
1 問題と目的

近年、大学から職業社会への移行の困難さが社会的

関心を集めている。こうした状況に対応すべく、平成

23年度より大学設置基準が改訂され、「大学における

キャリアガイダンスの推進」が定められた。このよう

に、現在「キャリア教育」の推進は大学教育における

優先順位の高い課題の１つであるといえるだろう。

キャリア教育の重要性に基づき、中部大学では、キャ

リアを人生と捉え、就職活動に関するガイダンスの提

供やテクニックの習得にはとどまらない、学生が生き

る力を自ら育てることを目的としたキャリア教育を推

進してきた（ハラデレック・林・間宮・小塩,2011）。

具体的には、自己を知り、他者とのかかわり方を学び、

大学生活のライフプランを立てることで、大学卒業後

の自律的な進路選択を促すことを目標としたキャリア

教育科目「自己開拓」を平成22年度より開設している。

この「自己開拓」は、キャリアに対する知識を身につ

けるような専門的知識伝達型の授業形式ではなく、学

生が学部横断的に受講するグループワークを中心とし

た参加型授業形式であり、授業を通して彼らの社会と

の関わり方や将来への意識といったキャリア意識の形

成が目標とされる。さらには、自律的な進路選択を行

う力を身につけた結果、就職率の向上につながるといっ

た長期的な教育効果も期待される。

これまで、「自己開拓」における授業を通しての教

育効果については、開設からの３年間、継続的な検証

が行われている（小塩・ハラデレック・林・間宮,

2011；小塩・ハラデレック・林・間宮・後藤,2012；

佐藤・小塩・ハラデレック・林・間宮,2013）。これ

らの研究における「自己開拓」の受講者と非受講者と

の比較検討の結果、「自己開拓」を受講することによっ

て、受講者の自尊感情の向上、進路選択に対する自己

効力の向上、時間的展望が将来に向けられること、生

活習慣を変化させるような改良型セルフ・コントロー

ルが向上すること、勤勉性のパーソナリティが上昇傾

向にあることが示されている（小塩他，2011；小塩他，

2012；佐藤他，2013）。また、毎回の授業時の意識調

査からは、受講者が徐々に自分自身に対する自信をも

つように変化していることが示唆されている（小塩他，

2011；小塩他，2012；佐藤他，2013）。

このように、「自己開拓」の短期的な教育効果は十

分に得られている。しかし、その後のキャリア発達や

進路選択・決定といった長期的な教育効果についての

検討はなされてきておらず、今後の課題とされている

（小塩他，2012）。平成26年３月には、平成22年度に開

設された「自己開拓」の受講学生が卒業を迎えること

となり、４年間の長期的教育効果の検証が可能となっ

た。これらを勘案すると、１年次に受講した「自己開

拓」がその後のキャリア発達、および、進路選択・決

定に及ぼす影響といった長期的な教育効果を検証する

必要があると考えられる。

そこで、本研究では進路選択・決定の観点からキャ

リア教育の長期的効果を検証すべく、「自己開拓」が

就職活動や進路決定に及ぼす影響について検討するこ

とを目的とする。なお、就職活動について、本研究で

は本学のキャリア支援課（キャリアセンター）が主催

する就職ガイダンスへの参加に焦点をあてる。この就

職ガイダンスは、就職活動対策の一環として、活動開

始直前の３年次の学生全体に参加を求める支援である。

具体的には、適職診断やSPI対策、自己理解、業界研

究、さらには、履歴書添削や面接対策をも含んでおり、

就職活動に取り組む上で教育・支援的機能を有してい

る。そのため、「自己開拓」に長期的な効果がみられ

るのであれば、「自己開拓」の受講群は受講していな

い統制群に比べ、自律的な進路選択を行う力が身につ

いているため、就職活動ガイダンスにより積極的に参

加していると予測される。

また、「自己開拓」の受講者に見出された授業を通

した教育効果（小塩他，2011）、および、「自己開拓」

の授業の総括として行われた将来のライフプランと大

学在学中におけるアクションプランを設計するという

授業内容（ハラデレック他，2011）を勘案すると、

「自己開拓」受講者は受講後の大学生活で積極的に進

路選択を行うだけでなく、キャリア形成に関するさま

ざまな活動を行い、進路決定にまで結び付けていると

考えられる。そのため、進路決定という観点からの長

期的効果がみられるのであれば、「自己開拓」の受講

者は統制群と比べ、卒業時点で進路決定の比率が高い

ことが予測される。

本研究により、「自己開拓」の長期的な教育効果が
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検証されるのであれば、本授業をより多くの学生が受

講できるよう課程内に拡充することで、本学全体の就

職率向上につなげることが可能となる。一方、教育効

果が明確に示されない場合であっても、教育効果がど

の側面でみられないのかが明らかになるため、本研究

結果をもとに授業内容を適切に改善していくことがで

きるだろう。このように本研究は、本学におけるキャ

リア教育の今後の方向性を定める上でも非常に意義が

あるといえよう。

2 方法

2.1 調査対象者

調査対象者は、平成22年度入学生で「自己開拓」を

１年次に受講し平成26年３月に卒業を迎えた学生129

名（所属学部：工学部・経営情報学部・国際関係学部・

人文学部・応用生物学部・現代教育学部）と、同時期

に卒業を迎えた学生で卒業までに「自己開拓」を受講

しなかった学生から無作為抽出された138名（所属学

部：経営情報学部・人文学部・応用生物学部）であっ

た。学部事務室経由で質問紙が配布され、後日回収さ

れた。

そのうち回答に不備のみられなかった「自己開拓」

を受講した学生103名（「自己開拓」受講群；有効回答

率79.84％）と卒業までに「自己開拓」を受講しなかっ

た学生95名（統制群；有効回答率68.84％）の計198名

（「自己開拓」受講群：男性75名、女性28名；統制群：

男性79名、女性16名）を対象とした。平均年齢は21.97

歳（SD＝.80）であった。

2.2 調査内容

就職ガイダンスへの参加状況 キャリア支援課（キャ

リアセンター）主催の計11回の就職ガイダンスへの参

加の有無についての情報を得た。なお、この就職ガイ

ダンスは調査対象者が３年次に行われたガイダンスで、

オリエンテーション、適職診断テスト、SPI対策模擬

テスト、適職診断テストをもとにした自己理解ワーク

ショップ、適職診断テストをもとにした業界研究、履

歴書ガイダンス、履歴書添削、面接ガイダンス、面接

対策、業界研究、学内企業説明会ガイダンスという構

成であった。

大学卒業時点の進路状況 大学卒業後の進路先

（2014年４月15日付）について、大学卒業時点の進路

状況（就職、就職活動中、進学、留年）の情報を得た。

また、就職者については、就職先の企業規模に関する

情報（資本金、従業員数）も収集した。

2.3 調査時期・調査手続き

2013年12月から2014年１月にかけて、上記の調査内

容の提供について調査対象者に了承を得た。了承が得

られた調査対象者について、就職ガイダンスの参加状

況、および、大学卒業時点の進路状況について、キャ

リア支援課（キャリアセンター）から情報を得た。な

お、本研究は個人情報の保護に十分に留意すべく、中

部大学倫理審査委員会から情報提供に関する承認を得

た（承認番号：250039）。

3 結果

3.1「自己開拓」受講と就職ガイダンス参加

はじめに、「自己開拓」受講群と統制群の就職ガイ

ダンスの参加率の平均値と標準偏差を算出した（図１）。

その上で、「自己開拓」受講の有無による就職ガイダ

ンスの参加状況を検討すべく、一要因分散分析を行っ

た。分析の結果、「自己開拓」受講群と統制群の就職

ガイダンス参加率に有意な差がみられ （F（1,

196）＝20.64,p＜.001）、「自己開拓」受講群は統制群

よりも就職ガイダンスへの参加率が高かった。

（注）エラーバーは標準偏差

図１ 「自己開拓」受講群と統制群の

就職ガイダンス参加率の平均値

3.2「自己開拓」受講と進路決定

次に、「自己開拓」受講群と統制群の卒業時点の進

路状況を集計した（表１）。「自己開拓」受講の有無に

よる卒業時点の進路状況の人数の偏りを検討すべく、

卒業後に就職および進学のように進路が決定した群を

進路決定群、卒業後就職活動を継続している者や卒業

できず留年した者を進路未決定群として人数を算出し、

χ2検定を行った。分析の結果、「自己開拓」受講の有

無別の進路決定状況に有意な人数の偏りの傾向がみら

れ（χ2(1)＝2.88,p＜.10）、「自己開拓」を受講した者

ほど進路決定者の比率が高い傾向にあり、「自己開拓」

を受講していない者ほど進路未決定者の比率が高い傾

向にあった。

さらに、「自己開拓」の受講による就職先の違いを

検討するため、企業規模に注目した検討を行った。卒
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業後就職した者の中で、就職先の資本金と従業員数に

ついて回答が得られた者を抽出した。「自己開拓」受

講群と統制群の就職先の資本金別（1000万円以下、

1000万円～5000万円、5000万円～１億円、１億円～10

億円、10億円以上）の人数の偏りを検討すべく、各条

件の集計を行った（表２）。その上で、χ2検定を行っ

た結果、「自己開拓」受講群と統制群において、資本

金別の有意な人数差はみられなかった（χ2(4)＝3.24,

ns）。

また、「自己開拓」受講群と統制群の就職先の従業

員数別（100人以下、100人～300人、300人～500人、

500人～1000人、1000人以上）の人数の偏りを検討す

べく、各条件の集計を行った（表３）。その上で、χ2

検定を行った結果、従業員数別においても有意な人数

差はみられなかった（χ2(4)＝1.73,ns）。

3.3 就職ガイダンス参加状況と就職決定

「自己開拓」の受講者は就職ガイダンスにより多く

参加し、進路決定していることが確認された。しかし、

就職ガイダンスに参加し、就職活動の準備に取り組ん

だ者が、「自己開拓」の受講の有無にかかわらず就職

先を決定したかについては検討の余地がある。そこで、

就職ガイダンスの参加状況が就職決定に及ぼす影響を

検討するため、就職ガイダンスの参加率の平均値

（60.28％）を基準に参加率高群と参加率低群の２群に

分類し、卒業時点の就職状況（就職、就職活動中）を

集計した（表４）。就職ガイダンス参加状況による卒

業後の進路状況の人数の偏りを検討すべく、χ2検定

を行った。分析の結果、就職ガイダンスの参加状況別

の就職決定状況に有意な人数の偏りはみられなかった

（χ2(1)＝0.66,ns）。すなわち、就職ガイダンスへの参

加率の高さは就職先の決定に影響を及ぼしていないこ

とが明らかとなった。
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表１ 「自己開拓」受講群と統制群の卒業後進路状況別の人数と比率

表２ 「自己開拓」受講群と統制群の資本金別の人数と比率

表３ 「自己開拓」受講群と統制群の従業員数別の人数と比率

88 10 4 1 103

(85.44%) (9.71%) (3.88%) (0.97%) (100.00%)

77 6 8 4 95

(81.05%) (6.32%) (8.42%) (4.21%) (100.00%)

165 16 12 5 198

(83.33%) (8.08%) (6.06%) (2.53%) (100.00%)

1000 5000 1

5000 1 10

14 17 19 11 15 76

(18.42%) (22.37%) (25.00%) (14.47%) (19.74%) (100.00%)

7 20 15 12 18 72

(9.72%) (27.78%) (20.83%) (16.67%) (25.00%) (100.00%)

21 37 34 23 33 148

(14.19%) (25.00%) (22.97%) (15.54%) (22.30%) (100.00%)

1000 10

100 300 500

300 500 1000

18 22 7 9 22 78

(23.08%) (28.21%) (8.97%) (11.54%) (28.21%) (100.00%)

19 17 10 10 17 73

(26.03%) (23.29%) (13.70%) (13.70%) (23.29%) (100.00%)

37 39 17 19 39 151

(24.50%) (25.83%) (11.26%) (12.58%) (25.83%) (100.00%)

100 1000

表４ 就職ガイダンス参加率高群と低群の

就職決定状況別の人数と比率

96 5 101

(95.05%) (4.95%) (100.00%)

69 7 76

(90.79%) (9.21%) (100.00%)

165 12 177

(93.22%) (6.78%) (100.00%)
 

留年



4 考察

本研究では、キャリア教育科目「自己開拓」の長期

的教育効果を検証すべく、「自己開拓」の受講が就職

ガイダンスへの参加状況や進路決定に及ぼす影響を検

討した。さらに、就職ガイダンスへの参加状況が就職

決定に及ぼす影響についても補足的な検討を行った。

4.1「自己開拓」が就職ガイダンス参加に及

ぼす影響

はじめに、「自己開拓」の受講者は非受講者と比べ

就職ガイダンスへの参加率が高いことが明らかとなり、

「自己開拓」の長期的効果が確認された。

「自己開拓」は就職活動の方法やスキルを教授する

といった、就職活動の能力形成に特化した科目ではな

い。したがって、「自己開拓」の授業の中で就職ガイ

ダンスの参加が強制的に指示されたということはなく、

受講者は自発的に就職ガイダンスに参加したと考えら

れる。自発的な就職ガイダンスへの参加は、自発的な

進路選択行動の現れともいえるだろう。

小塩他（2011）は、本研究の対象者が「自己開拓」

の授業を通して、自尊感情や進路選択に対する自己効

力、時間的展望、改良型セルフ・コントロールを高め

たことを明らかにしている。つまり、「自己開拓」を

受講することによる心理的変容が、自発的な就職活動

という実際の行動を促進した可能性がある。

本研究で、「自己開拓」受講後の実際の就職活動を

検討したことで、短期的な心理的変容が長期的には自

発的な行動に結びつくことが新たに示唆された。この

ような自発的な行動は、就職活動のみならず、学修活

動を主とした課程内活動やアルバイトなどの課程外活

動といった学校内外のさまざまな活動としても確認さ

れ、充実した学生生活へと結びついていた可能性があ

る。今後は、学生生活の満足度や充実度などとの関連

についても明らかにし、「自己開拓」が学生の就職活

動に限定されず、人生としてのキャリアにポジティブ

な影響を及ぼしていることを明らかにすることが必要

だろう。

4.2「自己開拓」が進路決定に及ぼす影響

次に本研究では、「自己開拓」の受講者は進路決定

の比率が高い傾向にある一方、非受講者は進路未決定

の比率が高い傾向にあることが示された。「自己開拓」

は、順調な就職活動や安定した社会人生活を目標とす

るキャリア教育ではなく、キャリアを人生と捉え、人

生の中で生きる力を自ら育てることを目標としたキャ

リア教育である。その結果が、就職への進路決定のみ

ならず大学院進学を含めた形での進路決定を予測した

ことは、キャリア教育科目としての「自己開拓」の意

義が確認されたといえよう。

ところで、就職者における就職先の資本金や従業員

数といった企業規模には、「自己開拓」の受講の有無

による有意な差はみられなかった。本対象者において、

「自己開拓」を受講することで自尊感情や進路選択に

対する自己効力が高まることが明らかにされている

（小塩他、2011）。このことを勘案すると、「自己開拓」

を受講することで、より企業規模の大きい就職先へも

臆することなくチャレンジし、そのような企業の選択・

決定を行っていることが予測される。しかし、「自己

開拓」の受講による企業規模の差はみられなかった。

ただし、企業規模が大きいことが就職活動の成功とは

一概には言い切れない。自分自身がどれほど納得し、

満足した就職先を選択できたかが、就職に対する不安

を軽減し（石本・逸身・齊藤,2010）、その後の適応

を促すことが示唆されている（中島,2013）。したがっ

て、今後は就職先の規模といった外的な指標ではなく、

自分自身が就職先に納得しているかといった内的な指

標からの検討を行い、「自己開拓」の受講が進路決定

に及ぼす影響をより詳細に検討していくことが重要で

あると考えられる。

4.3 就職ガイダンスによる支援効果

「自己開拓」の受講者が、就職ガイダンスにより多

く参加し、進路を決定にまでつなげているということ

は、就職ガイダンスに参加し就職活動の準備がしっか

りとできている者ほど、就職活動を上首尾に進めるこ

とができ、その結果、内定を獲得できたというプロセ

スが考えられる。そこで、就職ガイダンスへの参加状

況が就職決定に及ぼす影響についても補足的に検討し

た。しかし、就職ガイダンスの参加率の高さは就職決

定に有意な影響を及ぼしていなかった。すなわち、就

職ガイダンスに多く参加するだけでは、就職先を決定

することは困難であるといえる。

そもそも、内定獲得につながる就職活動を行うため

には、就職ガイダンス以外にもさまざまな準備をして

おく必要があるだろう。たとえば、自己探索や環境

探索といった進路探索行動は就職活動の取り組みに

影響を及ぼすことが明らかにされていることから

（Stumpf,Austin,& Hartman,1984）、就職活動に

対する準備は直前の就職ガイダンスのみでは不十分で

あり、進路探索行動の蓄積が重要とも考えられる。

「自己開拓」の受講者が授業を通してキャリア意識を

形成することができているのであれば、就職ガイダン

スにより多く参加する以外にも、自己探索行動や学修、

課外活動など、学校内外のさまざまな活動にも積極的

に参加していることが予想される。そのため、就職活

動直前に行われる就職ガイダンスのみでは、進路決定
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に直接的な影響を及ぼさないが、そのほかの活動との

相乗効果によって、進路決定を予測する可能性は十分

に考えられる。

また、就職ガイダンスは選択制の「自己開拓」とは

異なり、全学生に参加を求めている。そのため、「自

己開拓」受講者は進路選択に興味・関心をもっている

学生の比率が比較的高いと考えられるが、就職ガイダ

ンスに参加する学生の中には、進路選択をできれば回

避したいといった進路選択に対して消極的な学生も含

まれるだろう。そのため、たとえ就職ガイダンスへの

参加が多くても積極的な態度で望んでいないなど、ガ

イダンスに対する取り組みの態度が不十分であったか

もしれない。このことから、就職ガイダンスが就職決

定に及ぼす影響を検討する際には、参加率のみならず

参加態度に注目した検討も必要であると考えられる。

4.4 キャリア教育・支援方法に関する示唆

ところで、進路選択に回避的な学生は、選択科目の

「自己開拓」をそもそも受講しない可能性が高く、「自

己開拓」の短期的・長期的教育効果を得る機会をもつ

ことはできない。そのため、「自己開拓」を必修化す

ることで、その効果を享受できる学生が増えるとも考

えられる。しかし、進路選択に回避的な学生に、必修

として「自己開拓」を課すことについては、慎重に検

討する必要がある。Higgins（1987）のセルフ・ディ

スクリパンシー理論によれば、こうしなければならな

いという義務の自己像と現実の自己像との差異が大き

いと不安や恐怖に関連する感情が生起され回避行動に

つながるとされる。すなわち進路選択に対して回避的

な学生が、必修で受講しなければならない「自己開拓」

を学生自身が積極的に受講できないと認識してしまう

と、「自己開拓」の受講に不安や恐怖を感じ、より一

層進路選択に対する回避的な態度を形成してしまう可

能性が考えられる。このことから、キャリア教育・支

援方法として、特定の科目・活動の必修化は妥当とは

いえないだろう。

本研究では「自己開拓」の受講を積極的に受講する

学生において、進路選択・決定に一定の効果があるこ

とが見いだされた。そこで今後は、「自己開拓」の受

講に回避的な学生に対する、新たな教育・支援方法を

検討していくことが求められる。

5 今後の課題

本研究では、「自己開拓」の長期的教育効果を検討

した。その結果、進路選択・決定の観点から長期的教

育効果が確認された。こうした教育効果について、本

研究では「自己開拓」の授業を通して形成されたキャ

リア意識が、長期的に教育効果を及ぼしたものと示唆

された。ただし、実際に「自己開拓」によって形成さ

れたキャリア意識が進路の選択や決定に影響を及ぼし

たのか、そもそも授業を通して形成されたキャリア意

識が高い水準のまま維持されたのかについては、実証

的に検討する余地がある。今後は、時間的展望や進路

選択に対する自己効力といったキャリア意識の媒介効

果を含めた進路選択・決定への長期的効果を検討して

いくことが求められる。

また、「自己開拓」によって形成されたキャリア意

識が、就職ガイダンスのみならず、学修行動やその他

の学校生活に関する行動、課外活動といったさまざま

なキャリア関連行動に影響を及ぼした可能性も示唆さ

れた。「自己開拓」におけるキャリア教育が、効率的

な就職活動や就職することだけを想定したキャリア教

育でないのであれば、そうした幅広い観点から長期的

教育効果を検討していく必要があるだろう。こうした

幅広い観点は、同時に就職決定に対する就職ガイダン

スとの相乗効果を検討するためにも有用である。

さらに本研究では、卒業時点の進路状況を長期的教

育効果の１指標として取り上げたが、就職・進学した

後の適応過程や発達過程に及ぼす影響を検討する必要

もあるだろう。大学におけるキャリア教育が自律的に

生きる力を育むものであるならば、本学においてキャ

リア教育科目に位置づけられる「自己開拓」も進路選

択過程のみならず、その後の適応過程や発達過程を促

すことが求められる。もしも、適応過程や発達過程に

影響するほどのキャリア意識を形成できないならば、

「自己開拓」の授業内容を改善することも必要だろう。

そのため今後は、卒業後の追跡調査を実施し、進路選

択過程のみならず進路先への適応過程や進路先での発

達過程への「自己開拓」の長期的教育効果を検討して

いくことが求められる。

最後に本研究では、平成22年度の入学者において、

長期的教育効果を確認することができた。しかし、そ

の後の入学者においても同様の傾向が得られるか定か

ではない。そのため、これらの効果が平成22年度のコ

ホート特有の傾向か、他のコホートでもみられる傾向

かを明らかにすべく、引き続き長期的教育効果を検証

していく必要があるだろう。
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