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高校生の職業観とその影響要因

長崎県立I高校における聞き取り調査をもとに－

片田 江 綾 子

|，はじめに

本研究の目的は青年期(1)にある高校生の職業観(2)を明らかにし、その影響要因を個人史

から探ることである。

「職業研究のパイオニアとして知られている」（八木,1972,10頁)、「日本の社会学者によ

る職業研究を代表する」（岩内,1976,1頁）尾高邦雄が1953年に「新稿職業社会学jを出版

して以来、なぜ人は働くのかという職業観に関する問いが繰り返されてきた。「人々はなぜ

働くのか。社会にとって、この疑問ほと重要なものはない」(DonaldE.Super,1963,5頁)。

｢職業がわたくしたちの生活空間の中で、大きな位置を占めていることを否定することはで

きない。「職業』はわたくしたちの社会においても、重要な問題であることにはかわりがな

い」（岩内,1976,14頁)。「〈人は何のために働くか＞という問題は、日常われわれをとら

えてはなさない素朴な疑問である」（八木,1972,1頁)。このような問題意識の下に人は何

のために働くのか、人にとって職業とはどういう意味をもつのか、主に成人期を対象にした

研究はなされてきた。

では、“子ども”や“青年”にとっての職業観に関してはどうだろうか。学童期の“子ど

も”にとっての職業は｢主として願望と気まぐれ」（村田,1995,132頁）により、「断片的、

刹那的」（西平,1976,142頁）で研究対象にはあまりならなかった。一方、“青年”は“子

ども”とは異なり、時間的展望の中に生き（西平,1976;返田,1992;山岸,1996)、職業選

択や職業役割獲得のための重要な準備時期にいるにもかかわらず(Havighurst,R,J.,1958;L.

Cole,1964;天野,1984)(3)、これまでの研究は多くはない。青年期の職業観に関する調査と

して代表的なものとして、NHK放送世論調査所が全国規模で行った職業に関連する意識調査

(以下、NHK調査)(NHK放送世論調査所,1979)と文部省の「平成6年度学校教育と卒業後

の進路に関する調査報告書」（以下、文部省調査）（文部省，1996）がある。NHK調査は

1,500名の大学生にその職業観や職業の選択を質問紙によって調査し、文部省調査は全国

8,000名の進学希望の高校生を対象に職業観に関する調査をおこなっている(4)。これらは質問

紙を用いた調査であり、明らかになった職業観はいわば“大人の言葉で表現した”職業観で

ある。そこには“青年によって語られた”職業観は存在しない。「人間主体にとっての意味

づけから出発」（八木,1972,22頁）することの重要性を考盧に入れると、青年にとっての

意味づけ、高校生という人間主体にとっての意味づけを明らかにするにはインタビュー調査

(かただえ・あやこお茶の水女子大学大学院）
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によって探るのが最も有効である。これらの背景をもとに、本研究では、高校生にとって職

業とはどのような意味をもつのか、その職業観をインタビュー調査から探りたいと考えた

(目的①)。

続いて職業観の影響要因に焦点を移す。職業観は職業選択を導く価値観であるが、職業選

択の要因研究は、職業興味・能力・価値観・職業知識・イメージ・自己概念・パーソナリテ

ィなどの個人的要因と文化・コミュニティ・家族・学校などの環境的要因に大別されるとい

う（小川・田中,1979)。青年期には、「自分の過去の生育史をふまえ、そのうえで自分の可

能性を選び取り、投企していくという生き方を自覚するようになる」（返田,1992,143頁）

ともいわれている。以上をふまえ、本研究では対象者たちの個人史を再構成し、過去の経験

や環境が職業観にどのように影響したのか、その過程における固有性と共通性を明らかにし

たい（目的②)。個人史からアプローチすることによって特定の職業観をもつようになった

要因を個人的要因・環境的要因から探ることができるだろう。

ll.調査の概要

データは、自由会話方式の聞き取り調査を用いて蒐集した。

調査対象者は、長崎県の公立高校(I高校）の第3学年の男女32名（女子15名/男子17名）

である。対象者は理系文系が半数ずつになるように考慮した。I高校は大学短大進学率約

95％、長崎県内の普通校65校中(5)入学偏差値ランクではトップクラスのいわゆるアカデミ

ックトラック上位校である。入学時から卒業時まで毎日朝補習があり、夏期長期休暇には成

績向上を目的とした学習合宿が行われるほどの、進学校である。第3学年を対象としたのは、

進学希望者、就職希望者ともに高校3年生になってから希望進路を決定したものが最も多く

(文部省,1996)、「その後の職業的キャリアや人生に重要な意味をもつ進路の選択は、高校

卒業の18歳の時点で行われる」（天野,1983,1頁）ことを考慮したからである。

調査時期は、平成8(1996)年度の8月および3月である。8月調査は夏期補習期間に高校を

訪問し、先生方の協力を得て対象者を紹介していただき、校内の教室や廊下で調査をおこな

った。8月調査は時間的制約が大きかったことにより、追加調査として3月調査をおこなった。

3月調査は市民センターの待合室、喫茶店といった学校外の場所を調査場所として用いたた

め、時間的制約がほとんどなかった。8月調査の1人あたりの調査時間は約1時間、3月調査の

1人あたりの調査時間は1時間～3時間である。

調査内容は、就きたい職業とその理由、個人史である。あらかじめ予定していた質問項目

のみならず、趣味の話をしたり、受験の話をしたり、気になる異性の話をしたり、と無機的

な調査に終わらないよう,L,がけた。聞き取り調査の場合、重要なのはラポール(6)の形成で

ある。本研究の対象校は面接者の出身校であり、2年前の教育実習を通して面接者と面識が

あったため、初対面に伴う心理的な緊張感はほとんどなかった。内容はすべてテープレコー

ダーに録音し文字におこしてデータとする。
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|||､結果および考察

1.職業観

(1)分析の手順

まず、職業観を分析するにあたって、本論文ではKJ法的な手法を援用して分類整理した(7)。

まず、各対象者が職業について語っている言葉から、職業に対する考え方や、職業選択を導

く価値観だと判断されたものを、大きめの付菱紙にできるだけ忠実に書いていった。全ての

付菱紙を半畳くらいの大きめの紙に貼り、「お互いに親近感を覚える紙きれ同士」（川喜田，

1994,74頁）をまとめ、いくつかのグループにし、それぞれの内容を包み表現できるエッセ

ンスとなる見出しをつけていった。その結果、“親に経済的な負担をかけたくない""OLやサ

ラリーマンにはなりたくない”“手に職をつけておきたい”という抽象化されていない高校

生の言葉でもって語られた9つの職業観が明らかになった。

さらに、関連があると思われるグループ同士を大グループにし、再び表現できるエッセン

スとなる見出しをつけた。その結果抽出されたのは、自分重視か他人や社会との関わり重視

かという見出しと、経済的意義重視か非経済的意義重視かという見出しであった。これらを

もとにモデルを提示した。

(2)9つの職業観

く自分の好きなことをしていきたい、自分の能力を生かしたい〉

“自分の好きなことをしていきたい”がみられたのは、具体的な職業をあげずにとりあえず

はサラリーマンになりたいというヤマノ(8)とヤマサキである。ヤマノは、いずれはパン屋

かケーキ屋を経営していきたいとこう話す。

喫茶店になりたいというのは、テレビとかドキュメントとかで。 ああいうのがやっぱ「

りりうけたかもしらん。ドキュメントっていうか、テレビとかでよく脱サラして喫茶店始

めましたとか。こういう方法があるんだなって。やりたいことやってI(ヤマノ）

ヤマサキは、大学卒業してから就きたい仕事は決まっていないが、とにかく「がんがん稼い

で」その後は、自分の好きなことをしていきたいという。

「とりあえずは大学に行く。で、一応、多分、行ける限りのいい大学に行って、家庭教

師をしてぱりぱり稼ぐ。とりあえず稼ぐ。で、少しは仕事して辞める。で、目丘でで皇

ることをなんか1つやりたい’ (ヤマサキ）

このように自らの興味関心を生かせるような職業に就きたいという思いは強いものの、それ

をどうやって実現させるかという点において、後述の“自分の能力を生かしたい”よりも漠

然としているのが特徴である。

続いて、“自分の能力を生かしたい”に関してであるが、この職業観がみられたのは、4名

の男子と1名の女子である。教員になりたいというタニガワは、

「なんていうか、中学校と高校とか、学んできたやつが学くるっていうか’（タニガワ）

というように、自らがこれまで学んできた知識をもっとも生かせるのは教職だと考えるよう

になった経緯を語る。これは、同じく教職に就くことを希望しているフクハラの次のような
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言葉にも表れている。

「中学校の社会やったら専門的にできない。高校やったらもっと専門分野で深く追求で

きるかなって思って。 勉強したことを生かしたいなって思ってきたしハ やっぱり、

、なんて」高校生活がけつこう楽しかったから、そういう意味では高校生でもいいかな、なんて」

（フクハラ）

このように自分が志望する職業は過去の経験を生かすことのできる職業だと認識しているこ

とが明らかになった。

<OLやサラリーマンのようになりたくない〉

具体的な職業をあげていた対象者のほとんどが“普通のOL"や“普通のサラリーマン”に

はなりたくないという言及の仕方をしていた。ここから浮かび上がってくるのは、"OL"や

"サラリーマン”と自ら志望する職業の区別化、差別化をする意識である。看護婦を志望し

ている女子は、このように述べている。

｢看護婦の仕事は他の仕事に比べたらやりがいがあるかなって。 OLとかはお茶くみで終

わるかなって、雑用とか、 一流大学を出て、入社してとかならわかるけど、そこそこの

大学を出て、一流企業には入れないし。 企業とかには勤めたくなかった。なんか、人に

気童遣ったりとか1仕事を自分からするやつじゃないL里差別とかも、新聞とかでセク

ハラとかあるみたいだし」（池田）

「(OLは）やり甲斐がなさそう。QLとかは、一生懸命仕事してても、お茶くみとか、

垂んな仕事ばっかりだったら、せっかく生きてるのにもったいないなって’ (青木）

「（看護婦は）けつこうみんなが、きつくていやがる仕事。看護婦はきついし、3Kとか

4Kとかいうけんいやって言う人はいるけど、あたしやったら、普涌にQL走るよりは、

きついって思えるような、バリバリ働けるような仕事をしたい」（芦沢）

このように職業を志望する過程において、“普通のOL"との明確な区別を行っていることが

読みとれる。"OL"はルーテイーンワークを続けているつまらない仕事に就いている人々と

いうイメージが定着しているようだ。情報関係の職業に就きたいという佐藤は、

「もし（情報の）資格とかもってたら、どこにでもいけると思うけんが。もしそれが自

分に合わんやったら、他の道を探すかもしれんし。でも、受けるということは、最低で

もOLにはなれるぞって㈲ 新聞でね、OLが自分の会社の不満を書いたりしてるから、な

んか、抑えられてる感じがする。自分の会社の伝統とか、上司とか、男とかに、軽くっ

ていうか、見下されてるみたいな。この会社を早く辞めたいとか、辞めるとか言ってる

感じ」（佐藤）

という。彼女にとって、“普通のOL''とは「最低でも」なれる職業なのである。この言葉か

ら、"OL"と自ら志望する職業の区別を行うだけでなく、"OL"をレベルの低い、誰にでも

就けるものとして差別化して認識してることがわかる。国際的な仕事に就きたいという川口

は、「普通の一般企業に入って」としながらも、自分はあくまでも"OL"とは違うとこう主

張する。

｢普通の一般企業に入って言語を使えるような｡(OLは） きゃぴきやぴってした感じ。

自_全はいやでまね。男の人と対等にやっていきたい。 なんか、OLとかって、結婚したら
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辞めてね、みたいな」（川口）

彼女は、"OL"とは、『きゃぴきやぴした」人々の集まりで、「男の人と対等にやって」いく

キャリア女性とは異なると位置づけている。自分が志望しているのは、キャリア女性であっ

て、“きゃぴきやぴして男の人と対等にやっていけないOL"ではないのだ。また、将来航空

関係の職業に就きたいという菅原は、"OL"の生活は「単調」だと次のように話している。

｢パイロットにならなれるかもしれないって思うし。 単調なQLの牛活とか､_そういうの

は自分に向いてないから、特別な1回1回違う仕事、単調なんじゃなくて、そういうのを

求めてるっていうのが」（菅原）

これは、女子だけではない。男子も同様に“普通のサラリーマン'’と明確な境界線をひいて

いることが次の言葉から読みとれる。大学に残って研究を続けたいというミヤモトは、

「企業で働くっていうとは、おいには合わんような気がする。サラリーマンとか。出勤

が8時半から5時までって。そいで、自分がこなしきらんやったら、残業があって」（ミ

ヤモト）

と、“サラリーマン”の平凡な日常を語っている｡@@OL"や“サラリーマン”ではなく、“一

般的な人々”“平凡な人々”との対比から職業観を語った者もいる。弁護士になりたいとい

う男子、野球選手になりたいという男子は人と同じというのがいやだという。

「男って生まれたら、歴史に名を残すってまではいかんけど、ある程度まで、人と同じ

っていうのはいやなんです、平凡に埋もれていくようなのはいやだから’ (モリタ）

｢今まで人と違う経験をしましたし、これからも人と違う経験をしたかですね。一般的

じゃいやなんですよ、いやなんですハ 一般レベルって言ったら、いやな言い方に聞こえ

るかもしれんけど。……本気でいやなんっすよ、俺」（ヤハラ）

彼らは、「平凡に埋もれた」「一般的な』職業には就きたくないのである。人とは違う道をす

すみ、その他大勢にはなりたくないという強い思いが語られている。

このように、“普通のOL""普通のサラリーマン”は専門的でなく誰にでもなれると認識し、

その上で自らの職業を位置づけていることが明らかになった。つまるところ、"OL"¥"サ

ラリーマン”といった人々を下位に位置づけて、自らの職業威信を保とうとしている高校生

の実態が明らかになった。スーパー(DonaldE・Super)は看護婦を例に挙げながら「自分は何

か重要なことに所属しているのだという感情を彼女に与える、こうして彼女自身安定し重要

だと思い自尊心をもつようになる」(DonaldE.Super,1963,10頁）と指摘している。志望する

職業が明確な対象者は、自分の職業と“普通のOL"や“一般的なサラリーマン”との間に境

界線を引き、"OL"や“サラリーマン”よりは重要な職業だと認識し自尊心をもっていると

推察される。他人と比較して職業威信を高めるということは既に指摘されてきたが、"OL''

や“サラリーマン”と比較して職業威信を保とうとするのは大変興味深い。

<手に職をつけたい〉

就職難、再就職難、リストラといった言葉がセンセーショナルに取り上げられるようにな

って久しい。また、女性がM字型労働から脱することができないのは、産む性であることに

起因するということもよくいわれる。そういう社会背景を敏感に感じとっているのか、手に

職をつけて就職や再就職に有利でいたいと話す女子が5名おり、高校生の段階で既に女子が
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仕事か家庭かという二分法的な選択をおこなっていることがわかった。芦沢は、友人との語

らいに言及しながら実に明快にこの点について言及している。

「（女子は）みんな、大学とか行く時に、「結婚したら辞めんばかな（辞めなきゃいけな

いかな)」っていう話になって、みんなはどうなるかわからんけど、今の時点ではみん

な「え－、辞めるさ－」とか言って、なんか、 学部とか選ぶ時も手に職つけたら子ども

できたら子どもできた時に休んで、 復帰する時に復帰I やすいぞとか言って。そういう

話もする。だから女子は「免許とれるところに行かんば」とか、［壬に職つけと

とか、みんな言うし’（芦沢）

また、保健婦を志している池田は手に職をもちたいことに関してこう話してくれた。

かんぱI

｢保健婦だったら、ある程度年とって、

ちやくても、保健婦だったら夜勤がな↓

もしかしたら結婚した場合でも、子どもがちつ

皇やくても_二保健婦だったら夜勤がないし、そしたら大丈夫かなって思った」（池田）

このように、“手に職をつけておきたい”という職業観は、来るべき再就職の機会に備えて、

自分自身が苦労をすることのないようにと考える職業観である。

<金銭的な余裕がほしい、親に金銭的な負担をかけたくない〉

「やっぱ余裕をもっていくために働い工旦 うん、働く、 がんばる。圭金のためにI（石田）

］のいう「お金のため」であるこ

〕う石川は、借金を抱えてしまつ

職業観の中でも代表的なのが経済的意義であること、石田のいう旧

とに誰も異論はないであろう。同様に看護婦になりたいという石川は、

た自らの家庭を振り返りながら、

｢今の母とか父の生活を見てて、 やっぱり共働きのほうが、経済的に余裕がもてると思

います。それで、自分のお金は使わないことにして、旦那さんのお給料で生活をして、

自分のお金をためておいて、いざという時に使えるようにしておきたいんです」（石川）

という。このように、職業の意義として経済的意義を重視し、金銭を得るために仕事をして

いくのだという意識が強いのが“金銭的な余裕がほしい”の特徴である。

“金銭的な余裕がほしい，，同様、経済的側面を重視しているが、それが親との関係の中での

重視であるという高校生独自の職業観が“親に金銭的な負担をかけたくない”である。親の

庇護の下にある高校生がこれ以上親に苦労をかけたくない、確実に就職できて金銭に結びつ

くような職業に就きたいと考えていることが対象者たちの中で共通にみられる。対象者たち

が高校卒業後に進学する予定になっているのは、いずれも学費がいらない学校であった。こ

の職業観がみられたのは、看護婦をめざす青木と石川、そして自衛隊に入隊してパイロット

をめざすムラヤマの3名である。青木は、

｢自衛隊（の看護学校）に行きたいなって思ったのは、 お母さんに経済的な負担をかけ

ないでいいし」（青木）

という。青木の父親は単身赴任で長い間別居しており、母親が自宅でマッサージ業を開業し

ている。母親が働く姿を幼い頃から見て育ったため、母親に負担をかけたくないという思い

が強い。石川は、両親が経済的に苦労し、幼いきょうだいがまだいることもあって、母親か

らお金のかからないところに進学してほしいと懇願されたいきさつをこう話す。

「大学だとお金がやっぱりかかるし。働きながら行ってもいいよとは言ってたんですけ

ど、やっぱりお金がかかることがあって。借金があるんですよ。父が働いている所が大
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きな会社じゃなくって、小さい会社なんですよ。 お父きんがどうなるかわかんないし、

そ~ういう状熊で大堂に行っても 。妹とか弟がまだ小さいし、どうなるかわからない

_L生そのこと考えれば、大学に行くよりは、看護婦とかになったほうがいいんじゃない

かなって思って。看護学校に行ってってお母さんに頼まれた時には、やっぱり悔しくて

泣いちゃったんですけど、 今考えれば、大学とかに行くよりは、そのまま職場に直結し

てる看護婦とかのほ うがいいんじゃないかなって黒っ て、母のためにも、父のために も

って盛じで一生」（石川）

自衛隊に入隊し、パイロットになることが夢だというムラヤマは彼が高校2年生の時に両親

が離婚して以来、母親と2人暮らしである。母親は給料の決して高いとはいえない料亭で配

膳の仕事をしながら彼の学費を捻出してきた。母親の苦労する姿を見てきた彼は離婚後の父

と母の生活にふれながらこう語った。

「お父さんはいまどこにいるの」（面接者）

「父ちゃんはラーメン屋をしょっぱ・。…･･父ちゃん、優雅な生活しとつば（優雅な生活

をしてるよ)。1人やつけん、金が貯まる貯まる」

「父ちゃんは優雅な生活って、母ちゃんは」（面接者）

｢母ちゃんは苦労しとる。 今は（経済的に）厳しかつじゃ。 おい自身はそがん厳しくな

かけど」

｢そういうお母さんの姿を見てるから、大学に行くのはやめようと思ったの。 」（面接者）

(ムラヤマ）｢そいはある。 めちゃくちゃ不可能やもん。母ちゃんの手取り15万くらいで’

このように、母親、父親が生活費に苦労する姿を見て自ら判断する場合や、お金のかからな

い道をと懇願されて決断せざるをえない場合があるが、どちらにせよ、親にこれ以上迷惑を

かけたくないからという思いが強いことがこの職業観の特色といえる。経済的意義ばかりを

重視するわけではなく、同時に親との関係という人間関係的な面も重視し、自分さえお金を

得ることができればいいという個人主義的な面がみられない。

<人の役に立ちたい、社会の役に立ちたい〉

“人の役に立ちたい”というのは、職業を通して様々な人々と出会い、力になりたいという

ように、人間関係的側面を重視していることが特徴である。看護婦になりたいという芦沢は、

「体温とか、書いたりとか、薬まわしたりとか、それはお世話になるから、絶対自分で

こいは違うって思うから。 いっぱい、自分でも患者ざんと接したいしエー看護婦は手伝い

とるけど、やつとかそういうのは絶対いや。（看護婦のことを）みんな手伝いとか思っとるけど、やっ

ぱり、一緒に歩んでいけるような仕事だなって」（芦沢）

と「一緒に歩む」という言葉を何度も用いながら、熱心に語っていた。PKOに参加し、様々

な国の人々を助けたいという佐久間は母親に薬剤師を勧められたが、

「薬剤師は研究とかで、人に接することができないから’（佐久間）

と言って受け入れなかった。理学療法士になりたいという加藤もまた人の役に立ちたいとい

う思いを自分の経験とともにこう述べている。

「自分が小さい頃から、斜視で、人にどこ見てるのとか言われるのが嫌で。それ考えた

ら、人と違うところをもってる子ども、障害児を見てると、あたしがたったこれだけで
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すごく嫌な思いをしてきたから、子どもたちはもっとつらい思いをしてると思って。全

ういう子たちの役に立ちたいって思って’ (加藤）

教師志望のヒラタは、「教師はすごいと思う」と言い、続けて次のように話していた。

｢人と人との関わり合い。 えこひいきせずにみんなを見てくれるところとか。見ない人

、そういう風にしてできるっていうのはすごいんじゃないかもいますけどね。やっぱり、そういう風にしてできるっていうのはすごいんじやz

なって。みんな同じレベルで」（ヒラタ）

同じく教師になりたいというフクハラは、「教育者つちゆう立場に憧れてますからね』

い、彼が憧れているという教育者のあり方を次のように話した。

ルー三
一【二コ

｢人と触れ合えるみたいね、会社とかとは違って、部下じゃないにしても、気楽に話せ

るような。生徒とかと。なんかこう、今の高校見てても、敬語とか話さずに、どうやつ

たみたいな、 生徒との触れあいがある」 (フクハラ）

以上の対象者たちの語りを通してこの職業観の特徴を言い表すならば、個人的な側面ではな

く、人間関係的側面が重視されていると言えるだろう。

上述のような職場における人間関係にとどまらず、社会全体へと目がむけられているのが

"社会の役に立ちたい”である。社会福祉士を志している遠藤と江沢は、社会からの要請が

あるとして、

「卒業してから、福祉関係の大学に行って、病院とかに勤めて、身体が不自由な人が家

族にいる人の相談相手っていうか、そういうアドバイスみたいなのをしてあげれるのが

いいなあって。私の前の志望が心理学科で、本とか読んでて、 今需要が増えているのは、

福祉関係かなって思って」 (遠藤）

「（社会福祉士は）今から大事な人。なくてはならない存在」（江沢）

と話していた。このように、今社会から求められているのは社会福祉士だという使命感のよ

うなものを持していることがわかる。社会福祉士の仕事を通した人間関係というよりもむし

ろ、より広い範囲での人間関係、換言すれば社会へ貢献することを望んでいることが読みと

れた。

<先はどうなるかわからない〉

先がどうなるかわからないから、現時点では職業は絞れないというのがこの職業観である。

職業観というよりも、より広義の意味をもつ人生観に通じるところがある。これは、就きた

い職業は未定と答えたヨシダとワカマツの男子2名の語りの中にみられた。ワカマツは、こ

れまで歩んできた人生の中で、両親の意見に従うことが当たり前だったから、自分で何かを

決めることがなかった。「夢はたくさんあつとけど（夢はたくさんあるが)』その中から現実

に近い夢を選択していこうと考えている。

「且んとにね、先がわからんとされ命どうなつか･_大学は行こうとは思つとつけど、現

実は厳しか。頭が足らんけん。もし行けたらね、行ってから考えようかなって思いよる

けど。まあ、今んところはね、親の意見に従がつとつけん、親の希望する大学に一応が

んばって入ってそっから考えていこうかな」（ワカマツ）

この先のことは全く未定だというヨシダは、春に短大を卒業した姉が短大卒という学歴のた

めになかなか就職先が決まらないのを見てきた。当時の状況をふりかえりながら、
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図1高校生の職業観モデル

｢姉ちゃんが今就職とか探しよって、大変そう。お父さんのお姉ちゃんのコネをつかっ

て病院に勤めようとしたとけど、短大出身はだめやつけんがって断られた。厳しか。全

ういうのを見てると変わる変わるって言ってるけど、 まだ変わってないんだなって’

（ヨシダ）

と話す。彼は学歴差別を糾弾する世論がある一方で、いまなお厳然たる事実としてそれが存

在することを身近な人を通して実感したのである。ワカマツとヨシダが持しているこれから

何があるかわからないといった諦念に似た思い、これがこの職業観の特徴である。

(3)高校生の職業観モデル

これまで明らかになった9つの職業観をさらに検討し、再びそれらを表現できる見出しを

付与したところ、個人的意義重視か他人や社会との関わりといった社会的意義重視かという

見出しと、経済的意義重視か奉仕を含めた非経済的意義重視かという見出しが明らかになっ

た。これらの見出しをもとに作成したのが図lの｢高校生の職業観モデル｣である。

2.職業観の影響要因一個人史からのアプローチー(9)

(1)個人的意義重視の影響要因

この職業観を有していた対象者たちの個人史において共通していたのは、過去に能力を発

揮できる場を与えられてきた、または獲得してきたということである。プロの野球選手をめ

ざしていた男子は小中高と野球チームのエース的存在で活躍してきているし（ヤハラ）、教

師をめざしている対象者は中学校で生徒会長になったり、高校で学級委員長もつとめ、教師

との信頼関係も良好で、成績も良く、学校という場が彼らの能力を発揮できる場になってい

る（フクハラ、ハヤノ）。ある対象者は中学生の頃から三国志に興味を持ち始めて今では原
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文でそれを読むのに挑戦していた（フクハラ)。このように、能力を発揮したい、平凡な人

生で終わりたくないと思うようになる過程には、自分が何に向いているかという見極めがで

きており、かつその能力がこれまでの人生において発揮できる場を獲得してきていることが

その共通点として明らかになった。

(2)経済的意義重視の影響要因

“手に職をつけたい”“親に金銭的な負担をかけたくない”“金銭的な余裕がほしい”といっ

たように、職業に経済的意義を求める対象者の個人史に共通してみられる要因を探っていき

たい。

対象者に共通していたのは、苦労する親の姿を見てきたということであった。具体的には、

単身赴任のため数年間にわたって離れて暮らしている父親に代わって、自宅でマッサージ業

を開業して一生懸命に働く母親（青木)、離婚後決して高いとはいえない料亭の配膳の仕事

をしながら苦労して育ててくれた母親（ムラヤマ)、小さい企業に勤めていつ解雇になるか

わからない父親と家計のために働きに出た母親（石川）を見てきていた。苦労する母親、両

親の姿を見てきたという経験によって、このような職業観をもつようになったことが、個人

史から明らかになった。

(3)社会的意義重視の影響要因

“人の役に立ちたい”“社会の役に立ちたい”と考えるようになった者は、過去にどのよう

な共通な経験をしてきているのだろうか。対象者に共通していたのは、身体の不自由な人を

助けたこと、福祉関係のテレビ番組を視聴したこと、人と関わる職業に就いている人と出会

ったことであった。小学生の頃神社で足の不自由な人を助けとても感謝された経験、中学生

の頃足の不自由な友人のリハビリについていって障害者の人たちに出会った経験があった

(芦沢、江沢)。また、実際に自分が経験しなくても、第三者がテレビでそういう経験をして

いるのを見た者もいた（池田、青木、佐久間)。学校の授業の一環として訪問した体験学習

について熱心に語る者もいた（ミヤモト）。教師になりたいという者は、教師と生徒の触れ

あいによって信頼関係が築かれたと考えていた（上野、ヒラタ、フクハラ、ホンマ、タニガ

ワ)。このように、印象的な人と出会い、関係を築いたことによって何か人のためになれる

職業をと考えるようになったことが共通点としてあげられた。

IV.まとめと今後の課題

職業観については、成人期に関して、個性の発揮・役割の実現・生計の維持といった“個

人的意義”と社会が必要とする財貨とサービスをうむといった“社会的意義”（尾高,1995)、

生計維持の“経済的機能”と自己実現欲求の充足・社会的存在証明・社交欲求の充足といっ

た“非経済的機能”（岩内,1976)などがいわれてきた。これに対してスーパー(DonaldE.

Super)は数々の職業観研究について、「人々が働く理由は数において多く、内容においてさ
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まざまである｣が、詳細に検討すると｢共通のものが相当あるばかりでなく、ごく少数の基礎

的なものに減じ得ることに気付」(DonaldESuper,1963,5頁）いた。本研究で提示した職業

観も、スーパーの言葉を借りると基礎的なものに減じ得る可能性はある。だが、本研究の意

義はこれまであまり対象とされなかった青年期高校生の職業観を高校生の言葉から探るとこ

ろにある。高校生の職業観として特徴的なのは、"OLやサラリーマンにようになりたくない”

"手に職をつけたい”“親に金銭的な負担をかけたくない”であった。男女差としては女子の

みが“手に職をつけたい”を有していたことであった。

"OLやサラリーマンのようになりたくない”では、志望する職業を"OL"や“サラリーマ

ン”と区別すると同時に、"OL"や“サラリーマン”を誰でもできる平凡なことを毎日繰り

返す人たちだと考え、自らの職業威信を高めていると推察された。だが実際は"OL"や“サ

ラリーマン”だからといってルーテイーンワークをしているわけではなく、そこには様々な

職業がある。これから職業に就く高校生に必要なのは、{@OL"¥@｣サラリーマン”という認

識の仕方ではなく、そこにはどのような多様な職業があるのか、関心をもち、自分にあった

職業を出来る限り探していくことではないだろうか。

また、男女差としてみられた“手に職をつけたい”によって、女子が既に来るべき出産育

児にそなえて、仕事か家庭かという岐路にたたされていることが明らかになった。日本女性

のM字型就労が物語っているように、再就職の問題に直面するのは男子よりもむしろ女性で

あるという認識が女子にはあり、成人期の女性に関していわれてきた“折り合い”をつけ

(神田ほか,1991)、職業空間から自発的におり（竹中,1994)、育児か職業かという性役割

と職業役割のあいだで、たえずゆれうごいている（天野,1984)ことが高校生の段階で既に

みられたことに注目したい。高校生の段階で仕事か家庭かという二者択一を設定することは

女子の職業選択の幅を狭めているといっても過言ではないだろう。

職業観の影響要因では、個人的意義重視の職業観をもつ者は自分が何に向いているかとい

う見極めができていること、経済的意義重視の職業観をもつ者は経済的に苦労する親の姿を

過去に見てきていたこと、社会的意義を重視した職業観をもつ者は印象的な人との出会いを

直接または間接的に経験していたことが個人史における共通性として指摘できた。また、好

きなことをして、サラリーマンになりたいと漠然と語っていた対象者は過去の経験や環境が

空白になっていた。

高校生の語りの中で、学校教育がどのような貢献をしてきたかということに焦点をあてる

と、教師との良好な信頼関係に加えて体験学習について語られていた。具体的には、授業の

一環として1学年がいくつかのグループ°にわかれて、料理関係に興味がある人は厨房施設、

福祉関係に興味がある人は福祉施設や病院を訪問するのである。実際に働く人々を自分の目

で見、働く人々の言葉に耳を傾けることによって自分はこの仕事にむいているという見極め

だけでなく、仕事そのものに対する興味関心が大いに高まったと話してくれた対象者が数名

いたことを記しておきたい。

最後に本研究の限界と今後の課題について述べたい。本研究の対象校は長崎県のアカデミ

ックトラック上位校1校であったために、対象校の特性をふまえた分析、具体的にはほとん

どの対象者が大学に進学するという実態とその職業観がどのような関連をなしているのか、
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都市部の高校生の職業観とどのように異なるのかについて詳しい分析をすることができなか

った。また、対象者の希望する職業が結果として32名中10名が教師や看護婦であったため高

校生の職業観全体を概観するには限界があった。今後はアカデミックトラック上位校以外の

高校も対象とし、引き続き高校生にとっての職業の意味を探っていきたい。

注

(1)「いつ青年期が成立したかは、社会によって異なるのはいうまでもない。また、どれがどの程度の長

さか、あるいは、どういう内容の時期かは、学歴・階級・職業・エスニシテイ・ジェンダーなどによ

り異なることもいうまでもない」（川崎1996,77頁）というように、青年期(adlescence)の規定の

仕方は一律ではない。児童期に続く時期、成人への過渡期とし、中学・高校・大学という学校制度に

あわせ、前期・中期・後期とわける場合もある。本研究の対象者は青年期中期にあたる。

(2)本研究では、職業観(occupationalview)の語を、職業に関する考え方や認識であり、職業選択を導

く価値観として用いる。

(3)ハヴィガースト(Havighurst,R.J.)は青年期の発達課題としてあげた10課題のうちの1つに、職業を

選択し、そのための準備をすることをあげている(HavighurSt,R.J.,1958)。また、コール(L.Cole)は

青年期の9つの目標のうちに職業の選択をあげている（片岡,1992)。このように、青年期とは、「職業

役割を取得するための準備・訓練の時期」（天野,1984,168頁）である。

(4)NHK調査では、大学生の理想の職業として、順に“人に使われず自分の力でやれる職業”“平凡でも

収入が安定している職業，“人を助けたり、世の中に奉仕する職業”が上位を占めており、実際に職業

に就いている国民全体のデータでは“平凡でも収入が安定している職業”が“人に使われず自分の力

でやれる職業”よりも多いことと対照的であることを明らかにした。文部省調査では高校生が職業を

選択する際に最も重視する事柄が、順に“自分の能力や適性が生かせること（28.6％)”“自分の興味

や好みにあっていること（26.4％)”“学校で学んだことや、得た資格を生かせること(19.2%)"であ

ることを明らかにした。

(5)分校4校を含む。

(6)ラポール(rappom)とは、面接者と非面接者の二者間の信頼関係をさし、自然で抵抗のないコミュ

ニケーションが成立している関係のことをさす（社会心理学小辞典1994)

(7)これによって、概念の整理ができるだけでなく、個々人に固有な普遍性のない意見を一般化して図

式に描くことができる（盛山ほか，1993)。

(8)漢字表記は女子、カタカナ表記は男子、すべて仮名。

(9)対象者の個人史を再構成し、その影響要因を時系列的に探っていったのだが、今回は紙面の都合か

ら全てを掲載することができなかった。他の機会にゆずりたい。
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