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Abstract ─ In this paper, we analyze the effects of tutor-student communication on securing an initial job in
the Japanese youth labor market. The government promotes higher education reforms aimed at enhancing
student advising. In response to these policy decisions, many higher education institutions have introduced
innovative tutoring functions such as open office hours, providing academic advice and career guidance. In
Japan, however, there is little literature and few case studies on the relevance of these functions to the actual
initial careers. This study was undertaken to more accurately measure the effects of tutor-student
communication on securing a job. Our study used the longitudinal data set of web monitoring surveys that
targets the students of Japanese higher education institutions. The survey was conducted in December 2013
and May 2014. The empirical results show that tutor-student communication in the top public and private
universities does not provide students with an advantage in getting an initial job. In contrast, after controlling
for potential bias, tutor-student communication in the non-highly selective universities leads to a higher
increase in the probability of securing a job. Our findings suggest that we have to implement the good student
advising practices used in the non-highly selective universities to promote career education in the broad
sense.
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＊)

＊＊)

Correspondence: Institute for Education and Student Support, Ehime University, 3, Bunkyo-cho, Matsuyama, Ehime 7908577, Japan
E-mail: hirao@ehime-u.ac.jp
連絡先：〒790-8577 愛媛県松山市文京町 3 愛媛大学教育・学生支援機構

─ 51 ─

Tomotaka Hirao et al.: The Impacts of Tutor-Student Communication on Initial Careers: Comparison of Top-ranked Universities with Less Selective Universities in Japan

1．はじめに

極的に導入することが重要である。
大学審議会（2000）

本研究では，全国の大学生を対象にしたアンケー
ト調査のデータから，学生と教員との関わりが就職

各大学においては，学生に自らの能力を認識さ

決定（内々定の獲得）に与える影響を統計的に明ら

せ，
（中略）個別の学習指導の充実や少人数教育の

かにする。

促進とともに，授業を受ける学生に対して教員が

⽛ゆとり教育世代⽜の大学入学，4 年制大学進学率

相談に応ずる専用の時間帯（オフィス・アワー）

の 50％突破など様々な社会環境の変化に起因する

を設けたり，ティーチング・アシスタント等を活

学生の量的・質的変容が言われて久しいが，このよ

用したりするなど，きめ細かな学習指導を行う体

うな変化の中で，学生と教員の関係は一昔前とは

制を充実する必要がある。

違ったものになってきていると考えられる。
誤解を恐れずに言えば，18 歳人口のおよそ半分が

中央教育審議会（2012）

大学に進学する現在，大学には教員が手取り足取り

学生の主体的な学修の確立のために，教員と学

教えなくても主体的に学ぶ学生がいる一方で，大学

生あるいは学生同士のコミュニケーションを取り

や教員の学習支援なしには自律的に学習できない

入れた授業方法の工夫，十分な授業の準備，学生

（しない）学生がおり，いわゆる入試難関校でない大

の学修へのきめの細かい支援などが求められる。

学（非難関校）において後者の学生の割合が高くなっ
てきているのが実情であろう。その意味では，かつ

以上のような報告・答申を受けて，大学は不断の

て⽛研究者⽜であればよかった教員は，現在⽛教育

改革・改善を行い，学生の学びと成長を支援する教

者⽜としての役割を果たすことが改めて求められて

育実践を積み重ねている1)。講義を中心としたこれ

いるといえるだろう。

までの伝統的な知識伝達型の教育だけではなく，授

このような状況の中，文部科学省は 2000 年前後
を境に，学生の学習活動を支援する取り組みとその

業の時間だけにとどまらない⽛関わり⽜を重視した
教育が付加されてきている。

充実を報告・答申を通して後押ししてきた。実際，

そして，そのような取り組みの帰結として，学生

教員に学生への関わりを促進し，オフィス・アワー

と教員の関係が密になると同時に，学生の学びが促

などの実施を求める報告・答申が繰り返し行われて

進され，種々の能力向上がよりよい初期キャリアに

きた（以下に一部を抜粋）。

つながると暗黙裏に期待されるわけである。
しかし，学生と教員の関わりについて，その効果

大学審議会（1997）

を実証した研究は，管見の限りほとんど見当たらな

学生が事前・事後に教室外において相当時間分

い。本研究は，政策および教育実践の評価として検

学習を行うように指導上工夫することが，教員の

証される必要のあるこの重要な課題について，先駆

責任である…

的な貢献を果たすものである。
その際に注意しなければならないのは，同じ政策
や教育実践でも効果を持ちうる条件が異なる可能性

中央教育審議会（1999）
履修相談，履修指導を有効に行うため，入学時か
らの指導教官制（チューター）を導入すること…

があるということである。
⽛マージナル大学⽜の概念を提唱した居神（2010）
は，
⽛伝統的な大学・大学生像では把握し得ない変化
が，受験者の選抜機能を大きく低下させた⽝非選抜

文部科学省高等教育局（2000）
今後は，入学の時点から卒業まで教員と学生が

型大学⽞において生じている（p.28）
⽜ことを指摘し，

人格的にふれあい，修学上の助言や学生の個人的

⽛マージナル大学⽜の教員は，
⽛研究者としての実在

な相談に乗ることなどを通じて，教員が学生をき

にこだわることなく，学生の⽝分からなさ⽞にとこ

め細かく指導するチュートリアル・システムを積

とんまで付き合う（p.35）
⽜ことの必要性を述べてい
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る。また，寺崎（2014）は，ノンエリート大学では

や授業理解度の向上に大きく寄与していることを授

⽛大学に話しやすい先生・職員がいる⽜という学生の

業アンケートのデータから明らかにしている。同じ

割合が高いことを示し，そこでは学生集団としての

大学の学生データを用いた岡田ほか（2011）の研究

つながりよりも，教員と学生の一対一の関係が重要

においても，教員・学生間のコミュニケーションが

になっている可能性が示唆されている。先に見た報

学習への取り組み方に対してポジティブな影響を与

告・答申は一様に大学に向けたメッセージになって

えていることが明らかにされている。

いるが，居神（2010）や寺崎（2014）の言及に鑑み

キャリア教育については，例えば，居神（2010，

れば，学生と教員の密な関係性は，非難関校におい

2015）において，
⽛マージナル大学⽜の教員が取り組

てより強く求められ，その効果が発揮されることが

むべきことについて問題提起や様々な教育実践の紹

期待されていると言えるのかもしれない。

介がなされている。

教育の効果が発揮されうる条件を特定していくと

これら従来の研究では，教員と学生の関わりは，

いう意味で，本研究では，難関校と非難関校におけ

正課教育内でのそれが中心的に捉えられており，授

る学生と教員の関わりを比較することで，効果測定

業時間にとどまらない関わりについては射程の外に

のみならず，効果が発揮されうる条件についての検

ある。また，効果測定も教育の内部効果の範囲内に

討も行う。

とどまっており，就職や初期キャリアといった外部
効果にまで，その測定が及んでいないという限界も
ある3)。

2．先行研究

一方で，学生の就職に関する研究に目を移すと授
業や学力（大学の成績）だけでなく，広い意味での

大学において教員と学生が関わる最も重要な場

関わり研究としてソーシャル・ネットワークの重要

は，授業をはじめとする正課教育の場であることは

性がよく指摘される。OB・OG やサークル活動とい

言うまでもないであろう。正課教育の実践は，学生

うソーシャル・ネットワーク形成が就職や初期キャ

の学びに対する教員の関与そのものであり，そこで

リアへ与える影響について，研究の蓄積は厚い。例

は学力・成績や学習意欲など教育の基礎的な成果が

えば，浦坂（1999）は 5 大学のサンプルを基に OB

追求されてきた。

ネットワークの就職に対する個別効果を確認してい

高等教育研究の分野では，近年，大規模調査が行

る。梅崎（2004）はさらに分析を進め，OB ネット

われることで教育成果に関する研究の蓄積が急速に

ワークの就職に対する効果は，スポーツ系サークル

進 ん で い る。例 え ば，ア メ リ カ の 大 学 生 調 査

の場合は効果が発揮されないなど，その種類によっ

（College Student Survey）と 新 入 生 調 査（The

て差があることを発見している。また，堀（2009）

Freshman Survey）をモデルに開発された日本版大学

は労働政策研究・研修機構によって行われた大規模

生調査 JCSS による研究成果はその代表的なもので

調査のデータを用い，大学というソーシャル・ネッ

あろう（山田 2012，2009 など）。同様に，東京大学

トワークそのものが持つ就職への影響を調べてい

大学院教育学研究科大学経営・政策研究センターは，

る。そこでは，
⽛ソーシャル・ネットワークの中に大

高校生，大学生，職業人，事務職員，大学教員と高

学が含まれていることは，より良い移行に結びつ

等教育関係者について網羅的に調査を行っており，

（p.47）
⽜き，
⽛相対的にマージナルな大学の学生の

このプロジェクトを通じて高等教育に関わる様々な

ソーシャル・ネットワークにおいて大学が重要であ

2)

る（p.48）
⽜ことが述べられている4)。

研究成果が蓄積されている 。
また，個別大学の特性を考慮するという意味から，

堀（2009）の研究からは，就職に重要なソーシャ

IR（Institutional Research）の延長線上での研究成果

ル・ネットワークの形成について，大学内において

も積み上がってきている。教員と学生の関わりとい

教員が関与している（できる）可能性を垣間見るこ

う点から，例えば，木野（2008）は，授業における

とができる。すなわち，教員と学生が大学内で密な

学生と教員のコミュニケーションが授業外学習時間

関係を築くという営みの中には，学生が学内外の多
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様な他者との関係を新たに築ける機会が埋め込まれ

析を進めるにあたり，
⽛内々定調査⽜に回答し，かつ

ており，教員が授業以外の場で学生との関わりを持

⽛学生生活調査⽜にも回答している者について，両者
を結合した匿名の個票データが A 社より筆者らに

つことの社会的な有用性を見出すことができる。
加えて，関係する研究としては，大学生の人間関

提供された。

係の現状を取り扱ったものを挙げることができるだ

それぞれの調査概要について記しておく。
⽛学生

ろう。例えば，舘野（2014）は，全国大学生活協同

生活調査⽜は，2013 年 12 月上旬～2014 年 1 月上旬

組合連合会の調査から，
⽛大学生の人間関係⽜の特質

にかけて A 社就職情報サイト登録会員にウェブサ

として，
⽛豊かな人間関係⽜が重視されなくなる一方，

イトを通じて依頼されたもので 5663 名から回答を

親密な仲間のみとの人間関係の親密化・緊密化が進

得ている。また，
⽛内々定調査⽜は 2014 年 4 月下旬

んでいることを指摘している。

～5 月上旬にかけて，同じく A 社就職情報サイト登

児島（2011）は，下位大学における学生生活の特

録会員にウェブサイトを通じて依頼されたもので

質を明らかにする過程の中で⽛下位校学生の社会的

6423 名から回答を得ている。これらの調査は，目標

ネットワークには，大学内での友人関係が相対的に

回答数に達すると調査を打ち切るかたちで行われて

⽝薄い⽞という特徴がある一方で，学内での関係性の

いる。

存在が学習への関与に相対的に強く関連している

分析は，両調査に回答した 2015 年 3 月卒業予定

（p.178）⽜ジレンマを明らかにしている。このこと

の文系大学 4 年生で，使用する変数に欠損のない者

から，難関校と非難関校では大学の質が異なってお

876 名を対象としている。なお，この調査の個票

り，教員と学生の関係の様相やその帰結がかなり異

データは公開されていない。文系を対象とした理由

なってくるのではないかとも考えられる。

は次節で説明する。

そこで，本研究では，学生と教員の関わりとその

このようなモニター調査については，サンプリン

成果となる就職決定の関係を分析し，十分に検討が

グ・バイアスの問題が生じる可能性がよく指摘され

なされていないこの研究課題への貢献を果たす。以

る（例えば，本多 2006，樋口ほか 2012 など参照）
。

下では，データ収集のための調査の説明を行い，実

標本が本研究の想定する母集団（日本の大学生）と

証分析を行っていく。

同じ傾向を示すかどうかという点について，ランダ
ム・サンプリングによる標本抽出が行えていないこ
とには留意する必要がある。

3．調査概要

データの代表性の確認のために可能な限り公的統
計等との比較を行っておこう。表 1 は，文部科学

本研究は，筆者らとある就職情報会社（A 社）と

省・厚生労働省が実施している⽛就職内定状況等調

の共同研究である。A 社は就職情報サイトを運営す

査⽜とサンプルの内々定率を，分析の対象となる文

る会社であり，毎年多くの学生がそのサイトに登録

系大学生について比較したものである。
⽛就職内定

し，就職活動を行っている。

状況等調査⽜は 10 月 1 日現在の内定率を，本調査は

本研究で用いるデータは，A 社が登録会員（2015

4 月末時点の内々定率を調査しているので，時間の

年 3 月卒業予定者）にインターネットを通じて行っ

関係を考えれば，後者より前者の方が高くなると考

た 2 つのアンケート調査のデータを ID 情報によっ

えられる。表 1 ではそのような関係が確認され，私

て結合したものである。これらの調査は，A 社が登

立よりも国公立の方が有利な構造も同じである。

録会員にウェブでアンケート調査を依頼したもの

また，表 2 は学校基本調査の専攻別卒業生数とサ

で，ひとつは 2014 年 4 月末現在で内々定を獲得し

ンプルを比較したものである。学校基本調査から文

ているか否かを調べた調査であり，いまひとつは

系もしくは文系を含む専攻の男女比を掲載してい

2013 年 12 月（3 年次時点）に実施された学生生活に

る。社会科学を除けば，女子学生の方が多い傾向は

関わる調査である。本研究では，前者を⽛内々定調

サンプルと同じである。

査⽜，後者を⽛学生生活調査⽜ということにする。分
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4．実証分析

表 1．サンプルの比較（内定率）

文系

大学

就職内定
状況等調査
（内定率)

A 社調査
サンプル
（内々定率)

67.3％

39.2％

国公立

69.8％

40.7％

私立

66.7％

38.7％

（1）使用する変数
本研究では学生と教員の関わりを説明変数，調査

出所：平成 26 年度大学，短期大学，高等専門学校及び専修
学校卒業予定者の就職内定状況等調査（10 月 1 日現在）
。

男子

女子

男子比率

女子比率

人文科学

27,398

57,958

32.1％

67.9％

社会科学

122,388

67,953

64.3％

35.7％

家政

1,570

15,481

9.2％

90.8％

教育

16,900

26,099

39.3％

60.7％

その他
A 社調査

分析を行う。分析は文系学生を対象とした。その理
由は，理系学部ではほぼ全ての学生について研究室
への配属が行われる実態もあり，学生と教員の関係

表 2．サンプルの比較（専攻別男女比）

芸術

時点での内々定獲得の有無を被説明変数とした回帰

はそれなりに密であること，またそのようなことか
ら推定モデルが説明力を持たなかったためである。
説明変数には，
⽛学生生活調査⽜より得られるデー
タを用いる。
⽛学生生活調査⽜では種々の事柄が質

4,157

11,812

26.0％

74.0％

問されているが，教員との関わりについては，
⽛大学

16,766

18,800

47.1％

52.9％

260

616

29.7％

70.3％

の先生と話をするなど交流の機会がどれくらいあり
ますか⽜という質問項目の答え（全くない～よくあ

出所：学校基本調査（平成 27 年度版）
。

る：4 段階）をダミー変数化したものを用いる。な
お，この質問項目で⽛全くない⽜と答えた者は，文

はないことは認識している。しかし，一定限界のあ

系全体で 4.8％しかいなかったため，推定が不安定

るデータでも分析を行うことで，社会的な議論に寄

にならないよう⽛全くない⽜と⽛あまりない⽜と答

与する結果を発信し，推計値の補正を可能にする従

えた者をたしあわせ，分析では⽛全く・あまりない⽜

来型の調査の実施を促していきたいと考えている。
それ故，このデータを分析する価値は十分にあると

⽛ややある⽜
⽛よくある⽜の 3 つのダミー変数を用い
ることにした。
また，
属性・基本的な学生生活状況等のコントロー

思われる。
また，4 月末時点の内々定獲得状況のデータが使

ル変数については，女性ダミー，サークル活動ダ

えることにも意味がある。調査対象者の就職活動ス

ミー，アルバイトダミー，成績（優の割合），一日の

ケジュールを規定した日本経済団体連合会⽛採用選

平均的な授業受講時間，大学種別ダミー，居住地域

考に関する企業の倫理憲章⽜
（2011 年 3 月 15 日改訂

ダミーを用いる5)。

版）に従えば，広報活動の開始は⽛卒業・修了学年

被説明変数は，
⽛内々定調査⽜より得られる内々定

前年の 12 月 1 日以降⽜，選考活動の開始は⽛卒業・

獲得の有無（二値確率変数）である。内々定を獲得

修了学年の 4 月 1 日以降⽜となっている。

していれば 1 の値を，獲得していなければ 0 の値を

それ故に 4 月末時点の内々定獲得は学生に人気の

とる。

ある条件の良い就職先をめぐって競争が行われてい

変数の記述統計量については，表 3 を確認された

る最中であるということができ，このデータを用い

い。推定の前に，いくつかの変数について，難関校

ることで条件の良いキャリアの出発点に教員と学生

（国公立，難関私立）と非難関校（その他私立）での

の関係性が与える効果を分析できることになる。

比較を行っておこう。

さらに，同じ調査者によって同じ母集団に対して

内々定獲得率は，
難関私立 53.4％，
国公立 40.7％，

2 時点で個人を特定できるかたちで調査が行われて

その他私立 34.0％の順となっており，非難関校の苦

⽛内々定調
おり，先行する⽛学生生活調査⽜が原因，

戦が目立つ。その一方，成績や授業受講時間は，国

査⽜が結果として捉えられ時間的に因果の関係が判

公立や難関私立よりその他私立の方が高い値を示し

別できる点も利点である。

ている。
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3.890

平均的な 1 日の授業受講時間

よくある＝ 1，それ以外＝ 0

よくあるダミー
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居住地が東海・甲信越・北陸＝ 1，それ以外＝ 0

居住地が関西＝ 1，それ以外＝ 0

居住地が中国・四国＝ 1，それ以外＝ 0

居住地が九州・沖縄＝ 1，それ以外＝ 0

東海・甲信越・北陸ダミー

関西ダミー

中国・四国ダミー

九州・沖縄ダミー

国公立・難関私立以外に通学＝ 1，それ以外＝ 0

その他私立ダミー

出所：筆者作成。

国公立大学に通学＝ 1，それ以外＝ 0

本文注 5 を参照

国公立ダミー

難関私立ダミー

大学

居住地が北海道・東北＝ 1，それ以外＝ 0

居住地が関東＝ 1，それ以外＝ 0

北海道・東北ダミー

関東ダミー

居住地域

全くない・あまりない＝ 1，それ以外＝ 0

ややある＝ 1，それ以外＝ 0

全く・あまりないダミー

ややあるダミー

教員との関わり

授業受講時間

5.943

アルバイトに従事＝ 1，それ以外＝ 0

優の割合（0～10 割の 11 段階）

アルバイトダミー

成績

0.587

0.186

0.227

0.091

0.041

0.264

0.148

0.390

0.065

0.208

0.433

0.360

0.717

0.608

女性＝ 1，それ以外＝ 0

サークルに所属＝ 1，それ以外＝ 0

0.703

0.392

平均

女性ダミー

4 月末で内々定を獲得＝ 1，それ以外＝ 0

変数の作成方法

サークル活動ダミー

個人属性・学生生活

内々定獲得ダミー

就職状況

変数

0.493

0.389

0.419

0.288

0.199

0.441

0.356

0.488

0.247

0.406

0.496

0.480

1.839

2.096

0.451

0.488

0.457

0.488

標準偏差

全体

表 3．記述統計量（文系）

0.714

0.166

0.095

0.181

0.236

0.206

0.116

0.171

0.508

0.322

3.503

6.090

0.688

0.709

0.373

0.295

0.386

0.426

0.405

0.321

0.377

0.501

0.468

1.915

2.031

0.464

0.456

0.453

0.493

標準偏差

国公立

0.407

平均

0.043

(omitted)

0.399

0.061

0.497

(omitted)

0.178

0.331

0.491

3.847

5.055

0.761

0.681

0.632

0.534

0.203

0.491

0.241

0.502

0.384

0.472

0.501

1.989

2.175

0.428

0.468

0.484

0.500

標準偏差

難関私立
平均

0.078

0.033

0.253

0.142

0.428

0.066

0.232

0.436

0.333

4.054

6.167

0.714

0.547

0.722

0.340

0.268

0.179

0.435

0.349

0.495

0.249

0.422

0.496

0.472

1.737

2.025

0.452

0.498

0.449

0.474

標準偏差

その他私立
平均
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教員との関わりについては，⽛よくある⽜⽛ややあ

析結果を見てみよう。
まず，推定（1）で文系全体の傾向を確認すると，

る⽜をたした割合は，国公立 67.9％，その他私立
66.8％，難関私立 50.9％の順となっており，難関私

教員との関わりについて，
⽛よくあるダミー⽜が正で

立の学生が一番教員との関わりを持っていない。文

有意（10％水準）になっている。
⽛ややあるダミー⽜

系難関私立には学生数が多いマンモス校が多く含ま

は有意ではないが，符号の向きは正である。教員と

れており，教員 1 人当たり学生数も平均的に多くな

の関わりが多ければ，内々定獲得の確率は高くなる

ると考えられ，学生と教員の関わりが他の大学群よ

ことがわかる。

りも薄くなるためと推察される。

しかし，サンプルを国公立，難関私立，その他私
立に分けて推定を行うと，国公立と難関私立では教

（2）推定結果

員との関わりは内々定獲得に影響がないという結果
になった。影響があるのは，
その他私立のみである。

では，それぞれの要因を制御した後には，どのよ
うな結果を得ることができるだろうか。前述の通

すなわち，推定（1）の文系全体の結果は，これらの
効果が相殺された結果ということができる。
また，全ての推定において，成績および授業受講

り，被説明変数が内々定獲得の有無を示す二値確率
変数なので，本研究ではプロビット分析を採用する。

時間の影響力が確認されないことに鑑みれば，その

分析結果を表 4 に示している。結果は，限界効果で

他私立での教員と学生の関係の中には，正課の授業

示されている。符号の向きと有意確率に注目して分

から得られる質的効果（成績）やその量の多さ（授

表 4．大学の先生との交流が内々定獲得に与える影響の分析（文系）
推定（1）
全体

推定（2）
国公立

推定（3）
難関私立

限界効果

標準誤差

限界効果

標準誤差

限界効果

－0.132 **

0.038

－0.219 *

0.089

－0.096

サークル活動

0.109

0.034

0.052

0.081

0.204

アルバイト

0.157 ***

0.036

0.325 ***

0.070

成績

0.005

0.009

0.023

－0.009

0.010

－0.003

推定（4）
その他私立

標準誤差

限界効果

標準誤差

0.085

－0.134 **

0.050

個人属性・学生生活
女性

授業受講時間

**

0.086

0.089 *

0.043

－0.018

0.092

0.146 **

0.044

0.020

0.011

0.019

－0.001

0.011

0.020

0.008

0.022

－0.020

0.013

*

教員との関わり
全く・あまりない

ref.

ref.

ref.

ref.

ややある

0.019

0.039

－0.026

0.083

－0.145

0.093

0.091†

0.051

よくある

0.079†

0.048

－0.044

0.108

0.115

0.108

0.149 *

0.063

0.069

0.218

0.133

(omitted)

居住地域
北海道・東北
関東

－0.006
ref.

ref.

－0.080

ref.

0.079

ref.

東海・甲信越・北陸

－0.001

0.052

－0.096

0.101

－0.168

0.170

0.096

関西

－0.054

0.042

0.000

0.114

－0.178

0.088

－0.004

0.053

中国・四国

－0.199 *

0.070

－0.020

0.142

－0.300 **

0.049

九州・沖縄

－0.069

0.062

－0.061

0.119

－0.045

0.081

(omitted)
－0.008

0.220

大学
国公立

ref.

難関私立

0.102†

0.058

その他私立

－0.072†

0.044

観測数
カイ 2 乗値
対数尤度

876

199

163

514

64.48

23.46

16.72

40.35

－551.38

－120.74

－104.10

－306.83

注：*** 0.1％水準有意，** 1％水準有意，* 5％水準有意，
†10％水準有意。標準誤差は頑健標準誤差である。
ref.はリファレンスグループをあらわす。
出所：筆者作成。
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業受講時間）ではない，正課を離れた場における教
員と学生の関係が生み出す独自の効果があるといえ
るだろう6)。
（3）推察
難関校と非難関校を比較した場合，難関校では教
員と学生の関わりは就職結果に影響を与えないが，
非難関校ではその影響が確認できる結果となった。

図 1．難関校のソーシャル・ネットワーク形成
出所：筆者作成。

では，なぜ難関校で効果が確認できず非難関校で効
果が確認されるのであろうか。
先の推定は，成績や授業受講時間といった正課教
育の影響とサークルやアルバイトといった学生の主
要な活動経験を制御した上での，教員・学生関係の
内々定獲得への独立の効果を示したものである。そ
の意味では，非難関校の教員の学生への関わりは，
従来の正課教育において行われるパターナリズムの
効果ではなく，また，学生による自律的活動の効果
でもない。では，非難関校において教員の関わりは，
どのような機能を持っているのであろうか。

図 2．非難関校のソーシャル・ネットワーク形成
出所：筆者作成。

1 つの推察として，教員の関わりがソーシャル・
ネットワーク獲得のハブ機能になっていることがあ
げられる。2 節で言及した大学それ自体が異質な

シャル・ネットワークの形成は，そうでない場合に

ソーシャル・ネットワークであり，それがマージナ

比べて広がりを持たないだろう。学生同士について

ルな大学では就職に有効に働くという堀（2009）の

も，学力以外の多様性がなければ，異質な者とふれ

主張とも関係するが，非難関校の学生にとって，教

あうことによる，いい意味でのピア効果にも恵まれ

員の存在は異質なソーシャル・ネットワークへの入

ない。
ただ，そのような大学では，教員はパターナリズ

口になっているということである。
選抜性の高い大学では，学生も全国・海外から多

ムを発揮し，ハブとして学外者と通じることで，学

様な人材が集まり，自然と多様なソーシャル・ネッ

生の新しい異質なソーシャル・ネットワーク形成に

トワーク形成ができる基盤がある上に，難関校に入

寄与できる可能性がある（図 2）
。その関わりの程度

学できるだけの人的資本を身につけている個人は，

が就職決定に重要な役割を果たしていると考えられ

階層差による影響も享受しながらキャリア形成に望

る。

ましいソーシャル・ネットワークも自力で形成でき
る可能性が高い。難関校の学生は，学生同士，学外
の社会人それぞれと関係を築く機会に恵まれている
（図 1）。そのような条件から，難関校における教員

5．まとめ

のパターナリズムの役割は，非難関校におけるそれ
よりも小さいということになる。

本研究では，ある就職情報会社の登録モニターに
対して行った 2 つの調査データを用い，学生と教員

その一方，非難関の大学では，堀（2009）が指摘

の関わりが就職決定に与える影響について分析を

するとおり，人間関係の広がりも小さいことが予想

行った。得られた結果は，文系学生全体について，

される。学内外の環境が乏しければ，多様なソー

その関係性を示すものであったが，在籍する大学の
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図 3．教員の関わりと就職
出所：筆者作成。

設置種別によってその効果は異なる。すなわち，非

ただし，難関校の教員が学生と関わる必要がない

難関校においてのみ効果が確認される結果となっ

と言っているわけではない。推定結果はあくまで平

た。

均的な効果を示しているに過ぎず，個別学生のレベ

本研究で得られた主要な結果と推察を今一度整理

ルにまで視点を狭めれば，難関校にも就職が厳しい

しておこう。それを図示したものが図 3 である。従

学生はいるだろう。平均的にその効果が観察されな

来，高学歴化が進行する以前は，教員と学生の関わ

いというだけで，難関校の教員が就職の厳しい学生

りは授業を中心とした正課教育の場であり，教養や

を目にした時，非難関校での実践事例は難関校の教

専門知識という学力を育み，それが就職へとつなが

員にとっても有益であろう。

る 1 つの経路を確立していた。また，就職に必要な

今後は，教員と学生の関係性がどのような関係な

ソーシャル・ネットワークについては，学生自身が

のかを見極め，教員・学生関係における質的差異を

サークルやアルバイト，学外の様々な人間関係の中

も考慮したかたちで追加的な分析を行わなければな

で形成し，学力以外の能力を育むことで就職に寄与

らない。

してきたといえるだろう。

また，ソーシャル・ネットワークの観点から，本

しかし，1 節でも述べた通り，学生の質的・量的変

研究の分析は，堀（2009）のいう大学それ自体が持

容とともに従来の授業だけでは教育の結果が必ずし

つ異質性という学校効果のみを拾っている可能性も

もうまくいかない場合が増加してきている。そのよ

ある。その意味で，特に，非難関校において，教員

うな環境下では，教員が積極的に学生と関わり，学

を通してどのようなソーシャル・ネットワークが得

生を成長させるためのソーシャル・ネットワーク形

られているのかを追加的に分析する必要がある。

成の起点となることの重要性が増しているといえる

これら残された課題については，今後も実証研究
を積み重ね，更なる知見を得ることで研究の蓄積に

だろう。
この教員と学生の関係が生み出す独自の効果につ

貢献していきたいと考えている。

いて，残された分析の課題を述べて結語としたい。
非難関校の教員・学生の関係は，2 節で引用した
居神（2010）が言うように，何においても学生の⽛分
からなさ⽜にとことんまで付き合う関係になりつつ

謝辞

あるのかもしれない。その意味で，非難関校の教員

本稿の作成にあたり匿名の査読者から有益なコメ

が行っている⽛何もしない学生⽜へのアウトリーチ

ントをいただきました。ここに記して感謝申し上げ

方法，自律的な学びの活動集団形成に資するファシ

ます。本研究は，JSPS 科研費 26285191，16K03704

リテーション方法やアクティブ・ラーニングなどは，

の研究成果の一部です。

今後キャリア支援の方法として，その充実のために
共有を行っていく必要があるだろう。
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注

講時間が効かないことは，
⽛早期⽜の就職決定に

1）その成果として，例えば，文部科学省（2015）な

えるだろう。

はそれら以外の要因が存在するということがい
どを見ると，全学的な履修指導または学修支援
制度の取組として，オフィス・アワーを導入し
ている大学は，平成 23 年度の 79.2％から平成
25 年度には 86.0％へと増加している。

2）その他，大学生論として溝上（2001，2002，2004）

引用文献
居神浩編著（2015）
，
⽝ノンエリートのためのキャリ

の一連の研究を挙げることができる。また，東

ア教育論⽞
，法律文化社

京大学大学院教育学研究科大学経営・政策研究

居神浩（2010）
，
⽛ノンエリート大学生に伝えるべき

センターの調査については，ウェブサイトにそ

こと─⽝マージナル大学⽞の社会的意義⽜，
⽝日

の詳細があるのでそちらを参照されたい。http:

本労働研究雑誌⽞602，27-38

//ump.p.u-tokyo.ac.jp/crump/（最終アクセス：

潮木昭午編（1978）
，
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