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＊　福島大学総合教育センターキャリア研究部門

　本報告は，地方における高校生の職業をはじめとする進路意識について，実態調査を行い各関連
要因の特長について分析したものである。地元の高校と産業界によるそれまでの実績関係が揺らぐ
中で，高校生のキャリア形成をサポートするためには，高校生の進路意識の把握が不可欠である。
高校12校の２年生を対象に調査を実施し626人のデータを分析した。進学希望は35.7％，就職希望
者が52.1％であった。前者は「専門職」を，後者は「専門職」「販売サービス」「技術職」などを希
望する傾向が見られた。進学希望者は就職希望者に比べ，職業生活やその選択に対してより積極的
な態度であった。地元就職を希望している高校生は， 転勤がないことや土日は必ず休めることなど
を求める傾向があり，進学希望者では自分のやりたいと思った仕事ができることや専門的な仕事が
できること，可能性が広がる仕事や能力が生かせる仕事といった面を重視していた。地域生活にお
ける人的ネットワークを求める傾向なども，キャリア教育において職場生活と合わせて検討される
必要性が確認された。
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【問題と目的】
　1990年代後半以降，若者の学校から職業への移行プ
ロセスが不透明化したといわれている（乾，2010）。
減少する子どもの数と増大する高齢者という人口構成
のバランスが変化し超高齢社会が迫るなかで，特に地
方においては次世代の労働力についてのさまざまな課
題が指摘されるようになった。本報告では，これまで
地域産業の中核的な担い手であった高卒就職の問題を
中心に，高校生の進路や職業に関するとらえ方につい
て実態把握と分析を行った。

⑴　高校生の進路形成を取り巻く状況
　これまでの日本社会において，高校卒業者は新規学
卒者の代表的存在であり，それまでの製造業を中心と
した産業界では重要な働き手として期待されてきた。
ところが，第一次産業をはじめ地域産業が衰退する中
で，高等教育への進学率が上昇し，職業教育を中心に
据えてきた職業高校（現，専門高校）が減少した。こ
のことで，高校卒業後の進路選択にもさまざまな変化
が生じることとなった。人材を送り出す教育機関とそ
れを採用する企業側とでは，長年，実績関係とも呼ば
れる職業への移行システムをつくり上げてきた（苅谷，
1993）。このことが日本社会においては，卒業者にとっ
ても産業界に対しても比較的安定的な雇用を保障して
きたともいわれている。しかし，高度経済成長後の経
済変動，産業界の再編と業態の変化などにより，高校
から職業世界への移行は大きく変化した。堀（2013）

は，この状態を学校から職業への移行における「組織
化」の弱まった状態としている。
　2013年には，全国の高校卒業者のうち就職者は
16.9％であり，大学等進学者が53.2％であった。その
就職者の内訳は正規雇用よりも非正規雇用が拡大し
た。また，就職後の早期離職の問題も深刻化しており，
雇用の多様化とともに企業内の人材育成の弱体化や雇
用のミスマッチなどがくり返し指摘されている。
　高校卒業者については，産業界の変化を象徴する

「IT革命」や「グローバル化」の進展により，企業は
より高学歴の労働力を求めるようになったことも影響
している。これまでのような高卒求人の大きな受け皿
であった製造業は，海外立地が進み国内求人の減少傾
向が続いてきた。こうした状況は，若者の就職の問題
と同時に地域経済の活性化にも影を落としている。
　また，1991年のバブル崩壊以降の経済低成長以来，
新規採用など抑制の動きが顕著となった。その後，好
転の兆しも見られたものの，2008年のリーマンショッ
クによる経済状況の悪化や2011年の東日本大震災によ
り，特に地方での雇用情勢は，それまで学校と企業と
の実績関係などに依存した高校生の就職市場に大きな
影響を及ぼしたといわれる。
　今日の若者の進路選択において指摘される，不本意
就労，職場不適応，その結果としての早期離職といっ
た問題状況は，このような雇用情勢の変化が先なのか，
若者の職業に対するとらえ方や働くことの意識の変化
が先なのか，議論が重ねられてきた。



2016－ 128 福島大学総合教育研究センター紀要第20号

⑵　高校生の進路と地域社会
　少子化が進む中で，若者の進路選択は地元産業界だ
けでなく地域の活性化も左右する大きな問題である。
しかし，このことは相互関係にあり，地域の活性化が
若者の地元定着や産業界の活性化に欠かせないことに
もある。経済状況によって地元の高校と産業界が，そ
れまでの実績関係を生かした人材育成や雇用の連結性
を失ってきたのかもしれない。特に福島県においては，
高卒就職者の重要な受け皿のひとつであった第一次産
業の衰退は大きな課題であろう。
　平成25年１月段階で，生産年齢人口の推移を見る
と，福島県では23年２月1,236,286人であったが，25
年２月には1,183,067人と53,219人の減少となった。
減少率は4.3％と岩手の2.8％，宮城の1.3％と比べて
大きいことが分かる。このうち15歳から44歳まででは
35,913人の減少で，その減少率は5.4％と，岩手3.0％，
宮城2.1％と比べても大きい。
　震災以前の2007年総務省「就業構造基本調査」によ
ると福島県の若年者の無業者率は15～24歳で60.9％，
25～34歳17.5％であった。15～24歳には高校生や大
学・短大・専門学校生などが存在するため高めの数値
になっているが，25～34歳でも５人にひとり程度が無
業でいることがわかる。福島県の場合，高校卒業後に
就職という進路選択は，平成24年は卒業者中28.4％で
あった。これは全国平均に比べ高い値となっている（文
科省学校基本調査統計，2012）。
　福島県の大学等への進学率は42～43％台で推移し，
その進学先の８割前後が県外であった。こうした状況
が震災によって大きく変化したのか，実際の現場の状
況との関係などは十分明らかになっていない。震災後
の原子力発電所事故により立ち入り禁止区域になった
エリアの高校が，サテライト校として開校している高
校では，震災後に就職者の減少と進学者の増加が見ら
れる（五十嵐ら，2015）。
　最近の福島県内における求人倍率は高水準になって
おり，新規学卒者の内定率も高くなっている。平成27
年３月の新規高校卒業者の就職内定率は１月末現在で
96.7％の高水準であった。

⑶　進路意識の発達
　進路意識の発達を探るには「進路成熟」という視点
がある。Super（1984）によれば「キャリア発達課題
に取り組もうとする個人の態度的，認知的レディネス

（準備性）」と定義される。坂柳・竹内（1986）および
坂柳（1991）は，「キャリアの選択・決定やその後の
適応への個人のレディネスないし取組みの姿勢といえ
る」とした。このような成熟の程度を確認することで，
自らの進路形成に対する意識や態度の予測が可能とな
る。ここでは特に，現実的な職業に限らず広く「人生」
といった抽象的で漠然としたものへの態度に焦点を当

て，個人の未来に向けての基本的な態度や姿勢を明ら
かにすることとした。進路の選択からその適応の予測
にまで関連する自律性（どのくらい主体的に進路形成
に関わろうとしているか），関心性（どのくらい自分
の進路に注意が向いているか），計画性（見通しや目
的をもって自分の進路を考えているか）の３つの側面
から捉えられる。
　次に自己効力感がある。Hackett & Betz（1981）は，
キャリアに対する自己効力感（career self-efficacy）を，
キャリアとしてどの分野や領域に興味や関心を持ち，
将来の選択肢として考慮されるかどうかを探った。そ
の後，より包括的なキャリア発達モデルとして社会的
認知的進路理論（social cognitive career theory）が
Lentz, Brown, & Hackett（1994）によって提唱された。
個人の能力や適性の認知とともに環境のとらえ方や解
釈による相互作用の中でキャリア選択行動が促される
とした。これをもとに進路を積極的に考え選択し，決
定していくためには，その土台として「できそうだ」
という心理や「こうなりたい」という期待などが重要
であることに着目され，「自己理解」「職業の理解」「社
会の理解」「周囲の影響認知」といった４つの側面に
ついて取り上げられている（浦上，1996）。これらは
主に，大学生の就職活動の積極性との関連などが確認
されてきた。ここでは，進路選択やその後の職業生活
を含め広くキャリアという視点から，進路選択やその
模索の過程の発達的特徴をとらえるものとして有効で
あろうと考えた。

　以上，この調査の目的は，地方の高校生が「進路」
についてどのように考えているかを明らかにすること
である。同時に，これからの将来展望や職業生活の見
通しなどに関する意識の実態把握を行うことで，若者
支援としてのキャリア教育や職場の人材育成について
検討できればと考えた。その際，進学希望者と就職希
望者の比較することでそれぞれの特徴がより明確にな
ることが期待され，地方都市およびその周辺地域のこ
れからの地域活性化や産業界と学校教育との連携の可
能性を探るための一つのアプローチとしたい。

【方法と手続き】
１）調査実施対象
　福島県の県北地域の高等学校12校の２年生を対象
に，各校50人程度を目安に調査を依頼した。この調査
は，福島商工会議所の雇用・人材委員会の企画として
行われたものであり，対象となった高校は高卒時点の
就職者が一定数存在する高校とした。実際の調査は，
協力校の担当教員によって各高校で実施された。
　その結果，626人（内訳…女子284人，男子333人，
不明９人）のデータが回収され，それを分析対象とし
た。ただし，調査項目や要因ごとに回答者の未記入・
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無回答がある場合，分析の実数が若干異なる場合もあ
る。

２）調査内容
Ⅰ基本的属性…性別，学年ほか調査対象者の基本情報
として，具体的な「進路」についてどのような決定状
況か回答を求めた。その上で働きたい領域（産業）と
職種・職業について複数回答で質問した。
Ⅱ現状の基本的な受け止め方…「高校入学」「高校生
活」「地域」の各満足度を評定してもらった。進路意
識との関連の有無など現状の評価の重要な側面として
確認するため，入学時の満足度の回顧，現状の受け止
め方，そして生活の基盤となっている地域のとらえ方
から構成した。それぞれ「とても満足（６点）」から

「とても不満（１点）」まで６件法で評価を求めた。得
点が高いほど満足していることになる。
Ⅲ希望する仕事のスタイル…高校生が働き方としてイ
メージしやすい雇用のスタイル８項目を用意した。な
お「まだ決めていない」を加えた。若者の多くは，職
業や業種をそのネーミングから固定的イメージでとら
えていると言われる。職業を一面的にとらえているの
ではないかと予想され，職業名ではないこのような設
問にした。また，時代とともに同じ職業名でもその具
体的な仕事の内容は変化し複雑化し，明確な区分が難
しい面もある。そのため，代表的な雇用スタイルなど
を働き方として質問した。それぞれ６件法で評定して
もらった。
Ⅳ働くことに関する不安…将来や未来に対する時間的
展望は，不安を伴うことが確認されている。不安が強
すぎることはこれからの進路形成において大きな障害
となることが予想される。ここでは，職業生活を中心
に働くことへの不安について10項目用意した。いずれ
も６件法で回答を求めた。
Ⅴ進路成熟度（坂柳ら1989など）をもとに「関心性」

「自律性」「計画性」に関する各２項目ずつで構成され
た６項目を用いた。
　加えて，福島県の若者の将来展望にかかわる項目４
項目を設定した。地域のとらえ方とこれからの個人の
展望について各６件法によって質問した。
Ⅵ働くエリア…前出の東北活性化研究センター（2013）
をもとにした。「都市の規模」について大都市・（地方
の）中枢都市（たとえば札幌・仙台）・地方都市（福島・
郡山）・農山漁村・どこでも，といった区分で尋ねた。「エ
リア」は，海外・東北以外の国内・東北地方・福島県
内・県北以外・県北・どこでも，で尋ねた。働く場所
として「地元で働きたい」かどうかについて質問した。
また，地元を選んだ理由と地元以外を選んだ理由を複
数回答で尋ねた。
Ⅶキャリア形成に対する態度…進路選択などの他に職
業生活への態度や展望に関する取り組みや行動の具体

的な側面を全項目で構成した。「ほとんどあてはまら
ない（１点）」から「とてもあてはまる（６点）」まで
の６件法で回答を求めた。
Ⅷキャリア選択に関する自己効力感…進路選択などの
心理的積極性（浦上1995ほか）や進路選択やその後の
職業生活に関するレディネスなどを各６件法で尋ね
た。自己理解や職業・進路情報の収集（「自分の適性
や能力を正確に把握している」「自分の興味や関心に
あった職業をいくつかあげることができる」など），
自律性や周囲からの影響の受けやすさなどに関する内
容（「就きたい職業につければ，少々の苦労でも我慢
する」「家族が反対しても，自分の希望を説明して理
解を得る自信がある」など）で，これまでの調査結果
から因子分析等で因子負加量の高かったもの12項目に
よって構成した。
Ⅸ職業観など…仕事を選ぶときの各人が有する基準，
あるいは大切と考えることなど20項目について，各６
件法で回答を求めた。

　なお，今回の調査では東日本大震災と東京電力福島
第一原発事故に関連する項目として，Ⅳの「⑨　福島
の放射線量やその影響」，Ⅸの「⑳　震災後の復旧・
復興に関係する仕事がしたい」を質問項目として設定
した。この結果については，また別の機会に報告する
ことにしたい。
（上記のⅢ・Ⅳは前出の東北活性化研究センター

（2013）をもとにした）
調査実施時期：2014年10～11月

【結果】
Ⅰ基本的属性
１．進路希望の状況
　全体では「就職」希望者が326人（52.1％）で最も
多かった。次いで「専門・各種（学校）」が125人（20.0％）
で，「大学・短大」が98人（15.7％）と，合わせて「進
学」希望者は223人（35.7％）いう結果であった。「そ
の他」が５人（0.8％）という結果であったが，その
内容についての記述から判断すると，就職に関するも
のであった。これ以降の分析で進路希望別比較を行う
際には，「就職」と「その他」を就職希望群，「大学・
短大」と「専門・各種」を合わせて進学希望群とする
ことにした。
　なお，「未定」の70人について，その理由は，「興
味が多く迷っている」が，記述のあった65人中35人

（53.9％）と最も多かった。次いで「どのようなもの
があるのかよくわからない」が19人（29.2％）という
結果であった。

２．希望する業界・職種
　「③将来働きたい分野」と「④将来，就きたいと思
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う職業（図２）」について質問した。それぞれ複数回
答（２つまで）のため延べ選択数によってまとめた。
その結果，延べ回答数793人のうち，「③将来働きたい
分野」としては「販売流通」が168人（21.2％）と最
も多く，次いで「製造加工」157人（19.8％）と，こ
の２つの業種だけが10％を超えていた。また，「その他」
が116人（14.6％）という結果であった。
　男女別にみると，男子でもっとも選択数が多かった
のは「製造加工」118人（26.6％）で，次いで「販売流通」
が77人（17.4％）であった。女子は「販売流通」が91
人（26.0％）と最も多く，「製造加工」が39人（11.1％）
が続いた。女子に少なく男子で多かったのは「建設建
築」で62人（14.0％）で女子の４倍以上であった。「金
融・保険」「医療・保健」「芸術文化」などで男子に比
べ女子の割合が高いことが目立った。なお，「その他」
が全体で116人（14.6％）と多かった。
　職業の希望では，全体で「専門職」を希望する生
徒が205人（28.0％）と最も多く，「技術職」が166人

（22.7％），「販売サービス」が143人（19.5％）と上位
となった。女子では「企画・事務」が117人（16.0％）
と多かったものの“事務”希望者が予想されたほど多
くはなかった。これは，今回の調査対象者に専門高校・
課程に在籍する生徒が多いために「専門職」志向が目
立ったと考える。男子で最も多かったのは「技術職」
で136人（32.2％）となり，「専門職」の112人（26.5％）
よりも多かった。
　なお，進路希望別では，進学希望群は「専門職」が
４割を占めたが，就職群は「専門職」「販売サービス」

「技術職」がそれぞれ２割台であった。「その他」が全
体で50人（6.8％）であった。また農林漁業の希望者は，
全体の8.6％にとどまった。

Ⅱ．現状の基本的な受け止め方
　「高校入学」「高校生活」「地域生活」のそれぞれに
ついての満足度の評定の分布結果は，Fig.１～３のと
おりであった。各評定の度数分布に，男女間の有意な
違いは見られなかった。男女とも「やや満足」「満足」「と
ても満足」を合わせると８割以上の生徒が満足してい
る傾向が確認された。特に，「高校入学」と「高校生活」
は約85％が満足傾向を示した。
　各得点について性別と進路による２×２の二要因
分散分析の結果，「地域生活」において性の有意な主
効果が確認され（F=7.36，p<.01），その後の多重比
較の結果，男子の平均が4.61（1.148），女子が4.33

（1.222）と，女子の満足度が男子比べ有意に低かった。
「高校生活」では，進路の有意な主効果が確認された
（F=4.44，p<.05）。進学希望者の平均が4.62（.981），
就職希望者は4.41（1.192）という結果で，就職希望
者が進学希望者に比べ満足度が低かった。このことか
ら，地域生活については男子が女子より満足しており，

高校生活では進学希望群が就職希望群よりも満足して
いるといえる。

Ⅲ．希望する仕事のスタイル
　希望する働き方は，「中小企業の正社員」と「大企
業で正社員」がいずれも約６割前後の生徒が希望して
いた。ただし，とても強く希望しているとする率は，「中
小企業」で7.5％，「大企業」でも10.1％と，それほど
高くはなかった。次いで希望する率の高かったのは「公
務員として働く」で，選択率は37.6％であった。これ
も特に強く希望しているのは8.3％であった。「仕事に
つかない」を希望する人数は28人（4.5％）と少なかっ
た。「まだ決めていない」は，241人（38.5％）であった。

Ⅳ．仕事に就くことの不安や心配
　全項目について，ほぼ60％以上が「（不安傾向に）
当てはまる」という選択率であった。なかでも，最も
不安の比率が高かったのは「希望の仕事につけるか」
であった。全体の534人（85％）が不安傾向があると
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回答し，「とても当てはまる」が189人と３割を超えて
いた。次いで「仕事をこなせるかどうか」では不安傾
向が517人（82％）という結果であった。不安傾向が
全体の８割を超えたのはこの２項目であった。
　そして「収入」や「能力の発揮」，「人間関係」など
で不安が７割以上という高い割合を示した。いずれの
内容もキャリア教育等の支援に含まれるものであり，
単に就職させることだけの直線的なアプローチでは問
題があることが明らかとなった。
　なお，「福島の放射線」への不安については２割程
度見られ，「とても不安」は26人（4.2％）という結果
であった。
　これら各不安内容の中で，「自分の希望する仕事に
つけるか」「福島の放射線量やその影響が心配である」
の２項目以外は，カイ二乗検定の結果，性によって有
意に異なる分布であることが確認された。女子は特に

「職場の人間関係」への不安（χ2=39.198，p<.001）
や「解雇や不当な処遇」に対しての不安（χ2=25.786，
p<.05）が，男子よりも強い傾向が見られた。これに
対して男子では，「親の期待に応えられるかどうか」

（χ2=25.786，p<.01），「能力が生かせるかどうか」
（χ2=26.478，p<.01）などが女子に比べて特に強く不
安だとする回答が多かった。

Ⅴ．進路成熟と地域の将来展望
１．進路成熟度
　進路成熟の構成概念である「関心性」「計画性」「自
立性」の各要因を構成する２項目の合計得点を比較し
た。どのように生きるかといった「関心性」では全体
の平均は6.44（1.58），生きる見通し目標などといっ
た「計画性」は6.91（1.96），生き方を自分で決定し
たいといった「自律性」が6.61（1.64）という結果で
あった。
　性別と進路の２×２の二要因分散分析の結果，性
別の有意な主効果が計画性と自律性で確認された

（F=14.828，p<.001，F=3.994，p<.05）。「計画性」
では，男子の平均が7.15（2.00），女子が6.62（1.85）
で有意に男子のほうが高いことがわかった。「自律性」
では，男子が6.71（1.661），女子が6.49（1.600）と

やはり男子が女子より有意に高くなっていた。進路別
の有意な主効果が同じく「計画性」と「自律性」で確
認された（F=23.940，p<.001，F=7.573，p<.01）。「計
画性」では，進学希望群は平均7.37（1.985），就職希
望群は平均6.60（1.876）と進学希望群のほうが就職
希望群よりも高い結果であった。「自律性」でも進学
希望群が6.84（1.694），就職希望群の6.46（1.580）
と進学希望群のほうが高い値を示した（Fig.４）。

２．地域の発展性など
　「⑦福島県は，これからどんどん発展すると思う」
では，全体で288人（46.0％）の生徒が「そう思う（や
や・とても）」という肯定的なとらえ方をしていた。
性と進路の二要因分散分析を行った結果，有意な交互
作用が確認された（F=12.257，p<.001）。進路希望
の有意な主効果が確認され（F=6.647，p<.05），そ
の後の多重比較で進学希望群の平均3.15（1.287）は，
就職希望群は3.48（1.309）と就職希望群の男子の方
が発展を期待していた。しかし女子については有意な
差は見られなかった。
　「⑧いま住んでいる地域は，これから発展すると思
う」では，肯定的な回答は全体で219人（35.0％）
であった（Fig.５）。有意な交互作用が確認された

（F=5.680，p<.05）。進路希望の有意な主効果が確
認され（F=4.976，p<.05），進学希望群の平均2.91

（1.218）で，就職希望群は3.18（1.249）と就職希望
群の男子の方が発展を期待していることがわかった。
なお，ここで各生徒の居住地は広範にわたっており，
必ずしも同一の地域を指すわけではないが，全体とし
ては県北地域と考えてよいであろう。

　「⑨卒業後，故郷で生活したい」は，肯定的回答が
全体で324人（52.8％）であった。有意な交互作用が
確認された（F=5.005，p<.05）。進路希望の主効果
が有意で（F=13.768，p<.001），進学希望群の平均
が3.24（1.389）で，就職希望群は3.73（1.401）と男
子の就職希望群の方が故郷で生活したいという傾向が
強く見られた（Fig.６）。
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Ⅵ．どのようなところ（地域・場所）で
　働きたいか
１．働きたい都市規模（Fig.７）
　もっとも選択率が高かったのは「地方都市（福島や
郡山）」で272人（43.5％），次いで「（仙台など）中枢
都市」で152人（24.3％）という結果であった。
　進路希望別にみると「大都市」「中枢都市」の選択
率は進学希望群が６割前後と有意に高い選択率で（χ2

=67.28，p<.001），逆に就職群では「地方都市」の選
択率が60％前後であった。この傾向は男女とも共通し
た特徴であった。

２．働きたいエリア
　全体では「福島県内」が180人（28.8％），「東北」
141人（22.5％）であわせて５割を占めた。「県北」限
定は11人（4.5％）であった。一方で「どこでも」が
129人（20.6％）であった。男女別で分布に有意な違
いがあり（χ2=29.688，p<.001），女子は「東北以外」
が20.4％と男子より多く，「どこでも」は17.6％と少
なかった。進路希望別では，進学希望者群が「東北以
外の国内」「東北」の121人（54.3％）と選択率が５割
を超えたのに対して，就職希望群は「福島県内」が
126人（38.1％）と選択率が高く「県北」「県北以外」
も合わせて153人（46.2％）が福島県内を選択していた。

３．地元で働きたい
　「 地 元 の 近 く 」 で 働 き た い と い う 回 答 が183人

（29.2％），「地元以外」161人（25.7％），「どこでも」
159人（25.4％）と続いた。男女で分布に有意な違い
は見られなかったが，「地元」「地元の近く」の選択率
は，就職希望群の方が進学希望群より高い傾向にあっ
た（χ2=42.053，p<.001）。
　「地元」あるいは「地元近く」で働きたいという理
由としては「家族や親がいるから」が，この項目の回

答者265人のうち103人（38.9％）と最も多かった。続
いて「友だちや知り合いがいるから」が67人（25.3％）
であった。男女別では特に女子は前者の理由が61人

（51.3％）と女子の中の半数を超え，男子は後者の理
由が44人（31.0％）とそれぞれ最も多かった。「やっ
てみたい仕事や職場がある」という理由は，全体で27
人（10.2％）という回答結果であった。
　これに対して，「地元以外」で働きたいという理由
では，「自分の力を試したい」が回答数168人のうち52
人（34.9％）と最も多く，「就職したい会社や職種が（地
元に）ない」は42人（28.2％），「親元を離れたい」39
人（26.2％）という結果であった。この傾向は男子に
も見られたが，女子は「就職したい会社や職種がない」
が28人（34.6％を）と最も多かった。

Ⅶ．キャリア形成に関する態度
　進路選択に関する意識や職業態度について，各項目
６段階で回答を求めた。その回答の分布の状況につい
ては以下の通りであった。男女で回答の分布に有意な
違いが見られたのは７項目であった。
　「①将来就きたい仕事のために努力しようと思う」
では，約90％の生徒が当てはまるとしている。特に女
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子では，両極的な回答の分布が見られ，男子より「と
ても当てはまる」の回答が有意に多く，一方で「あ
まり当てはまらない」でもその傾向が顕著であった

（χ2=21.225，p<.05）。この傾向は次の「②興味のあ
る職業領域について知識や情報を集めたい」でも見ら
れ，女子のほうが男子よりも職業について興味関心が
強い生徒が一定数いる一方，あまり興味も関心も高く
ない一群の生徒もいるようであった。
　「⑥職業に生かせる資格などを身につけたい」「⑨
よりよい職業選択ができるために，いろいろ勉強し
たい」「⑪仕事で成功するために，努力をしたい」は
80％以上が当てはまるとの回答をしていた。回答分布
に有意な男女差が見られ，女子の方が男子よりも「と
ても当てはまる」に回答する傾向が強いことがわかっ
た（χ2=46.205，p<.001）。「⑫進路の悩みや考えを友
だちと話をしたい」では75％以上が「当てはまる」と
しており，同様に男子よりも女子のほうが顕著であっ
た（χ2=21.533，p<.05）。
　また，「⑭働く上で必要なマナーなどを身につけた
い」は，90％以上が当てはまるとしており，特に女子
にその傾向が強く見られた（χ2=65.132，p<.001）。「⑬
就職先や仕事で嫌なことがあったらすぐに辞めたい」
に，「当てはまる」としたのは26％程度であった。
　さらに，各項目の平均得点をもとに進路希望別の比
較をした結果では，15項目中６項目で統計的に有意な
差が確認された（Table１）。いずれの結果からも，
進学希望者の方が就職希望者に比べ，職業生活やその
選択に対して積極的な態度が見られた。

Ⅷ　進路選択効力感
　これは進路選択に関する自信や将来の見通しのつけ
方などの発達的状況を示している。因子分析の結果，

「状況理解」（８項目）と「自己理解」（４項目）の２
つの因子が抽出された。

　先行研究の大学生を対象にした分析では３～４因子
になるが，高校生段階ではまだ未分化な部分な状態で
あるといえる。状況理解・自己理解について性別と進
路区分による二要因分散分析を行った結果，両要因と
もいずれの主効果も有意であった。女子より男子の効
力感が高く，就職希望者よりも進学希望者の効力感が
有意に高かった。また，全体に状況理解に比べ自己理
解の方が得点は高かった（Fig.８）。
　各項目別にみると，①自分の適性や能力を正確に把
握している，②志望職業の実現に向けての計画立案と
実行への自信がある，③仕事で困難な問題が生じても，
何とか対処していく自信がある，④多様な職業の内容
や必要な能力・資格について理解している，の各項目
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で女子より男子の得点が高かった。

Ⅸ　職業観など職業選択の際に重視する
　内容
　「① 自分のやりたいと思った仕事ができる」という，
若者の「やりたいこと志向」については，全体で70％
以上が「あてはまる」を選択していた。男女別の分布
では，女子のほうが男子よりもやりたいこと志向が強
い傾向が見られた（χ2=17.752，p<.1）。「やりがい」
という点でも「⑫ やりがいのある仕事ができる」では，
80％近くが当てはまるとしており，やはりその傾向は
女子のほうに強く見られた（χ2=19.344，p<.1）。なお，

「⑩ 自分に合った仕事の内容である」ことに当てはま
るとした割合は75％を超えていた。
　「⑱ 自分の能力が生かせる仕事ができる」では当
てはまる方向に約70％の選択率であったが，その特
徴は有意に女子のほうに強く見られた（χ2=24.491，
p<.05）。男子が66.9％であったのに対し，女子は
72.5％となっていた。女子に強く見られた特徴として
は「⑰ 職場の人たちと信頼関係が築ける」もある。
男子で72.6％が重要しているとしていたが，女子では
82.1％に上っていた（χ2=24.782，p<.05）。
　続いて，各項目の平均得点について進路選択の違い
によって比較した。その結果，「⑤ 転勤がない」「⑦ 
土日は必ず休める」において就職希望群が進学希望群
よりも有意に高い平均値であった。
　これに対して進学希望群の平均得点が有意にたかっ
たのは「① 自分のやりたいと思った仕事ができる」「⑬ 
専門的な仕事ができる」「⑮ 自分の可能性が広がる仕
事ができる」「⑱ 自分の能力が生かせる仕事ができる」
であった。
　働く場所の希望ごとに同様に各項目の得点を比較し
た。その結果，半数の10項目で場所の区分ごとに有意
な違いが確認された。
　まず，「① 自分のやりたいと思った仕事ができる」
では，多重比較の結果「地元以外」が平均4.20（.72）
と他の希望者よりも有意に高い平均値であった。「② 
他人から尊敬されるような仕事ができる」は，多重比
較の結果「地元以外」が3.59（1.01）で「地元近く」
の3.46（.97）よりも有意に高かった。「③ 残業がほ
とんどない」はこの逆で，多重比較の結果「地元近く」
が3.16（1.01）で「地元以外」の2.96（1.19）よりも
有意に高かった。「④ 将来独立することができる」で
は，多重比較の結果「地元以外」が3.38（1.16）で，

「どこでも」の3.05（1.14）よりも有意に高かった。「⑤ 
転勤がない」は，多重比較の結果「地元以外」や「ど
こでも」よりも，「地元近く」の3.84（.94）が有意に
高く，「地元」が「どこでも」よりも有意に高かった。
　「⑥ 安定した収入が得られる」では，多重比較の結
果「地元近く」が4.39（.73）で「どこでも」の4.10（.89）

よりも有意に高かった。
　「⑩ 自分に合った仕事の内容である」では，多重比
較の結果「地元以外」が4.23（.78）で「どこでも」の3.97

（.91）よりも有意に高かった。「⑫ やりがいのある仕
事ができる」では，多重比較の結果「地元以外」が4.29

（.72）で「地元」の3.98（.98）よりも有意に高かった。
　「⑬ 専門的な仕事ができる」「⑮ 自分の可能性が広
がる仕事ができる」「⑱ 自分の能力が生かせる仕事が
できる」は，多重比較の結果「地元以外」がそれぞれ3.95

（.88），3.92（.84），4.15（.80）と，他の希望者より
も有意に高い平均値であった。
　なお，「⑳ 震災後の復旧・復興に関係する仕事がし
たい」については，全体の平均が2.83（1.11）と進路
希望別にも働きたい地域別にも有意な違いは確認でき
ず，全体に他の項目に比べて低い値であった。

【考察】
　本稿では，就職者希望者が一定数存在する地方の高
校の２年生を対象に，その進路意識や職業生活のとら
え方の調査結果を紹介した。そのうえで，地域生活の
とらえ方やその見通しなどについて，就職と進学の希
望者の違いについて比較検討を行った。
　進路希望では，進学希望群は「専門職」が半数近く
を占め，就職群は「専門職」「販売サービス」「技術職」
と分散していた。これは各高校の教育課程の専門性の
影響と考えられる。しかし，就職希望者には地元志向
が強く見られ，その希望に対応する職種や業種が十分
存在するかどうかについては不明である。
　全体に，進学希望者の方が就職希望者に比べ，職業
生活やその選択に対して積極的な態度が見られた。こ
のことから地元地域での就職においては，現状に受動
的な生徒が折り合いをつける形で職業生活に移行する
か，不満を抱えながら地元に残ることを選択するケー
スが多いことが推測された。その場合，家族や友人な
どの人的なネットワーク志向が地元地域への就職を希
望する生徒に強いことから，職業そのものよりも地域
における人々とのつながりへの配慮や支援が一層重要
であろう。
　職業名や産業名で「未定」「その他」とした場合，
自由記述では具体的な職業名をあげている。具体的名
称と現実社会での区分とが結びつかない生徒が一定数
存在した。多くの高校生は，職業や業種をかなり一面
的で内容までを熟知しておらず浅いとらえ方をしてい
ることが予想される。また，時代とともに同じ職業名
でもその具体的な仕事の内容は変化し複雑化したりし
て明確な区分が難しい面がある。吉中ら（2003）によ
れば，職業知識の広がりは高校段階では，むしろ局限
化傾向が見られるとしている。職業などの知見として
その量的な拡大もさることながら，内容やその特性な
ど質的な認知が求められるであろう。また，自分の希
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望する職業がどのような領域に入るのかよく知らない
ままであったり，業界・職種への理解が不足したまま
であれば，就職活動やその後の進路選択において情報
探索などで支障をきたすのではないかと懸念された。
次に，現状については満足度という主観的な評価に
よって測定した。このことで高校生の適応状況をとら
えることができると考えたからであるが，80%以上の
生徒が学校や地域について満足していることが確認さ
れた。このことは適応状態として望ましいとも考えら
れるが，現状維持かその現状を消極的に受け止めざる
をえないのかまでは判別できなかった。
　多くの高校生は企業の規模に関係なく「正社員」と
しての働き方を希望しており，雇用の安定性を求めて
いるようであった。前述のことと合わせて考えると不
満も少なく，企業組織の条件に依存した働き方を希望
しているともいえる。また，正社員への希望はあるも
のの，その程度は必ずしも強いものではなく，実際に
なれるかどうか自信が無いようである。
　なお，具体的な進路希望では「未定」は11.7％で
あったが，仕事の内容や雇用形態などについては４割
近くの生徒がまだ判然としていないことがわかった。
業種や職種と違って，その具体的な働き方については
イメージもあいまいで決めかねている様子がうかがわ
れる。「正社員」を希望する率が高い中で，進路を決
めかねている生徒や働くこと自体について逃避的な生
徒が存在することにも注意が必要である。
　不安傾向については，その個人がもともと持ってい
る特性不安（性格的なもの）の影響も考慮されなけれ
ばならない。しかし，今回の結果からは個人のパーソ
ナリティというよりは，社会的な性差（ジェンダー）
意識の問題が高校生の働くことへの意識に強く影響し
ているのではないかと推測された。
　たとえば，女子は特に人間関係や雇用の安定を男子
より強く意識しており，男子は親の期待への対応や能
力の発揮を気にかけていた。この結果から，今日の社
会における働く女性の置かれている状況や男性の働き
方に関するキャリア教育が望まれる。なお，「親の期
待にこたえられるか」を不安とする生徒が５割を超え
ていることも注目され，進路相談等における家族への
対応やその配慮も必要となるであろう。
　ところが，女子生徒は男子より働き方について積極
的な姿勢が見られた。就きたい仕事のために努力しよ
うとする姿勢や興味のある職業領域について知識や情
報を集めたいといった面でも女子生徒は男子より積極
的であった。厳しい社会状況や職場環境を意識したう
えでのひとつの構えとなっているのかもしれない。た
だし，職業について興味関心が強い生徒もいる一方で
あまり興味も関心も高くない生徒もいるようで両極端
な面があることも確認された。これが学校差によるも
のなのか，同一集団内での二極化なのかは検討の余地

がある。
　全体に資格の取得をはじめ，勉強や努力を厭わない
という生徒が多かったことは特筆すべきであろう。
　進路成熟度に関して，大学生などを対象とした先行
研究では「計画性」が低いことが報告されている（五十
嵐，2012ほか）。ここでは，計画性は他に比べて高い
結果であった。このことは，大学生が様々な情報や可
能性から職業とその進路の選択を検討していることで
見通しの立たなさがあるのかもしれない。高校生の場
合は，まだ自分の専門課程やステレオタイプ的な職業
生活とその進路選択がパターン化した状況で見通しが
立てやすい状態なのかもしれない。
　また，「計画性」と「自律性」で女子が男子よりも
低い値であったことは，女子生徒の未成熟さというよ
りも社会的な性差の問題が影響していることが考えら
れる。このことは進路選択自己効力感の結果からも男
子に比べ女子の得点が低かったことからも同様のこと
が推測される。あらためて女子の職業生活のとらえ方
やそのキャリア形成について学ぶことはもちろん，現
代社会における職場の風土や環境の課題解決にも目を
向ける必要があると考える。
　また若者の「好きな」職業志向については，今回の
調査でも７割にのぼることがわかった。職業選択の大
きな動機づけにはなるが，まだ働いたこともないまま

「好き」を判断し求めることは不可能に近いはずであ
る。高校生は，能力の発揮できる職業を求めているこ
と，人間関係に敏感な面なども浮き彫りになった。こ
のことから雇用する求人側では仕事の内容や労働条件
だけではなく，職場でのキャリア形成の可能性や展望
とともに組織の雰囲気や風土などについても十分な情
報を提供することが求められる。
　さらに，地元就職を希望している高校生は， 転勤が
ないことや土日は必ず休めるなどといった安定した働
きやすさを求める傾向があり，進学希望者ほど自分の
やりたいと思った仕事ができることや専門的な仕事が
できること，可能性が広がる仕事や能力が生かせる仕
事といった面を重視していることも今後の高校生の
キャリア教育だけではなく雇用戦略においても考慮が
求められる。
　最後に，本報告では各変数間の関係性については取
り上げていない。引き続き各要因間の関連を明らかに
し，高校生の職業観や進路意識の構造を明らかにする
必要がある。また，各高校の教育課程はそれぞれ教育
課程の違いがあり，各要因の校種間の比較が必要であ
る。以上，これからの高校におけるキャリア教育はも
ちろんであるが，若者のキャリア形成支援とそれを保
証できる職場や地域の条件作りなども視野に入れた取
り組みが必要であろう。

※本調査は，福島商工会議所の雇用・人材委員会の企
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画として行われたものであり，そのデータをもとに分
析，加筆修正したものである。調査に協力いただいた
各高校ならびに福島商工会議所に御礼を申し上げる。
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