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大学の低学年におけるキャリア教育の経時の考察
自己概念の育成の重要性

神 殿 織 江
Ⅰ

はじめに ─ 問題意識と研究の目的

近年、多くの大学でキャリア教育の必要性が認識されている。安達（2004）が言うよう
に、大学が果たす役割として、従来からの研究・教育機能に加え、学校から社会人への移
行を橋渡しする機能が重要性を増しつつあるからである。特に低学年からキャリア教育・
キャリア支援が実施されているが、その実施状況は大学により様々である（上西 2006）
。
本研究は、キャリア教育について、大学が行う就職活動支援などのキャリア支援とは区別
して、低学年に実施される単位取得可能なキャリア形成のための授業と定義し、現在の大
学生が必要としているキャリア教育は何かを探る。
具体的には、キャリア教育が学生にどのような効果を与えているのかについて、事例
研究として龍谷大学のキャリア教育を取り上げ、キャリア教育の受講者を対象にインタ
ビュー調査を行い、受講後の学生の経時の変化からキャリア教育の効果をみていく。

Ⅱ

先行研究と問題提起

キャリア発達を 5 つの段階に分けたスーパー（1957）によれば、最初の成長段階から次
の探究段階への移行期において、自己概念、勤労観、職業観を育成することが職業的発達
課題となる。自己概念とは、今まで経験してきた事柄から「自分は何者か ?」「自分はど
ういう存在か ?」という自分自身に関して抱いている考え（自己理解の深化）と「他人は
自分をどう見ているか ?」と他人からの自分の評価を通じて形成され、シャイン（2003）
によれば仕事に関わることで発達するという。しかし、大学生の学力低下、就職後の早期
退職者や転職者の増加といった近年の変化等を鑑みると、仕事に携わる前の大学時代に自
己概念を意識し、経験を積み、キャリア教育を含めた教育を受けることで、自己概念の育
成につながっていくと考えられる。伊藤他（2007）も指摘するように、現代においてキャ
リア形成には大学時代のキャリア教育が重要な鍵を握っているのである。
むろんキャリア教育は単に実施すればよいわけではなく、その効果を検証する必要があ
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る。確かにキャリア教育の効果を学生の満足度から見ると、ベネッセ教育研究開発セン
ター（2004）で示されるように、多くの大学において受講直後は高いと言える。しかし、
必ずしもその後の意識の変化、行動につながったかどうか、自己概念、勤労観、職業観の
育成につながったかどうかは明らかではない。それらを明らかにするには、その後の経時
変化の影響を検証することが必要であるが、先行研究において受講後の経時変化に焦点を
当て後追いしているデータは、筆者の知る限りない。『労働政策研究報告書』（2008）にお
いても、理論的な基盤や客観的・実証的なデータ、学校段階の若者への支援の効果や影響
等に関する実証データに基づいた分析については十分でないことが指摘されている。従っ
て、経時の変化を後追いすることは、今後の大学におけるキャリア教育においても参考と
なるに違いない。
そこで、本稿ではキャリア教育を受講した学生の経時変化の効果を調査し、それらから
次の 5 点を問題提起したい。
①

経時の変化（受講後の影響）

②

低学年のキャリア教育が自己理解、勤労観、職業観の形成を促しているか
（自己概念形成にかかわる自己理解に焦点をあてる）

③

職業選択の際に、自己分析を徹底することが「自分が就きたい」職業への選択につ
ながっているか（③のみ 4 年生内定者）

④

1 年次、2 年次の継続したキャリア教育の有効性（2 〜 4 年生）

⑤

行動につながる環境要因

Ⅲ

調査

1. 調査対象者と調査方法
上記の 5 点を明らかにする為に、下記インタビュー調査を実施した。
調査対象 : 龍谷大学大学生及び大学院生 31 名（うち、キャリア教育を受講していない
学生は 4 名で表 1（

）内に記している）
表1

理工
1年
2年
3年
4年
大学院 2 年
合計

国際文化
3
5（1）
3（2）
（1）

社会学部

合計

9
6
1

9人
9人
7人
5人
1人
31 人
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調査方法：個別インタビュー
1 人あたり 40 分から 2 時間
確認・質問事項が生じた時は、再度連絡をとり確認を行った。
本研究では、構造化されたフォーマルインタビューでは、調査対象者が緊張
し、本音を聞きだしにくいことが想定されたため、ある程度の構造化された
質問に沿って、聞き取りを行った。
調査期間：2008 年 10 月 29 日〜 2009 年 1 月 8 日
調査場所：龍谷大学瀬田キャンパス内

2. 質問事項と分析の手順
質問事項は次の通りである。

表2
明らかにする問題提起
（①〜⑤は前ページに一致）
A. 受講の動機
学生の関心度を図る
B. 現状、現在何かに取組んでいること（アルバイト、サークル等） ⑤行動につながる環境要因
質問事項

C. 自己理解（長所・短所、強み、弱み、興味等）

①経時の変化（受講後の影響）
②自己理解、勤労観、職業観の形成を
促しているか

D. 将来／職業について

①経時の変化（受講後の影響）
②自己理解、勤労観、職業観の形成を
促しているか

E. キャリア授業後の影響

①経時の変化（受講後の影響）
②自己理解、勤労観、職業観の形成を
促しているか

F. 受講して役に立ったこと
G. 受講していなければ
H. 低学年のキャリア教育でさらに必要だと感じたこと
I. 相談できる人はいるか ?

①経時の変化（受講後の影響）
①経時の変化（受講後の影響）
今後の課題
フィードバックを受けることで成長を促す

問題提起の③職業選択の際の自己分析の徹底の重要性に関しては、4 年生への質問か
ら、④の継続性に関しては、連続受講生への質問から、⑤の行動につながる環境要因は、
B の学生の現状や聞き取りの際の会話から関連性を追う。質問 I を質問事項に入れたの
は、シャインの言う自己概念の形成が、「多種多様な諸経験をし、フィードバックを受け
ていれば、早く発達する」
（シャイン）ことから、学生がフィードバック或は相談できる
人を持つことも、彼らの自己概念、職業について、意識の成長を促す助けとなると理解し
たからである。特に 4 年生内定者には、大学生活の振り返り、職業選択、就職活動にさら
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に必要だと感じた項目についても聞き取りをした。
分析の手順
1.

授業をきっかけに「自己理解の大切さを認識」し、それを基点に他の項目への波及
効果を探る。
「将来・職業を考え始めた」
「授業後の影響を認識したこと」
「自己の
キャリア開発の為になんらかの行動に移した」「受講していなかった場合はどうで
あったか ?」ということに焦点を置き、意識と行動別に分析する。

2.

キャリア教育を 1 年次のみ受講した学生と 1、2 年次継続して受講した学生の比較
を行う。

3.

4 年生（内定者）の就職活動においてキャリア教育との関係を示す。

4.

キャリア教育を受講していない学生の傾向を示す。

5.

受講後、行動に移した学生と影響を受けなかった学生の環境要因を示す。

なお、インタビューにおいては、好ましい結果を得るための誘導尋問とならないよう十
分配慮し、むしろネガティブな意見は今後のキャリア教育の発展につながる旨を伝え、率
直な意見を聞く努力をした。
また、受講後の変化を聞く上で、一定の指標は設定せず、あくまでも学生自身の「意
識」と「行動」に視点を置く。自己評価で「大切だと認識した」「行動した」「変化」した
と感じた場合は、プラスの効果としている。その理由は、各自で自己概念、職業、意識
の起点は異なるためであり、低学年のキャリア教育は、 やらなくてはいけない → 気づき
→ 行動 と個人の意識を開発させるもので、共通の物差しとなる指標を設定することは不
可能だからである。

Ⅳ

調査結果

1. 質問事項の分析

表3
A

受講の動機

B

現状

全 般
意 識
行 動
シラバス、先輩の勧め、説明会がきっかけで受講。インタビューから多くの学生が入学時
から将来について何らかの不安を持っており、受講にいたったことが垣間みることができ
る。
多くの調査においても指摘されているように、現在、取り組む対象（アルバイト、サークル
等）を持つ学生は、大学生活を有意義なものと感じている。現に、学校を楽しいと感じ
なかった学生が、取組む対象（自分の得意、興味があると感じたこと）を見つけて以来、
学校も楽しく感じるようになっている。
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自己理解

D

将来／職業について

EF 受講後の影 響／役
にたったこと

G

受講していなければ

H さらに必要だと感じ
たこと
I

相談者

殆どの学生が大切であ
ると認 識 するようにな
り、 得 意、 興 味、 将
来、職 業に関して考え
るようになった。
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興味から繋がる仕事を
考えるようになった。
自分を軸に、何をすべ
きか、したいかを考え
るようになった。

コミュニケーション力向上のため幅
広く多数の人と話す。短所を克服す
るために日常で意識し行動に移し
ている。
アルバイト、インターンシップ、エ
ントリーシートで自己アピールを活
かせた。
具 体 的に考えるように 1 年であっても将来につ 自己成長を意識し、将来の仕事に
なった学 生は多い。憧 いて考え始め、希望す 繋がるアルバイト選択をするように
れ、思いから「就きたい る仕事に何が必要か、 なった（以前は、近場、時給ベース
仕事」、
「 就ける仕事」 目標のためにすべきこと での選択）、興味のある業界で「採
へと変化が見受けられ を考えることが大事であ 用される人とは」を想定し、それを
る。親の職業も影 響を ると認識するようになっ 達成するために行動に移した、イン
与えている。
た。
ターンシップに参加するきっかけと
なる等将来を考えた行動が見られ
る。
興味のある仕事、分野 目標設定、長期目標を 目標設定から行動に移している。
がまだ見えないが、自 意識するようになった。 社会で求められる能力を伸ばす、
自己の課題を克服するため行動に
己の課 題を意識し日常
移している。
生活で行動に移してい
2 年次から就職ガイダンスや企業説
る学生が見受けられた。
明会に参加など見られる。
自分自身について特に考えず、限られた中での行動（特定の友人としか話をせず、視野を
広げようとしていなかった）をとっていた。目標を意識せず、将来を早いうちから考えるこ
となく、希望する仕事に何が必要かということも考えていなかった。また、自分以外にも
多くの学生が、なんらかの将来への不安を抱いていることがわかり、一方、諸活動に取
組んでいる学生がいることもわかった、としている。
就職活動への早めの準備、インターンシップに参加せず、他大学の学生の交流もなかっ
ただろうとする学生もいる。
1、2 年の継続した授業
（国際文化学部は 1 年次のみの授業）、グループディスカッション、
プレゼンテーションの機会を増やす、学部・学年に関係なく、混合授業の導入。授業中に
先輩の体験談。本人が必要だと感じた時に履修できる体制。
特に親、兄弟、友人、キャリア講師、キャリア開発部等。

2. 継続性
キャリアの授業 1 年、2 年を継続して履修した学生に関して、特に「自己理解／自己分
析」
「自己の価値観」
「将来／職業観」
「目標設定／キャリアプラン」「継続性」に焦点を当
てて、成長度を見てみる（表 4）
。

表4
自己理解、自己分析
自分 の 価 値観、 将 来／
職業観

目標設定／キャリアプラン

1 年次において
自分を見つめ直して、相手に
伝える（RG）
自己理解（RH）
自己紹介につなげていった（RG）
自己理 解から仕事まで深く考
えることはなかった
（RG, RH）

2 年次において
職業を意識しながら自己分析（RH）
エントリーシートに結びついた（RG, RH）
自己分析を深めていった（RI）
・将来の人生設計や、仕事の方に発展していったと思
う（RG）
・仕事とプライベートにおける価値観から自分が仕事に
何を求めるのかを考えた。それまでは、とりあえず仕事
をしたらいいと思っていた（RG, RH）
志望企業に関する情報収集をしていった（RI）
これから自分をどう変えていき 2 年では将来の人生設計を実現するための目標を掲げた
たいか（RG）
（RG）
目標設定を学び、
「採用される人材とは ?」を具体的に
考え行動にうつした。
2 年では職業の就き方、どのような性格が向いているか
等調べ、理解度は深まった（RB）
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1 年目と 2 年目では経験、環境、友達付き合いも違う
為、思い考えが異なる自分がいた（RE）
他学生の職業への関心に興味を持った（RH）
理工専攻にも関わらず、文系の職を目指していた。グ
ループワークで他にも同じように考えている学生がいた
ことが嬉しかった（RH）
理想と現実のギャプも認識した（RE）
インターンシップにつながった（RH）

グループワーク

その他

アルファベットは調査対象者を示す
K: 国際文化

R: 理工学部

S: 社会学部

X1 〜 X4 キャリア非受講生

例えば、KD は国際文化学部の D さんである。

1 年、2 年と各学年で完結しているのではなく、むしろ、1 年で学んだ継続の結果が表
れている。自己理解、自己分析においても、2 年生になると、自分の能力が活かせる場
（仕事）に結びつけていることが注目されるところである。例えば、RB は、1 年と 2 年が
連動して行われていると感じ、1 年の自己理解を深めた上で、2 年ではそれを将来にどう
活かすかを学んだとしている。
また、価値観に関しては、受講以前は、価値観と仕事、価値観と人生を考えることはな
かった。RH が言うように「とりあえず、仕事をすればよいと思っていた」と、選職にお
いて自己の価値観を考慮していなかったことがわかる。3 年が翌年に控えていることも影
響しているだろうが、2 年ではより仕事に発展してきていることが見える。
しかし、1、2 年共継続して履修したが、あくまでも単位取得が目的で、特に影響はな
かった（RF）とする学生もいる。ただし、RF は、当時は自分の意識が低かったのであ
り、
「意識が高くなった時に、履修できる体制が必要である」としている。

3. 4 年生内定者
次に内定を獲得した 3 人の 4 年生を見てみると、3 人とも徹底した自己分析をするこ
とが、自分が就きたい、納得する仕事につながるとしている点は注目に値する。
例えば、RK は、企業からの内定が得られなかった時、徹底した自己分析を行い、中学
教師が適職と認識し、方向転換し内定を獲得した。また、RJ は、専攻から繋がらない第
一志望の職種に内定した。RI においては、1、2 年次のキャリアの授業が終わる頃には自
己分析を終え、大学卒業までに自分が設定した目標を実践し、希望の企業から内定を得
た。
すべての学生が RI のように確固とした「就きたい仕事」「興味のある分野」があるわ
けでなく、むしろ、
「就きたい仕事」がある学生の方が少数である。しかし、RK のよう
に、自己の興味、得意、価値観を探る「徹底した自己分析」が、選職における基本であ
り、重要となっている。
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4. キャリア教育の非受講者
キャリア教育の効果を図るため、受講していない学生についてもインタビューを行っ
た。2004 年度にキャリア教育が始まったために、受講していない学生である。
サンプル数は少ないが、受講していない学生は、自己概念の育成ができないとは言い切
れない。継続した部活動や厳しいアルバイトを経験した学生は、達成感と自己による成
長が見られる。しかし、自分や将来を考え始めた時期は、就職活動が始まる 3 年後期から
と、3 人とも一致している。入学時の早い動機付けがあれば、もっと早い時期から自己と
将来を考える機会をもつこともできたと考える。

5. 行動につながる環境要因
次に、キャリアの授業後において「行動に移した学生」
（表 5）と「影響がなかった学
生」（表 6）の特徴をまとめる。学生の現在或は過去からの取組み状況、活動、その他の
情報から観察してみたい。

表5
現在／過去の取組み状況
高校から厳しい部活動を継続

行動に移した学生

子供の頃から興味がある分野があっ
た
大学でサークル活動、大学の文化祭
の組織委員会に携わる、アルバイト、
学外での活動に参加

授業後、行動へとつながった事例
目標設定、なりたい自分を想定することが容易。行動に移しやすい。継続
した努力が実を結ぶことを実感しているため、短所など日々の生活で継続し
て改善していくことができる。
大学で、得意科目を履修し、
「うまく出来る自分を発見」し、モチベーショ
ンが向上した。それにより、大学生活も楽しいと感じるようになった。自己
と将来についても考えるようになった。
目標設定が容易である。目標を掲げ、到達しようと行動に移す。自己の興
味と将来を考え、能力アップのためにチャレンジを行うようになった。
仕事調べをする際、家や親の仕事を身近に感じることができ、自分のキャ
リアの選択肢の 1 つとなる。情報収集が容易で、仕事の一面だけでなく、
深く知ることができ、良い効果となる場合と、拒否反応となる場合の両極
端となる。親が教師の場合は、特に女学生には、一生の仕事としてイメー
ジできる傾向にある。
明確な目標を掲げることに繋がる。目標設定し、達成の為の具体的な計画
から、行動に移す。「採用される人材」を想定し、自己能力アップに努める。
授業後、行動に移せる「場」がある。能力向上の大切さを意識していても、
身近に「場」があるなしでは、意識でとどまるか、行動へと移せるかの分岐
点となる可能性はある。

現在／過去の取組み状況
自己決定力が非常に強い。昔からほ
とんどのことは自分で決める。
社員教育が充実したアルバイトを実施
高校の方が楽しかったと感じる。サー
クル、部活動にもはいっていない
大学が面白くない
単位取得目的

授業後、影響がなかった事例
外部からの情報は、参考にするが、影響は受けない。就きたい職業や、興
味のあることが明確となっている。
意識が高く、
「キャリア教育は特に必要なし」と考える。
高校と比較し、大学が楽しいと感じず、従って、大学でのすべてが興味を
感じない。
大学での友人がおらず、大学にいる時間が短く、従って必要な情報も得にくい。
自己の意識が極端に低い。

高校から得意な科目があった
社員教育が充実したアルバイトを実施
実家の仕事、親の仕事の影響

表6

影響がなかった学生
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これらから、キャリア教育の早い動機付け、或は、キャリアの授業に限らず、何かの
きっかけがあれば行動につながる可能性があることを示唆している。

V

結論

─問題提起の検証

本章では、5 つの問題提起について、調査結果をまとめて結論としたい。
①経時の変化の影響
授業直後のアンケートで、
「自分にとってためになった単元は ?」との質問に対して高
数値となっていた「自分について」
「将来を考える」に関連した単元は、時間を経た後
も、意識と行動に影響を与えていることがわかった。「自分について」は、自己の短所、
あるいは企業が必要とする能力（例えば、コミュニケーション能力）に対して、自分が弱
いと感じた場合は、日常生活で意識的に伸ばそうと試みている学生が多い。また、自己を
基点（得意、興味、価値観から）として、仕事、将来を考えるようになっている。自己理
解を深めることは、将来、仕事、自己啓発等との相関関係があることが明らかになった。
意識の変化があった学生は多いが、さらに将来／仕事に向けて行動に移した学生は多くは
ない。
「就きたい仕事」
「興味のある仕事・分野」がある学生が行動に移している傾向にあ
る。また、1 年生に見られた発言だが、就職活動は 3 年になってから開始すればよいと考
えていた学生が、そうではなく、3 年になるまでの時点で自己理解をし、将来を考えてい
く必要性があることを認識したことは、期待する好影響の 1 つであると言えるのではない
か（キャリア教育の非受講生は、3 年の就職活動時になってから、自分や将来・仕事を考
え始めていた。
）
。
一方、授業直後のアンケートで低数値を示した「社会を知る」「社会とのつながり」に
おいては、授業後は、積極的に「社会を知る」行動に出ている例としてアルバイト（就
きたい仕事に関連するアルバイト）
、インターンシップ、多様な人とコミュニケーション
を図る等が多く、それ以外の行動に出ている学生、例えば 2 年生でも就職ガイダンスに参
加したり、就きたい業界で現在働いている人達に聞き取りをする、情報収集する等は、ご
く少数であった。さらに、社会全体の流れにアンテナを張り、自己の将来を結びつけてい
る学生はいなかったように感じられる。ただし、「現在、気になる社会の動き」等のよう
に、直接繋がる質問項目を設けなかったため、断言はできない。
②低学年のキャリア教育が自己理解、勤労観、職業観の形成を促しているか
①の項目とも関連するが、自己理解の大切さは認識でき、今後の大学生活で意識的に促
進していく必要があることが学生も理解できている。

①でも指摘したが、興味のある仕
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事がある学生は、行動に移す傾向が極めて高い。「就きたい仕事」「興味のある仕事」につ
ながるアルバイトをする学生、
「希望する企業が採用する人材」を意識し、能力向上を図
るために行動に移す学生等である。
これらから、キャリア教育が自己概念の形成を促進すると検証されたが、職業観、勤労
観に関しては課題であり、さらにこれらを育成していく必要がある。
③職業選択の際に、自己分析を徹底することが「自分が就きたい」職業への選択につながっているか
4 年生の聞き取りから、これは、検証されたと言える。今後、就職活動をする学生にア
ドバイスは ? と聞くと、
「早い時期に自己分析を徹底すること」という答えが返ってきた。
④ 1 年次、2 年次の継続したキャリア教育の有効性
これに関しても、継続性の有効性は検証されたと言ってよい。自己の価値観から仕事を
考えていくということに気づくことは重要である。ほとんどの学生が継続性の効果を認め
ており、継続したことにより、自己理解と将来・仕事への関心がさらに進み、3 年でエン
トリーシートにつながった学生もいた。
⑤行動につながる環境要因
①②でも指摘しているが、興味のある仕事や業界があると具体的行動につながりやす
い。部・サークル活動、アルバイトなど身近に、行動に移せる「場」があることも、自己
開発の行動に移しやすい。仕事や将来が明確となっていなくとも、得意な科目や自己肯定
感を感じられる対象があれば、モチベーション向上につながり、自己開発のための行動に
移すことができる。
以上の 5 つの問題提起の検討から、図 1 で示したように、キャリア教育を入学直後の学
生、さらに 2 年次において実施することが望ましいと言える。

図1

キャリア教育による早期の動機付け（筆者作成）
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課題と提言

以上の研究から、今後のキャリア教育の課題として、下記事項が考えられる。
①

勤労観、職業観のさらなる育成

② 「何がしたいか ?」がわからない学生は多い。こういった学生への支援
③ 「意識」から「行動」に移すサポート
上記の課題に対して、次の事項を大学への提言としたい。
●

インターンシップの必修化（1 年からインターンシップを実施等）
キャリアの授業は、1 年、2 年共、前期に実施されるが、
「意識」が高くなった直
後に長い夏休みがある。そのため、後期が始まる頃には、
「意識」も薄らいでいる
ケースが見受けられる。夏休みの有効活用は、大学の今後の課題である。

●

ボランティアへの参加（参加学生には単位を考慮するなどして奨励する）

●

授業中に 3、4 年内定者の話を聞く機会を作る（小グループに分かれ質疑応答）。そ
れにより、低学年の学生に学生生活、将来、仕事など意識づけることができる。

●

企業で実施されているようなメンター制度を大学でも導入し、3、4 年生の学生が
1、2 年生の学生の相談にのる制度をつくる。

●

授業（キャリアだけでなく、他授業も含めて）において責任をもたせる役割分担を
する。

●

問題解決の意識付けをする。

●

大学として、部・サークル活動を奨励する。
例として、サークル・部活動で企画や組織運営を経験し「その中での自分の役割」
を認識し、勤労観の育成につながっているケースも多々あった。

●

キャリアカウンセリング : 学生の意識をキャリア教育だけで引き上げるには限度が
あり、例えば、キャリアカウンセリング等で継続的に意識を引き上げていくのも 1
つの方法である。実際、今回のヒアリング時に「また意欲がでてきた」と言った学
生もいた。

●

1、2 年生においても、仕事、職場に関する授業内容を希望する学生が多いという
ことは、これらを実施することで「社会とのつながり」に繋がってくるのではない
か。

キャリア形成を促進しながら、就職活動に関連することも授業で取り入れていくことは
重要である。また、学生にとって重要な事項として「大学内に友人がいる」ということが
挙げられる。聞き取りにおいて、大学の専門授業では友人が作りにくかったが、グループ
ワークを中心としたキャリアの授業で友人ができたと嬉しそうに話してくれる学生が多
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かったことは印象に残っている。
一方、キャリアの非受講生の 1 人の学生は、友人のいた中高と異なり、大学に来るのが
苦痛であったと断言する。
「友人がいない」という状況は、他の行動に大きく影響してい
るのではないか。卒業間近の 4 年生であるが、就職活動を一切せず、したいと思ったこと
がないとのこと。ただし、卒業研究で、最初はあまり興味のない題材に取組んでいたが、
院生にアドバイスしてもらい、続けているうちに、「大学で初めて楽しいと感じた」と述
べている。学生生活が楽しいと感じることも、自己概念、職業観、勤労観の育成に影響を
与えるのではないか。大学における授業形態の見直し（グループワークを率先して取り入
れる等）も課題事項の 1 つである。
本研究において、聞き取りを実施したことで、「すでに予測できたこと」もあったが、
実証できたことは、大きな成果であると考える。また、新しい発見となることも多々あっ
た。さらに、キャリア教育以外に、なんらかの意識と行動への影響を与えるものは、少な
くないこともわかった。日常生活で、モチベーションが向上する何かのきっかけとなるも
のに遭遇するかどうかも、その後の生活に影響を及ぼすことが見える。多くのことにチャ
レンジしていくことで、
「遭遇」するチャンスは増加する。しかし、意識から行動に移す
ためにさらに、何ができるのかは今後の課題であるとともに、龍谷大学における継続した
経時の調査及び、他大学における調査を実施していくことで、新たな発見につながるので
はないかと感じる。
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