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Ⅰ　研究の背景と目的

近年、大学におけるキャリア支援 1 の必要性が強く認識されるようになってきており、

各大学の取り組みが進められてきている（上西 2007）。近藤（2004）によれば、大学が

キャリア支援に取り組み始めたのは 1990 年代後半から 2000 年代前半までの就職氷河期時

代である。学生に採用の高いハードルを越えさせるためには「大学での学び」のモチベー

ションをもたせるサポートをする必要があったのだ。

しかし 1990 年代後半の就職氷河期以降も、大学でのキャリア支援はさらに発達してき

た。それはなぜだろうか。その要因として上西（2007）は、①政策的な要請、②入学者確

保の必要性、③企業側の要請、④動けない学生への対応、⑤学生の権利保障という 5 つの

要因をあげている。

このように学生に対するキャリア支援が手厚くなっている一方で、就職環境の良かった

平成 21 年 3 月卒の大学生であっても、4 年生の 10 月 1 日時点で内定を持っていた学生は

69.9%しかいない。こうした進路未決定の 4 年生に対する支援は、著者が勤務している A

大学においても、非常に重要な課題でありながら有効な支援を実施できていないという現

状がある。　

そこで本研究では、大学におけるキャリア支援のなかで、特に進路未決定を防ぐための

有効な支援について研究する。進路決定率をあげることは大学評価の一つである就職力を

高め、最終的にはそれが大学のブランド価値の向上に繋がる。よって本研究はキャリア支

援組織だけでなく、今後の大学経営にとっても意義があるだろう。

これからの私立大学に求められるキャリア支援とは何か？

〜進路選択過程に対する自己効力を用いた考察〜

濱 垣 佐 知 子

1  本研究では、上西編（2007）の定義を参考に、正課教育として教学が行っているものを「キャリア教
育」、就職部・キャリアセンターなどが実施する正課外プログラムを「キャリア支援」と定義する。
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Ⅱ　先行研究調査

1. 就職活動の成否に影響を与える要因

就職活動の成否に影響を与える要因に関する研究は数多く存在しており、それらをまと

めると図 1 のようになる。

図 1　就職活動の成否に影響を与える要因

本研究では、先行研究で明らかにされている就職活動の成否を決定する要因のうち、進

路決定と関連性が認められており、学生の行動に直接影響を与えると仮定されている「自

己効力」に着目し研究することとする。

2. 進路選択における自己効力

廣瀬（1998）によると、「自己効力」とは、社会的認知理論（Bandura, 1986）の中の中

核となる概念のひとつで、ある課題を遂行できる可能性についての自身の判断を指す。

Bandura（1977）（1986）によれば、自己効力は自然発生的に生じるものではなく、下図

のように主に 4 つの情報源、つまりは個人的達成、代理学習、言語的説得、情緒的喚起を

通じて獲得される。
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図 2　4 つの情報源と自己効力の関連
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出所： 安達智子（2006）
 「大学生の仕事活動に対する自己効力の規定要因」
 『キャリア教育研究』 № 24, Vol. 2　pp. 1-10

この Bandura の提唱した自己効力（self-efficacy）理論は、これまで多岐にわたる分野

において応用研究が進められてきた（Lent & Hacckett, 1987）。

わが国における進路関連領域では、浦上（1993）の研究を始まりとして様々な研究者が

自己効力の概念を用いて進路発達研究に取り組んできた 2。廣瀬（1998）によれば進路選

択に関する自己効力は 3 つに分類されるが、本研究では 3 つの分類の中で就職活動に最も

関連する「進路選択過程に対する自己効力」についてを研究対象とし、さらに先行研究の

調査を進めていく。

「進路選択過程に対する自己効力」の研究は Taylor & Betz（1983）から始まっている。

浦上（1995）は進路選択に対する自己効力に対してそれを高揚させるような介入を行うこ

とにより、不決断状態、すなわち「自分の進路を自分で決める」ことの出来ない状態の改

善を促すことが理論的には可能である、としている。ではなぜこの自己効力は進路決定、

進路不決断、職業未決定に影響を与えるのだろうか。冨安（1997）はこの点について、進

路目標を達成するためにはいかなる行動をとるべきか考えるが、その行動に対する自己効

力が高いと進路決定行動は着実に遂行されていくのに対して、自己効力が低くてその行動

を実行できる確信が無いと、容易にその行動にふみだせず、結果として進路決定を引き延

ばすことになる、と述べている。

ではどのようにすれば「進路選択過程に対する自己効力」を高めることができるのだろ

うか。先に述べたように、Bandura（1977）（1986）は、自己効力は 4 つの情報源によっ

て獲得されるとしている。これについて安達（2006）は「これまでの研究は自己効力と他

の指標との関連性を検討すること、あるいは、活動前後の自己効力の変化を捉えることが

主目的であるため、いかなる要因が自己効力の形成や変容に関わるかについて蓄積が少な

い。とくに Bandura（1977）が提言する情報源の影響について、進路に関連する文脈の

中で検討したものは、富永（2000）などごく僅かしかみられない」としている。

2 安達（2001）p. 1
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以上の先行研究調査より、次の 3 つの疑問が生じる。

① 本当に「進路選択過程に対する自己効力」は進路決定に関連があるのだろうか。

② また進路決定だけでなく、就職活動満足度や内定先従業員規模などにも影響を与え

るのだろうか。

③ 自己効力を高める要因を明らかにすることは出来ないのだろうか。

そこで①〜③の疑問に答えるべく、以下の予備調査を行った。

Ⅲ　予備調査

1. 予備調査の内容

筆者が現在勤務している関西の私立 A 大学（学生数約 2 万人の総合大学）にて、2008

年 7 月時点でまだ進路が決定していない大学 4 年生を対象とした「就職活動応援セミ

ナー」に参加した学生（延べ 45 名）のうち、25 名に対して今の就職活動の状況について

ヒアリングを行った。

【対 象 者】進路未決定の A 大学 4 年生

【対象人数】25 名（男性 7 名、女性 18 名）　内訳：理系学部 2 名、文系学部 23 名

2. 予備調査の結果

「就職活動応援セミナー」に集まった就職未決定の学生の課題は大きく分類すると以下

の 3 つに集約できた。

（1）面接・筆記試験など就職活動の中で具体的に行うことに対してうまくいかないと

思っている（10 名）

（2）特定の業界や企業以外興味が持てず、受験する気になれない（10 名）

（3）就職活動に対するやる気が出ない（5 名）

ここで、（1）の学生は先行研究の通り、まさに就職活動における具体的な行動に対して

自己効力が低い学生と考えられた。しかし、（2）、（3）の学生については、就職活動の具

体的な行動ではなく、彼らの個人特性にあたるような根本的な自己効力が低い学生である

ことが分かった。

次に、これらの学生の 12 月時点での活動状況を調査した。その結果、25 名中 15 名が

予備調査以降に内定を獲得していた。内定獲得状況と 7 月以降の彼らの行動は以下の通り

であった。

（1） 面接・筆記試験など就職活動の中で具体的に行うことに対してうまくいかないと

思っている（10 名）⇒ 7 名が内定を獲得していた。



187これからの私立大学に求められるキャリア支援とは何か？

 彼らは、内定前は自信がなかった面接や筆記試験について「練習してなんとかでき

るようになってきた」「うまくいかなければ周囲の人に相談してやっていけるよう

になってきた」などと回答した。

（2）特定の業界や企業以外興味が持てず、受験する気になれない（10 名）

 ⇒ 8 名が内定を獲得していた。

 彼らはすべて、当初志望していた業界や企業以外からの内定を獲得し、そこで就職

活動を終えていた。彼らは、「知らなかった企業でも興味を持って説明会に行って

みた」「内定先が当初志望していた業界でなくとも、そこで頑張っていこうと思え

るようになってきた」「将来が分からなくても、とりあえず行動してみようと思え

るようになってきた」「志望業界以外の説明会に行ってみると、その会社の仕事が

面白そうで興味を持った」などと回答した。

（3）就職活動に対するやる気が出ない（5 名）

 ⇒内定獲得者がいなかった。

 ほとんどの学生が就職活動を継続して行っていなかった。

3. 予備調査の結果から見えてきたこと

上記（1）の学生は、まさに先行研究の通り「進路選択過程に対する自己効力」を高め

たことにより内定を獲得した可能性があるが、一方（2）の学生は「進路選択過程に対す

る自己効力」ではなく、個人特性にあたるような根本的な自己効力を高めたことで内定に

繋がった可能性がある。そこで本稿では「進路選択過程に対する自己効力」が「行動自己

効力」であるのに対し、「個人特性にあたるような根本的な自己効力」は「個人特性自己

効力」と名付けておきたい。

Ⅳ　仮説と疑問

以上の先行研究調査で導き出された 3 つの疑問と、予備調査より導出された「個人特性

自己効力」より、本研究では以下の仮説と疑問を設定したい。

〈仮説〉

① 「行動自己効力」は、進路決定と有意な関連がある（先行研究の検証）。

② 「行動自己効力」は、就職活動満足度や内定先従業員規模と有意な関連がある。

③ 「個人特性自己効力」は、進路決定・就職活動満足度・内定先従業員規模と有意な

関連がある。

〈疑問〉

それぞれの自己効力を高める要因は何か。
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Ⅴ　調査方法

1. 調査概要

【調査方法】 いずれも学生数 2 万人規模で、関西の私立の総合大学の中でも上位校であ

る A 大学、及び B 大学に通う大学 4 年生に対して、紙媒体で質問紙調査

を行った。

 A 大学：キャリア支援組織を通じて 100 部配布、うち 58 部を回収した。

 B 大学：キャリア支援組織を通じて 200 部配布、うち 154 部を回収した。

【調査期間】 2008 年 11 月中旬〜 12 月中旬。

【サンプル数】 A 大学：回収した 58 部のうち、欠損の多い 4 部を除く 54 部

 　　　　（男性 27 名、女性 27 名）

 B 大学：回収した 154 部のうち、欠損の多い 8 部を除く 146 部

 　　　　（男性 77 名、女性 69 名）

 合計 200 部を調査対象とする。

2. 質問紙の内容

質問紙では主に以下の 3 つについて 4 件法にて質問した。

（1） 実際の進路と就職活動状況を問う質問項目

（2） 進路選択過程に対する自己効力

 進路選択過程に対する自己効力尺度は 2 種類作成した。

 まず 1 種類目は先行研究に従って、進路選択過程に対する自己効力を測るための

10 項目を作成した。作成にあたっては、富永（2000）の尺度 45 項目を参考にし

た。そして 2 種類目に、個人特性自己効力を測る尺度 5 項目を作成した。これに関

しては予備調査において、個人特性自己効力が高まった学生に見られた特徴と、プ

ランドハップンスタンス理論 3 における 5 つのスキル「好奇心」「粘り強さ」「柔軟

さ」「楽観性」「リスクテイキング」が非常に似ていることから、この 5 つの項目を

もとに尺度を作成することとした。

（3）自己効力を高める要因を問う質問項目

 自己効力への影響要因としては、Bandura の 4 つの情報源を使用した。

3  下村・菰田（2007）によれば、プランドハップンスタンス理論の根幹の考え方は「偶発理論」として
知られてきたキャリア理論であり、日本では 2000 年過ぎ頃から盛んに紹介されるようになった。この
理論では、人が進路選択を行う際、偶然の出来事が重要な役割を果たすことを前提とし、偶然の出来事
をうまく自分のキャリア形成に取り組むことが重要であるとしている。また、偶然の出来事を自分の
キャリア形成に取り組むためのスキルとして、好奇心（Curiosity）、粘り強さ（Persistence）、柔軟さ

（Flexibility）、楽観性（Optimism）、リスクテイキング（RiskTaking）が重要であるとしている。
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 4 つの情報源のうち、①個人的達成（同じことやよく似たことを自分がやってうま

くいった経験）、②代理学習（周囲の人や書籍・インターネットなどから、他の人

がうまくやっているのを見た経験）、③言語的説得（他の人から「やってみたら ?」

と勧められたり「あなたにもきっとできる」と言われた経験）については、（2）で

作成した 15 項目それぞれに対して個別に、どの要因があればそう思えるようにな

るかをたずねた。④情緒的喚起（ポジティブさと不安傾向）については、生理的な

反応の変化のため、15 項目それぞれに対して質問せず、属性部分で確認した。

Ⅵ　調査結果

1. 仮説①、②、③の検証結果

まずはじめに本研究の対象学生の傾向をつかむために頻度分析をおこなった。そして頻

度分析の結果をふまえて、まず仮説①の検証を行った。

検証に際して、就職決定について全データを進路決定グループ 178 名と進路未決定類似

グループ 22 名に分けた 4。そして進路選択過程に対する自己効力の構成概念を抽出する

ため、因子分析を行った。その結果、下図の通り 4 つの因子が抽出された。

図 3　進路選択過程に対する自己効力の因子分析結果

4  質問紙のなかで、民間企業に就職（非正社員）、パート／アルバイト、公務員／教員として就職（非
常勤・臨時職員）、留年、を未定とあわせて「進路未決定類似グループ」、それ以外を「進路決定グルー
プ」とした。以降、このグループにて進路決定を検証することとする。
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進路決定との関連をみるために進路決定グループを従属変数、上記で抽出した 4 つの因

子（以下、「進路選択自己効力因子」とする）を独立変数として 2 項ロジスティック回帰

分析を行ったところ、有意なモデルとなった（R=0.344、R2 乗 =0.119）。

次に仮説②の検証を行うため、就職活動満足度と内定先従業員規模を従属変数、4 つの

進路選択自己効力因子を独立変数として重回帰分析を行った。この結果、就職活動満足度

についてのモデルは有意となった。R=0.291、R2 乗 =0.085 と説明力は低いものの、これ

は先行研究では明らかになっていなかった内容である。一方、内定先従業員規模に関して

は関連性が認められなかった。

最後に仮説③を検証するために、進路決定・就職活動満足度・内定先従業員規模を従属

変数に、個人特性自己効力を独立変数として回帰分析を行った。その結果、個人特性自己

効力は進路決定及び内定先従業員規模と有意な関連はみられなかった。就職活動満足度に

対しては楽観性が有意となったが、モデルの説明力が低く、普遍的な関連があるとは言い

切れない結果となった。

2. 新たな仮説の設定と検証

そこで「個人特性自己効力は、進路決定・就職活動満足度・内定先従業員規模ではな

く、進路選択過程に対する自己効力と有意な関連がある」という新たな仮説を立て分析し

たところ、すべてのモデルで有意となり、「計画性」や「環境を問わずやりたいことを選

ぶ」については、本研究のモデルの中では比較的説明力が高いモデルとなった。

図 4　「計画性」と個人特性自己効力の重回帰分析結果
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このことは、進路選択に対する根本的な自己効力を高めることで、進路選択過程におけ

る具体的な行動に対する自己効力を高め、実際の行動を起こすことにつながる可能性があ

るということを示唆している。この事実は、進路選択過程に対する自己効力を高める具体

的な方法として本研究で新たに判明したことである。

ここまでの調査結果を図式化すると、以下のとおりとなる。

図 5　仮説①、②、③と新たな仮説の結果

○：R2 乗≧0.1、　△：R2 乗＜0.1、　×：有意にならず

3. 疑問の検証

最後に、疑問「それぞれの自己効力を高める要因は何か」の検証を行った。自己効力を

高める要因について調査するために、まずは 15 項目の自己効力を高める 3 つの情報源に

ついて頻度分析を行った。その結果はすべての項目で圧倒的に「個人的達成」と答えた学

生が多かった。

しかし、基礎情報収集、強い意志、職業情報収集、職業意識の明確さ、挑戦志向、楽観

性の 6 項目ついては代理経験と答えた学生が 15%以上存在していた。中でも基礎情報収

集と職業情報収集は代理学習がそれぞれ 43%、24.5%と高い値となっていることから、情

報収集については友人など周囲の人を参考にしていることがうかがえる。挑戦志向も同じ

く 25%と代理学習が高い。自分がやったことのない経験についても代理学習により自己

効力が高まる可能性を示唆している。3 つ目の情報源である言語的説得はすべて低い値と
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なった。

Bandura の情報源のうち、4 つ目の情緒的喚起であるポジティブさと不安傾向について

だが、ポジティブさについては、問題解決を除くすべての項目で、ポジティブな学生ほど

自己効力が高かった。不安傾向については、職業情報収集、他者への相談、問題解決を除

く項目において、不安傾向が強い学生ほど自己効力が低かった。将来展望と計画立案、強

い意志、挑戦志向、楽観性、はポジティブさと不安傾向の両方で有意となっており、この

ことから情緒的喚起と関連が強いことがわかる。

Ⅶ　提言と課題

本研究では、大学におけるキャリア支援の中で、特に進路未決定を防ぐための有効な支

援を主題に、自己効力という分野に焦点を当てながら研究を行った。本研究より、①進路

選択過程に対する自己効力（行動自己効力）を高めることで進路未決定を防ぐ可能性があ

る、②進路未決定には進路選択過程に対する自己効力（行動自己効力）とは別に個人特性

自己効力が関連しており、具体的には個人特性自己効力を高めることで、行動自己効力を

高める可能性があることが明らかとなった。また上記 2 種類の自己効力はどちらも、「個

人的達成」すなわち自分自身の成功経験によって高まることも明らかとなった。

キャリアセンターなどのキャリア支援組織やその中で行われるキャリアカウンセリング

は現在、就職活動のやり方に対する指導が中心となっている傾向がみられる。しかし本

来、大学におけるキャリアカウンセリング 5 とは、クライエントである学生がまさに自分

自身の進路（キャリア）を自分自身で選択していく力をつけていく手助けをするものであ

る。そのためには、学生に就職活動のやり方を教えるだけでなく、就職活動の中で失敗や

挫折を経験しながらも自分自身の進路選択に対して前向きに考えて行動していけるという

自己効力を、キャリア支援を通じてつけさせることが重要なのではないだろうか。そして

この方針を、キャリア支援組織と教学が共有し、どの部分をキャリア教育の中で、どの部

分をキャリア支援の中で対応していくのかを大学経営全体の方向性ともすり合わせながら

考えていく必要があるだろう。そして大学全体で、学生が「自ら考え、自ら動く力」、「失

敗や挫折を乗り越える力」、「自らのキャリアを自分で考え、選んでいく力」を養える仕組

みを作ることが重要になってくるのではないだろうか。

本研究においては、調査結果の回帰モデルの説明力が全体的に低いなど、いつかの課題

が残った。今後さらなる研究を続けることでこれらの課題を解決し、大学のキャリア支援

5  アメリカの NCDA はキャリアカウンセリングを「個人がキャリアに関して持つ問題や葛藤の解決と
ともに、ライフキャリア上の役割と責任の明確化、キャリア計画、決定、その他のキャリア開発行動に
関する問題を個人、またはグループによって支援すること」としている。
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のあるべき姿についてより具体的に考察していきたい。
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