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だれが美術系大学に進学したのか
―学生の子ども時代の美術活動・経験に着目して―

（喜始照宣）

1. 問題設定

　本稿の目的は、美術系大学・学部(1)（以下、美大という）の学生を対象とし

た質問紙調査をもとに、かれらの子ども時代における学校内外での美術活動・

経験について多角的に分析することを通じて、美大への進路選択を方向付ける

個々人の性向（ディスポジション）とその作用について考察することである。

　近年、先進国を中心に、文化・創造産業 (Cultural and Creative Industries)

の拡大・発展が進んでいる。こうした国際的な潮流の中、欧米圏、特に英米では、

当該産業の主要な担い手である芸術家等を多数輩出してきた芸術分野の大学・

大学院やその学生・卒業生を対象とした調査研究が進んでいる（Hayton et al 

2015, Fine 2017, Martin & Frenette 2017 など）。

　一方、日本においても、文化芸術資源を生かした経済・産業全体の活性化や

雇用創出を意図する「芸術文化立国」の実現が謳われており（文化庁 2015）、「文

化芸術基本法」においては、「芸術家等の養成及び確保」や「文化芸術に係る

教育研究機関等の整備等」が「文化芸術に関する基本的施策」として掲げられ

ている。しかし、美大をはじめとする芸術系分野の大学に焦点を当てた調査研

究は過少であり、上記の点でより有益な施策を企画・実施するための基礎資料

は十分ではない。そのため、当該分野の学生の出身背景や大学生活、文化・創

造産業に参入した卒業生の労働実態などを実証的に描き出していくことが、学

術的にも社会的にも重要となる。特に芸術分野の学生の出身背景については戯

画的で印象論的に語られることが多く、その実際は詳らかに論じられていない。

そこで、本稿では、「だれが美大に進学したのか」を問いとして設定し、日本
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において芸術家等の育成を担ってきた美大を事例とした分析を進めることで、

芸術家等を志す人々が生み出される社会的な共通基盤には何があるのかを実証

的に明らかにする。

　ただし、日本でも、生駒 (2007; 2010) や喜始 (2013) など美大の学生の進路選

択や大学入学以前の家庭・学校での経験を検討した研究はいくつかある。例え

ば、生駒 (2010) は、ある美大の学生らの「自己理解シート」の分析から、「学

生の多くが小学校時代から造形活動が好き、或いは得意であること。作品が

コンクールなどで入賞したという経験を持っているという事実がある」（生駒 

2010, p.107）ことを指摘する。このように美術分野の選択を学生本人の子ども

時代からの美術愛好や才能によって説明する議論は少なくなく、美大の絵画科

出身で美術ジャーナリストの村田 (2002) も、「美術をめざす者はふつう、子ど

ものころから絵が好きだったからとか、これしか自分の才能を生かせる道がな

いからという理由が多いものです」(p.51) と述べている。他方、喜始 (2013) は、

複数の美大の学生への聞き取り調査をもとに、美術系高校・大学への進路選択

の語りを分析しており、そこでは、学生の子ども時代からの美術の身体化・日

常化だけではなく、進路選択時期である高校時代における、他者（教員、家族、

友人など）からの影響や美術系予備校・大学との文化接触、そしてかれら自身

の存在論的安心の確保などが、美大の選択を促進する要因として語られること

が見出されている。

　しかし、これら先行研究には、つぎの点で課題がある。すなわち、子ども時

代から美術を好きだったかどうか、日常的に美術に関わっていたかどうかが、

美大選択に影響していたとしても、そうしたいわば（身体化された）美術を愛

好する性向が家庭や学校でのどのような経験と影響関係にあるのか、十分な

検証がなされていない。「高等教育機関の空間内への生徒の配分を方向づける

差異化の原理は、継承した資本の規模と、その資本の構造とに連合した心構え

（ディスポジション）にある 」(Bourdieu 訳書 , 2012, p.292) と P・ブルデュー

が論じるように、どのような教育機関・専攻に進むのかの個々人の「選択」は、

家庭の文化的・経済的資源の状況やその環境の中で形成されたディスポジショ

ン（性向／心構え）あるいはその総体としてのハビトゥス―特に子ども時代に

身体化された諸性向のシステム―によって方向づけられていると考えられる。
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そのため、「だれが美大に進学したのか」という問いに答えるためには、進学

者の子ども時代にまで遡り、その選択の基盤にある美術に親和的な性向とは何

かを明らかにし、そうした性向が美大選択に結び付くメカニズムを考察する必

要がある。

　したがって、本稿では、次節で説明する美大の学生調査をもとに、特に進路

分化が生じる以前の段階における小・中学校時の教育経験・課外活動に注目し

た分析を行い、かれらの子ども時代における共通要素を探索することで、「だ

れが美大に進学したのか」に関わる先行研究の限界を乗り越え、新たな仮説を

提示する。

2. データの概要と回答者の家庭背景

2.1. データの概要

　本稿では、2013 年 7 月から 11 月にかけて、筆者が独自に実施した質問紙調

査である「美術系大学生の生活・意識・進路に関するアンケート調査」より得

られたデータを使用する。

　調査参加者は、全国にある美大 4 校（W 大学～ Z 大学）の学部生である。

一部授業時間外の場合もあるが、基本的には 1、2 年生が多く受講する授業に

て質問紙を配布し、協力者である学生にはその場で回答をしていただいた ( 集

団自記方式 )。有効回答数は 526 である。ただし、以下では基本的に、入学ま

での背景・経緯が異なる可能性を考慮して、留学生を除いた 513 名のデータ（う

ち W 大学 88 名、X 大学 94 名、Y 大学 240 名、Z 大学 91 名）を分析する。回

答者の性別、学年、学科による内訳は、表 1を参照のこと。なお、学科は、学

研教育出版編 (2014) などを参考に、絵画・彫刻・工芸などの「美術系」、「デ

ザイン系」（建築含む）、芸術学などの「理論系」、映像・写真などの「その他」

の 4つに分類している。

　調査を実施した大学はいずれも、日本の美大の中では比較的知名度が高く、

入学選抜度の点で中位から上位に位置する大学である。より具体的には、W

が [ 地方部／国公立／小規模／上位 ] の大学、X が [ 地方部／私立／中規模／

中位 ] の大学、Y が [ 都市部／私立／大規模／上位 ] の大学、そして Z が [ 都
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市部／私立／中規模／中位・上 ] の大学として位置付けられる（[ ] 内は所在地、

設置者、学生規模、大学ランクの順である(2)）。これらの大学からは、国内外

で活躍する数多くの芸術専門職（作家、デザイナーなど）が輩出されており、

学生の多くも、将来芸術関連の仕事に就くことを念頭に、実技重視の教育体制

のもと、在学中から制作・研究活動に注力して学生生活を過ごしている。本調

査の回答者の場合、美術系大学・学部を選択した理由を尋ねた質問項目（複数

回答）では、全体の 82.1% が「将来美術に関わる仕事をしたいと考えていた

から」と回答している。

　本稿の問いに答える上で本調査データを扱う利点は、美大の学生に限定して、

かれらの出身背景や大学入学以前の学校内外での美術に関わる諸経験を多角的

に検討できることにある。本調査の質問紙は、本人や所属先に関わる基本情報、

大学生活全般、大学入学以前（小学校～高校まで）の諸経験、大学受験、将来

の進路・展望、そして家族に関わる事柄を尋ねる項目で構成されており、既存

の大学生調査では把握されてこなかった、美大の学生の実態と背景を理解する

上で重要となる質問項目―例えば、これまでの学校内外における美術に関わる

活動・経験や美大受験について―も多数含まれている。また、複数の美大にお

いて、幅広い専攻分野の学生を対象に実施された、日本では数少ない調査でも

ある。もちろん同年代の若者あるいは大学生全体における、美大の学生の相対

的な特徴を比較検討できない点に本調査データの限界はある。しかし、そうし

た調査設計が現実的に困難であることを考えれば、本調査データをもとに、美

大進学とその背景についての新たな仮説を提示し議論を展開することの学術的

な意義は小さくないと考える。
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2.2. 回答者の家庭背景

　つぎに、次節での分析結果を解釈するための参考として、回答者の家庭背

景について簡略に記述しておこう。なぜなら、家庭や学校でどのような美術

に関わる経験をどの程度するのか―例えば、どのような学校外教育や部活動

に参加できるか否か―には、かれらが生まれ育った家庭における、保護者で

ある父母等が有する文化的・経済的資源の多寡が関係していると考えられる

からである(3)。ここでは、1) 父母の学歴、2) 父親の職業、3) 芸術系学歴保持家

族／職業従事家族の有無、そして 4) 両親の年収の観点から、美大の学生の家

庭背景について全体的な傾向の把握を試みる。これらの項目は、次節での多変

量解析にも用いている。なお、家庭背景に関わる項目は調査時点での状況の回

答であるため、かれらの子ども時代とは職業・収入等が異なる場合もあること

には留意されたい。

　第 1に、父・母の学歴を見ると、美大の学生のうち、約 60% が「大学・大学院卒」

の父親を持ち、約 35% が「大学・大学院卒」の母親を持っている。ただし、

母学歴には男女差があり、男性の場合、「中卒・高卒」の母親が 42.7%、女性

の場合、「専門学校・短大・高専卒」の母親が 36% で最も割合が高い。「全

国大学生調査」( 東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策研究センター 

2008) の結果によると、専門分野によって父母の学歴構成は異なっており、「人

文社芸」・「その他」よりも「理工農」・「保健・家政」で高学歴者の割合が高い

W大学 X大学 Y大学 Z大学 全体

88 94 240 91 513
男性 33.0 25.5 14.2 29.7 22.2
女性 67.0 74.5 85.8 70.3 77.8

1年生 96.6 68.1 65.8 17.6 63.0
2年生 1.1 18.1 34.2 59.3 30.0

3･4年生 2.3 13.8 0.0 22.0 6.8
無回答 0.0 0.0 0.0 1.1 0.2
美術系 67.0 48.9 15.0 7.7 28.8

デザイン系 20.5 23.4 72.9 68.1 54.0
理論系 9.1 16.0 4.6 0.0 6.6
その他 0.0 11.7 7.5 24.2 9.9
無回答 3.4 0.0 0.0 0.0 0.6

回
答
者

(

留
学
生
除
く

)

合計（N）

性別
（％）

学年
（％）

学科
（％）

表 1　調査対象大学及び回答者の基本情報
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ことが知られている。具体的には、「理工農」・「保健・家政」の場合、大学・

大学院卒の父親は 60% 前後、大学・大学院卒の母親は 30% 前後となっている。

今回のデータでも、これと近い値が示されていることから、大学進学者の中で

も比較的高い学歴を保有した父母のもと育った者が美大には多いと考えられ

る。

　第 2 に、父親の職業としては、男女ともに、「専門・技術職」の割合が 4 割

弱と高く、「管理職」も 2 割超となっている(4)。東京大学をはじめとする「有

力大学」には上層ノンマニュアルの子弟が一貫して多いことが指摘されてきた

が（苅谷 1995 など）、美大の学生の場合も、比較的威信の高い職業に従事する

父親を持つ者が高い割合で存在している(5)。

　第 3に、芸術系学歴保持／職業従事家族の有無の回答を見てみると、芸術系

の学校に通っていた／いる家族がいる者は約 15%、芸術系の職業に就いてい

る／いた家族がいる者は約 17% である。大多数の学生は、芸術系の学校や職

業に進んだ「重要な他者」である家族を「模倣」するかたちで、美大進学を選

択したわけではないことがここから推測される。

　第 4 に、学生の経済的背景として、調査時点における両親の年収の分布 （た

だし、無回答者除く）を見ると、全体のうち、600 万円未満が 4 割弱、600 万

円から 1000 万円未満が 4 割強、1000 万円以上が 2 割弱である。この結果は、

「平成 26 年度学生生活調査結果」（日本学生支援機構 2016）で示された大学生

全体での家庭の収入分布と大きく異ならない。今回の分析データは、国公立 1

校、私立 3校の学生を含むものであり、芸術系私大の学費の高さゆえに、学生

の経済階層も上位に偏っていると予想されたが、それを裏切る結果が見出され

たと言える。さらに最近の実家の経済的なゆとり（「ゆとりがある」～「苦しい」

の 4 段階）についての回答を見ても、男女ともに、「ゆとりがある」が 10% 程

度、「ややゆとりがある」及び「やや苦しい」がそれぞれ 35% 前後と中間層が

ほとんどである（ただし、W 大学は設問なし）。

3. 分析の結果

　本節では、以下の手順で分析結果の検討を進める。第 1に、学生の子ども時
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代（小・中学生時）における美術活動・経験として、小・中学生の時の習い

事、中学生の時の部活動、小・中学生の時の美術に関わる褒賞や日常的な活動

の頻度、中学 3年時の成績（すべての科目及び美術）を取り上げ、それらの回

答傾向を確認し、美大の学生に共通した経験は何かを探る (3.1.)。その際、子

どもの芸術活動への参加状況は性別によって大きく異なるとの知見を踏まえ

（Benesse 教育研究開発センター 2010）、全体だけでなく、男女別の傾向の違い

も検討する。第 2 に、上記の項目の中でも特に共通性の高い項目については、

それに対する学校や家族からの影響を検討するため、回帰分析による規定要因

の分析を行う (3.2.)。

3.1.  美大の学生は子ども時代に家庭・学校でどのような美術活動・経験をし

ているのか

　学生が小・中学生であった時、どのような美術活動・経験をしていたか、順

に見ていこう。

　まず、表 2に示しているのが、男女別に見た小・中学生時の習い事 ( 複数回答 )

の結果である。これを見ると、男性の場合、「塾や家庭教師」(63.4%)、「サッカー・

野球などの球技」(56.3%) が、女性の場合、「楽器 ( ピアノ・バイオリンなど )

や歌」(62.6%)、「塾や家庭教師」(59.5%) の割合が 5割超である。その一方で、「絵

画・工芸などの美術・工芸」の割合は男女ともに 3割弱 ( 男性：27.7%、女性：

26.6%) となっており、6 割以上の者は美術に関わる習い事を小・中学生時に経

験してこなかったことがわかる。
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　つぎに、部活動についてはどうだろうか。表 3に示しているのが、男女別に

見た中学生の時に一番長い期間参加していた部活動の種類とその割合である。

男性の場合、「運動部」が72.5% と最も高いのに対して、「美術系部活（兼部含む）」

は 1 割程度 (9.2%) である。女性の場合、「美術系部活 ( 兼部含む )」が 34.2%

と最も高いが、それでも全体の 3分の 1程度であり、決して高い値とは言えな

い。ちなみに、全体 (N=504) のうち、中学生までに「美術・工芸」の習い事と

「美術系部活」の両方を経験した者は 8.5%、美術・工芸の習い事のみ経験した

者が 18.3%、美術系部活動のみ経験した者が 20.2% となっており、合計しても

5割弱である。

　さらに、美術に関わる褒賞や日常的な活動についても見ていこう。表 4に示

しているのが、小・中学生時の美術に関わる諸経験の頻度を尋ねた項目の度数

分布である。これを見ると、「美術図工で褒められることがあった」、「ひとり

で絵を描いたりもの作りをしたりしていた」の回答が「( よく／ときどき ) あっ

た」者がともに 9割を超える。「自分の作品が学校などに飾られた」、あるいは

「自分の作品が賞をもらった」ことが「あった」者も 8割前後いる。しかし、「家

族と一緒に美術館や博物館に行くことがあった」や「家族と一緒に絵を描いた

りもの作りをしたりした」については、どちらも 4 割以上が「( あまり／ほと

習い事（複数回答） あり あり あり

男性 49.1 男性 27.7 男性 8.0
女性 49.7 女性 62.6 女性 6.3
男女計 49.6 男女計 54.9 男女計 6.7
男性 56.3 男性 16.1 男性 63.4
女性 15.3 女性 29.1 女性 59.5
男女計 24.3 男女計 26.3 男女計 60.4
男性 26.8 男性 16.1 男性 19.6
女性 8.5 女性 25.4 女性 38.2
男女計 12.5 男女計 23.3 男女計 34.1
男性 8.0 男性 11.6 男性 0.9
女性 7.8 女性 7.8 女性 5.3
男女計 7.8 男女計 8.6 男女計 4.3
男性 1.8 男性 27.7 男性 2.7
女性 14.3 女性 26.6 女性 3.8
男女計 11.6 男女計 26.9 男女計 3.5

男性 112
女性 398
男女計 510

その他 *

通ったことがない

n.s.

習字 *

合計（N）

注：†: p<0.10，*: p<0.05，**: p<0.01，***: p<0.001．χ2検定による．

そろばん n.s.

絵画・工作など
の美術・工芸

n.s.

ボーイ／ガール
スカウト・自然体
験 n.s.

塾や家庭教師

n.s.

通信教育（学研、
進研ゼミなど）

***

水泳 n.s.

サッカー・野球な
どの球技 ***

柔道・剣道・空手
などの武道 ***

体操 n.s.

バレエ・ダンス・
日本舞踊 ***

語学（英会話な
ど） **

楽器（ピアノ・バ
イオリンなど）や
歌 ***

表 2　小・中学生の時の習い事 (複数回答、男女別 )
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んど ) なかった」と回答しており、家族との経験については分布の偏りが比較

的小さく、共通性は見出しにくい。

　最後に、美術に関わる成績はどうだろうか。学校での成績が生徒の進路選択

―例えば、大学進学／非進学―に影響することは既存研究から知られているが、

美大進学者に共通する要素に美術の成績の高さは含まれるのだろうか。表 5に

示したのが、中学 3 年時におけるすべての科目及び美術の成績 ( 自己評価によ

る校内での位置 ) である。ここから全体の結果を見ると、「上のほう」・「やや

上のほう」の割合は、すべての科目で 52.9%、美術で 83.5% となっている。美

術だけでなく、他の科目に関しても成績面で比較的高い位置にいた者の割合が

高い。ただし、男女間で統計的に有意な差が見られ、男性よりも女性で、この

傾向が強い。

美術系部活
（兼部含む）

それ以外の
文化部

運動部
運動部・文
化部両方

入っていな
かった

男性 9.2 8.3 72.5 0.9 9.2 109
女性 34.2 26.8 33.9 0.8 4.3 395
男女計 28.8 22.8 42.3 0.8 5.4 504

注：†: p<0.10，*: p<0.05，**: p<0.01，***: p<0.001．χ2検定による．

一番長い間入っていた部活動

中学校
***

合計（N）

表 3　中学生の時の部活動 (男女別 )

よくあった
ときどき
あった

あまりな
かった

ほとんどな
かった

合計
（N）

美術図工で褒められることがあった 60.3 31.2 4.9 3.5 509
自分の作品が学校などに飾られた 44.4 40.1 8.4 7.1 509
自分の作品が賞をもらった 35.3 42.0 10.7 12.0 507
家族と一緒に美術館や博物館に行くことがあった 22.2 34.4 23.4 19.9 508
家族と一緒に絵を描いたりもの作りをしたりした 18.1 28.5 28.9 24.6 509
ひとりで絵を描いたりもの作りをしたりしていた 74.3 20.4 2.9 2.4 509

表 4　小・中学生の時の美術に関わる褒賞／日常的な活動の頻度 (度数分布 )

上のほう
やや上の

ほう
中くらい

やや下の
ほう

下のほう

男性 13.9 27.8 37.0 11.1 10.2 108
女性 23.7 32.2 31.2 9.8 3.1 388
男女計 21.6 31.3 32.5 10.1 4.6 496
男性 42.7 28.2 18.2 7.3 3.6 110
女性 69.6 17.4 9.5 1.3 2.3 391
男女計 63.7 19.8 11.4 2.6 2.6 501

校内での成績
合計
（N）

中
学
3
年
時

すべての科目
**

美術
***

注：†: p<0.10，*: p<0.05，**: p<0.01，***: p<0.001．χ2検定による．

表 5　中学 3年時のすべての科目・美術の成績 (男女別 )
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　このように、美大の学生は、小・中学生時からすでに継続して、美術に関わ

る活動（習い事や部活動）を学校のカリキュラムとは別に行っていたわけでは

ない。習い事や部活動を通じて、美術に親和的な性向を形成した可能性は高く

ないと推察される。その一方で、美大の学生の子ども時代に共通する要素とし

て、小・中学校時において、美術に関わる褒賞経験が多かったこと、ひとりで

絵を描いたりもの作りをする頻度が高かったこと、そして中学 3年時での美術

の成績が高かったことが示された。特に 7割以上の学生が「ひとりで絵を描い

たりもの作りをしたりしていた」ことが「よくあった」と回答している点は注

目される。ここから、大学進学における美術分野の選択には、学校での美術の

成績を媒介して、子ども時代からの褒賞経験の積み重ねや日常的に制作活動を

行う性向が関係していると推測される。

3.2. 中 3 時の美術の成績の高さは何によってもたらされたのか

　それでは、美大の学生の子ども時代における重要な共通要素として見出され

た、小・中学生時の美術に関わる褒賞の蓄積、「ひとりで絵を描いたりもの作り」

の性向、中 3時の美術成績の高さの 3者は、どのような関係にあるのだろうか。

それらは家庭環境から影響を受けているのだろうか。上記 3変数間の因果関係

を特定することは容易ではないが、本節では「中 3時の美術成績」を被説明変

数として取り上げた分析を行う。中 3時成績は 3変数のうち最も時間的に後方

に位置すると想定され、また一般にそれは高校選択や高卒後の大学選択に影響

することが教育社会学分野で確認されているからである。具体的には、二項ロ

ジスティック回帰分析によって、家庭背景、美術に関わる褒賞や日常的な制作

活動の性向の有無が美術成績の高さに与える影響を検証する。もちろん美大進

学者のみのデータからこれを議論することには慎重である必要がある。しかし、

適切なデータが他にない現状においては、美大の学生内部での比較であっても、

新たな仮説生成に向けての必要な作業であると考える。
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　分析に使用する変数は、以下のように設定した。被説明変数である「中 3時

の美術成績」は、回答分布を踏まえ、「上の方」及び「やや上の方」を 1、そ

れ以外を 0としたダミー変数として投入した。他方、説明変数としては、性別、

家庭背景（出身地、父・学歴、母・学歴、父・職業、芸術系学歴保持／職業従

事家族の有無、両親・世帯年収）、中学 3年時の校内成績（すべての科目）、美

術に関わる習い事・部活動経験、美術に関わる褒賞、美術に関わる日常的な活

動経験（「家族と一緒に美術館・博物館」、「家族と一緒に絵を描いたりもの作り」、

「ひとりで絵を描いたりもの作り」(6)）、そして統制変数として現在の所属大学

に関わる変数（大学所在地、大学ランク、学科）を投入した。なお、「小・中

学生時の美術に関わる褒賞」は、「美術図工で褒められることがあった」、「自

分の作品が学校などに飾られた」、「自分の作品が賞をもらった」（それぞれ「4．

よくあった」～「1．ほとんどなかった」）の 3項目を合算した変数（3点～ 12

点）(7)である。各変数の設定及び記述統計は、表 6に示した通りである。

N Mean SD N Mean SD
性別：女性（基準：男性） 513 0.778 0.416 家族と一緒に美術館・博物館（基準：ほとんどなかった）

大学所在地（都市部=1, 地方部=0） 513 0.645 0.479 あまりなかった 508 0.234 0.424
大学ランク（上位=1, 中位=0） 513 0.639 0.481 ときどきあった 508 0.344 0.476
学科（基準：美術系学科） よくあった 508 0.222 0.416
デザイン系学科 510 0.543 0.499 家族と一緒に絵を描いたりもの作り（基準：ほとんどなかった）

理論系学科 510 0.067 0.250 あまりなかった 509 0.289 0.454
その他の学科 510 0.100 0.300 ときどきあった 509 0.285 0.452
出身地（都市部=1, 地方部=0） 513 0.579 0.494 よくあった 509 0.181 0.385
父・学歴（大学・大学院卒=1, それ以外=0） 488 0.615 0.487 ひとりで絵を描いたりもの作り（基準：ときどきあった）

母・学歴（大学・大学院卒=1, それ以外=0） 492 0.352 0.478 あまり／ほとんどなかった 509 0.053 0.224
父・職業 488 0.637 0.481 よくあった 509 0.743 0.438
（専門・技術職／管理職=1, それ以外=0） 中3成績：すべての科目 496 3.550 1.078
芸術系学歴保持家族（いる=1, いない=0） 499 0.152 0.360 （下のほう：1～上のほう：5）
芸術系職業従事家族（いる=1, いない=0） 495 0.168 0.374 小・中学生時の習い事：美術・工芸 510 0.269 0.444
両親・世帯年収（基準：600万円未満） （あり=1, なし=0）
年収600万円以上1000万円未満 513 0.324 0.468 中学生時に美術系部活動に参加 504 0.288 0.453
年収1000万円以上 513 0.136 0.344 （した=1, しなかった=0）
無回答 513 0.257 0.438 小・中学生時の美術に関わる褒賞 507 9.706 2.280

（3点～12点）

表 6　分析に使用する変数の設定及び記述統計
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　表 7から分析の結果を読もう。表 7には、性別、家庭背景、家族との美術活

動経験、その他の統制変数を投入したモデルⅠ、個人での制作活動経験、中学

3 年時の校内成績（すべての科目）、美術に関わる習い事・部活動、美術に関

わる褒賞を追加投入したモデルⅡの 2つのモデルの結果を掲載している。まず

モデルⅠを見ると、性別、大学ランク、「家族と一緒に絵を描いたりもの作り」

の「ときどきあった」の 3変数が、5% 水準以下で統計的に有意となっている。

表 7　「中 3時の美術成績」の二項ロジスティック回帰分析
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係数 (B) はいずれも正である。他方で、父母の学歴や世帯年収といった出身階

層に関わる変数は有意な効果を示していない。つぎに、モデルⅠに変数を追加

投入したモデルⅡを見よう。モデルⅡでは、中 3時のすべての科目の成績、小・

中学生時の美術に関わる褒賞が 0.1% 水準で有意な正の効果を示している。「ひ

とりで絵を描いたりもの作り」の「あまり／ほとんどなかった」も 5% 水準で

有意となっている。係数 (B) は負である。他方、モデルⅠで有意であった性別

や大学ランク、家族との制作活動経験は、有意な効果を示していない。

　以上の結果をまとめよう。まず、モデルⅠでは、女性で、美大の中でも上位

ランクの大学に通う学生ほど、中 3時の美術成績が高い傾向が示された。家族

と一緒にときどき制作活動を行った経験も、美術成績の高さに影響することが

見出された。しかし、家族に関わる変数以外も投入したモデルⅡではそれらの

効果は観察されなくなっており、家族からの働きかけは個人の性向や学校経験

に媒介される形でのみ影響していることが示唆されている。モデルⅡからは、

すべての科目で成績が高く、小・中学生時に美術に関わる褒賞をより多く蓄積

し、ひとりで日常的に制作活動を行う性向を有していた学生ほど、中学 3年時

の美術成績が高いことが明らかになった。

4. 結論

　本稿では、美大の学生を対象とした質問紙調査をもとに、かれらが子ども時

代に家庭や学校でどのような美術に関わる活動・経験をしてきたのかを検討し、

そこから「だれが美大に進学したのか」という問いに答えることを試みた。お

もな知見は以下の通りである。第 1に、美大の学生のほとんどが、小・中学生

時にひとりで絵を描いたりもの作りをしていた。すなわち日常的に制作活動を

行う性向を形成していた。また、中 3時の美術の授業で好成績であったことや

小・中学校時に美術に関わる褒賞経験が豊富にあったことも、学生の多くに共

通する要素として示された。第 2に、どのような学生が中 3時の美術の授業で

好成績であったのかを検証した結果、出身階層からの直接効果は確認されず、

小・中学生時の美術に関わる褒賞や日常的に制作活動を行う性向が有意な正の

効果を示した。
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　以上の知見より、美大の学生の多くは、中学時までに学校内において美術に

関わる際立ったポジションを確立していたと考えられるが、そうしたポジショ

ンの高さは、特に学校での美術に関わる累積的な褒賞の獲得や個人で日常的に

制作活動を行う性向によってもたらされたことが示唆される。そして、成績に

反映された美術に対する自負が、その後の美大への進路決定に少なからぬ影響

を及ぼしたと推測される。第 2節で回答者の家庭背景を記述し、文化階層の高

い家庭の出身者が美大では多いことを示したが、本稿の分析結果を踏まえれば、

かりに同程度の家庭背景のもと生まれ育った者がいたとしても、子ども時代に、

日常的に制作活動を行う性向を形成しておらず、同輩集団の中で自身の美術活

動に関する評価や独自のポジションが十分確立されない場合は、中等教育後の

進路として、美大への進学が選ばれにくいと推察される。もちろんこれはひと

つの仮説であり、非美大進学者との比較の上、今後厳密に検証される必要があ

る。しかし、先行研究からさらに進んで、美大の学生の共通要素の一つである

中 3時の美術成績の高さは、日常的に制作活動を行う性向の有無と並び、学校

での美術に関わる褒賞の蓄積と関係する一方、家庭環境から直接的な影響を受

けはしないことを見出した点に、本稿の意義がある。芸術作品の選好や鑑賞態

度の出身階層差を学校教育がキャンセルする可能性を中西 (2001) は指摘して

いるが、そうした階層差解消の鍵となる要因の一つとして、学校での累積的な

褒賞の獲得があることを本稿の知見は示唆している。

　さらに、本稿の知見は、美大への進路選択に限定されず、高等教育の学科・

専攻選択のメカニズムを解明する上でも示唆を与え得る。既存の学科・専攻選

択の研究では、特に出身階層による選択の差異に注目がなされてきたが（白川 

2015 など）、子ども時代からのどのような性向の獲得・継続が、後の進路分化

に影響するのかについて、家庭だけではなく学校での活動・経験の内容とそれ

に対する他者からの評価にも着目した分析を行うことも重要である。

　美大への進路選択を可能とする社会的条件について、本稿では子ども時代の

活動・経験に遡り、新たな仮説を提示した。しかし、既述のように、本調査デー

タには限界もいくつかある。今回の仮説がどの程度支持されうるか、その多角

的で精緻な検証を今後の課題としたい。
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注

(1)  「美術系大学・学部 (美大 )」とは、美術・デザインに関係する学科が含まれる、芸術系学部 (美

術学部、造形学部、デザイン学部など )を設置する大学を意味している。基本的には美術の専

攻・課程を設ける教員養成系の大学は含まれない。学研教育出版編 (2014) によると、美術に

関係する学部を設置する大学は全国に 53 校 ( 国公立 15 校、私立 38 校 ) ある。ただし、いく

つかの大学では工学部等が併設されているため、芸術系学部を主としてキャンパスが構成され

る大学に限定した場合、26 大学が「美大」に該当する。

(2)  所在地は、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、京都、福岡を「都市部」と

し、それ以外を「地方部」とした。学生の出身地も同様の区分である。各大学の学生規模及び

大学ランクは、あくまで美大間での相対的な位置を意味しており、大学ランクは各大学・学部

の入試倍率や関係者内での評価等をもとに筆者が設定した区分である。

(3)  日本における芸術分野の大学生の出身背景を詳細に検討した調査研究は管見の限りほとんどな

いが、学生の家庭の状況に言及する論考はいくつかある。例えば、山下 (2006) は、日本大学

藝術学部 (= 日芸 )について、「確かに、学生の経済状態の貧富の差は大きいようである」(p.199)

が、「意外なことに、日芸もまた、お金持ちの子弟が多い。そもそも、親にある程度の余裕が

なければ、芸術などという、お金になるのかならないのかわからないような分野を目指すこと

を許してはくれないだろう」(p.197) と述べている。

(4)  回答者が生まれてからの母親の就業状況 (W 大学は設問なし ) は、男女ともに、「仕事をして

いたことはない」が 12% 程度、「パートでのみ仕事」・「フルでのみ仕事」が各 35% 前後、「フル

でもパートでも仕事」が 15% 前後と、専業主婦の母を持つ者は少数派である。

(5)  例えば、東京大学の学生を対象とする調査結果から、父親の職業を見ると、全体のうち、「専

門的、技術的職業」が 22.6%、「教育的職業」が 11.7%、「管理的職業」が 26.5% となっている (東

京大学学生委員会学生生活調査室 2016)。

(6)  「家族と一緒に美術館・博物館」・「家族と一緒に絵を描いたりもの作り」は、「ほとんどなかった」

を基準とし、他のカテゴリーをダミー変数として投入した。「ひとりで絵を描いたりもの作り」

は、「ときどきあった」を基準とし、「あまり／ほとんどなかった」、「よくあった」をダミー変

数として投入した。

(7) クロンバックのα信頼性係数は、0.844 である。
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 This research uses the “three wishes” method to collect standard data on the 
wishes held by Japanese preschool children at the beginning of the 21st century and 
discusses those wishes’ characteristics on a developmental basis. The “three wishes” 
method poses the following question: what would you wish for if you could have three 
(and only three) wishes for anything granted? Interviews were conducted with a total 
of 864 preschool children (423 boys, 441 girls; ages 3, 4, and 5 years) over the course 
of six years (2002–2007). The results are given in the following four points: (1) and (2) 
are the characteristics of preschool children found as a result of this study, and (3) and 
(4) show that characteristics common among data on elementary school children and 
adolescents in Japan are already appearing in early childhood.
 (1) Children were asked their three wishes, and 68.3% of 5-year-old children, 
59.3% of 4-year-old children, and 51.5% of younger children (3 to 4 years)  were 
able to give three answers. These results indicate that for preschool children, the 
act of having a “wish” itself is by no means a simple task. The number of children 
able to answer all three wishes increased with age. Also, girls gave a greater number 
of answers than boys. (2) In early childhood, there are many wishes related to the 
“here and now,” not abstract wishes for things such as “money” and “social justice.” 
However, as older children (5-year-olds) become more interested in their “future self” 
and “future career,” wishes for the future begin to appear. This tendency is especially 
strong for girls. (3) The characteristic that wishes related to “possessions” and “personal 
demands” are numerous is common among data from elementary school children and 
adolescents. However, specifically, preschool children often wished to possess familiar 
toys. (4) The percentage of boys wanting specific tangible “possessions,” especially 
toys, was higher than that of girls. In contrast, girls had many wishes regarding “changes 
in the self” and “interpersonal relationships.” Also, girls often wished to keep “animals.” 
This tendency is also common among the data for elementary school children and 
adolescents as a characteristic of contemporary Japan.

What kind of wishes do preschool children have?
Using the “three wishes” method

FUJISAKI, Ayuko
(Hyogo University of Teacher Education)

ASAO, Takeshi
(Nara Women's University)
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 The purpose of this paper is to analyze the perspectives of graduates of Free 
Schools in Japan about the meaning of the process of entering university.
 Free Schools have been determined to be a place where students’ negative 
self-image of truancy experiences can be changed into a positive one in Japan. 
However, the relationship between the role of being such a place and students’ lives 
after graduation has not been sufficiently examined. Therefore, this paper focuses on 
how Free school graduates interpret the meaning of the process of entering university. 
Six graduates from the Free School X are the collaborators of this research.
 The results of the analysis are as follows. First, in Free School X, there was 
a situation in which it was difficult to make a choice other than to go to university. 
Nevertheless, graduates indicate the decision to go to university as "a success story", 
because they recognize going to university as being important "for staff and parents" 
and "to return to mainstream school". Second, when students indicate the university 
entrance concept as their success, this becomes a factor which puts them under pressure 
or makes them give up their studies. In other words, the process of entering university 
from Free School could nave positive effect on students’ truancy experiences, but 
also raises the possibility of having a negative effect which could leads to the crisis of 
dropping out of school. 
 This finding indicates that Free Schools are strongly influenced by the 
presence of "school" and meritocracy. It is suggested to raise the necessity of 
developing diversified and flexible support system rather than interpreting the above-
mentioned issue as a problem of Free Schools’ administration or certain individuals.

Moving from Free Schools to Universities
: The Dilemma of Free Schools’ Graduates

FUJIMURA, Kosei
(Graduate School of Education, Hiroshima University)
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 The purpose of this paper is to reconsider the discourse of " the Grade 1 
Problem " on the basis of fieldwork research on " children in a worrisome state " in 
their transition from kindergarten to elementary school stages, and to discuss “the 
philosophy of continuity and consistency in teaching.”
 " The Grade 1 Problem " has become a social problem since about 2000 as 
a problem in the transition period from pre-school to elementary school. Since then, 
various policies have been proposed and enforced in order to facilitate the collaboration 
and connection between early childhood education and elementary school education. 
It was assumed a priori that there was a large structural gap between education in these 
periods.
 Many studies accumulated so far also have emphasized the differences 
between pre-school and elementary school education, pointed out the importance of 
their collaboration and connection, and discussed how it can be realized. However, by 
looking at "migration of individual children" in preschool education and elementary 
school education, by describing the consistency and continuity of both, there is also a 
way to open up the possibility of connectivity. From this point of view, in this paper, 
we conducted fieldwork for two children who are uneasy at the transition period of 
school attendance, and analyzed the experiences at a kindergarten and an elementary 
school and the process of transformation.
 Our continuous fieldwork suggests the necessity and possibility that we 
should pay more attention to the teacher's individual "practice", "beliefs", "professional 

Continuity and consistency of teaching in the transition period from pre-
school education to elementary school

: A fieldwork study on " children in a worrisome state”

NOMOTO, Seira
(Graduate School, Ehime University)

ISEMOTO, Dai
(Ehime University)

(Graduate School, Hiroshima University)
MIYASHITA, Aya

(Graduate School, Ehime University)
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knowledge" at the micro level rather than focusing on institutional / organizational 
level. 
 The conflict has been assumed as a matter of discussion over "the Grade 
1 Problem" between the idea of respecting each child in early childhood education 
and the idea of grasping the child as a member of the group in elementary school 
education. However, the result of this research suggests that it is no longer referred to 
as confrontation, but spreading as a reality encompassing the possibility of articulation.
 Finally, the results of this analysis are shown the possibility of educational 
philosophy related to continuity and consistency of teaching from pre-school education 
to elementary school education.
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 The purpose of this paper is to investigate what kind of activities and 
experiences art university students commonly had inside and outside of school during 
childhood, using quantitative data obtained from students at four art universities in 
Japan. The main results are summarized as follows: (1) Almost all of the students had 
often done painting and crafting by themselves when they were elementary and junior 
high school students; (2) in addition, most of the students were praised a lot for their 
artwork in elementary and junior high school and achieved good results in art class in 
the 9th grade; (3) after examining who had achieved good results in art class in the 9th 
grade by logistic regression analysis, we showed that family environment factors did 
not have any direct effect, but the accumulation of the experiences of being praised for 
their artwork and the daily habits of doing painting and crafting during childhood had 
statistically significant positive effects on their results in art class.

Who Has Become an Art University Student?
: Focusing on Art Activities and Experiences During Childhood

KISHI, Akinori
(Sonoda Women's University)


