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高等専修学校における進路決定

－進路展望を形成する「出来事」の分析より－

伊藤秀樹

1．問題設定

本研究の目的は、全日制高校ではない後期中等教育の学校・教育施設において、生徒たち

を進路決定(進学または正規雇用での就職）へと導く学校の環境を、ある高等専修学校(')に

おける生徒たちの進路展望の形成過程をもとに提示することにある。

日本の後期中等教育には、主流である全日制高校以外に、定時制高校、通信制高校、高

等専修学校、サポート校などの学校・教育施設（以下、非主流の後期中等教育機関）がある。

非主流の後期中等教育機関は、不登校、高校中退、学業不振、非行傾向、発達障害などの背

景を抱え、全日制高校への入学（・転編入）が難しい者たちを受け入れる役割を果たしてき

た。しかし、平成25年度の学校基本調査(速報）によると、定時制高校では34.6%、通信制

高校では41.8％の生徒が進路未決定のまま（フリーター・無業として）卒業しており、キャ

リア形成の面で課題を抱えている様子が見出せる。

石田(2005)は日本の若年層について、学校卒業後にすぐに就職しなかった場合、初職で

正規雇用の職につける可能性はかなり低いこと、また、初職で非正規雇用の職についた場合、

その後正規雇用の職を得るのは難しいことを指摘している。つまり、後期中等教育機関を進

路未決定のまま卒業した若者たちは、その後正規雇用の職を得ることが難しく、将来のキャ

リア形成の面で大きなリスクを背負うことになる。非主流の後期中等教育機関では、生徒た

ちがそこに入学したことによって今後のキャリア形成の困難へと水路づけられないようにす

るために、いかなる支援を行っていけばよいのか。そうした支援についての探究は、公正な

キャリア形成の機会を保障するという意味で、大きな社会的意義をもつものだと考えられる。

そうしたなかで本研究では、伊藤(2013a)が見出しているように、非主流の後期中等教育

機関の内部でも、生徒のほとんどが進路を決定して卒業している学校．教育施設があるこ

とに注目したい。筆者がフィールドワークを継続してきた高等専修学校（以下、Y校）でも、

定時制高校・通信制高校とほぼ同様の生徒層を受け入れているにもかかわらず、卒業生のほ

とんどが進学先か（正規雇用での）就職先を決定して卒業している。Y校の事例からは、非

主流の後期中等教育機関において大多数の生徒を進路決定へと導くような、学校環境の1つ

のあり方を描き出すことができると考えられる。

そこで以下では、生徒たちの進路決定はY校のいかなる環境によって支えられているの

かについて検討していく。その際、具体的に焦点を当てたいのは、Y校の生徒たちにおける

｢やりたいこと」(=つきたい職業）と進路決定との関係性である。

(いとう・ひでき東京大学）
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先行研究では、「やりたいこと」志向は、若者たちをフリーター・無業へと水路づけるもの

として考えられてきた（小杉2003,久木元2003,岩田2010など)。しかし同時に､生徒の「や

りたいこと」の尊重は、学校の進路指導の基盤から外すことはできないものだと考えられて

いる（千葉・大多和2007,p.81)。そうしたなかで酒井編(2007,p.237)では､｢生徒の希望・

自己選択」を重視しながら生徒の将来に配慮して堅実な進路を「自主的に」選択させるため

の、用意周到な環境設計が重要であると主張している。

Y校の生徒へのインタビューでは、大多数の生徒が卒業後の進路について、入学当初は何

も考えていなかったと語っている。しかし、そうした彼ら／彼女らの進路選択についての語

りに注目すると、生徒の進路展望の形成過程に働きかけ、生徒の「やりたいこと」の尊重と

進路決定を両立させるような、Y校の学校環境のあり方を見出すことができる。また、「やり

たいこと」が見出せない生徒たちに関しても、Y校の学校環境を背景として、進路決定へと

水路づけられている様子が浮かび上がる。本研究ではそうしたY校の学校環境のあり方を、

生徒たちの進路展望の形成過程をもとに提示し、非主流の後期中等教育機関の生徒たちのキ

ャリア形成に向けていかなる支援を行っていけばよいのかについて考察する。

2．分析枠組み

本研究では分析の際、Mitchell,Levin&Krumboltz(1999)の「計画された偶発性」理論

(PlannedHappenstanceTheory)から導かれる仮説を分析枠組みとしながら、Y校で見出せ

る学校環境のあり方を描き出していく。

心理学による従来のキャリア理論では、将来のキャリアは予測可能であり、本人の適性や

希望から合理的に導き出すことができると考えられてきた（下村・菰田2007,p.392)。一方

で、「計画された偶発性」理論は、人々のキャリアには本人が予期せぬ「偶然の出来事」が重

要な役割を果たすことを強調するものである。この理論によると、偶然の出来事は、キャリ

アに関する新たな興味を生み出したり、新たな学習の機会を提供するものである。そのため、

人々はキャリア形成に向けて、偶然の出来事を受け入れ／生み出すための心構えをしておく

ことが重要だとされる（以上、Mitchell,Levin&Krumboltzl999)。

提唱者のKrumboltzは、キャリア形成に重要な役割を果たす「偶然の出来事」について、

まったくのランダムな要因で誰にも予測がつかなかった出来事(ex.災害）ではなく、客観

的には必然的な事象だが当人には予測できなかった出来事として捉える立場をとっている

(Krumboltzl998,p.390)。そのため「計|皿された偶発性｣理論では、偶然の出来事は当事者

の心構えによって「計画的に」生み出すことができるという議論が展開されている。

これまで、高校生の進路未決定者の生成メカニズムに関しては、主に教育社会学の立場か

ら研究が蓄積されてきた。それらの研究では、高校生の進路選択に影響を与えるものとして、

社会的背景や現行の進路指導の問題点を指摘するだけでなく、当人の意識の問題にも踏み込

んできた（苅谷ほか2003，小杉2003,岩田2010など)。しかし、「本人がどのようにキャリ

アを形成していくのか」についての指針となるキャリア理論との接続は、酒井編(2007）を

除くと行われてこなかった(2)。その結果、生徒たちの進路に関する意識がどのように形成さ
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れるのかについての考察は、十分には深められてこなかったといえる。

「計画された偶発性」理論と教育社会学の分析視角の両者をふまえると、高校生の進路展

望の形成過程について、以下の2点を想定することができる。第1に、（客観的には必然的な

事象かもしれないが）当人には予測できなかった偶然の出来事が､生徒たちの新たな興味（さ

らには「やりたいこと｣）を生み出し、進路選択に影響を与えるということである。

第2に、そうした偶然の出来事は、当人の心構えだけでなく、学校の環境によっても「計画」

的に生み出すことができるということである。心理学を学問的背景とするMitchell,I_evin&

Krumboltz(1999)では、当人の心構えによって偶然の出来事を「計画」的に起こすことがで

きると主張している。しかし教育社会学の先行研究では、生徒たちの進路に関する意識が、

学校要因や家庭背景などの社会的文脈の影響を受けて構成されていることが明らかにされて

きた（苅谷ほか2003，酒井編2007など)。また、そうした点はKrUmboltzも認めることであ

る。Krumboltzは「計画された偶発性」理論のベースとなった自身の社会的学習理論のなかで、

｢環境的状況・環境的出来事」を個人のキャリア意思決定に影響を与える要因の1つに挙げて

いる(Krumboltzl979)。これらの点をふまえるならば、偶然の出来事とそれを生み出すよ

うな心構えは、学校の環境のあり方に影響を受けると考えるべきである。

これらの2つの想定からは、「生徒の進路決定は、学校の環境によって計画された偶然の出

来事によって支えることができる」という仮説を導くことができる。そこで分析では、Y校

の生徒たちによる進路展望の形成過程についての語りから、彼ら／彼女らの進路選択に影響

を与えた「出来事」を抽出し、そうした「出来事」の背景にあるY校の学校環境について検

討していく。

3．事例と方法

事例とするY校は、首都圏に位置する私立の高等専修学校であり、全日制高校と同様の

形で昼間に授業を行う、3年制の共学校である（詳＃l1lは表l)。卒業後は四年制大学・短大・

専門学校への進学や高卒者と同等扱いでの就職が可能である。

Y校は、法人内の幼稚園、小・中学校で受け入れている自閉症の児童・生徒の最終教育

現場として設立されたという非常に特殊な経緯をもち、現在も全生徒の6割近くが自閉症

の生徒である。しかし、障害のない生徒(Y校の言葉を借りるなら「健常の生徒｣）も約4

割在籍しており、本研究では彼ら／彼女らを分析対象とする。

Y校の健常の生徒には、他の非主流の後期中等教育機関と同様、不登校・高校中退・学業

不振などの背景をもち、全日制高校に入学（・転編入）できなかった生徒が多い。また、Y

校は私学であり、入学には学費による経済的な障壁が存在するが、経済的に厳しい家庭やひ

とり親家庭の子どもも一定数おり、児童養護施設から通う生徒もいる。さらに、非行傾向を

もつ生徒をはじめとして、多くの生徒が教師に不信感や反発心を抱いて入学してくる。その

ため、1年生の時点では問題行動や無断欠席がたびたび生じ、教師の指導や校則への反発・

無視も多くみられる。しかし、教師不信だった生徒たちが教師と良好な関係を築くようにな

り、指導を受け入れるようになっていくという特徴がある。（指導の受容プロセスについては、

戸つ
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学校の形態

開校年数

専門コース

修業年数
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表1Y校の概要

私立・高等専修学校

約25年

情報・絵画・体育・調理など7コース

※瞥迦教科と専門教科の授業の荊合は5:5

3年制(大学入学資格付与指定校）

※授業は昼|問jに開講

1学年の人数約75人(3クラ ス）

※A・B#llはlクラス約30人

(|"|rの生徒と自閉症の生徒の況介）

※C組は15人(重度の自IJI#,i;の生徒）

※他常の生徒:4割、自閉症の生徒:6荊

※不登校経験者雌常の生徒の約半数

※高校中退者健術の生徒のl～2割

※経済的困難を就学支援金加算分(年収350万円以下）

抱 える家庭の対象者は1割強

教員数

授業出席率

卒業斗

長期欠席の生徒

卒業後の進路

30人強※1学年の担任団は8人

9削以卜

9測以上

ほとんどいない

進学77.1%、就職21.3%、その他1.5％

※過去5年|ﾊl・他常の生徒のみ

伊藤(2013b)で詳しく論じている｡）

健常の生徒のここ5年間の進路未決定率は1.5％であり、健常の生徒のここ5年間の進路未決定率は1.5％であり、ほとんどの生徒が進学先や（正規

雇用での）就職先を決定して卒業している。四年制大学への進学者(全体の約3割）について

は、毎年2～3名は指定校推薦を利用して進学するが、残りの生徒はAO入試を利用して進

学し、一般入試を受験する生徒はごくわずかである。短大(5％程度）と専門学校(4割強)へ

の進学者は、主に一般推薦を利用している。就職者(2割強）に関しては、その多くが家庭

の経済的な事情や学力面での問題を抱える生徒である。学校が卒業生やその保護者が勤める

企業に依頼して求人票を送ってもらうケースもあるが、今までY校と関係をもたなかった

企業を希望する生徒も少なくない。最初の1社から内定がもらえず、2社目以降で内定を獲

得する生徒もいる'3)。

なお、Y校の例年の特徴として、他の高等専修学校とは異なり、自らが学ぶ専門教科に直

結した進学先・就職先を選ぶ生徒はそれほど多くなく、保育系・福祉系に進む生徒が多いと

いうことが挙げられる(ex.表2)。

筆者は、Y校で2005年6月からフィールドワークを継続し、教師・生徒・卒業生へのイン

タビュー、学校生活や学校行事などの参与観察、校内資料や新|剴記事、生徒の作文などの収

集を行ってきた。参与観察の際は、観察者という立場で参与することが多かったが、スキー

教室や自閉症の生徒の作業実習などの際には実習補助者として生徒と関わることもあった。

参与観察の際には、基本的には1つの学年に焦点化し、彼ら／彼女らの3年間の生活を観察
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表22012年3月卒業者の進路

専I111コースと直結福祉系 保育系

4人

1人

5人

(21%）

3人

1人

4人

(17%）

3人

()人

3人

(13%）

表3インタビュー対象者の概要

3年生20名(男子17名・女子3名）

その他

4人

8人

12人

(50%）

2年生9名(男子5名・女子4名）

※2年生の男子1名・女子1名には卒業後にもインタビューを実施

(合計）

(14人）

(10人）

(24人）

(10()%）

卒業後の進路｜几|年制大学12名、短大2名、専門学校8名、

就職6名、その他(浪人)1名

(分野)"I111コースと直結6名、保育系7名、福祉系6名、その他10名

進路展望 入学前から｢やりたいこと｣が一貫(専門コースと一致)3名

入学後、学校内／学校外の出来事をベースに｢やりたいこと」を決定18名

入学後｢やりたいこと」が見つかったが、その過程を尋ねなかった3名

まだ｢やりたいこと｣が見つかっていない／漠然としている5名

するという形をとった。インタビューを実施した生徒たちに関しても、基本的には3年間の

生活を追い続け、調査についても理解を得てきた生徒たちである。

以下では、2005年10月～2011年7月にかけて健常の生徒29名（表3)に行ったインタビュ

ーにおける、彼ら／彼女らの進路展望の形成過程についての語りを軸に、分析・考察を進め

ていく。ただし考察を広げるために、参与観察の記録なども補完的に用いている(4)。

4．分析：出来事の創出／制御による進路決定

インタビューを行った生徒29名のうち、21名は入学後に見出された「やりたいこと」に基

づいて卒業後の進路を決定していた。そのうち18名については、学校内／学校外における

出来事とそれに対する意味づけの連鎖のもとで「やりたいこと」が設定された様子が見出せ

た。ただし、彼ら／彼女らが語る出来事には、「やりたいこと」の発見につながると本人が予

期していなかった「偶然」の出来事だけでなく、「非偶然」と考えるべき出来事も含まれてい

た（詳しくは4.1.)。

一方で、「やりたいこと」が見出せないと語る生徒も5名いたが、彼ら／彼女らも進学先．

就職先を決定して卒業することは自明視していた。生徒たちは、ある一定の出来事を経験す

ることがなかったからこそ、卒業後の進学・就職を自明視していると考えることができる

(詳しくは4.2.)。

上記の知見からは、Y校の生徒たちが進路決定へと導かれる背景として、①学校内の多彩

な出来事の創出と、②学校外の出来事の制御という、学校環境の2つの特徴が浮かび上がる。
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4.1.学校内の多彩な出来事の創出による｢やりたいこと｣の発見

まず、入学後に経験した偶然／非偶然の出来事とそれに対する意味づけの連鎖によって、

｢やりたいこと」を発見したという生徒の語りの例を3つ挙げたい。

、サトル（3年生／男子／柵祉系の卿'li学校に進学／障害者介護の仕'jfを志望）

筆者：この学校のいいところ、好きなところってどんなところですか。

サトル：まあバディですか。自分バディがいたから進路も決められたようなもんで、ほ

んとにバディがいなかったら進路も決められなかったし、学校も辞めてたかもしんな

いし。

《略》

筆者：《注：福祉系の専門学校に進学することについて》バディの友だちと交流してる

間に、どうしてそういう、思うようになったのかってのは。

サトル：障害を持った人たちってのをまず、よく思ってなかったんですよ。差別って言

い方は悪いですけど、そういう感じで思ってたんですけど、こう一緒に接してて、自

分たちとそんな変わらないような存在で、素直で、一緒にいて楽しいっていうのがす

ごくあって、見方がどんどん変わってって、福祉の道も進んでみたいなって気持ちが

できて、選びました。[2009/2/12インタビュー］

入学当初は「将来の夢とかなんもなかった」と語るサトルは、障害がある人たちに対して

も、昔は差別的な認識をもっていたと振り返っている。しかし彼は教師からの指示で、1年

生の宿泊学習のときから、重度の障害をもった生徒に対して1対1で生活の手助けをする「バ

ディ」を担当することになった。最初は「何をすればいいかまったくわかんなくて」｢不安が

すごくあった」という彼だが、バディを組んだ生徒との交流を重ねるうちに、自閉症の生徒

の見方が「自分たちとそんな変わらない」「素直｣｢一緒にいて楽しい」と肯定的なものに変

化し、福祉系の進路を選ぶに至ったという。自閉症の生徒との「バディ」を任されるという、

サトルの進路展望の形成にとっては予期しなかった偶然の出来事が､「やりたいこと」を発見

する重要な契機となったと解釈することができる。

②マキ（卒業2年目／女子／ﾘ年制大学の福祉学部に進学／教員志望）

マキ：えっと－、高校1年生2年生のときはまったく違うことを考えていて、むしろ人と

接する仕事を避けてたんですけど。

筆者：あのね、前の記録《注：2年生時のインタビュー》には植物に関わる仕事につき

たいって言ってたって。

マキ：高校3年生になって、部活の中でマネージャーであって最高学年であって、マネ

ージャーリーダーっていうのもやっていて、生徒会でも生徒会長っていうものになっ

て、やっぱり自分がしっかりしなきやいけない立場になって、で後輩を指導するって

戸戸
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いう面で、楽しいっていうかやりがいをすごく感じて、何て言うんでしょう、そこに

居場所があるような感じがしたのと、あとやっぱり、そういうマネージャーリーダー

とか生徒会長とかやってると先生との関わりもすごく濃くなってくるので、そういう

先生たちの、Y校の先生たちの姿を見てて、こういうふうに歳をとってもっていう言

い方は失礼かもしれないんですけど、熱くなれる仕事があったりとか、毎日楽しそう

っていうかやりがいを感じてるんだなっていうふうに、そういうものをすごく近くで

見てきたので、そういう仕事に就きたいなって思うようになりました。[2010/6/14

インタビュー］

マキは、小学校5年生から中学校3年生まで不登校を続けていた生徒である。彼女は、卒

業後の進路について、「高校1年生2年生のときはまったく違うことを考えていて、むしろ人

と接する仕事を避けてた」と語っている。しかし彼女は、Y校でのリーダー経験(部活動の

マネージャーリーダーと生徒会長）にやりがいを見出し、またY校の教師の姿を近くで見て

いくうちに教師たちをロールモデル化するようになり、最終的には教師を目指して四年制大

学に進学している。人と接する仕事を避けたいと思っていたのならば、学校でのリーダー体

験やそれに伴う教師への接近という学校内での出来事は、進路展望に沿った形で自ら選び取

ったものではなかっただろう。しかし、それらの出来事は「やりたいこと」の発見につなが

る予期せぬ偶然の出来事となり、マキは教師という人と接する仕事を選び取っている。

③リョウタ（3年生／男子／保育系の専門学校に進学／保育士志望）

リョウタ：《注：部活動で》僕の学年が僕以外自閉症の子で、先生に「お前がいてくれ

るからすごく助かるよ」って言われてやっぱ人に必要とされるのはいいなって思って、

すごくうれしいなって、生きてる実感がわくっていうか、全然前と違って部活の中で

必要とされて、自分生きてる意味あるなとか、価値があるなとかがわかってきて、そ

れで人に必要とされたいと思って。うち母子家庭であの保育園に弟を迎えに行ってた

りしたんですよ。親が働いてて。そのときに保育士の方にすごい励ましてもらったり

して､……それ《保育士への憧れ》を考えたのが《小学校》2年生く、らいの時なんですよ。

すごいなって思って、子どもいっぱい見てんのに、でもその保護者っていうか迎えに

来てる親とかも気にしたりして、すごいなって思って、僕もそういう風になれたらい

いなって、……それで保育園にボランティアに行った時も、ある子に「明日また来て

ね」って言われて、あ－すごい必要とされてるのかなと思うとこれやりたいな－って。

今、保育士になれる学校に入ろうと思って、今がんばっています。[2005/10/26/f

ンタビュー］

リョウタは不登校経験があり、入学当初は人が嫌いで関わりたくないと思っていた生徒で

ある。しかし彼は、部活動での教師からの「お前がいてくれるからすごく助かるよ」という

声かけで、人に必要とされたいと思うようになったという。そして彼は、かつて弟を保育園

門
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表4進路展望の形成に影響した出来事の4類型

学校内 学校外

･川M1症の生徒との関わり(バデｨを含む）

［保育1名、禍ﾈll:5名］

･Y校の教師のロールモデル化[専．1名、その他1名］

･学校でのリーダー体験[その他1名］

･部活動での経験(教師の褒め言葉、地方遠征）

［保育1名、その他1名］

･先哉の体験談を聞く機会[福祉1名］

過去の不登校(とそれによるカウンセリング)の体験

[その他2名］

父親の趣味(少年サッカーのコーチ、日|朧大工)の

手伝い[保育1名、その他1名］

下のきょうだいの世話[保育2名］

きょうだいの送り迎えで出会った保育士への慨れ

[保育1名］

偶
然

･系ﾘの幼稚|刺・保育園でのボランティア[保育2名］

･福祉施設でのボランティア[福祉1名］

･ホームヘルパー2級の澗洲[福祉1",]

･"1''lコースの授業[!雌．1名］

･職業レディネステスト[柵祉1名］

･インターンシップ[その他1名］

･教師からの進路選択のアドバイス[福祉1名］

･保護者からの進路選択のアドバイス[その他1箔］

非
偶
然

注:

・唖．:"III｣コースとil'[#i'iする進路を選んだ生徒

・保育:保育系の進路を選んだ生徒

・柵祉:柵ill系の進路を選んだ生徒

・その他:その他の進路を選んだ'l畠徒

に送り迎えするなかで生まれた保育士への憧れもあり、保育園へのボランティアに行ったと

ころ、子どもたちから必要とされていることを実感し、保育士を志望するようになっている。

リョウタは、部活動での教師からの声かけや弟の保育園の送り迎えという進路展望の形成

にとっては「偶然」の出来事や、保育園へのボランティアという自ら主体的に行った出来事、

そしてそれらの出来事に対する意味づけの連鎖のもとで、保育士という進路を選択している。

上記の例以外にも、インタビューを行った生徒のうち18名が、さまざまな出来事を「やり

たいこと」の発見と結びつけて語っている。彼ら／彼女らが語った出来事をカテゴリー化し、

｢学校内／学校外｣｢偶然／非偶然」の2軸から4類型にわけたものが表4である。｢偶然／非偶

然」の分類については、当初は進路選択につながると本人が予期していなかったと考えられ

る出来事を「偶然」に、①本人が進路選択に向けて主体的に行動したことで経験したと考え

られる出来事②生徒たちに進路との接続が当然予期されていると考えられる専門コースや

進路行事における出来事、の2タイプを「非偶然」に分類した。

ここで、学校内で経験した出来事に注目すると、偶然の出来事としては、先ほどの3人の

例でみられた「自閉症の生徒との関わり」｢Y校の教師のロールモデル化」｢学校でのリーダー

体験｣｢部活動での経験」に加え、「先輩の体験談を聞く機会」が挙げられる。部活動や生徒会

活動などの特別活動やそこでのリーダー体験、さらには教師・自閉症の生徒・先輩との交流

が、偶発的に生徒の進路展望の形成に影響を与えていることが見出せる。

ただし、生徒たちが｢やりたいこと」の発見と結びつけて語った学校内の出来事は、「偶然」

とみなせる出来事だけでない。卒業後の進路の選択をふまえて生徒が主体的に行動するこ

とで経験した「非偶然」の出来事（｢幼稚園・保育園でのボランティア」｢福祉施設でのボラン

ティア」「ホームヘルパー2級の講習｣）や、専門コースや進路行事といった生徒たちに進路

との接続が当然予期されていると考えられる「非偶然」の出来事（｢専門コースの授業｣｢職業

レディネステスト」「インターンシップ｣｢教師からの進路のアドバイス｣）も挙げられている。
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専門コースの授業や従来型の進路行事、あるいは学校の紹介によるさまざまな職業体験の機

会が、依然として生徒の進路展望の形成に重要な影響を与えているということがわかる。

Y校では、専門コースの授業や進路行事、職業体験といった直接的な進路指導や、リーダ

ー経験を提供したり学校内の対人関係を豊かにしたりする特別活動などの実践によって、生

徒たちの学校内の出来事が創出されているとみることができる。そうした学校環境のもとで、

生徒たちは「やりたいこと」の発見へと水路づけられている。

また、生徒の進路決定にあたっては、表4に関連して以下の2点も重要だと考えられる。

第1に、「やりたいこと」の発見に結びついた学校内の出来事が、非常に多岐にわたっている

という点である。Y校では、（｢偶然」となりうるものを含めた）「多彩な出来事の創出」とい

う学校環境によって、専門コースにもとづく進路展望が描きにくい生徒たちにも、「やりた

いこと」の発見の機会を与えることができていると考えられる。第2に、学校内の偶然／非

偶然の出来事のもとで、進学にそれほど高い学力が要求されない分野(ex・保育系・福祉系）

へと「やりたいこと」が水路づけられている点である。Y校の生徒たちは、それによって「や

りたいこと」の追求と進学先・就職先の決定を同時達成できていると考えることができる。

4.2．学校外の出来事の制御による進学・就職の自明視

ただしY校においても、3年生になっても「やりたいこと」が見つからないという生徒は

いる。しかしそうした生徒も、卒業後に進学・就職することは自明視しており、進学先・就

職先を見つけて卒業している。彼ら／彼女らが｢やりたいこと」が見つからなくても進路を

決定して卒業していくのはなぜか。以下では、表4に見られる学校外の出来事のパターンを

ふまえながら、この点について考察していく。

インタビューからは、Y校の生徒たちが、卒業後に進学あるいは正社員就職することを自

明視している様子を見出すことができる。たとえば、下のジュン（3年生／男子）の語りに

みられるように、フリーターは卒業後の進路の選択肢として明確に否定されている。

筆者：あと、フリーターでもいいやとかそういうことは。

ジュン：いや、ぜ、だめですね。フリーターは、あの、まあ学校の先生からもよく言わ

れるんですけど、フリーターは、やっぱり、あの安定しないし、あの保険とかもない

し、フリーターはないですね。[2011/7/12インタビュー］

では、なぜ生徒たちにとって、フリーターは卒業後の選択肢に入らないのだろうか。その

理由の1つには、Y校の教師たちが、生徒たちが非正規雇用という進路を選ばないようにす

るための積極的な指導を行っているということが挙げられる。たとえば、3年生に対して2

月末に行われた「卒業に向けて」という授業で、担当の大崎先生は派遣社員という働き方に

ついて、「契約を切られて当たり前」であり、そういう働き方を選んだ（選ばざるを得なかっ

た）本人に問題がある、という話を生徒たちに伝えている。

大崎先生は派遣社員について､現在派遣切りだと騒いでいるが､｢切られて当たり前だ」
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と語る。派遣とはそういう契約なはずで、切られたくないのであれば直接正社員として

就職すればよかったのだと話す｡《以下略》

派遣社員は再就職できないからなるケースも多いのだが、30歳過ぎて正社員に就職

しづらいのはなぜか、と大崎先生は問いかける。すると生徒から「安く雇えない」｢やる

気がない」｢上司が年下なので使いづらい」などの答えが出るが、もっと「ああそれか」

って思うような答えがあると大崎先生は言う。……そして大崎先生は、「30過ぎまで正規

雇用されなかった奴って、信用できるか？」と語る。「転職ばっかりする奴には理由があ

る」として、庇理屈だったり、人の悪口ばかり言ってたり何らかの問題がある、と力を

入れて語る。[2009/2/6フィールドノーツ］

ただし、生徒へのインタビューからは、フリーターを卒業後の選択肢から除外する理由と

して、もう1つの点を指摘することができる。それは、教師たちから伝えられる否定的なフ

リーター像を問い直すきっかけとなるような学校外の出来事が、Y校では結果的に制御され

ている、という点である。

生徒たちが進路展望の形成に影響したものとして語った学校外の出来事(表4参照）は、

大きくわけると、①過去の不登校にまつわる経験、②家族とのかかわりのなかで生じた出

来事、の2つのパターンに集約される。一方で、先行研究で指摘されているにもかかわらず、

まったく語られない学校外の出来事もあった。苅谷ほか(2003,p.48)では、進路指導によ

る働きかけよりも、むしろ学校外の友だちと遊んだり夜遊びをするといった学校外文化への

接触が、生徒の進路意識を幅広く規定することを指摘している。しかし、Y校の生徒たちか

らは、学校外の友人関係や先輩・後輩関係、アルバイトの経験、消費文化の影響などが進路

選択に影響した様子は語られなかった。

Y校では、教師や上級生の積極的な勧誘もあり、結果的に9割以上の生徒が部活動に加入

している。その活動は活発であり、なかには夏休みに3週間以上の合宿を行っている部活動

もある。そのため、部活動に加入した生徒たちは、放課後や休日も多くの時間を学校やそこ

での人間関係のなかで過ごすことになる。また、アルバイトは許可制だが、部活動との両立

が難しいため実際に行う生徒は少なく、3年生が進路決定後に行う程度であるという。さら

に、生徒たち（とくに不登校経験のある生徒）のなかには、学校外に友人をほとんどもたな

い生徒もいる。そのため、生徒たちは学校内で長い時間を過ごす一方で、学校やそこでの人

間関係とはまったく関わりのない空間で過ごす時間や経験は少なくなる。

生徒たちは、進路展望の形成へと結びつく学校内の多彩な出来事を経験する一方で、進路

選択につながる学校外での出来事は過去の体験か家族にまつわる出来事に限られてくる。と

くに、継続的なアルバイトを行う生徒はごく少数であり、フリーターに出会う機会は限られ

ている。久木元(2003,p.80)は、「やりたいことがある／やりたいことを探している」フリ

ーターが「よい」フリーターとしてみなされていることを指摘している。しかしY校の生徒

たちに関しては、こうした「よい」ものとしてみなされうるフリーターに出会う「偶然の出

来事」をもたないまま、フリーターを将来の選択肢から除外していることが推察される。

Y校では、「やりたいこと」が見出せない生徒たちも卒業後の進学・就職を自明視し、進路
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を決定して卒業していくが、その背景として、アルバイトや学校外の仲間集団をはじめとし

た学校外の出来事が制御されているというY校の学校環境のあり方を指摘することができる。

5．まとめとインプリケーション

Y校の事例からは、生徒たちの進路決定を支える以下の2つの学校環境の特徴を見出すこ

とができる。

、専門コースの授業や進路行事、職業体験といった直接的な進路指導や、リーダー経験を提

供したり学校内の対人関係を豊かにしたりする特別活動などの実践を充実させることによ

る、学校内の多彩な出来事の創出

②｢やりたいことがある／やりたいことを探している」フリーターに出会うような学校外の

出来事（アルバイト、学校外の仲間集団との交流）の制御

これらの環境のあり方は、教育社会学の先行研究が看過してきたキャリア理論(本研究の

場合は「計画された偶発性」理論）を援用し、「出来事」の重要性に注目したことではじめて

見えてきたものである。環境(社会的文脈）に焦点を当てる教育社会学のアプローチと心理

学によるキャリア理論の両者を接続することで、高校生の進路選択について発展的理解が得

られる可能性があるということを、本研究の学問的示唆として挙げることができる(5)。

また、実践的な示唆について述べると、①の学校環境(学校内の多彩な出来事の創出）は、

多くの学校・教育施設で実践に応用可能なものだろう。Y校は、全日制高校と同様の形で週

5日・昼間に授業を行う学校であり、夜間の定時制高校や通信制高校、サポート校と比べて、

生徒たちが学校で過ごす時間は長いといえる。しかし、生徒たちが学校で過ごす時間がより

少ない各学校・教育施設においても、学校内での直接的な進路指導やそれにとどまらない日

常的な経験を豊富にすることで、偶然／非偶然の出来事に出会う確率を上げるという実践は、

各学校・教育施設の特性を生かした形で実現できるはずである(6)。

一方で、②の学校環境(学校外の出来事の制御）を多くの学校・教育施設に適用すること

は難しい。なぜなら、私学であるY校とは異なり、公立の定時制高校や通信制高校の生徒

たちのなかには、経済的な困難を抱える家庭に育ち、アルバイ|､によって家計を支えなけれ

ばならない者がより多くいるためである。そもそも、アルバイトの経験は当人にとってポジ

ティブな意味をもちうるものでもある。城所・酒井(2006,pp.224-226)では定時制高校の生

徒たちについて、アルバイトを探すうえで得た情報や「大人」と一緒に働く経験が、自己の

再定義やアイデンティティの拠りどころの発見につながっていることを示している。アルバ

イトの経験を制御するよりも、そうした経験を進路展望の形成へと生かしていくような教師

の働きかけを行う方が、より現実的な実践だと考えられる。

②の学校環境からは、むしろ別の実践的示唆を読み取るべきである。それは、②の学校環

境の効果には時限性があるという点に関連している。生徒たちは、学校外の出来事の制御の

もとで進学・就職したとしても、卒業後に出会う学校外の出来事のもとで、進路展望が大き

弓司
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く揺らぐ、可能性がある。卒業生のコウスケ（卒業2年目／男子／四年制大学の保育系学部に

進学／保育士志望）の場合、卒業後のファミレスでのアルバイト経験が、保育士の道をその

まま進むか大学を辞めて飲食店で働くかを大きく迷わせる、偶然の出来事となっている。

コウスケ：今はその、保育だけ、保育の勉強とかしてきたんですけど、バイト《注：フ

ァミレス》とかで食品っていうか、そういう仕事、バイトをさせていただいているう

ちに、その、う－んちょっといろいろ迷い始めてきて、どうしようかな－と。1つだ

けじゃないのかもしれないなってなんか、昔よりもなんか今の方がいろいろやってみ

たいって気持ちの方がすごいついてきちやってて。[2010/11/22インタビュー］

「計画された偶発性」理論の提起をふまえるならば、将来のキャリアは予測不可能であり、

偶然の出来事によっていつでも変化しうるものである。Y校でみられた学校環境の効果は、

生徒によっては時限性をもつものになるかもしれない(7)。非主流の後期中等教育機関（や同

様の課題を抱える全日制高校）の生徒たちのキャリア形成に対して、学校内で多彩な出来事

を創出していくという支援は、有効な1つの方策として考えられる。しかし彼ら／彼女らへ

の支援は学校内だけではすべて完結しえず、卒業後に進路展望が揺らぐ、ことをふまえた継続

的な支援一一狭義の就労支援だけではない、生活保障を基盤とする支援(8)－－が不可欠であ

るということを主張しておきたい。

最後に、今後の課題を挙げておく。本研究では、「やりたいこと」の発見につながる出来事

への意味づけについては、紙幅の関係から十分な考察を加えることができなかった。伊藤

(2013b)では、非主流の後期中等教育機関の生徒たちが、成長したい、人から認められたい、

先輩のようになりたいなどの、学業達成や地位達成には集約できない何らかの目標に向けた

願望（｢志向性｣）をもつことを指摘している。そして、教師がそうした「志向性」に働きかけ

る生徒指導を行うことで、教師不信を抱いていた生徒たちに指導が受容されるようになると

いう。実は、4.1.で挙げたリョウタの語りにもみられた「人に必要とされたい」という「志向

性」は、進路展望の形成過程についての語りの中でたびたびみられるものであった。「やりた

いこと」の発見につながる出来事への意味づけがいかなる意識のもとで生じているのかにつ

いては、「志向性」の概念などをふまえながら別槁で改めて論じる。

>王

(I)高等専修学校は専修学校高等課程とも呼ばれ、専修学校のうち中学校卒業程度以上の者を入学対

象とした学校である。(高等学校卒業程度以上の者を入学対象とする学校は専門学校と称している｡）

学校教育法第125条第2項で規定された正規の学校だが、高等学校に比べ制度が柔軟であることを

生かし、専門科目を中心とした特色ある教育を行っている。文部科学省の平成25年度学校基本調

査(速報)によると、中学校卒業者の0.7%(8,524人)が高等専修学校に進学している。

(2)酒井編(2007)では、商業高校の生徒たちの進路意識について、Cochran(1997)のナラテイヴ･アプ

ローチによるキャリアカウンセリング理論をもとに検討を行っている。そこでは､進路について｢あ

きらめ｣｢考えない｣状態であった商業高校の生徒たちが、大学進学支援のボランティアとの関わり

ワ勺
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のもとで進路意識の｢揺らぎ｣を経験している姿などを描き出している。上記の指摘が重要であるこ

とを認めつつ、本研究では｢計画された偶発性｣理論を援用することで、酒井編(2007)とは異なる側

面を描き出していく。

(3)なお、自閉症などの障害がある生徒の卒業後の進路は、ここ5年間では進学8.4%、就労90.5%、その

他1.1%である。就労者のうち、一般就労(企業への就労)と福祉就労(作業所や跳労移行支援施設な

どでの就労)の割合はおよそ半々である。障害がある生徒の進路は、基本的には就労が前提とされ、

本人の意向だけでなく保護者の意li1と本人の適性をふまえた話し合いのうえで決定される。障害の

ある生徒の進路選択のプロセスは他常の生徒とは基本的に異なることから、本稿の分析は健常の生

徒に限定している。

(4)インタビューに関しては許可を得たうえでICレコーダーに録音し、逐語的に書き起こした｡インタ

ビュー・フィールドノーツの記録を記載する際は,匿名性を保つために仮名を州いて表記している。

(5)なお本研究は､特別活動に関しても学問的示唆を有する｡『高等学校学習指導要領解説特別活動編』

では、学級活動での活動内容として｢学業と進路｣が挙げられるなど、特別活動と進路指導との密接

な関連性が指摘されている。本研究は、特別活動が偶然／非偶然の出来事として生徒の進路形成に

影響するという、特別活動と進路指導との関連性の1つの道筋を示すものである。

(6)その1つの可能性として、生徒集|､11の特性を生かすという方法が挙げられる。Y校では自閉症の生

徒が約6割在籍するという特性が､生徒の進路展望の形成に大きく影響していた。城所・酒井(2006）

でも夜間定時制高校について、クラスが異年齢集団であり生徒内の価値観が多様であることが、生

徒の自己の再定義過程を支えていることを指摘しており、生徒内の多様性が進路展望の形成にも寄

与する可能性が示唆される。

(7)Y校の卒業生たちの卒業後3年間での離職・中退率は、かつては5割程度であったが、現在は約2割

にまで減少している。ただし進路指導担当の教師は､現在の離職・中退者について､｢やりたいこと」

と現在の職場・学校とのミスマッチが、離職・中退の理由の1つになっていることを指摘している。

(8)生徒たちのキャリア形成と、その支援の方策が暗闇の中の｢模索｣にならざるをえないのであれば、

大多和・l1l口(2007,p.177)で述べているように、両者が模索を安心して行うためのセーフテイネッ

トを社会保障において川意することが不可欠であるだろう。
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