的な基準が存在せず、権利の保障の程度は組織の威信や規

模による点である。 

 「メンバーシップ主義」社会において、浪人生は、一般的には、学校にも企業にも所属し

ていないという点で、非メンバーである。学生は学校に、勤労者は企業に所属することで、

学習や生活が保障されるため、浪人生というあいまいな存在は、部分的に権利を剥奪される

場合がある。そのような浪人生というあいまいな存在が、受験生の意識のなかに浪人するこ

とに対する不安感を生むのは当然の帰結だと言える。 

 1 年間浪人を経験した C1 さんは、高校生でも大学生でもないという、社会において宙ぶ

らりんな浪人生という存在のあいまいさを、次のように語る。 

 

C1：（略）あれ半分無職なんですよ。浪人って肩書きじゃないので。自分がその、なっ

てはじめてわかったんですけど、身分証がないんですよ。学生証使えないですし。って

なったときにまあ、なんか。ギリギリのとこにいるな、みたいな。少し転んでしまうと、

こう、なんだろうな？ 一発でその働かないみたいな、とかお勉強もせず、中途半端な

生き方になってしまうんだろうな。自己管理がうまくいかないと、ここまできちゃうん

だなっていう危うさみたいなのはちょっとイメージとしてはあったかな。（C1・男性・

20 代・九州地方・法学系休学中・フリーランス／自営業） 

 

 C1 さんが述べるように、予備校を運営している事業者によって異なるが、浪人生は「学

生」扱いをされないことがある。学校法人という形態で運営されている予備校は法的に「学

校」扱いで、予備校生自身も「学生」扱いとなり、予備校で発行される学生証も社会的な身

分証明書としての効力を持つが、株式会社という形態で運営されている予備校は法的な「学

校」にはならず、予備校生も「学生」扱いはされない場合がある3。言うまでもなく、予備

校に通わない自宅浪人（いわゆる「宅浪」）の場合はもちろん「学生」扱いされないことに

なる。浪人においてすら、「学校」に準ずる扱いがされている予備校に通っているかどうか

で、浪人生の社会的な扱いが変わってしまうことがあるのである。 

 つまり、「メンバーシップ主義」社会においては、組織への所属という点において、浪人

は社会にとっての非メンバーであることを意味するという意識が、受験生に浪人に対する

不安感を煽るかたちで存在していると考えられる。 

 第 4 に、「メンバーシップ主義」社会のもとでは、いまの組織への所属と次の組織への所

                                                        
3 2021 年 12 月 27 日時点で電話で文部科学省に問い合わせ、2022 年 1 月 5 日に電話で返答

を受け取り、「予備校の学生証の身分証明書としての社会的効力については、文部科学省が

定める公式なガイドラインはないが、予備校を運営している事業者によって学生証の扱い

が異なることがある」ことを確認済み。 
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属のあいだになんらかの理由でブランクができた場合、リカバリーが利きにくいという点

である。学校と企業が接続された雇用システムを見てもわかるように、組織のメンバーであ

りつづけることが重視される「メンバーシップ主義」社会においては、ある組織からある組

織へと個人を招きいれる際の採用基準、すなわち個人の組織への適応力の指標という尺度

化の難しい事柄の判断基準は、いま現在その個人が集団に適応しているかどうかであると

いう認識が共有される。 

 ここで、2020（令和 2）年度学校基本調査を見てみると、大学入学者のうち 2 割程度を占

める浪人生の中でも、1 浪は 16.6％（6 人に 1 人）であり、2 浪の 2.9％、3 浪の 0.9％と比

較すると、大学入学者の中でとくに稀有な存在というわけではないことが見てとれる（文部

科学省 2020）。就職活動の場においても、実際には、多浪が大きなライフコース上のブラン

クと見なされることはあっても、1 浪程度であれば、現役入学者と異なる扱いを受けること

はほとんどないだろう。 

 それにもかかわらず、受験生や浪人を経験した大学生たちにとっては、たった 1 浪であっ

ても、浪人は浪人である以上、ライフコース上のブランクとして見なされ、次のエントリー

競争である就職活動の場において「コンプレックス」として立ちはだかる。 

 1 年間浪人をするもけっきょく志望していなかった大学に入学することになるが、それ以

上浪人することは考えなかったと言う B3 さんは、その際に感じた自身の浪人経験に対する

「コンプレックス」を次のように語る。 

 

B3：（略）1 年遅れたことへの後ろめたさじゃないですけど、コンプレックスみたいな

のがけっこうあったので、（中略）まぁ、やっぱ、周りと同じキャリアを歩むにしても

1 年の遅れがあって、働く年数も 1 年少ないっていうのはあったので、もうこれ以上は

遅れたくないっていうのが、けっこう、鬼気（迫るもの）としてありました。（B3・男

性・20 代・福岡県・国立教員養成系卒・大学院生） 

 

 つまり、組織のメンバーでありつづけることが重視される「メンバーシップ主義」社会に

おいては、浪人というライフコース上のブランクは、メンバーシップからの離脱である以上

に、しばしば逸脱・不適応とみなされてしまい、経歴にマイナスな効果をもたらしてしまう

という認識が、人々のあいだに存在していると考えられる。 

 このように、多くの受験生の目には、浪人は単なるライフコース上のブランクである以上

に、将来に対する重いプレッシャーにさらされつづけるもの、そして、自己の存在に不安を

抱きつづけるもの、さらには、経歴においてマイナスな効果をもたらすものとして映ってい

ることを考えると、浪人が忌避されるようになったのは、ごく自然な流れだったと言うこと

ができるだろう。 
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６．おわりに 

 戦後の高度成長期に成立していった「メンバーシップ主義」社会であったが、その後 1990

年代以降、「メンバーシップ主義」を支えていた社会的諸条件は解体されてゆくこととなる。 

 貴戸（2019）は、1990 年代以降の日本の若者をめぐる社会的状況の変化を、「グローバリ

ゼーションによる市場競争の激化と産業構造の転換に伴う、若者の雇用状況の悪化とアイ

デンティティ不安の増加」（貴戸 2019: 413）と「人口構造の変化と日本的慣行や制度の残存」

（貴戸 2019: 413）という 2 つの側面から指摘した。簡潔に言えば、それまで日本社会を支

えていた、終身雇用、年功序列といった特徴を持つ「メンバーシップ契約」が有効に機能し

なくなり、非正規雇用をはじめとした雇用のかたちが多様化したことで、「いい大学に行け

ばいい就職ができる」という保証がなくなってしまい、学校と企業の接続という雇用システ

ムが普遍的な効果を発揮できなくなったということである（貴戸 2019: 413）。 

 また、本田由紀（2007）は、情報化・消費化した「ポスト近代社会」においては、標準性

や順応性といった「近代型能力」が求められる「メリトクラシー（業績主義）」ではなく、

個性や能動性といった「ポスト近代型能力」が求められる「ハイパーメリトクラシー」が支

配的になることを示している。学校は、条件と内容が均一にならされた標準的な教育ではな

く、個人の個性を育てる教育を施すことが求められるようになったのである（本田 2007: 69-

70）。 

 しかし、このような社会的諸条件が解体されてゆくなかでも、人々の意識のなかには、「メ

ンバーシップ主義」は揺らぎつつも残りつづけた。正規雇用の減少と非正規雇用の増大によ

ってメンバーシップの適用範囲が縮小されても、非正規雇用が調整弁としてはたらいたか

らである。正規雇用への参入ルートは依然として「新規学卒者」に限られており、学校から

企業への接続という雇用システムは依然として残りつづけた。 

 「いい大学に行けばいい就職ができる」という保証がなくなり、以前ほど「メンバーシッ

プ主義」が支配的でなくなりつつある現在、人々のなかに生まれる意識はどのようなもので

あろうか。「いい大学に行ってもいい就職ができるとは限らないのだから、大学に行かなく

てもいい」というあきらめだろうか。それとも、「自分の個性を生かして、他人とはちがう

進みたい道に進む」という希望だろうか。否、「いい大学に行けばいい就職ができる」とい

う保証がないからこそ、「よりいい大学に行かなければ」もしくは「とにかく大学に入らな

ければ」という焦りではないだろうか。そうして、メンバーシップが必ずしも強い効力を発

揮しなくなりつつある社会においても、メンバーシップを獲得しようという人々の意識は

高まっていくのである。 

学校が学ぶ場であるよりもまず所属する場となった社会において、浪人はどのようなも

のと捉えられるか。それは、以前と変わらず、メンバーシップからの離脱にほかならないだ

ろう。メンバーシップからの離脱から生まれる不安感は、浪人への忌避感に直結する。浪人

への忌避感が、受験生に「志望していなかった大学に入学することになっても、大学に入れ

ないよりはマシだ」という感覚を持たせ、とにかく大学に入ることを優先させてしまうとい
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う事態を引き起こしているのである。不本意入学の根本的な理由のひとつには、「メンバー

シップ主義」をベースとしてきた社会における、浪人への忌避感があるのではないだろうか。 
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第 13章 現代社会のエリート 

―未来を生き抜くために求められる人材像とは― 

 

枡本 実夕 

 

 

１．はじめに 

 現代の日本では偏差値によって明確に大学が序列化され、社会にもその階層をもとにし

た評価が浸透している。こうした状況では、階層意識にもとづく大学への「不本意入学者」

が生じやすいといえ、とくに志望大学の偏差値は彼らの不本意感に大きな意味をもつと思

われる。偏差値を偏重して志望大学を決定した場合、その大学に合格することができなけれ

ば、偏差値というたんなる数字の差が個人に不本意感を生じさせるということが引き起こ

されかねないのである。こうした現象がおこる背景には、個々人の「エリート志向」が絡ん

でいると考える。 

「エリート」とは社会や組織における指導的地位にある階層・人々を指す言葉であり、そ

のエリートになることをめざす考えを「エリート志向」とする。くわえて本稿では「エリー

ト志向」に準ずるものとして、偏差値に代表される社会的な指標を基準に、たんに自身の現

状と比較して、より上位の偏差値や階層をめざそうとする上昇志向も含めて論じる。今回の

インタビューで見られた発話をもとに、現代社会における「エリート志向」がどういった様

相をもつものであるか、および形成される要因は何であるかについて社会背景を探る。また

それをふまえて、新たなエリートのあり方を検討する。 

 

 

２．エリート志向の様相 

１）本インタビュー調査からみえたエリート志向 

 

C4：高校のときはまあ勉強できるやつがやっぱすげえっていうか、いい人生を送るん

かなとかは思ってましたけど。いい人生っていうかまあ、上に立つんかなとかは。（C4・

男性・20 代・九州地方・私立スポーツ学系卒・児童福祉関係） 

 

 これは C4 さんが学歴の影響について、高校時代に感じていたことを振り返ったものであ

る。漠然と「上」という階層を認識していることがうかがえる。「いい人生」をめざした進

路形成はエリート志向にもとづくものといえ、ほかの複数のインフォーマントにもこうい
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った意識が見られた。とくに今回の調査で、顕著にエリート志向的な考え方が示されたケー

スをつぎに示す。 

 

A5：とにかくいい大学、いわゆる学歴の高い、偏差値の高い大学に入りたかったんで。

偏差値とかしか見てなかったです。自分の伸び分しか見てなかったです。（中略）人並

みでいいやって思ってたんですけど、中学までは。高校入って、「俺っていま最底辺に

いるんやな」と思って。で、なんかここで逆転するためにはどうしたらいいんだろうな

って思うと、やっぱり高校生の安易な考えですけど、お金持ちになったらいいんやって。

ある程度の比較的富裕層みたいなところにいたらいいんじゃないかなって思って、そ

のためにはやっぱけっきょく大学行かな……、っていう感じですね。（A5・男性・20

代・愛知県・私立法学系卒・銀行員） 

 

A5 さんは地元の高校に進学したものの、高校の偏差値や同級生の学力レベルの低さを見て

自身の将来に危機感をおぼえ、それを機に上昇志向がめばえた。A5 さんの場合、大学のみ

ならず志望学部に関しても、自身のやりたいことなどではなく偏差値を見て決定している。 

 また、本人ではなく周囲に上昇志向的な考えを話す人がいたという経験をもつインフォ

ーマントもいた。以下、2 人の発話を見る。 

 

B1：自分がその、福祉の大学行きたいから、＊＊大学（九州の私立大学）に行きたいっ

て先生に伝えたときに、あのー、英語系の学部だったら、公立の大学をこう挙げて、こ

ことかだったら、まだ、こう、「その試験の点数だったら行けるのに、なんでそこなん

だ」、みたいな。呼び出されて。それで、福祉の勉強したいって言ってるじゃんって思

って（笑）。先生と険悪に、なりましたね（笑）。そのときは。「いや、興味ないです」

って言って、先生の意見聞かずに、＊＊大学に行きました（笑）。（B1・女性・20 代・

熊本県・私立福祉学系卒・公務員） 

 

A2：けっこうあのほんとに、ある話で、（大学）入学当初、1 年生、ほんとにひどい人

だと 2 年生の途中ぐらいまでずっとなんか「俺東大（東京大学）落ちて……東大（東京

大学）落ちだぞ俺」みたいな、「こんなとこにいる人材じゃねえんだぞ」みたいな感じ

のことをずっと言いつづけてる人とかめっちゃいるんで。（A2・男性・20 代・九州地方・

国立物理工学系休学中・IT 系） 

 

B1 さんは高校教員、A2 さんは入学大学の同級生について、それぞれエピソードを語った。

後者については、当人が強いエリート意識をもっており、周囲の環境とのギャップを感じて

いるケースと捉えることができる。また C2 さんは、自身の親や高校教員の国公立志向を感

じた経験から、つぎのように分析している。 
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C2：「え、国公立（大学）なんだ、すごいね！」って、「国立（大学）なんだ、すごいね！」

って言われるけど、まあ、そんなことなくね？って、たぶん、思ったりする。てか、俺

は思うし。（中略）大学全入時代になっちゃったから、大学を出てることが、たぶん、

むかしで言う高卒と同じ扱いだと思うから、そこに疑問は抱かない、かな。本来は、ま

あ、違う、そういう場所ではあってはならないと思うけど、そういう世の中だから。ま

あ、大学までが、一つの（義務）教育みたいな。そういう世の中だから、まあ、しょう

がないよね、っては、思う。本来はそうじゃないと思うけど。（C2・男性・20 代・三

重県・国立機械工学系卒・専門職学生） 

 

偏差値という客観的な指標は、多くの人が共有できる価値観のひとつとして位置づけら

れる。よって大学に対する階層のイメージが社会全体に確立され、高校という教育現場にも

多大な影響を及ぼす。高校のレベルを示す指標として進学実績が強調されるのも、この影響

といえる。日本社会には小学校から大学まで複数段階にわたる入試制度があり、たとえ試験

に不合格であったとしても、勉強に対する意欲を失わせないようにリターンマッチのしく

みが形成されている。つまり「高校入試に失敗してもまた大学入試でがんばればいい」と考

えることが可能なのである。したがって生徒たちは何度も偏差値による評価を受けること

となり、偏差値偏重の意識が形成される。その意識が進路決定に直結することは容易に推測

できるであろう。 

上昇志向は現代の日本社会に共通することなのだろうか。結論からいえばそうとは限ら

ないということを主張したい。次項からは、本インタビュー調査のインフォーマントを基準

にして、偏差値の観点から、環境の異なる高校・大学に身をおいた人々との比較を行う。 

 

２）エリートの自覚なきエリート 

 2017 年に東京大学新聞社が 3,120 人の新入生全員を対象にアンケート調査を行った。う

ち、94％にあたる 2,946 人から回答を得た。「日本の将来を担うエリートだという意識を持

っているか」という質問に対し、「持っている」または「少し持っている」と答えた人は合

わせて 47％であり、2015 年度から 2017 年度にかけて 3 年間で、10％程度の低下が見られ

る結果となった。日本のトップともいえる東京大学に入学しながらも、エリート意識を持っ

ていると回答しない人がいるのである。この背景にはなにが考えられるだろうか。 

佐藤俊樹（2000）は職種の内容と雇用・自営という勤め方の違いをかけ合わせた職業の分

類を行っており、うち法人企業の役員を含む専門職と管理職の被雇用者をホワイトカラー

雇用上層（以下、W 雇上）としている。そして W 雇上の二世らが主張する実績主義に対し、

鋭い指摘を行っている。 

 

W 雇上の世界にもともといる人間にとって、W 雇上になるのはあたりまえのことであ

る。父が企業や官公庁の専門職・管理職の人は自覚するまでもなく、ごくごく自然に自
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分も専門職・管理職になるものだと考えてしまう。そして、それが「人生の出世コース

だ」と周囲にも考えられているがゆえに、自分で選ぶ感覚はいっそう希薄になってしま

う。〔中略〕親も高学歴の専門職・管理職で本人も高学歴の「相続者」たちが、自分の

成果をみずからの「実績」とみなす。みずからの力のよらないものまで、みずからの「実

績」にしてしまうのだ。それは、人生の選択という経験の希薄化とあいまって、「実績」

というコトバの意味を曖昧にし、空虚にしていく。（佐藤 2000: 107-8） 

 

ペーパーテストによる選抜システムという、本人の努力というかたちをとった「学歴の回路」

をくぐることで、得た地位が自分の力によるものであるかのように見える。だからこそ、努

力主義ではなく実績主義を主張できるということである。佐藤は「そういう魔力こそが『学

歴社会』の『学歴社会』たるゆえんなのだ」（佐藤 2000: 69）とも指摘している。ここから、

いわば「エリートの自覚なきエリート」の存在がうかがえる。W 雇上以外の世界をまった

く知らないまま「平等（と信じられてきた）」な選抜競争で勝ち残ってしまうという危険性

がひそんでいるということである。このように、エリートではないと答える背景には、「エ

リート志向」以前に「エリート」という意識すらもっていないパターンが考えられる。 

 さらに佐藤は、形式上は平等かつ公平な日本の選抜システムが、エリートの自己否定を引

き起こしているとも主張している（佐藤 2000: 115）。すなわち、学歴社会の選抜システムを

勝ち残ってきたキャリア官僚たちが学歴社会や偏差値偏重教育を批判するのである。なぜ

このようなことがおこるのだろうか。日本の入試制度は「平等」な選抜システムであるがゆ

えに、勝ち残れなかった人々は「向こうの見る目がなかったのだ」という解釈がしづらくな

っている。これでは当然やる気がそがれ、社会全体の不安定さにつながってしまう。そこで

エリートの側が「選抜そのものが実は空虚なのだ」と自己否定することで、選抜競争で勝ち

残れなかった人々に自信を取り戻させ、意欲の維持に貢献しているのである。したがって、

エリートが学歴社会批判をすることで、逆に自身が勝ち残ってきた学歴－昇進の選抜シス

テムをより強固なものとしているのである。そして学歴社会批判によってエリートの側も

エリートである責任から逃れ、「エリートじゃない」のだからエリートの地位を降りること

もないのである。 

 もちろん、エリートではないと回答する理由は上述のようなケースばかりではない。東京

大学に入学する者のなかには、合格するまでにかなりの努力をしたため自分はエリートで

はないと考える者や、東京大学に入学しても就職に対する不安をもつために自分はエリー

トではないと考える者がいることは想像できる。後者のようなケースは、エリート意識をも

つ割合の「低下」という結果に対応している可能性が高い。この項のはじめに 2017 年の調

査データを示したが、佐藤は「社会階層と社会移動調査（SSM 調査）」のデータを用いて父

親と子どもの職業を比較し、その相関が 1936～1955 年生まれの団塊の世代で高くなったこ

とをもとに議論を展開していることを言い添えておく。時代にともなって変化した考え方

についての考察は後述に譲るとする。 
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３）「非選抜型大学」と「進路多様校」生徒の進路形成 

 「大学全入時代」の到来は、少子化にともなって大学の入学定員が受験人口を上回ったこ

とによりおこった現象である。そして私立大学を中心に、入学定員の確保を目的として、学

力に偏らない能力を評価する推薦入試や AO 入試といった入試の「軽量化」が進められた。

ここで長谷川誠（2016）は、「大学全入」とは必ずしもすべての大学の入学定員が充足する

意味を表したものではないことを強調している。これは 2007 年度の私立大学入試において

約 4 割の大学が定員割れとなったという、日本私立学校振興・共済事業団のデータを引用し

てなされた主張である。入試をパスできる大学があるにもかかわらず、大学に進学しない者

が一定数いるという現状を示している。 

こうした状況をふまえ、長谷川（2016）は著書『大学全入時代における進路意識と進路形

成』において、2010 年に「非選抜型大学」の学生に対しアンケート調査および半構造化面

接法によるインタビュー調査を行っている。調査が行われた A 大学（仮名）は、定員充足

率が 100％を下回る状態が続いており、入学者の 70％以上が推薦入試や AO 入試によって

入学しているなど、典型的な非選抜型大学のひとつといえる。この調査では大学進学を選択

した理由として、高校卒業時に希望していた進路を実現できなかった、またはほかに目的が

なかったことを挙げる者がほとんどであった。ここには、本人は就職を希望していたが保護

者や高校教員の意向によって進学に切り替えたという者が一定数含まれている。高校教員

の側からすれば、高卒就職がかなり厳しい状況下にあるため、高校時の成績が中低位にいる

生徒の就職機会を先送りするために大学に進学させているという背景が考えられると、長

谷川は分析している（長谷川 2016: 149）。小熊英二（2019）はある公立大学の大学生を自著

で紹介している。この大学生は、授業料や生活費を払うことが難しい経済状況であるにもか

かわらず大学に進学した。その理由を大学のカウンセラーがたずねると、出身高校では成績

上位 5 人までしか就職先を紹介してもらえず、自分は 7 番目だったためしかたなく進学し

たという（小熊 2019: 535-6）。これは上述の背景を示すような例であるといえよう。こうし

た生徒は、高校卒業時に別の進路を選択できれば大学には進学していないと考えられる。く

わえて、より高いランクの大学をめざすどころか、ほかの進路と比較して大学そのものに魅

力を感じていないことが推測できる。 

また同著では、2011 年に「進路多様校」とよばれる高校の生徒に対して進路意識に関す

る調査を行っている。進路多様校とは「非進学校」に代わって用いられるようになった呼称

で、長谷川の調査では「普通科、専門学科のうち就職率が 10％を超える高校」と定義づけ

られている。調査の対象となったのは、私立普通科高校、公立普通科高校、公立専門高校の

3 校であり、いずれも進路が就職という生徒は 40～50％となっている。この調査からは興味

深い結果が得られた。アンケート調査で、大学を志望しない生徒に対し「高校卒業後、すぐ

に一流大学に進学できるとしたらどうしますか？」と質問したところ、大学進学に変更する

と答えたのはわずか 4 名（4.9％）で、72 名（88.9％）がそれでも進学しないと回答した。

その理由として、経済的事由を挙げた者（4 名）よりも学習に興味がもてない（17 名）、学
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習意欲はあっても大学である必要性を感じられない（11 名）という理由を挙げる者が多か

った。実際に、学費免除制度を利用できる成績であるにもかかわらず大学に進学しないとい

う生徒もいた。さらに自身と友人が異なる進路選択をすることについて、互いに劣等感を抱

くことなく認め合っている状況も確認された。こうした状況は「大学卒」という肩書きの価

値が薄れつつあることを示している。 

長谷川の調査の対象となった進路多様校は 3 校とごく限られており、一般化には留保が

必要だが、進路意識についてひとつの実態が示されたといえる。大卒／非大卒という学歴差

による階層の意識（それは「エリート志向」の基盤となる）がそれほど強くないようであっ

た。さらにいえば、自分たちは自分たちの社会階層でなんとかしていくものであって、階層

を移動しようという意識や意欲がほとんどない状態であるように感じられる。また長谷川

が行った非選抜型大学の学生へのインタビュー調査では、自身や保護者のなかに「大学に進

学したのだからせめてこの程度の企業には就職を」という漠然とした期待感がうかがえた

ものの、自身の能力不安との不均衡が進路形成を迷走させている様子が見られた。競争に参

戦して地位向上を図るというより、これまでの高校受験などの学力による選抜でうまくい

かなかった経験から、ある種の恐怖心が形成され、競争をさける傾向のほうが強いようであ

った。学力不安を抱える生徒が自身の学力で容易に進学できる大学に入学したところで、就

職が決まらないまま社会に送り出されてしまえば、大学教育に対する不信感となって次世

代に受け継がれてしまう状況へとつながることが懸念される。 

 

 

３．エリート志向形成の背景 

１）学歴と給与の相関関係 

 厚生労働省が毎年行っている「賃金構造基本統計調査」を見ると、賃金の実態がさまざま

な観点からあきらかにされている。まず、最新の令和 2（2020）年度の調査結果から最終学

歴別に賃金を見る。この調査における賃金とは当該年の 6 月分の所定内給与額を指し、支給

される現金給与額から超過労働給与額を差し引いた、所得税等を控除する前の額のことで

ある。図 1-1 と図 1-2 を見ると、大学院卒で 70 歳以上の労働者はデータ数が小さいため注

意が必要であるが、男女ともに 50～60 歳で学歴別に得られる賃金の差額がもっとも大きく

なっていることが確認できる。つぎに図 2-1 と図 2-2 に、平成 9（1997）年から令和元（2019）

年の調査より 50～54 歳の賃金データを抽出し調査年ごとに推移を示した。50～54 歳のデー

タを用いたのは、図 1-1 と図 1-2 で見たように最終学歴による賃金の差額が全年代を通して

もっとも大きく、分かりやすいと考えたためである。また 1996 年当時の 50～54 歳は、出生

が 1942～1946 年となり「団塊の世代」からの比較ができるという利点がある。グラフを見

るとそれぞれ金額に大きな変化はないが、大卒、高専・短大卒、高卒で男女ともに差がほと

んど縮まっていないことがわかる。現代の日本にはやはり、最終学歴による明確な賃金の差

があることをあきらかにできたといえよう。 
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（出典）厚生労働省（1997-2020）の令和 2（2020）年度分より筆者作成。 

図 1-1 令和 2（2020）年度調査における学歴別年代ごとの賃金（男性） 

 

 

（出典）厚生労働省（1997-2020）の令和 2（2020）年度分より筆者作成。 

図 1-2 令和 2（2020）年度調査における学歴別年代ごとの賃金（女性） 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-1
9

20
-2
4

25
-2
9

30
-3
4

35
-3
9

40
-4
4

45
-4
9

50
-5
4

55
-5
9

60
-6
4

65
-6
9

70
-

所
定
内
給
与
額
（
千
円
）

年代（歳）

大学院卒 大卒 高専・短大卒 専門学校卒 高卒

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

-1
9

20
-2
4

25
-2
9

30
-3
4

35
-3
9

40
-4
4

45
-4
9

50
-5
4

55
-5
9

60
-6
4

65
-6
9

70
-

所
定
内
給
与
額
（
千
円
）

年代（歳）

大学院卒 大卒 高専・短大卒 専門学校卒 高卒



216 

 

 

（出典）厚生労働省（1997-2020）より筆者作成。 

図 2-1 学歴別 50～54歳賃金の推移（男性） 

 

 
（出典）厚生労働省（1997-2020）より筆者作成。 

図 2-2 学歴別 50～54歳賃金の推移（女性） 
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２）エリート志向の形成過程 

 本項ではエリート志向がいかにして形成されたのかを探る。終戦後 20 年のあいだは、中

卒は工場や商店で働いたり、農業を引き継いだり、集団就職で上京する人が多かった。高卒

の場合は工場労働者やあらゆる種類の企業の事務職・販売職、公務員職に就き、2 割ほどい

た大卒は専門職・管理職といったホワイトカラー職に就くことが多かった。しかし時代が進

み大学進学率が上昇するにつれて、多くの人々が「単線型の人生経路」を目標とするように

なったと橘木俊詔は述べている（橘木 2010: 81）。すなわち「名門高校→名門大学→一流企

業ないし中央官庁」という単線型のルートを理想として、できるだけレベルの高い高校、大

学、企業・役所をめざす風潮が広まったのである。また「単線型」をめざさなくとも、医者

や教員などの専門職をこころざした場合は資格取得のため高い学歴が必要となり、結果と

して「単線型」に近づくこととなる。こうした人生経路が成立していた背景のひとつに「指

定校制度」がある。日本では 1970 年代まで実施されていた、入社試験を受けられる大学を

限定するシステムである。ブランド大学を卒業することが、なぜ企業就職に有利かという点

についてはつぎのようにまとめることができる。第一に、会社の上役や先輩に名門校出身者

が多いことである。就職面接や業績評価において、他大学よりも目につきやすいという利点

があることは否定できない。さらに拡大していえば、業界に名門校出身者が多いことが考え

られ、ヒューマン・ネットワークの観点から学校歴が役立つ可能性が高くなる。第二に、仕

事でどれだけ努力できるかをはかる指標になるからである。「どの大学に行ったのか」は「ど

の大学の入学試験に合格できたのか」とほぼ同義であり、これまでの努力とその成果を見る

ことができる。第三に、そもそも学力は人間を評価する際の公平な評価のひとつであること

が挙げられる。企業がこれを重視しても、社内で強い反発が起こることは考えにくい。この

ように、大企業にとっては大学名を考慮した採用は合理的な根拠があり、コストの面でもメ

リットが大きい。また、個人を尊重するといって面接を重視した採用を行っても、評価する

のは人であるため、いわゆる学歴フィルターの影響はかえって大きくなる可能性もある。世

間には依然として「いい会社に入るにはいい大学から」という強固なイメージがあるが、そ

れは以上のような経緯によるものである。 

 家庭内にも上昇志向を形成するしくみが備わっている。欧米の RRA 仮説（相対リスク回

避説）にもとづいて提唱された、吉川徹（2006）の学歴下降回避説という説がある。この説

は、子どもの教育水準の決定において親の教育水準を下回ることを避けようとする傾向を

示すものである。吉川（2006）は学歴下降回避説の特徴として 2 点を挙げている。第一に特

定の社会層に対する選択的過熱の論理であること、第二に学歴の下降移動のリスクが高ま

った時代にこそ作動するものであることである。ここから「成熟学歴社会の進展は、学歴の

世代間関係における構造移動量を減らし、学歴下降回避メカニズムの作動を促進する。それ

により、進学動機が選択的に加熱される傾向があらわれ、（学歴の）世代間関係に不平等が

生じやすくなる」（吉川 2006: 126）と仮説を立て、新たな格差へのひとつの見方を提示して

いる。つまり、社会全体の学歴が向上したことで親と同等の学歴までは取得しようとはたら
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きかけられるが、到達してしまえばそれ以上努力しなくなってしまい、結果として階層移動

がおこらないまま次世代が生産されるということである。くわえて橘木（2010）は、学歴の

みならず学校歴にも着目し、名門度上昇希望仮説を唱えている。親の出身校よりも名門度の

高い学校を親が希望し、子ども本人もその希望に報いようと動機づけられるということで

ある。名門度上昇希望仮説が成立するのはおもに大学進学を当たり前とする階層であるた

め、学歴下降回避説と名門度上昇希望仮説が同時に発生することにより、さらに格差は拡大

する。親が大卒の場合、子どもはより偏差値の高い大学をめざそうとするが、親が高卒の場

合、子どもは高卒という最終学歴で満足するということが同一の社会のなかでおこれば、学

歴格差が広がると考えられるからである。学歴下降回避説や名門度上昇希望仮説に則った

考えは今回のインタビュー調査でも確認できた。親の学歴下降回避的な考えを感じたとい

うインフォーマントの一例を以下に示そう。 

 

A6：あれじゃないですかね、やっぱりもし（A6 さんの親）本人が大学行ってないんだ

ったら、子どもには行ってほしかったみたいなのがあるのかもしれないですね。（A6・

女性・20 代・広島県・私立国際系卒・メディア） 

 

もちろん、進路形成に際しての家庭環境の影響は、先に挙げたような意識的なものにとどま

らない。金銭面での制約や実家からの距離を考慮した土地条件などが考えられるが、本稿で

述べる趣旨からはやや離れるためここでは立ち入らない。 

 そもそも日本ではなぜ、よりレベルの高い学校をめざす動きが社会全体にまで広まった

のだろうか。その理由を探るには、一億総中流社会の成立がひとつのキーワードとなる。階

層の存在を認識したうえで多くの人が上の階層をめざすことができた時代は、エリート志

向の広がりに少なからぬ影響を与えているといえる。戦後の経済成長を機に国民の生活水

準が上昇したことで、高等教育を受けられる人々の範囲が拡大し、多くの人にホワイトカラ

ー職に就ける可能性が開かれた。さらに自営業という上昇ルートも広く開かれていた。こう

した 1980 年代前半までの社会を、佐藤は「可能性としての中流」と表現している（佐藤 2000: 

87）。生まれによる差別や進学競争の機会をもてない貧困層の存在を指摘したうえでつぎの

ように述べている。 

 

大多数の人々にとっては、八〇年代前半までの戦後の階層社会は、それなりに「努力す

ればナントカなる」社会になっていった。西欧的な感覚でいえば「中流階級」、戦後の

日本の感覚ならば「上」になれる可能性を信じることができたのである。その信じられ

るという点において、大多数の人々が均しく中流になりえた。それが質の高い労働力を

生み、それなりに豊かで安全な社会、希望をもてる信頼できる社会をつくりだしたので

ある。（佐藤 2000: 87） 
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自分が中流に位置し、努力すれば上層にいくことができるという意識をもちえたことが「一

億総中流」といえたゆえんであるということである。現代でもう一度、多くの国民が中流意

識をもつことは可能なのだろうか。すでに述べたように、かつては経済成長が多くの人々に

生活水準の上昇をもたらし、高等教育を受けるための費用を負担できるようになったこと

でその先の就職の幅を広げ、国民の中流意識につながった。しかしこれは、たんに生活が豊

かになったからではなく教育格差の大幅な縮小と結びついた点の寄与が大きい。「大学全入

時代」とさえ言われているいま、以前のようなメカニズムが通用する時代ではなくなってい

る。すなわち、高等教育を受ける機会の格差が限りなく小さくなっている現在の状態では、

選抜システムがいわば飽和状態に達し階層は閉鎖的になったといえ、もはや同じ方法で一

億総中流社会を再現することはできないのである。 

 

３）現代のエリート志向 

 では、現代はどのような時代といえるのだろうか。これをあきらかにするためのひとつの

とば口となるのが、「ハイパー・メリトクラシー」の観点である。メリトクラシーとは「メ

リット」と「支配」を組み合わせた言葉で、世襲制にもとづく貴族制であるアリストクラシ

ーや民衆の多数決にもとづく民主制であるデモクラシーになぞらえて、イギリスの社会学

者マイケル・ヤングによってつくられた。つまり、仕事にどれだけ貢献できるかというメリ

ットを基準にした選抜がなされるということであり、ペーパーテストの成績による選抜シ

ステムは代表的な例である。本田由紀（2005）は、メリトクラシーにくわえ意欲や対人能力

などが重要視される「ハイパー・メリトクラシー」化がおこっていると主張している。メリ

トクラシー下で要請される能力を「近代型能力」、ハイパー・メリトクラシー下で要請され

る能力を「ポスト近代型能力」と区別し、表 1 にあるように前者は基礎学力、後者は生きる

力であるとまとめている。しかし本田自身も述べているように、生きる力というのは不定形

で捉えにくいものである。その不透明さゆえに、「ハイパー・メリトクラシー下では、個々

人の何もかもをむき出しにしようとする視線が社会に充満することになる」とも指摘して

いる（本田 2005: 248）。つまり、見えにくいものを見るためにはあらゆる関連情報をあきら

かにする必要があり、「生きる力」を見るためには、過去にどんな選択をして行動したのか、

表１ 近代型能力とポスト近代型能力の比較 

近代型能力 ポスト近代型能力 

「基礎学力」 「生きる力」 

標準性 多様性・新奇性 

知識量、知的操作の速度 意欲、創造性 

共通尺度で比較可能 個別性・個性 

順応性 能動性 

協調性、同質性 ネットワーク形成力、交渉力 

（出典）本田（2005: 22）の表をもとに筆者作成。 
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逆境に立たされたときはなにを考えるのかなど、個人のあらゆる情報が白日のもとにさら

される。こうした状況は膨大な精神的エネルギーを必要とし、かつ個人間の格差拡大を促進

する危険性をおおいに孕んでいる。「なにをどう選ぶべきなのか」、「選んだ道を自分が実現

できるのか」といった不安はすでに広まりつつあり、第 2 節で見たように、進路多様校の生

徒たちのなかには積極的に大学進学ルートからの撤退という選択をする者もいる。この選

択は必ずしもネガティブな理由によるものではなく、彼らなりに新たな能力指標を設定し

はじめていることを示唆している。また偏差値の高い大学に進学できたとしても、将来が見

えにくい社会では、同様に先述したような不安がつきまとうであろう。 

 

 

４．エリート志向のあり方 

１）教育格差は是正できるか 

 多くの人が「努力すればナントカなる」と思うことができた一億総中流社会は終焉をむか

え、現代の日本に教育格差が顕在化していることは周知の事実であろう。この格差は拡大傾

向にあるといえる。福地誠は「日本の教育がボトムアップ型からプルトップ型に切り替わっ

てきた」（福地 2008: 56）と述べている。国民を幅広く底上げする方針から、一部の優秀な

エリートを厚遇する方針へと変わったのだというのである。塾はもちろん、高校も公立・私

立を問わず他校との差異化を図るようになり、さまざまな教育施設が誕生している。愛知県

にある海陽学園は、イギリスのパブリックスクールであるイートン校をモデルとして「真の

エリート」を育成するため、大手企業が融資して 2006 年に開校された。こうしたブランデ

ィングがおこれば、当然そこにかかる費用は大きくなる。海陽高校の学費は寮費を含めて年

間約 300 万円であり、一般家庭が容易に負担できる金額ではない。また、こうした特異な例

ではなくとも、多くの高校で習熟度別学級が導入されていることはプルトップ型教育への

方針転換を示しているといえる。一方で、親が授業料を払いつづけてくれるかわからないと

いう不安定な生活のなかで生きる高校生がいることも、日本社会の現実である。このような

状況で持続的に学習意欲を保つことはかなり困難であろう。 

 教育格差には家庭の経済状況が大きく関与している。所得格差の是正方法を検討するに

あたり、橘木（2016）はまず家計所得の再分配効果が弱いことを指摘している。所得税率が

20～30 年前と比較して大きく低下していること、社会保険料の負担額はある水準以上の所

得になると増加しないこと、貧困層への生活保護支給が不十分であることなど、日本の再分

配効果の弱さを確認できる。なぜこの格差が是正されないのだろうか。橘木（2016）はその

理由を 3 つ挙げている。第一に、高い租税負担や社会保険料負担は労働者の勤労意欲や貯蓄

意欲、企業の投資意欲にマイナスになり、経済活性化に悪影響があると経済界が主張するこ

とである。第二に、第一の理由にくわえて経済界が、労働者保護を目的とした労働法や条例

などの外部からの介入を小さくしようとすることである。最低賃金法に対し経済界から否

定的な声があがることが多いのは、最たる例といえる。第三に、労働者の側にも恵まれてい
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る人とそうでない人が混在していることである。上述の最低賃金法に関しても、最低賃金を

引き下げようという動きに対する抵抗の度合いに、労働者のなかでも温度差が生じている

のである。このように新自由主義的な考えをもつ人が多い経済界の発言力が大きいことが、

格差是正への要求度が弱まる要因となっている。 

 

２）ニューエリート 

 前項で見たように、格差の黙認はできないが、所得格差ないし教育格差を是正することは

容易ではない。であれば、家庭環境にかかわらず「成功」する機会が平等に与えられなけれ

ばならないのではないだろうか。機会の平等を橘木（2016）はつぎのように定義する。 

 

第一の定義は、人がある地位（教育、職業など）をめざす場合、あるいはそこに空席が

ある場合、すべての潜在的な希望者に参入の機会が与えられるべき、とするものである。

〔中略〕第二の定義は、ある地位をめざしたり、空席がある場合には、それを希望する

人たちの間での選抜課程は、その地位での仕事をうまくこなす能力、そして努力する意

思をもっているかどうかの基準だけで決定されるべきで、他の情報や資質（たとえば、

性、年齢、人種、家庭環境、学歴、縁故など）は考慮されるべきではない、というもの

である。（橘木 2016: 41-2） 

 

ここで日本経済団体連合会（以下、経団連）が公表している、今後求められるとする人材像

を見てみたい。経団連は、各領域で抜きん出た才能を有するトップ人材やエリートの育成が

重要であるとしたうえで、「『結果の平等』ではなく『機会の平等』を目指すべきであり、既

存の教育課程の枠にとらわれない育成の仕組みが必要である」（経団連 2018: 31）としてい

る。そしてさらに、「あらゆる人が活躍の機会を得るために、こうした素養（知識を活用し

自分で考える力、自らの意志や考えを正しく的確に表現し伝える力、科学的・論理的に思考

する力、価値を発見する感性、好奇心・探求力を育み倫理観を身につけること）を幼児教育・

初等中等教育段階から身につけることが欠かせない」（経団連 2018: 31）とも提言している。

幼児教育や初等中等教育にかけられる費用は家庭によって大きく異なり、かつ公教育でカ

バーできる範囲は地域や学校によって大きく異なることが自明であるのに、この方針は本

当に「機会の平等」を実現できるのだろうか。 

 新たなエリートのかたちを探るにあたって、ピョートル・フェリクス・グジバチ（2018）

の著書『ニューエリート』を紹介したい。「オールドエリート」と比較して「ニューエリー

ト」の特徴を、表 2 のようにまとめている。グジバチは「富裕層＝成功」ではなく、現代の

成功とは「選択肢があるかどうか」（Grzywacz 2018: 65）であると述べている。そして選択

肢を増やすのはお金ではなくコミュニティであるとしている。本人にビジョンやパッショ

ンがあれば、必要なものは周囲の人から集まってくるため、お金や時間の必要度が変わって

いくことが考えられるからだという。このような社会では、かつての「単線型の人生経路」
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という絶対的な成功ルートは破綻していくといえよう。「いい会社」に入るために「いい大

学」をめざしたところで、変化しつづける社会のなかでは「いい会社」が「いい会社」であ

りつづける保証などどこにもないのである。グジバチが所属していたグーグル社では、一部

の職種を除いて大卒であることが採用の最低条件であるが、社内調査によれば卒業した大

学とパフォーマンスには相関関係がないことがわかったと明かしている。さらに、パフォー

マンスともっとも相関が高いのは挫折経験であったという。つまり、「成功」のために歩ま

なければならない決まったルートなど存在しないのである。 

 

 グジバチが挙げた「ニューエリート」のあり方のなかで、とくに重要であるのはオープン

な人間関係であると考える。相手の年齢や学歴、家庭環境などにかかわらず、相手がなにを

考え、求めているのかを知ろうとする姿勢がなければ、なにかを世に生みだそうとしてもひ

とりよがりなものになってしまう可能性がある。それは社会貢献とはいえないし、まったく

学びになっていない。経団連の挙げた「価値を発見する感性」を育てるのは、受動的な教育

ではなく他者との関わりなのではないだろうか。 

 

 

５．おわりに 

 一般に「エリート志向」という言葉からは、社会階層における優劣の意識を持ったうえで

つねに「優」の側にいようとする人が想起され、ネガティブなニュアンスを伴うことが多い。

また、「エリート」という言葉が、失敗を経験していない人というような意味合いで皮肉的

に用いられることもある。しかしこの先、高学歴が絶対的な成功とはいえなくなるように、

なにが「優」につながるのかは不明瞭である。過去に失敗を経験しても、いま社会で活躍し

ている人は多い。自分がエリートであることを目的とするのではなく、「オープンな人間関

係」にもとづき、他者のことを考えて行動できることが「ニューエリート」のあり方のひと

つといえるのではないだろうか。 

 現代社会は日々変化しつづける激動の時代である。そのため、本稿で述べた「ニューエリ

ート」のあり方が曖昧なものになってしまったことは否めない。しかし少なくとも、経団連

表 2 オールドエリートとニューエリートの比較 

 オールドエリート ニューエリート 

性質 強欲 利他主義 

要望 ステータス インパクト・社会貢献 

行動 計画主義 学習主義 

人間関係 クローズド（差別） オープン（コミュニティ作り） 

考え方 ルールを守る 新しい原則を作る 

消費行動 誇示的消費 ミニマリズム 

（出典）グジバチ（2018: 13）の表をもとに筆者作成。 
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や国がかかげるエリート像が、はたして本当に皆がめざすべき姿であるのか、疑問を呈する

ことができたのではないかと思われる。選択の結果責任は当人が負うべきとされる現代で、

社会階層が閉じたままそれぞれに担い手が再生産されるのはあまり望ましくない。機会の

平等が保証され、かつ学歴の観点から見てエリートかそうでないかにかかわらず、あらゆる

選択肢を各人が認識できる社会がめざされるといえよう。 
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第 14章 不本意入学者にとっての学歴の意味 

―その形成と変化に焦点を当てて― 

 

吉富 由華 

 

 

１．はじめに  

 文部科学省が 2021 年に発表した学校基本調査の結果によれば、高校卒業者の大学（学部）

進学率は 54.9％に達し、過去最高を記録している（文部科学省 2021）。この数値は、高等

学校を卒業した人のうち、半数以上が大学に進学しており、現代の多くの若者にとって大学

進学が当たり前のものになっていることを示している。その一方で、学力面や経済面をはじ

めとして、さまざまな理由から大学に「不本意に入学した」学生も一定数いる。本稿では、

そうした「不本意入学者」にとって「学歴」がどんな意味を持つのか、自身の学歴について

どのように捉え、自分自身のことをどう評価しているのかという観点からインタビューデ

ータを分析する。順当に進路実現をしてきた学生ではなく、大学受験に失敗し、進路実現を

理想どおりにできなかった学生だからこそ、学歴の捉え方に多様性が出てくると思われる。 

またこの論文ではインフォーマントの高校在学時、大学在学中、就職活動の前後（大学卒

業以降）という 3 つの時間軸に沿って分析を行う。そうすることでインフォーマントにとっ

ての学歴の意味の変化を時系列で比較できるはずである。こうした分析を通して、不本意入

学者の学歴観がどのように形成され、どのようなことを理由に変化するのか考察すること

を本稿の目的とする。 

 

 

２．日本での学歴社会化の進行 

 詳細な分析に入る前に、日本における「学歴社会」という言葉の意味について確認する。

そもそも学歴社会とは、麻生誠によれば「成員の社会的地位を決定する学歴の力が相対的に

大きい社会」（麻生 1981: 2）と定義されている。ここでの「相対的」とは、出身階層や財産、

能力や人格よりも「学歴」が個人の職業決定に影響するという意味で使われている。イギリ

スの社会学者のロナルド・ドーア（Dore 1976＝1978）は、近代化が遅れていた日本やドイツ

で学歴社会化が早く進んだことを「後発効果」と呼んだ。これをもとに、平沢和司は日本で

の「後発効果」について、「明治維新以降の急激な近代化のなかで、技能の高い者を急いで

養成する必要に迫られて」（平沢 2014: 111）おり、学歴による区別が効率的な人材登用に有

効であったからこそ、学歴社会化が進んだと説明する（平沢 2014）。この「後発効果」を前
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提に置くことで、次節からの不本意入学者の発話の分析においてより深い考察を得ること

ができそうである。 

 

 

３．高校時代の「学歴」への意識  

１）高校の「進学実績主義」 

 前節では、日本で学歴社会化が進行することになった背景を確認した。本節では、高校で

生徒が受ける教育の実情を分析することで、不本意入学者の高校時代の学歴観とその変化

の様相に迫る。文部科学省によると日本には 2021 年現在、3,536 校の国公立高校と 1,320 校

の私立高校が存在している（文部科学省 2021）。学校ごとに教育方針や生徒の選抜基準に差

はあれど、共通点として挙げることができるのは、生徒たちをテストなどの順位付けのよう

な、つねに競争下に置いた教育システムを導入していることである。「競争」という概念は、

教育を先導するうえではひじょうに都合よく使用できる。この理由を中澤渉（2015a）は以

下のように述べる。 

 

教育システムに競争試験を持ち込むのは、競争に参加して勝つために努力（勉強）する

というように、試験を利用して人々を自発的に現体制に組み込ませることに大きく寄

与するからで、権力にとって強制や監視コストが少なくすむ。（中澤 2015a: 164） 

 

つまり競争には、勝利することを目的に、自発的に学習に取り組む生徒を増やすことを容易

にし、かつ教師による監視や強制的に学習に取り組ませることを不要にする効果があるの

だ。そしてそうした教育の効率化の先に、多くの高校が優秀な生徒を獲得するための誘い文

句として使用する「進学実績」というワードが出現する。東京のような都市部を除いて、地

方の高校では国公立大学が進学実績として提示されることが多い。今回のインタビューの

なかでも、高校で受けてきた教育が自身の学歴志向に与えた影響や、高校の過度な「国公立

志向」について語っているインフォーマントがいた。 

 

B1：ちょっとこれ、先生のイヤな思い出なんですけど（笑）。県立大（熊本県立大学）

に落ちて、自分がその、福祉の大学行きたいから、＊＊大学（B1 さんの出身大学）に

行きたいって先生に伝えたときに、あのー、英語系の学部だったら、公立の大学をこう

挙げて、こことかだったら、まだ、こう、「その試験の点数だったら行けるのに、なん

でそこなんだ」、みたいな。呼び出されて。それで、福祉の勉強したいって言ってるじ

ゃんって思って（笑）。先生と険悪に、なりましたね（笑）。そのときは。「いや、興味

ないです」って言って、先生の意見聞かずに、＊＊大学に行きました（笑）。 

（中略） 

――進学実績とか気にしてたんですかね、先生は。 
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B1：あー、だと思います。うん。 

――（B1 さんが所属していた）特進コースってなると、ある程度、やっぱり期待とい

うか、学校側からの期待が？ 

B1：そうですね。（特進クラスのなかで国）公立（大学への進学率が）何パーみたい

な（笑）。たぶん（笑）。（B1・女性・20 代・熊本県・私立福祉学系卒・公務員） 

 

インフォーマントのなかには、自身が第 1 志望校の受験に失敗した理由を高校時の努力不

足や、高校時代の学習意欲によって説明する人がいた。しかしその背景には高校時代の学習

環境、そして教師の学習指導の方法と大学受験の失敗とが関連している可能性がある。生徒

たちにとって、高校という規定された領域のなかで接する機会がある大人の数は多くない。

密に接する「教師」という大人が学歴に対してどんな考えを持つか、あるいはその高校が学

歴に対してどんな考えのもとで教育方針を策定し、実施しているかということは生徒の進

路実現に大きく影響をおよぼす可能性がある。 

 また、高校時代までに接する数少ない大人である保護者や親族からの学歴志向の影響に

ついても言及しているインフォーマントがおり、大学進学は当たり前という意識はあった

かという質問に対して、以下のように語った。 

 

A4：まあ、やっぱり親からも「大学には進学しとけ」って言われたのも、ありますし…

…。まあもともと……、まあ自分は双子なんですけど、双子の片割れは、商業のほうの

高校に行ってるんですよ。なんで双子の片割れは、もともと就職を視野に入れて、高校

を選んでるんで、自分はもうもともと進学校、もともと大学に行きたいって言って、高

校を選んでるから、もう大学に行くことは必然的だったんじゃないですかね。 

――（中略）大学に進学することが当たり前だとか、大学に進学することが義務だとい

うような意識はありましたか。 

A4：あ、義務とまではいかないですけど、自分がやっぱり親に言われてたのは「大学を

進学しとかないと、やっぱいいところに就職はできない」とか。まあそういったことは

言われてたと思います。（A4・男性・20 代・熊本県・公立政治学系卒・営業職） 

 

A6：あー、（大学進学が当たり前だという意識は）ちょっとあったかもしれないですね。

行かないと、みたいな。 

――それは先を決めているからこそ出てきたというか、そういう感じですか。 

A6：んーまあそれプラス、ちょっと、こう、親戚とかにもなんか「大学行かんかったら

仕事ないで」ていうようなことは言われてたかもしれない。 

――じゃあ、けっこう、ご家族というか、そういう周囲の方も大学進学は当たり前だっ

ていう意識があったんですかね。 

A6：まあプレッシャーはすごかったかもしれないですね、めっちゃ。（A6・女性・20 代・
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広島県・私立国際系卒・メディア） 

 

教師とまた別の角度だが、受験期に密に接し、進路選択について意見や情報を提供する大人

としていちばんに考えられるのが保護者の存在である。血縁や経済的な理由など、保護者が

子どもの学歴に意見するきっかけは多様に考えられ、多くの場合、上昇志向を美徳とするか

たちで言及している現状が A4 さんや A6 さんが語った内容から読みとれる。 

 

２）大学進学率の上昇がもたらした意識 

 上記のように、情報提供者として存在する教師や保護者からの学歴志向に影響を受けた

インフォーマントがいる一方で、高校時代はそうした外部環境や大人の意見に左右された

進路選択や意思決定の機会があまりなかったと述べるインフォーマントもいた。 

 

A5：なんとなく、強迫観念というか。ぜったいに京大に入らんかったら、僕の人生が終

わるんじゃないかと思ってたんで、死ぬ気で勉強してましたね。 

――その強迫観念はなんで、どこから強くなられたんですか。 

A5：なんか、だんだんあとに引けなくなってきたというか。ここまでのコストをかけ

て、時間とコストをかけて、勉強して成果も出てるのに、京大にこけるなんてぜったい

にありえないと思ってたんですよね。いままでの時間がむだになるって思ってました。

（A5・男性・20 代・愛知県・私立法学系卒・銀行員） 

 

C5：（大学進学を選択した理由は）将来の選択肢が広がるから、あとは学歴社会だから

です。 

――やっぱり当たり前とかそういう意識はありましたか。 

C5：そうですね、大学を出ないと職があまりない状況なのがわかるので、やはり行くべ

きだろうと思ってました。それはもう小学校中学校からその時点では大学まで行くも

のだと思っていたのでそう思ってたと思います。（C5・男性・20 代・九州地方・法学系

卒・公務員） 

 

A5 さんのようなインフォーマントの存在からみえてくるのは、自身のなかで勉強にかけて

きた「時間」という量的事実が学歴志向を強める要因になりうるということだ。誰かに強制

された学習ではないが、学習せざるを得ない状況にいるから学習する。この A5 さんのよう

な生徒が存在しているのは、いまの日本における高校教育が生徒たちを競争下に置き、必然

的に学習に取り組む時間を引き延ばすことで努力させる環境をつくり出していることが原

因であるように思われる。生徒たちは自発的に学習に取り組んでいると考えるかもしれな

いが、その行動の源泉は生徒自身の内部にある学習意欲というよりは、「勉強しないと周囲

の生徒との受験競争に負けて、偏差値の低い大学に行かざるを得ない」という考えにあるこ
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とが想定される。 

 また、C5 さんのように自分自身で「大学進学を当たり前のもの」とし、さらに高い学歴

を求める生徒がいる。このような生徒が多くなった理由としては、大学への進学が一般的な

ものとなったことで「大学に進学しない」という選択肢自体に負のレッテルが貼られるよう

になったことが挙げられる。伊藤彰浩（2013）は、1990 年代以降に日本で大学進学率が上

昇した背景として、自治省が大学の設置条件を緩和したことで大学の新増設が進み、大学の

入学定員が増加したことと、第二次ベビーブーム世代が学齢期を過ぎ、18 歳人口が急激に

減少したことの 2 点が考えられるとした。そうした大学の進学率の上昇に伴って、「大卒」

という肩書きが当たり前のものとなった。平沢が「中高卒者に比べて大卒者の所得が平均的

に高く、専門職やホワイトカラーになりやすい」（平沢 2014: 102）と述べたように、「大卒

であることが高い所得を得るために必要な条件」という考えが一般的になったことによっ

て、「大卒」という肩書きをさらに詳細に区別する基準が必要になり、その基準となったの

が「より偏差値の高い大学への進学」であった。次節からは、こうしてつくられた高校時代

の高学歴志向が、実際に不本意入学をした後いかに変化していくか、大学在学中の出来事に

関するインフォーマントの発話から分析する。 

 

 

４．大学在学中の学歴観の変化  

１）変化のきっかけ 

 インフォーマントのなかにはセンター試験で思うように得点がとれず、第 1 志望ではな

い大学を受験することになったが、受験が決定した段階ですでに気持ちを切り替えていた

人もいた。しかし高学歴志向が強い人のなかには大学入学後の 1 年次の段階でも不本意感

がぬぐえず、高学歴志向が強いまま残存しているケースがあり、それに伴って大学 1、2 年

次には「第 1 志望校ではない大学で学ばなければならない」という状況を受け入れられず、

学習意欲が低下していることもあった。1 年次に強い学歴コンプレックスを抱えていたと語

る C3 さんは、不本意入学が原因で勉強への意欲が変化したことはあるかという質問に対し

て、以下のように答えた。 

 

C3：GPA の話になるんですけれど、1 年のときは最初ちょっとそれ（不本意入学）が原

因で、成績がふるわないというか、あんまり勉強に……、なんて言うんですかね、勉強

するぞっていう気持ちで入ったのに、ちょっと（学歴）コンプレックス抱えてる部分も

あって、腐りかかってたんですけれど。それで 1 年のときは GPA 的にも（評定）2.3 と

かけっこう低めのところをうろうろしてたので、まあこのままじゃいけないなってい

う気がして、2 年から変わっていった感じですね。（C3・男性・20 代・福岡県・国立情

報工学系卒・大学院生） 
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また、C3 さんは自身の学歴コンプレックスを減退させるきっかけになった出来事について、

以下のように語った。 

 

C3：そうですね、最初、学歴コンプレックスみたいなの抱えていたんですけれど、そこ

を……まあ、アルバイトをしていたら、学歴が高い人が多いわけじゃないっていうのも

そう……わかりましたし、勉強ができるかどうかと、仕事ができるかどうかっていうの

は本当に別問題なんだなっていうのを感じましたし、なんかちょっと社会を感じられ

たのは、アルバイトしててよかった点だなと思ってます。（C3・男性・20 代・福岡県・

国立情報工学系卒・大学院生） 

 

C3 さんは、高校時代まで所属するコミュニティのなかに必ず「学力」という視点が存在す

る場所で生活していたからこそ、アルバイトという学力だけで能力を判断されない、新しい

環境での経験が自身の強い学歴への意識を取り除くきっかけになったと語る。入学時に「大

学受験に失敗した」というラベリングを自身に課したインフォーマントも、学力だけで判断

されないコミュニティ（アルバイトなど）への所属によって「学歴に縛られずに自分自身を

評価してもらえる場所がある」と知ることができるため、その意識が変化するのだろう。 

 

２）進路設計段階におけるメンバーシップ主義の影響 

続いて、就職活動期を迎える前にインフォーマントが通る、進路設計の段階における「学

歴への意識」を分析する。インフォーマントのなかに、「高学歴であることが希望の進路に

進むためには必須だと考えていた」と語った人がいた。中学時代から国家公務員をめざして

いた A5 さんは、大学受験に失敗した自身の学歴を「高学歴」だと判断できないことから、

大学進学後に自分の将来について考える際、目標にしていた国家公務員の選択肢を消した

という。 

 

A5：えっと、結論としては（国家公務員を）受けてなくて……。たまたま高校のときの

知り合いに国家公務員の人がいて、話聞いたら、「たぶん＊＊大学（A5 さんの出身大学）

だったら受けても学歴で落ちるよ」みたいな感じやったんで、無意味なことはやめよう

みたいな感じでしたね。 

――大学に入られてからは、どういう職業に就きたいとかっていうのはありましたか。

国家公務員がだめで……。 

A5：なかった……ですね。京大行って国家公務員になるっていうのが、自分にとって

ぜったいやったというか。「こうあるべき」だし、「こうありたい」と思ってたんで、京

大っていう前提が崩れたときに、なにも見えなくなりましたね。（A5・男性・20 代・愛

知県・私立法学系卒・銀行員） 
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A5 さんの発話は「大学入試で第 1 志望に不合格だった」という事実が、理想の将来設計を

打ち崩す、あるいは方向転換させる一因になっていることを示している。大学の不本意入学

者が、大学に不合格になる以前に持っていた将来へのビジョンを不合格通知後に方向転換

させる理由として、「第 1 志望大学よりも偏差値が低い＝将来のビジョンを達成できない」

という考えを持つことが想定される。この考えには、「一度エリートのレールから外れると、

戻ることはできない」という日本のメンバーシップ主義が反映されている。「メンバーシッ

プ主義」とは、貴戸理恵（2019）が考案したものである。そして、その特徴が反映された日

本社会について「『組織に入って何をするか』よりも『組織のメンバーであること』そのも

のを重視する傾向は、企業だけでなく、『学校から企業への移行』全般に共通して見られる」

（貴戸 2019: 392）と述べた。A5 さんの発話から、いま所属する組織における出口と、次の

所属先の入り口がつながっているというメンバーシップ主義の影響を受けていることが読

みとれる。 

 

 

５．「就職・働く」と学歴 

１）なぜ高学歴は就職活動で有利なのか 

 前節までに、インフォーマントにとって「高学歴」であることが進路選択の際に大きな意

味を持っていることがみえてきた。では、なぜそもそも高学歴であることが企業就職する際

に重要なのだろうか。中澤（2015b）は、学校推薦の多かった高卒や短大卒が減少し、大卒

者が増えたことを背景に学校を通さない就職活動が一般的になり、企業の「効率的な採用」

が加速したために、「学歴が高い＝仕事の場において有能である」という考え方が浸透する

ようになったと述べる。 

こうした動きを理論的に説明したのがアンドリュー・スペンス（Spence 1974）であり、彼

はその理論を「シグナリング理論」と呼んだ。小野浩（2016）によれば、シグナリング理論

は情報の不完全性を前提とし、企業側が採用時に学生を分類するための効率的な指標とし

て「学歴」を使用できるということを意味している。企業は採用時に応募してくる学生につ

いての情報が不足しているため、学生の学力を判断する一つの指標として「学歴」を利用す

る。そうすることで効率よく採用活動を行うことができ、採用にかかる膨大な時間と労力を

削減できる（小野 2016）。こうした利点から、シグナリング理論をもとにした学歴選抜は定

着した。 

インフォーマントのなかにも、就職活動におけるシグナリング理論の影響と関連するこ

とを語った人がいた。C2 さんは「社会に出る場面において、高学歴が有効に作用すること

はあると思うか」という質問に対して、必ずしも高学歴な人が仕事の場面で優秀だとはかぎ

らないと考えつつも、就職活動の面接試験において少し話をしただけでは相手のすべてを

知ることはできないからこそ、「高い偏差値の大学を卒業している＝優秀である」という方

程式が成立しているのではないかと語った。 
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C2：まあ、高学歴になると、基本的に偏差値が高いから、まあ、少なくとも、（大学受

験において）努力はしてきてる、し、相対的にひとより（偏差値が）上になる、ってい

う。その、まあ、偏差値順で並べてしまったら、まあ、たとえば偏差値 50 の大学通っ

てる人よりも、（偏差値）65 とかの大学通ってる人のほうが、優秀に見える、実態はど

うかわからないけど。それを判断する術の一つにはなってしまうかな、っては思う。 

（高学歴が優秀に見えるという状況が生まれている理由は）大学に全員入るから（だと

思う）。入らなかったら、たぶん学歴のランク必要ないと思う。学歴を書かされるのは、

（優秀さを測る）なにかしらの判断基準が必要で、それを、たぶん、偏差値とか、有名

度とか、先輩の質とか、わかんないけど、そういうので、測ってる、測らざるをえない、

たかだか 30 分の面接じゃ（優秀さは）わからないから。（C2・男性・20 代・三重県・

国立機械工学系卒・専門職学生） 

 

C2 さんが語ったように、「学歴」は一目で企業に「優秀さ」を伝える有効な手段として人々

に受容されている。たしかに「学力」は「能力の一つ」ではあるが、重要なのは「学力だけ」

が「能力」ではないということである。平沢（2014）はこの点について、以下のように指摘

する。 

 

学歴と能力とはとくに関連が強そうに思える。けれども、能力はきわめて多義的で実際

に測るのが難しい概念なので、単純に学歴＝能力（学歴が高い人は能力も高い）とはい

いきれない。能力主義社会と学歴社会は重なり合うものの区別したほうがよい。（平沢 

2014: 103） 

 

上記のような意見がある一方で、現代社会において「学歴」は「学生についての情報」であ

り、学生の採用効率を上げることができるため、採用を決める判断基準として優位性を高く

保っている。そうした「学歴」の機能性の高さが企業側の「高学歴者は仕事の能力が高い」

という単純な判断を促し、高学歴の学生ほど就職活動を有利に進める状態を誘発している

と言える。 

 

２）就職活動における「学歴との向き合い方」 

 ここまでで述べたように、現代の日本社会では「高学歴であれば能力が高い」と当然のよ

うに認識されている。こうした社会の認識は今回のインタビュー調査のインフォーマント

の発言からも聞かれ、学歴を就職活動中の「手札」の強さとして利用できる点から重要だと

捉えていた人が多数いた。一方で、「手札」だということを知っているからこそ「第 1 志望

の大学よりも偏差値が低い」という事実から、就職活動中に学歴を他人に話す際に劣等感を

感じるという人もいた。 
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C3：たとえばですけど、（中略）このあいだインターンにいろいろと行っていたんです

けれど、同じ同期のインターン生が東大の人とか、早稲田の人とかがいるなかで、自分

が＊＊大学（C3 さんの出身大学）ですっていうのはちょっと気が引ける感じは多少あ

りましたね。（C3・男性・20 代・福岡県・国立情報工学系卒・大学院生） 

 

不本意入学者本人の意識としては、第 1 志望の大学こそが他人からの評価や称賛の対象に

なるという考え方が強く、それ以外の大学に入学していることを安易に他者に提示するこ

とに違和感を持っているようである。これはほかの大学卒業者の学歴と、自分の学歴とを比

較して沸き起こってくるものだろう。C3 さんは前出の第 4 節で、自身の不本意感がアルバ

イトや先輩との関わりなどの在学中の経験によって払拭されたと述べていたが、そのうえ

で上記のような発言をしている。つまり大学入学後に、ある程度学歴に関してポジティブな

経験を積んでいる場合も、就職活動のような一種の「競争」という「他者との比較を強制さ

れる場面」においては、不本意入学を自身の失敗体験として位置づけることに変化はないよ

うである。 

 

３）社会に出た後に変化する「学歴の意味」 

続いて、社会に出た後の不本意入学者にとっての「学歴の意味」を分析する。不本意入学

を経験した学生も、やがて「社会人」という学生ではない段階へ移行していく。それまでは

「学力」という避けることのできない尺度によって自身の能力を測られてきた学生も、よう

やく「学力」以外に自分を理解してもらえる可能性のあるフィールドに進むことになる。「社

会に出る」という大学受験とは別の場面での経験によって、自身の学歴への捉え方が変化し

たインフォーマントがいた。A1 さんは企業に入った後の周囲の反応を印象的だったと語っ

た。 

 

A1：ちやほやって言ったらあれですけど、たしかに、その、「＊＊大学（A1 さんの出身

大学）なの、すごいね」ってはなりますね。ゆうても、長崎の会社なんで。 

――それは入社されてから感じられたことですか。 

A1：そうですね。まあ、入社する前からもある程度は思ってはいたんですけど。そんな

にここは＊＊大学とかの人たちは来ないところだなとは思ってましたね。入社してや

っぱりそんな感じだなって思いましたね。（中略）中学受験をしたんですけど、ふつう

の中学って大学行かない人もざらにいるじゃないですか。でも、受験して行った中学っ

てみんな大学に行くんで。ちょっと差別的な言葉ですけど、低学歴の人たちと接する機

会がいままでぜんぜんなかったんですよ、この中学以降の人生のなかですね。だから、

わりと自分のなかの標準がまあまあ高い位置にあったんですけど、いざ社会に出ると、

思ったより標準って下にあるんだなって思って。（A1・男性・20 代・長崎県・国立心理

学系卒・製造業） 
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A1 さんは学校とは関係のない環境で、周囲の人から学歴への称賛を得られたことがきっか

けとなり、自身の不本意感が軽減している。A1 さんの場合は社会人になった後、周囲の人

と自身の学歴を比較して、自分の学歴が偏差値的に高い位置にあったことから自身の不本

意感が相対的に減退したのだろう。 

その一方で、社会に出た後も自身の学歴への不本意感は変化しなかったと語ったインフ

ォーマントもいた。 

 

A6：（不本意感はいまも）ありますね。なんか、やっぱり、いまいる会社でも、（中略）

周りに高学歴が多くて、自分の（出身）大学言えないってあるんですよめっちゃ。大学

聞かれても言えないってのがあって、それはけっこう就活のときも感じてて。（A6・女

性・20 代・広島県・私立国際系卒・メディア） 

 

A1 さんと異なり、A6 さんの場合は周囲の学歴が自分よりも高いことがネックになり、「恥

ずかしさ」に似た感情があることを語っている。社会人になるまでの就職活動という時点に

おいては「学力」込みの自分として他者に認識されるが、その後本人が関わる「会社」とい

うコミュニティにおいては、学力による人物評価の影響は減退し、逆にその評価はポジティ

ブなものに変化していく可能性もある。この恩恵を受けた A1 さんのような不本意入学者も

いれば、大学時代と不本意感に変化のない A6 さんのような人もいる。この二人の差から、

不本意感の変化は本人がどれほどのスキルが問われる企業に所属しているか、あるいは周

囲の人の学歴が自身と比較してどのように位置づけられるか、といった点に影響されるこ

とが多いと考えられる。 

 

４）学歴と企業への「所属」 

前節で大学時代に進路を決定する際、大学の不本意入学者がメンバーシップ主義の影響

を受けることを指摘したが、就職活動時や社会に出た後にも不本意入学者はメンバーシッ

プ主義の影響を受けることがある。B4 さんは、社会に出た後の周囲の人との関わりのなか

で学歴と企業への「所属」が結びつく経験をしたと語った。 

 

B4：まあ、＊＊大学（B4 さんの出身大学）に行ったことをやっぱり強みとして就職先

選びたかったので。まあ、いま入社している＊＊（素材メーカー）っていう会社は、＊

＊大学の人間が多くて、で、まあ社長も＊＊大学の人なんですけど。まあ、そこも含め

て、やっぱり＊＊大学に入ったということはかなり影響しているとは思いますね。 

――じゃあ、けっこういい影響な感じですかね？ 

B4：そうですね。（B4・男性・20 代・福岡県・国立応用化学系卒・生産技術職） 

 

さらに、B4 さんは入社後に自身の学校歴が重要だと感じた経験について、以下のように語
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った。 

 

B4：やっぱり会社の先輩とか上司とかと、（中略）はじめて話すような人とかだったら、

まず「大学どこ？」という話になったりするんで、まあそこで＊＊大学（B4 さんの出

身大学）って言うとけっこう打ち解けられたりとか、そういう場面は多いかなっていう

ふうに思います。（B4・男性・20 代・福岡県・国立応用化学系卒・生産技術職） 

 

B4 さんは、社長や先輩と出身大学が同じことが要因となり、会社に馴染みやすくなったと

語っている。また B4 さんの発話から、学校から企業への移行段階の選抜においては企業に

適応できる人間かどうかが重視されているということも汲みとることができる。これは、社

会に出ると学力よりも「企業の一員」として不足なく働くことができているか、企業に違和

感なく馴染めているかという「所属」の側面に重きが置かれていくということを表しており、

企業への「所属」は学生の持つ学歴の延長線上に存在する場合があると言える。 

B4 さんのように、メンバーシップ主義によって学歴の持つ意味がポジティブに変化する

場合もあるが、メンバーシップ主義には弊害があることも同時に認識しておく必要がある。

たとえば、貴戸（2019）は、メンバーシップ主義では一度「所属」から逸脱すると、周囲か

ら「社会性がない」と認識される場合があると述べる。また「所属」が同調圧力のかかる環

境に身を置くことを意味し、「所属」に適合しない人を取りこぼしたり、「所属」に強制力を

はたらかせることがある（貴戸 2019）。こうした弊害も踏まえてメンバーシップ主義を捉え

ていくことが重要だろう。 

 

 

６．おわりに 

 ここまでの分析を踏まえると、不本意入学者の学歴観の形成については、現代の社会背景

が影響を与えていると言える。たとえば、高校時代に「大学進学が当然だ」と考えていたイ

ンフォーマントがいたのは、大学進学率の上昇という社会背景が理由として挙げられる。ま

た、大学時代、進路を考える際に「偏差値の高い大学に入れなかったから高いスキルが求め

られる職業に就くのは難しい」と考えるインフォーマントがいたのは、「一度エリートの道

を逸れると戻ることはできない」という、組織の出口と入り口がつながったメンバーシップ

主義の影響を受けていたからだと言える。就職活動においても、企業が「学歴」を「優秀さ

を測る効率的な指標」として利用することが定着した社会だからこそ、「高学歴であるほど

就職活動が有利だ」と考えるインフォーマントがおり、社会に出た後についても、メンバー

シップ主義のポジティブな影響を享受できたからこそ、入社した企業に馴染みやすかった

と語るインフォーマントがいたのだと考えられる。このように、現代で前提となっているさ

まざまな社会背景が、不本意入学者の学歴観の形成に影響を与えていると捉えることがで

きる。 
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そして、上記のような社会背景の影響を受けてつくられた、不本意入学者の学歴観が変化

する際に影響を与えるのが、「不本意入学者の周囲の人」だと言える。影響を受ける要素と

しては、周囲の人の学歴と自身の学歴を比較した際、偏差値的にどのように位置づけられる

か、また周囲の人が学歴についてどう考えているか、あるいは置かれた環境でどんな人と関

わり、どんな経験を共にするかなどが挙げられる。 

たとえば、高校時代は教師や保護者など、接している大人からの影響が不本意入学者の

「学歴」に対する見方をレールづけ、大学時代には、第 1 志望校よりも偏差値が低い進学先

の大学において、優秀な人と出会えたという経験によって不本意感が減退したり、あるいは

アルバイトなど、「学力」と関係のない場所で出会った人たちから影響を受けて学歴の意味

が変化する場合があった。就職活動期においても、不本意入学者にとって「就活」が他者と

の競争を強いられる「受験」に似たものとして認識されるために、「不本意入学」がより強

い「失敗体験」として位置づけられたり、また企業に入社した後に、周囲の人の学歴と自身

の学歴を比較して、偏差値的に自身の学歴が高ければ不本意感が減退しているケースがあ

った。このように、高校時代から社会に出た後まで、一貫して「周囲の人」からの影響を受

けて不本意入学者の不本意感や学歴の意味は変化していたと言える。 

不本意入学者の学歴観の形成と、その形成された学歴観が変化する際に影響を与える要

因が今回の分析であきらかになった。この分析が、実際に不本意入学を経験したインフォー

マントの発話によるものであることを踏まえると、上記で述べた二点が不本意入学者の学

歴観の形成と変化に影響を与えるという結論は、多くの不本意入学者に共通するものだと

言えるだろう。 
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💻ゼミ日誌🏫 

―多田先生と 16 人の学生の奔走した日々― 

 

💻オンライン授業  🏫対面授業 

 

【前期】 

04 月 16 日 第 1 回授業 ガイダンス（調査目的・手法の説明、実習班分け） 💻 

全員が希望どおりに多田先生の実習班に配属。 

先生「例年はみなさん血の涙をながしていますよ(^^)」 

みんな「……。（もしかして班選びミスった…？）」 

 

04 月 23 日 第 2 回授業 係決め・調査説明・日程説明 🏫 

山本、ゼミ長に就任。各係（班長、総務、技術、編集）・実査の班（A～C 班）のメ

ンバーも決定。大曲、1 名だけオンライン参加。 

先生「私に顔を覚えてもらうことが単位取得には必須ですよ」 

徳永、母の手作り弁当を食べながら授業に参加し、さっそく先生に覚えられる。 

過去の報告書を少し見た後、恐怖でふるえあがる。 

熊本はコロナリスクレベルが 4 から 5 へ。 

 

05 月 07 日 第 3 回授業 先行研究・調査レビュー報告会① 💻 

・竹内洋，［1991］2015，『立志・苦学・出世――受験生の社会史』講談社．（大坪・徳永担

当） 

・竹内洋，2003，『教養主義の没落――変わりゆくエリート学生文化』中央公論新社．（加藤・

枡本担当） 

誕生日順でレビューの文献を割りふる。 

各班 1 名ずつ脱走者が出るも、発表をやりきる。 

コロナ第 4 波到来。 

 

05 月 14 日 第 4 回授業 先行研究・調査レビュー報告会② 💻 

・苅谷剛彦，1995，『大衆教育社会のゆくえ――学歴主義と平等神話の戦後史』中央公論新

社．（胡子・北本・福元担当） 

・苅谷剛彦，2009，『教育と平等――大衆教育社会はいかに生成したか』中央公論新社．（香

月・山本・吉富担当） 
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レジュメ発表後の質疑応答で手が挙がらない。気まずい。 

福元、コナン好きで漫画全巻持ってるらしい。 

熊本の緊急事態宣言は解除されて、まん防へ。 

 

05 月 21 日 第 5 回授業 先行研究・調査レビュー報告会③ 💻 

・本田由紀，2014，『もじれる社会――戦後日本型循環モデルを超えて』筑摩書房．（大曲・

落・南川担当） 

・松岡亮二，2019，『教育格差――階層・地域・学歴』筑摩書房．（佐藤・福田・黒田担当） 

佐藤、自宅に新書がなく、先生にツッコまれる。 

福田、先生に自宅の壁の柄をイジられる。 

コロナワクチン正式承認。 

 

05 月 28 日 第 6 回授業 先行研究・調査レビュー報告会④ 💻 

・貴戸理恵，2019，「教育――子ども・若者と『社会』とのつながりの変容」小熊英二編著

『平成史【完全版】』河出書房新社，389-456. 

落「ゲーテってロミオとジュリエットですか？」 

ニーチェとゲーテの作品を知ってる人がほぼいなくて先生爆笑（呆れ）。 

コロナ禍なのに、本当にオリンピックするのかな？ 

 

06 月 04 日 第 7 回授業 先行研究・調査レビュー報告会⑤ 💻 

・前回と同じ、貴戸（2019）の文献を読み合わせ。 

多田先生が用事のため不在。山本、先生の代わりに仕切る。先生がいなくてもまじ

めにやる！！ 

 

06 月 11 日 第 8 回授業 質問票案策定・インストラクション準備 💻 

北本、Zoom 中に母親登場。先生ツッコむ。 

やること多いなあ……。 

熊本はあいかわらずまん防発令中。 

 

06 月 18 日 第 9 回授業 インタビューのインストラクション①・質問票作成作業 💻 

・インタビューの方法論レビュー（班長） 

佐藤郁哉，2002，「第 5 章 聞きとりをする――『面接』と『問わず語り』のあいだ」

『フィールドワークの技法――問いを育てる、仮説をきたえる』新曜社，219-81． 

・質問票試案レビュー（総務係） 

みんなから指摘された点が多くて総務係ヘコむ。 

コロナが落ち着いてきて、対面授業に戻るのも夢じゃない？！ 
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06 月 25 日 第 10 回授業 インタビューのインストラクション②・質問票作成作業 💻 

・プリテスト準備 

・Zoom 操作方法、LINEWORKS、文字起こしアプリ等レビュー（技術係） 

・テープ起こしマニュアルレビュー（編集係） 

質問票、考えれば考えるほど修正点が無限に出てくる。 

 

07 月 02 日 第 11 回授業 質問票修正作業 💻 

質問票についての話し合いが終わらない。 

大坪、LINEWORKS で議事録の作成開始。ありがたい……。 

 

07 月 05 日 C 班プリテスト実施。トップバッターだったけど、順調に終了！ 

 

07 月 07 日 B 班プリテスト実施。質問するの難しい……。 

 

07 月 09 日 第 12 回授業 質問票修正作業・実査マニュアル・テープ起こしマニュアル読

み合わせ 🏫 

久々の対面授業でちょっとソワソワ。 

Word の共同編集機能をみんなで使ってみる。 

加藤、オンライン授業のカメラの画角で見る顔と違いすぎて、先生に認識されず。 

 

07 月 13 日 佐藤、Word の変更履歴の削除方法がわからず、福元に救われる。 

 

07 月 16 日 第 13 回授業 質問票修正作業・実査マニュアル・テープ起こしマニュアル読

み合わせ 🏫 

佐藤が行きたいクロアチア。それを知った先生のクロアチア訪問話に花が咲く。

海外旅行したいな……。 

 

07月 18日 A班プリテスト実施。黒田、胡子の話し方にツボるがなんとか笑いをこらえる。 

 

07 月 23 日 第 14 回授業 テープ起こしマニュアルの検討・プリテスト調査の報告 🏫 

「ひらがなとは？漢字とは？数字とは？」もはや哲学？ 

山本、「一」の表記に強いこだわりをみせる。 

香月、「中」の漢字に吐きそうになる。 

コロナ第 5 波到来。とうとう今日から東京オリンピック！ 
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07 月 30 日 補講期間 プリテスト調査文字起こし原稿の検討 💻 

デルタ株が広がる。またオンライン授業に戻る。 

 

前期打ち上げでオンライン飲み会！先生がエビスビールを準備するけど、胡子が

来なくて先生悲しそう。アイドルの話で盛り上がる。北本、地元の盆踊りに参加

したらしい（お小遣い稼ぎ）。先生が抜けても、話は深夜 1時までとまらず。 

 

08 月 06 日 第 15 回授業 プリテスト文字起こし原稿の検討・質問票確認 💻 

 

とりあえず前期終了！夏休み中は実習のこと忘れよう！！！！ 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊ 夏休み ＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

【後期】 

10 月 01 日 第 16 回授業 実査計画・実査ガイダンス 💻 

後期開始。各自インタビュー実査が始まる！ドキドキ！ 

熊本はまん防解除。 

 

10 月 08 日 第 17 回授業 実査経過報告・テープ起こしマニュアル検討・文献輪読 💻 

・竹内正興・定金浩一，2020，「現代の不本意入学者――入学と就学の観点からの検討」『甲

南大学教職教育センター年報・研究報告書』2019 年度，1-11． 

 香月、実査の文字起こしで徹夜。 

 

10 月 15 日 第 18 回授業 実査経過報告・テープ起こしマニュアル検討・文献輪読 💻 

・前回と同じ、竹内・定金（2019）の文献を読み合わせ。 

大学名の伏せ方で意見が割れまくる……。 

香月、徹夜の結果、授業中にプロテインを飲みだす。 

コロナは落ち着いてきたか？ 

 

10 月 22 日 第 19 回授業 実査経過報告 💻 

ほとんどみんな実査のインタビューを終える。お疲れ様でした！だが辛いのはむ

しろこれから＼(^o^)／ 

 

10 月 29 日 学祭期間のため、休講 
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オンラインの紫熊祭を見た人もいたみたい。それぞれ自由に過ごしてリフレッシ

ュ！ 

 

11 月 05 日 第 20 回授業 実査経過報告・学科系統の分類検討 💻 

黒田、文字起こしについて気になる表記が続出。編集係ビビる。 

 

11 月 12 日 第 21 回授業 文献読み合わせ 💻 

・荒川葉，2009，「序章 冷却・加熱モデルの変容」『夢追い型進路形成の功罪――高校改革

の社会学』東信堂，3-36． 

先生が落と南川にバースデイソングを送る。シュールさが漂う。 

 

11 月 19 日 第 22 回授業 進捗状況の確認・分析原稿のテーマ決め 💻 

さっそく分析開始！初稿締め切りが 12月 24 日に決定。12000字も書けるかな（汗） 

 

11 月 26 日 第 23 回授業 分析原稿スタイルについての資料読み合わせ 💻 

海外で新しいコロナの変異株が……。 

 

12 月 03 日 第 24 回授業 進捗状況の確認・国立私立の属性表記の検討 💻 

胡子、すでに 4000 字を執筆。尊敬……。 

 

12 月 10 日 第 25 回授業 原稿の進捗状況の確認・文献読み合わせ 💻 

・近藤博之，2015，「学校化社会」近藤博之・岩井八郎編著『教育の社会学』放送大学教育

振興会，24-39． 

とりあえず今週目標の 1000 字達成。来週までに 3000 字！ 

オミクロン株が広がる。 

 

12 月 17 日 第 26 回授業 原稿の進捗状況・今後の日程確認 💻 

初稿の締め切りが 12 月 31 日に延期。来週までに 8000 字目標。枡本、すでに

12000 字を超える。クリスマスも冬休みも返上か……。 

 

12 月 24 日 第 27 回授業 文字起こし原稿のチェック体制の検討 💻 

文字起こし原稿のミスに気づきながら、指摘する人がいなかったことで先生にお

叱りを受ける。クリスマスイブとは思えないほど空気が凍る。 

 

〈冬休み〉冬休みとは？？？ 論文執筆には休みは関係ないらしい。 
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12 月 28 日 怒涛のデータ改訂ラッシュ。作業が滞る…。 

文字起こし原稿の再チェックと、初稿締め切り日の延長が決定。 

 

12 月 29 日 文字起こし原稿再チェック締め切り日。 

福田、文字起こし原稿のフォントが何度もくずれる。慌てて帰省し、実家のパソコ

ンで作業する。 

 

12 月 31 日 大みそかにグループ LINE ができる。 

 

🎍HAPPY NEW YEAR🎍 論文執筆とデータの修正に追われる新年。 

 

01 月 01 日 山本から、グループ LINE にとてつもない量の連絡が届く。 

 

01 月 02 日 2 名、授業を休むことに。 

 

01 月 03 日 雑談会を夜に開催。不満爆発。 

 

01 月 04 日 朝に雑談会開催。しんどくて泣く。 

 

01 月 05 日 先生に送るメールの文面をみんなで考える。 

 

01 月 06 日 次の日の授業で先生に現状をどう伝えよう？？ 

 

01 月 07 日 第 28 回授業 年末年始の件・今後のスケジュール確認 💻 

気付いたことはすぐに全体共有しよう。2 時間ほど居残り Zoom。 

年明けから、感染者増えてきた。 

 

01 月 10 日 報告書の初稿締め切り日。13 名提出。 

 

01 月 11 日 もう 1 名、授業を休むことに。 

 

01 月 12 日 夜に Zoom ミーティング。 

今後のスケジュール仮決め。大曲、締め切り延期を願い、優しい神（南川・枡

本）に救われる。マニュアルの鬼、胡子「英数字以外は問答無用で MS 明朝！」 
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01 月 14 日 （補講） 今後のスケジュール確認・原稿と編集作業に関する諸連絡 💻 

初稿提出後、初の授業。大曲の原稿の締め切り延期が確定。 

コロナ変異株のオミクロンが大流行。 

 

01 月 21 日 第 29 回授業 タイトル、表紙の色決め・部分け・調査概要の検討 💻 

表紙の色は桃色に決定。南川、緑色が好きすぎる。 

熊本は再びまん防に。 

 

01 月 23 日 初稿改訂版の提出締切日。なんとか 14 名提出。頑張った……。 

 

01 月 25 日 先生から朱入れの原稿が返ってくる。「イミフ」の三文字がグサッとくる。 

 

01 月 28 日 授業前の 1 限に先生と朱入れの疑問点について質問会。 

 

第 30 回授業 今後のスケジュール・原稿改訂・部分けの決定 💻 

14～20 日の 10～18 時で編集作業をすることに。ハードスケジュールすぎておそろ

しい。やることたくさん。 

徳永、授業中に先生が食べているものが気になる。みかんだった。 

 

02 月 04 日 作業日 今後のスケジュール確認・目次、日誌、調査概要の検討 💻 

みんなで候補に決めた報告書タイトルを先生に報告するも、響かず……。日誌も修

正点が多くて、吉富落ち込む。 

今日から北京で冬季オリンピック開幕！ 

 

02 月 12 日 総務係で調査概要・日誌づくり 💻 

 吉富、大坪の指導により日誌の口調に慣れる。 

表の配置に手こずる。加藤、体裁がずれまくって Word にムカつきながらも作業を

進める。 

 

02 月 14 日 バレンタインデーに編集作業スタート💓 💻 

タイトルついに決定！ 先生、Zoom の投票機能に四苦八苦。 

みんなの原稿をくっつける作業では、複数回目を皿にしてチェックしたけど修正

箇所がチラホラ…。全体的には順調！ 

 

02 月 15 日 編集作業 2 日目 💻 

胡子、調査員一覧で使用するロゴへの執着がすごい。 
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総務係、調査概要の表をいじろうとすると体裁がくずれてビビる。表の編集･移動

が危険な作業であることを悟る。 

 

02 月 16 日 編集作業 3 日目 💻 

胡子、熱弁するもみんなに想いが届かず、自らのロゴ案を諦める。 

大坪・落、学校に表紙の写真を撮りに行く。 

調査概要の修正が多く、ゲシュタルト崩壊。 

 

02 月 17 日 編集作業 4 日目 💻 

発話の引用部分に間違いがないかを最終チェック。 

セクション区切りに大苦戦。調査概要の表、またズレた……。でも、Delete キーで

なんとか解決。 

 

02 月 18 日 編集作業 5 日目 💻 

先生の指摘で図表を大量修正。 

部の「はじめに」の修正に手こずる。 

先生の原稿中に少しミスを発見！反撃のチャンス！！！ 

大曲、外が暗くなっても部屋の電気をつけずにハッカーみたいになる。 

 

02 月 19 日 編集作業 6 日目 💻 

目次の作業、なぜかページ数の更新ができるようになった！ 

あとがきの先生のユーザーネーム「yotoo」がイミフ。 

徳永、「腰痛」と解読し、みんなから賞讃をうける。 

 

02 月 21 日 編集作業最終日 🏫 

作業大詰め。倫研と社学研に分かれて作業。 

先生が飲み物とおかしを買ってくれた。 

ホットスナックも買い占める。「ここにある分、全部ください。」 

やっと終わったーーーーーーー！！！！！！ 

 

02 月 25 日 データ入稿（予定） 

めちゃめちゃ頑張りました！お疲れさまでした！！！ 
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あとがき 

ATOGAKIgram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多田光宏先生 sensei_yotoo_ganseihiroo ＃イミフ ＃何様 ＃根拠論理不明 ＃解読つらし 

＃せめて形式ノーミスお願い ＃でもみなさんよくがんばりました 

 

大坪桃果 yatte_ran_naiyo ＃延びる〆切 ＃止まらない指摘 ＃収まらないコロナ ＃い

つまで続くの ＃この試練 

 

落祐未香 kam4_y'all_ ＃風邪には薬 ＃お腹がすいたらご飯 ＃授業前には Ado ＃PC 横に

は S.COUPS 

social_survey_2021 

mitsuhiro_tada_oO 



247 

 

香月彩菜 ms_mincho_toha ＃文字が MS 明朝か秒で判断できるようになった ＃他レポ

ートで漢字かひらがなかマニュアルにしたがってた ＃迷ったものは全部ひらがな ＃結

果、前と比べてレポートひらがなだらけ 

 

北本佑海 kitamoto_yuumi ＃進まない原稿 ＃一向に出ないやる気 ＃トレカ召喚 ＃顔

を上げれば微笑む推し ＃一元化ってなんだと思う？ ＃話しかける ＃自分で答える ＃

右ななめ上からいつも見守られ ＃なんとか書き上げた 16000 字 

 

胡子和樹 2_bun_no_1 ＃全角か半角か ＃漢字かひらがなか ＃MS明朝か TimesNewRoman

か 

 

佐藤ひとみ shimekiri_gensyu ＃クリスマスマーケットにて多田先生に遭遇 ＃初稿原稿

〆切前 ＃実は終わってなかった ＃冷や汗ダラダラ 

 

徳永夕芽 jikan_tarin_ ＃執筆時間より長かった ＃推しで元気をチャージする時間 ＃

気付けば締切日間近 ＃結局推し断ちして執筆 

 

福田萌香 dash_fonto_chigau ＃PC借りに急遽帰省 ＃ワードオンライン ＃不具合続出 

 

大曲慧 suimin_tarinai ＃徹夜つづき ＃春休みとは ＃2単位という現実 

 

枡本実夕 yasashii_kami ＃悪夢の年末年始 ＃件名これ、どうなってますか？ ＃年明けの

謝罪メール代表 ＃もう寝たいんですけど 

 

南川瑠衣 nokori_10GB ＃ドラクエにドハマり ＃終わりの見えない調査実習 ＃永遠に

救われない世界 

 

山本怜美 yonayona_nemurenai ＃指定難病 ＃分析原稿強引に完結させ大病 ＃主症状は

不眠＃最後は力技で荒療治 

 

吉富由華 saigoha_nantoka_naru ＃調査実習で大切なこと ＃ほかのメンバーとたくさん

話す ＃未来の自分たちを救う 

 

加藤大空 somosomo_iunoga_mendokusai ＃TimesNewRomen ＃ロメンじゃない ＃Times 

NewRoman ＃ロマン ＃知ったこっちゃない
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