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進路選択と意味づけの中のきょうだい
（伊藤秀樹）

１．問題設定

　子どもたちの進路形成の過程に、きょうだいの存在はどのような影響を与え

ているのか。この問いに対して、日本国内の先行研究では、主に計量分析を用

いて教育達成（どれだけ高い学歴を取得できるか）の格差という観点から検討

を進めてきた。これらの研究は、生得的要因であるきょうだい数や出生順位、

性別によって教育達成の格差が生じているという、不平等の構造を明らかにし

てきた。

　しかしこれらの研究には、子どもの捉え方に大きな問題があった。子どもた

ちを、きょうだい数、きょうだい内の出生順位、性別や家庭の経済的状況と、

それに基づく親の選択的資源配分によって、教育達成のありようが一方的に規

定される存在として捉えてきたのである。教育達成の過程では、多くの場合、

子どもたちが自らどの進路に進むかについて選択する過程が付随するはずであ

る。そして、その進路選択のもととなる意味づけに、きょうだいという存在が

大きな影響を与えることもあるだろう。しかし先行研究では、きょうだいとい

う存在が子どもたち自身の進路選択やそのもととなる意味づけにどのような影

響を与えるかについては検討されてこなかった。

　本研究の目的は、きょうだいの存在が子どもたちの進路選択やそのもととな

る意味づけに影響を与えるそのさまを描き出し、きょうだいと進路形成の関係

性について先行研究の大多数が看過してきた新たな様相を提示することにあ

る。

　なお、きょうだいの存在と進路選択やそのもととなる意味づけとの関係性に
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着目した先行研究がない以上、事前に仮説を立てそれを検証するという計量研

究のアプローチは妥当ではない。そのため本研究では、高等専修学校（詳しく

は 3節）の生徒たちに進路選択について尋ねたインタビューデータの分析を通

して仮説の一端を導き出していくという、仮説生成型のアプローチを採用する。

２．先行研究の検討

　きょうだい関係と教育達成の格差に関する日本国内の先行研究では、以下の

3点の検証を行ってきた。

　1 点目は、Blake（1989）が提唱した「資源希釈仮説」の検証である。資源

希釈仮説とは、きょうだい数が多い子どもほど、子ども一人あたりに配分され

る親からの資源（資金・時間・注意など）が少なくなるため、教育達成が低く

なる傾向にあるという仮説である。

　この仮説は、日本でも計量研究によって検証が試みられ、それを支持する分

析結果と考察が提示されてきた。たとえば、これまでの計量研究では、きょう

だい数が多い人ほど教育達成が低いという結果がほぼ一貫して示されている

（近藤 1996，平沢 2011 など）。また、きょうだい数が多い子どもほど、親から

の経済的投資が得られない傾向にあることも明らかにされている（片瀬・平沢 

2008，苫米地 2017）。

　2 点目は、Becker（1981）による「選択的投資仮説」の検証である。選択的

投資仮説とは、親たちは資源の制約がある中で、子どもの出生順位や性別を指

標として、選択的かつ戦略的に教育達成のための資源配分を行っているという

仮説である。

　日本でも、これらの仮説を支持する分析結果と考察が計量研究によって提示

されてきた。まず、出生順位については、少なくとも1955年以降に生まれた人々

においては、きょうだいの中での出生順位が遅い人の方が教育達成が低い傾向

にあることが明らかにされている（藤原 2012，苫米地ほか 2012 など）。また、

出生順位が遅い人の方が経済的資源の投資が得られない傾向にあることも示さ

れている（苫米地 2017 など）。性別についても、女性は男性のきょうだいに比

べて、教育達成が低い傾向にあり（平尾 2006，苫米地 2015 など）、さらに経
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済的投資も得られない傾向にあることが示されている（苫米地 2017）(1)。

　3 点目は、きょうだい構成が教育達成に与える影響と家族背景との関連性の

検証である。先行研究では、親の社会経済的地位が高いほどきょうだい構成が

教育達成に与える負の影響が弱まることが明らかにされてきた。たとえば、きょ

うだい数や出生順位が教育達成に与える負の影響は、世帯収入が高ければ緩和

されることが示されている（藤原 2012，苫米地ほか 2012）。また、女性である

ことが教育達成に与える負の影響は、父親の学歴が高い場合には若干緩和され

るという結果も示されている（平尾 2006）。

　このことは裏を返せば、社会経済的に困難な状況にある家庭の子どもほど、

きょうだい構成に基づく教育達成上の不利を被りやすいという結果でもある。

藤原（2012）では分析結果に基づき、「日本の家族は教育費用を負担できさえ

すれば、子どもたちを平等に扱ってきた」が、「経済的な制約が大きければ、

家族は『不平等化装置』になってしまう」（藤原 2012，p. 53）と論じている。

　以上の 3点の検証では、生得的要因であるきょうだい数や出生順位、性別に

よって教育達成の格差が生じており、その格差が社会経済的困難を抱えた家庭

において顕著になるという、不平等の構造を明らかにするものである。これら

の研究は、子ども自身ではどうにもできない不平等の構造を明るみに出し、そ

の改善を喚起するという意味で、社会的意義をもつものである。しかしこれら

の研究には、現象の捉え方に大きな欠落がある。それは、子ども自身がきょう

だいの存在を考慮しながら進路を選択するという、子どもの選択やそのもとと

なる意味づけの過程が等閑視されているという点である。

　資源希釈仮説や選択的投資仮説は、親が子ども一人ひとりに投資する資源の

量に差があることで、自ずと子どもの教育達成の差が生まれるというモデルで

ある。きょうだい構成が教育達成に与える影響と家族背景との関連性を見てき

た先行研究でも、資源希釈仮説や選択的投資仮説によるこうしたモデルに疑念

が差し挟まれることはなかった。そのため先行研究では、教育達成の当事者で

ある子ども自身は、親から配分される資源の量によって一方的に教育達成が運

命づけられる存在として想定されてきた。

　しかしこうしたいわば「親決定論」は、子どもの進路形成や教育達成という

現象を捉えるうえで、どこまで妥当なものなのだろうか。というのも、進路形
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成や教育達成に関わる最終的な判断を下すのは、多くの場合親ではなく、子ど

もだと考えられるためである。子どもたちの進路形成には、多くの場合、各学

校段階を卒業する直前に行う進路選択が重要な意味をもつ。その際、親が全面

的に進路を選択し決定するのではなく、子ども自身が親や教師の影響を受けな

がらも、最終的には自らの判断で 1つの進路を選び取るというケースが一般的

であるだろう。

　子どもたちの進路形成について論じるうえでは、きょうだい構成や親の資源

分配のあり方だけでなく、子ども自身の進路選択の過程にも着目する必要があ

る。その際本研究では、きょうだいの存在が子ども自身の進路選択の過程に関

わる可能性に着目したい。きょうだいは、解釈的アプローチの考え方をふまえ

るならば、進路選択という行為とそのもととなる意味づけ（解釈）の過程に影

響を与えうる存在だと考えられる。

　解釈的アプローチでは、社会的事象について把握する際に、行為者の行為に

対する意味づけの過程を重視する（志水 1985，p.195，稲垣 1992，p. 95）。それは、

人々の行為はあらかじめ社会構造によって規定されているのではなく、行為者

の意味づけに影響を受けるものだと想定するためである（稲垣 1990，p. 67）。

そして解釈的アプローチでは、社会的現実は諸個人の相互作用（言い換えるな

らば、相互行為やそのもととなる各行為者の意味づけ）の積み重ねによって構

成されるものと捉える（志水 1985，p.195）。

　当然ながら進路選択という行為も、さまざまな事象への子ども自身の意味づ

けに影響を受けるものであるだろう。きょうだい数や出生順位、性別が教育達

成との関連をもつことをふまえると、子どもたちの進路選択のもととなる意味

づけに、きょうだいの存在や、きょうだい間の資源配分に頭を悩ませる親の存

在が影響を及ぼす可能性も大いに考えられる。

　こうした関心は、中学生・高校生・大学生の進路選択を対象とした先行研究

においてももたれることはなかった。まず、計量研究では、子どもたちの進路

選択のもととなる意味づけを「進路意識」として概念化し、それらと進路選択

との関係性について検討を行ってきた。たとえば、教育社会学や教育心理学の

先行研究では、やりたいこと志向（下村 2002，岩田 2010 など）や現在志向（苅

谷ほか 2003 など）、アスピレーション（竹内 1995，荒川 2009 など）、ローカ
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リズム（中村 2010）などの進路意識が、子どもたちの進路選択に影響を与え

ていることを明らかにしてきた。また、教育心理学の先行研究では、進路選択

に関わる意識として、進路成熟（浦上 1993，望月 2007 など）や時間的展望（都

筑 2009，2014 など）、進路選択の自己効力感（浦上 1993，成田・森田 2015 など）

などについての検討も行ってきている。しかしそれらの研究ではいずれも、進

路選択やそれに関わる意識にきょうだいの存在が影響を及ぼすということを視

野に入れてこなかった。

　一方で、質的研究においては、進路多様校（課題集中校）の生徒や外国にルー

ツをもつ子ども、貧困世帯に育つ子どもなど、さまざまな子どもたちの進路選

択とそのもととなる意味づけに多様な要因が影響を与えるメカニズムが、イン

タビュー調査や参与観察をもとに検討されてきた。その中には、進路選択とそ

のもととなる意味づけに家族・親族が強く影響を与える様子に言及している研

究も存在する（酒井編 2007，徳永 2008，林 2016 など）。しかしそれらの研究

の多くは、親や祖父母、おじ・おばなどの年上の親族の影響に着目する一方で、

きょうだいの存在が進路選択やそのもととなる意味づけに影響を与えることに

は分析・考察の焦点を当ててこなかった。

　数少ない例外として、廣森（2017）では、福祉系大学生を対象にした調査で、

進学先や就業地を選択する際にきょうだい間での調整（例：他のきょうだいが

県外に出たので自分は親元に残る）が行われる場合があることを明らかにして

いる。また、伊藤（2014，2017）では、高等専修学校の生徒たちの進路展望の

形成に影響していた出来事の 1つとして、きょうだいとのかかわりが挙げられ

ている。先述の林（2016）においても、生活保護世帯に育つ子どもが弟の大学

進学の希望を耳にし、高等専修学校卒業後の進路として就職を選択した事例が

紹介されている。しかしこれらの研究では、きょうだいと進路選択の関係性に

ついての検討が主題ではないこともあり、きょうだいの存在が進路選択やその

もととなる意味づけに影響を与えるそのあり方について、それ以上の詳しい分

析・考察は行われていない。

　以上をふまえるならば、子どもたちの進路形成の過程にきょうだいの存在は

どのような影響を与えているのかという問いは、完全に解き明かされている状

態にあるとは言えないだろう。そのため本研究では、進路選択という場面に焦
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点を置き、子どもたちの進路選択やそのもととなる意味づけにきょうだいの存

在やきょうだい間の資源配分を担う親の存在がどのような影響を及ぼしている

のかについて改めて検討していく。

３．対象と方法

3.1. 高等専修学校と事例（Y校）の概要

　本研究で分析を行うのは、ある高等専修学校（以下、Y 校（仮名））の生徒

たちに実施したインタビューのデータである。

　高等専修学校は、専修学校高等課程と呼ぶことも多いが、職業や社会生活に

必要な能力の育成や教養の向上を図ることを目的として、中学校卒業者を対象

に教育を行う機関である。学校教育法の第 125 条の 2で規定されており、文部

科学省の『学校基本調査』によれば、2018 年度の学校数は 412 校、生徒数は

36,278 名である。中学校卒業後にそのまま進学する生徒が多数派であり、2018

年度においては中学校卒業者の 0.77%（8,731 名）の進学先となっている。

　高等専修学校は、高等専門学校（いわゆる「高専」）と間違われることも多

いが、比較的学力の高い生徒が入学する傾向にある高等専門学校とは異なり、

不登校・学業不振・発達障害・非行傾向などの背景を抱え、全日制高校への進

学が難しかった生徒が多く入学している。そのほとんどが私立学校であり、入

学金・学費等を納める必要があるが、高等専修学校も高等学校等就学支援金制

度の対象となるため、経済的に厳しい状況にある家庭の子どもが一定数入学し

ている(2)。修業年限は 1 年以上と定められているが、3 年制の大学入学資格付

与指定校を卒業した場合、高等学校卒と同じ扱いでの就職や公務員受験、大学・

短期大学・専門学校への進学が可能になり、高等学校を卒業した生徒と同様の

形で進路を選択することができる。

　筆者は、高等専修学校である Y 校において、2005 年 6 月～ 2014 年 11 月ま

でフィールドワーク調査を行ってきた。Y 校は首都圏に位置する私立の高等専

修学校であり、3 年制で大学入学資格付与指定校の認定を受けている。授業は

全日制高校と同様、週 5日、昼間に開講されている。絵画、陶芸、体育、調理

など 7 つの専門コースがあり、1 週間の授業の約半数は専門コースの授業であ
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る。残り半数の授業では、国語・数学・英語・社会・体育・保健といった普通

教科の授業とホームルームが行われている。

　Y 校は 1 学年 75 人程度の小規模校であるが、なかでも障害があると診断さ

れた生徒（主に自閉症と診断された生徒）が生徒の約 6割を占めるという特殊

な学校である。障害があると診断された生徒とそれ以外の生徒（Y 校では「健

常の生徒」と呼ぶ）では卒業後の進路選択の過程が大きく異なるため、本研究

のインタビュー調査の分析対象は「健常の生徒」に限定する。なお、「健常の

生徒」のうち約半数は、Y 校入学前に小・中学校等で不登校を経験している。

また、学業不振で全日制高校に進学できなかった生徒も多く、入学前に非行傾

向があった生徒、経済的に厳しい状況にある家庭で育つ生徒も一定数いる(3)。

　「健常の生徒」の卒業後の進路は、筆者が調査を行っていた期間（2009 年～

2013 年度の 5 年間）においては、進学 67.2%、（正社員としての）就職 31.9%、

その他 0.8% であった。進学者が全体の 3 分の 2 を占めるが、とくに専門学校

への進学者が多かった（全体の約4割）。大学への進学者は全体の約2割であり、

短期大学への進学者は残りの約5% であった。なお、Y 校で学んでいた専門コー

スと強い関連がある進学先・就職先を選ぶ生徒はそれほど多くなく、保育系・

福祉系の進路に進む生徒が多かった。

3.2. 調査の概要と分析の手順

　筆者はフィールドワーク調査の中で、学校生活や学校行事などでの参与観察、

教師・生徒・卒業生へのインタビュー、Y 校に関する資料の収集等を行ってき

た(4)。参与観察の際には観察者という立場で過ごすことが多かったが、休み時

間に生徒たちと話したり、実習補助者として生徒と関わったりすることもあっ

た。また、1つの学年に焦点化して参与観察やインタビューを行っていたため、

対象学年の生徒たちは私の名前や調査者であるという立場を理解していた。

　本研究では、「健常の生徒」の 3 年生 19 名（男子 16 名、女子 3 名）に実施

したインタビューのデータを分析対象とする。3 年生に分析対象を限定したの

は、卒業後の進路の希望に関して詳しくインタビューで尋ね、進路選択やその

もととなる意味づけについて回顧的ではない形で豊富な語りが得られたためで

ある。インタビューの対象者については、不登校の経験の有無、Y 校の方針へ
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の反発の有無、卒業後の進路などが偏らないよう、Y 校の教員に選定を依頼し

た。彼ら／彼女らの卒業後の進路は、大学 7名、短期大学 1名、専門学校 6名、

正社員就職 4名、その他（大学受験浪人）1名であった。

　3 年生へのインタビューでは、Y 校卒業後の進路の希望について、まず「将

来の進路はどうしようと考えていますか」と尋ね、その進路希望の理由等を掘

り下げて尋ねていく形をとった。そのため、きょうだいの存在と進路選択との

関係を捉えるための焦点化した質問は行っていない。また、インタビューの中

では、筆者からきょうだい構成について確認することはなかった。しかし、きょ

うだいについての質問は一切せずに、進路選択やそのもととなる意味づけにつ

いて自由に語ってもらったにもかかわらず、生徒たちからきょうだいについて

の語りが多く得られたことが、本研究の着想のもととなった。

　分析の手順としては、まず、インタビューでの Y 校卒業後の進路について

の語りの中からきょうだいに関する語りを抽出し、きょうだいがどのような存

在として語りの中に登場するのかについて類型化を行った。次に、抽出した語

りについて、きょうだいの存在が生徒たちの進路選択やそのもととなる意味づ

けにどのような形で影響を与えているのかについて検討した。さらに、同じ

語りの中できょうだいに関する語りと親に関する語りが同時に出てくる場合に

は、進路選択やそのもととなる意味づけの中できょうだいと親の存在がどのよ

うに関連づいているのかについても検討を行った。

3.3. 本研究の限界と意義

　なお、ここで本研究の限界を述べておきたい。本研究の知見は、あくまで筆

者が収集可能であったデータの中から描き出される「部分的真実」（Clifford 

and Marcus eds. 訳書，1996）であり、導き出される知見もきょうだいの存在

と進路形成との関係性についての一端でしかない。

　本研究で分析に用いるのは、高等専修学校という学校種の、ある 1つの学校

に在籍していた生徒たちの一部に対するインタビューデータである。もし対象

となる学校や生徒が違えば、別のバージョンの語りが収集された可能性は高い。

また、生徒の男女比の関係上、インタビュー対象の生徒が男性に偏っているこ

とも課題の 1 つであるだろう(5)。さらに、そこでの生徒たちの語りは、インタ
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ビューという特殊な場で、調査者である私の質問に応じて語られたものである。

仮に、インタビューではない場であったり、別の聞き手であったり、別の質問

がなされていたりしたならば、別のバージョンの語りがなされていたかもしれ

ない。本研究で用いるデータにはそういった特殊性と偶有性がつきまとう。

　しかし、だからといって本研究が無意味であるわけではない。結果の先取り

になるが、本研究のデータからは、計量研究による先行研究が前提としてきた

「親決定論」を問い直すような知見を提示することが可能となる。また、本研

究で提示される知見やそれに接近するために用いたアプローチは、さらなる調

査と知見の生成・再検証の起点にもなり、より妥当な「部分的真実」へのブラッ

シュアップへとつながりうるものだと考えられる。本研究の試みは、そうした

学問的意義をもつものとして位置づけることができる。

　そして本研究のデータは、以下の 3つの理由で、きょうだいと進路形成につ

いての新たな関係性を子どもの進路選択と意味づけという側面から描き出すと

いう本研究の目的に適うデータだといえる。第 1 に、Y 校は卒業生の進路が主

に大学への進学、専門学校への進学、正社員就職の 3つに分かれる進路多様校

である。生徒間の進路選択や教育達成の差異が大きい Y 校を事例とすること

で、それらの差異がどのような形で生じるのかという点を、学校ランクや年齢

等を統制したうえで焦点化して捉えることができる。第 2 に、Y 校には家庭が

経済的に厳しい状況にある生徒も一定数在籍しており、きょうだいの存在が進

路選択に与える影響がより強くみられるであろう彼ら／彼女らに、実際にイン

タビュー調査を実施することができている。第 3 に、進路選択を控えた 19 名

の 3年生に、参与観察で得られた背景知識をふまえながら進路希望とその理由

を詳しく尋ねていくことで、生徒の進路選択についての行為とそれにつながる

意味づけを分厚く聞き取ることができている。きょうだいと進路形成の関係性

について、今後別の対象への調査で新たな様相が描き出される可能性は大いに

ありうるが、その様相の一端を描き出すことは十分に可能なデータだと言える。

４．分析：語りに登場するきょうだいの 3つの姿

　インタビューでは、3年生 19 名のうち 7名が、Y 校卒業後の進路選択にきょ
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うだいの存在が関わっている様子を語っていた。きょうだいの語られ方につい

ては、以下の 3つのパターンに類型化することができる。そしてそれらの語り

からは、生徒たちの進路選択のもととなる意味づけに、きょうだいの存在やきょ

うだい間の資源配分を行う親の存在が影響を与えている様子を読み取ることが

できる。

4.1. 保育士を目指すきっかけを与える存在としてのきょうだい

　インタビューからは、きょうだいとの関わりが保育士を目指すきっかけと

なった様子が語られている。具体的には 3名の生徒が、年下のきょうだいの世

話をするなかで、小さい子どもたちの世話をする仕事がしたいと考えるように

なり、保育系の進路を目指すようになった様子を語っている。ここでは例とし

て、タクミ(6)とユカの語りを挙げておきたい。

　【タクミ（3年生／男子／保育系の専門学校に進学）の語り】

　　筆者：保育のほうに決めたきっかけってのは。

　　タ クミ：それはけっこうあの、小学校の時ですよね。まあ弟の影響で、弟

が生まれてから弟の面倒とかも送り迎えとかもしている影響で、こうい

う仕事がしたいとかになってきて、それで中学校の時からそういう夢を

持ちました。

　【ユカ（3年生／女子／大学の保育系学部に進学）の語り】

　　 　2年生の後期、大学受験に入って、えー、＊＊祭《文化祭》明け、11 月

終わりのへんに、最初は、なんか、語学を学びたいなと思ったんですけど、

なんか、あの、生活していくうえに、あの、いっつも弟と妹の面倒を私が

見ていて、それで、そうやって人の面倒を見るのがすごい楽しくなったの

で、そうやって、小さい子も見ていきたいなって思いました。

　上記のタクミやユカの語りでは、年下のきょうだいが保育士を目指すきっか

けを与える存在として登場している。彼ら／彼女らにとって年下のきょうだい

は、小さい子どもたちの世話をする仕事がしたいという意味づけを与え、保育
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士という進路希望へと方向づける存在になっている。

　今回のインタビューの中では、きょうだいの存在が保育士以外の職業の志望

につながっていた様子は語られなかった。しかし、少なくとも上記の語りから

は、きょうだいは子どもたちにとって、つきたい仕事の発見につながる意味づ

けを与えうる存在であるということまでは主張してよいだろう。

4.2. 進路をゆずるべき存在としてのきょうだい

　また、インタビューでは、きょうだいの存在がつきたい仕事の発見だけでは

なく、進学／就職の選択につながった様子も語られている。以下のジュンとナ

オトの語りからは、きょうだいが専門学校や大学への進学を希望していること

を考慮し、自らは就職という進路を選択していることがわかる。

　【ジュン（3年生／男子／正社員就職［高齢者介護］）の語り】

　　筆者：進学じゃなくて、就職にした理由っていうのは。

　　ジ ュン：やっぱり、あの、うち、きょうだいで、弟もあのこれから専門学

校入りたいって言ってるんですね。で、やっぱり、進学ってなるとさら

にお金がかかるじゃないですか、僕の進学ってなると。そしたら、今ま

でやっぱりすねかじってきたってのもあるんで、まあうちシングルマ

ザーで、やっぱり家庭的にけっこうつらいかなってのもあって、まあ勉

強もそんなに好きじゃないってのもあるんですけど、そういう全部考慮

して、やっぱり就職がいいかなと。

　【ナオト（3年生／男子／正社員就職［清掃］）の語り】

　　筆 者：なんか、大学でラグビー続けようってそういうことって考えたり、

続けたいとかそういうことを思ったりはしなかった？

　　ナ オト：ああ、そういうのも考えたんですけど、その、やっぱ自分、年子

で、あの、お兄ちゃんがいて、同じ学年に 2人いて《兄が 4月生まれで、

ナオトが翌年 3 月生まれ》、で、そのお兄ちゃんが大学行くので、お金

かかるのもあって。
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　上記のジュンやナオトの語りでは、きょうだいが、自らは就職を選んででも

専門学校や大学への進学希望を叶えるべき存在、つまり進路をゆずるべき存在

として登場している。ジュンやナオトにとってきょうだいは、彼らの希望を叶

えるために自らは進学をあきらめるべきという意味づけを与え、進路を就職へ

と方向づける存在となっている。裏を返せば、ジュンやナオトにとってはきょ

うだいが進学への道を閉ざし、進路選択を制約する存在になっていると解釈す

ることもできる。

　ジュンやナオトは、卒業後の進路として就職を選択した理由として、きょう

だいが進学を希望していること以外の理由も挙げている。たとえばジュンは、

上記の語りにみられるように、「勉強もそんなに好きじゃない」ということを

進学しない理由として語っている。またナオトも、進学ではなく就職を選んだ

理由として、上記に引用した語りとは別に、大学に行って遊ぶ時間ができたら

中学校のときに戻ってしまうという不安があること、Y 校では教師たちが就職

活動のアドバイスをたくさんくれること、これを学びたいという分野がないか

ら専門学校や短期大学への進学は選ばなかったことを語っている。しかし上記

の語りをふまえれば、きょうだいの進学希望を叶えるために自らは進学をあき

らめるべきという意味づけも、ジュンやナオトの進路選択を形づくる要素の 1

つになっていると考えるべきだろう。

　なお、ジュンやナオトの語りからは、きょうだいに進学をゆずる背景に、家

庭の経済的事情への配慮があることが読み取れる。ジュンやナオトは、きょう

だいの進学が「お金がかかる」ということを考慮して、自らは就職という進路

を選んでいる。きょうだいの希望を叶えるために自らは進学をあきらめるべき

という意味づけは、親が 2人分の進学費用を負担することは難しいという意味

づけのもとで生まれていると解釈することができる。

4.3. 進路をなぞるべき存在としてのきょうだい

　インタビューでは、きょうだいの存在が就職ではなく、進学という進路選択

につながった様子も語られている。以下のマコトとシンゴの語りからは、きょ

うだいが大学に通う様子を「楽しそう」「人生として大きくプラスになる」と

解釈し、自らも大学進学という進路を志望するようになった様子が見出せる。
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　【マコト（3年生／男子／大学の情報系学部に進学）の語り】

　　筆者：じゃあ、就職は元々考えてなかった？

　　マコト：元からないです。

　　筆 者：あの、専門《学校》に行くっていうことも、結局、今までの中では

考えてない？

　　マ コト：専門学校とかも全然考えてなかったです。大学に、もう行こうっ

て決めてたんで。

　　筆者：それは、なんか、ずっと昔から？中学校のとき。

　　マ コト：兄貴も大学にしたんで、自分も行っておこうかなと思って。結構

楽しそうだったんで、兄貴が、じゃあ、自分も行こうと思った。

　【シンゴ（3年生／男子／大学の福祉系学部に進学）の語り】

　　筆者：就職とかって考えた？

　　シ ンゴ：考えてなかったですね。とりあえず進学したいなっていうのがあ

りました。上にきょうだいがいるん、上に、上にいる姉が、まあ、すご

い頭いいんですけどね、＊大《私立の難関大学》とか行ってますし。うー

ん、それで大学生活っていうのが、すごい、なんか、人生として大きく

プラスになるというか、楽しい面もあるけど、まあたぶんそういう大学

生で、あんまりいないですよね。なんか、あの大学生って遊びほうけて

いるイメージがあるとかよく言われますけど、まあ、そういうので、一

度大学生になってみたいなあっていうのはありました。

　上記のマコトやシンゴの語りでは、年上のきょうだいが、大学進学という進

路選択を真似すべき存在、つまり進路をなぞるべき存在として登場している。

彼らにとって年上のきょうだいは、大学は楽しいところ、あるいは人生にとっ

てプラスになるところという意味づけを与え、彼らの進路を大学進学へと方向

づける存在となっている。

　同時に、彼らの語りからは、年上のきょうだいが彼らの進路を制約する存在

になっている様子も読み取れる。彼らの「大学に、もう行こうって決めてた」「と
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りあえず進学したいなっていうのがありました」という語りからは、つきたい

仕事の選択よりも大学進学という選択が先にあったことがうかがえる。彼らの

進路選択は、年上のきょうだいの進路をなぞろうとすることで、つきたい仕事

をまず選び、その結果就職や短期大学・専門学校への進学を選択するという道

が無意識のうちに閉ざされるという制約も受けていると解釈できる。

　こうした語りは、進路をゆずる存在としてきょうだいについて語っていた

ジュンやナオトの語りとは対照的であった。マコトやシンゴからは、自らの進

学費用について家庭の経済的事情に配慮する様子は語られなかった。むしろ、

彼らがきょうだいを、進路をなぞるべき存在として語ることができたのは、親

が彼らの進学費用を負担できたからなのかもしれない(7)。きょうだいが進路を

ゆずる存在になるか否か、あるいはきょうだいを進路をなぞる存在にできるか

否かは、家庭の経済的事情によって変わってくるという可能性が示唆される。

５．まとめと考察

　生徒たちへのインタビューからは、Y 校卒業後の進路選択についての語りの

中できょうだいが登場する姿を、①保育士を目指すきっかけを与える存在、②

進路をゆずるべき存在、③進路をなぞるべき存在という 3つに類型化すること

ができた。また、きょうだいは進路選択のもととなる意味づけの中で、生徒た

ちを保育士という職種に基づく進路選択へと方向づけたり、進学／就職の選択

を方向づけたり制約したりするものとして存在していることも見出せた。そし

て、きょうだいが大学に進学している（あるいは大学等への進学を希望してい

る）場合に、家庭の経済的事情への配慮の有無によって、生徒たちの進路選択

やそのもととなるきょうだいへの意味づけに差異が生まれている可能性も浮か

び上がった。

　きょうだい関係と教育達成の格差に関する先行研究では、子どもたちをきょ

うだい数、出生順位、性別や家庭の経済的状況と、それに基づく親の選択的資

源配分によって、教育達成のありようが一方的に規定される存在として想定し

てきた。中学生・高校生・大学生の進路選択についての先行研究でも、そのほ

とんどが進路選択やそのもととなる意味づけにきょうだいの存在が与える影響
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を等閑視してきたため、上記の想定に異論が差し挟まれることはなかった。

　一方で、分析結果から主張できるのは、子どもたちは進路選択のもととなる

意味づけに、きょうだいの存在やきょうだい間の資源配分という問題に直面す

る親の存在を含みこみながら、自身で進路選択・教育達成についての判断を行

いうる存在であるということである。そしてそれらの判断は、結果的に家庭の

経済的状況と就職／進学の選択とを結びつけるものとなっている。

　そのことをふまえるならば、きょうだい構成に基づく教育達成の格差は、家

庭の経済的状況や親の選択的資源配分のみならず、きょうだいや親の状況に影

響を受けた子どもたちの意味づけとそれに基づく進路選択によっても支えられ

ていると考えられる。このことは、先行研究の大多数が看過してきた、きょう

だいと進路形成の関係性についての新たな様相だと言えるだろう。

　以下ではさらに、より具体的な学問的示唆として 3点を考察しておきたい。

　第 1に、きょうだいの存在は教育達成やそれに関わる就職／進学の選択だけ

でなく、どの職種／分野に進むのかについての選択にも影響を与える可能性が

あるということである。

　きょうだい関係と教育達成の格差に関する先行研究では、その関心が教育達

成（どれだけ高い学歴を取得できるか）にあるため、きょうだい関係と職種／

分野選択との関係については分析が行われてこなかった。一方で分析結果から

は、きょうだいとの関わりがつきたい仕事（保育士）の発見という形で職種／

分野選択に結びつきうることが見出せた。今後の研究では、きょうだいの存在

は就職／進学の選択を左右するだけでなく、どんな仕事に就くのか／何を学ぶ

のかの選択をも左右するものとして、その影響を捉えていく必要があるだろう。

　第 2に、社会経済的に困難な状況にある家庭の子どもがきょうだい構成に基

づく教育達成上の不利を被る過程に、他のきょうだいに進学のための資源をゆ

ずるという子ども自身の選択が含まれている可能性があるということである。

　先行研究が前提としてきた選択的投資仮説では、出生順位や性別によって

きょうだい間の教育達成に格差が生まれるのは、親が子どもの出生順位や性別

を指標として、選択的かつ戦略的に子どもたちに資源配分を行っているためだ

というロジックを想定している。一方で、ジュンやナオトは、家庭の経済的事

情に配慮し進学のために必要な経済的投資を他のきょうだいにゆずることに



62

子ども社会研究 26 号　研究論文

よって、きょうだいよりも低い教育達成へと水路づけられていた。彼らの語り

からは、選択的投資仮説に合致するような分析結果の裏に、きょうだい間の資

源配分という問題に直面する親への配慮や、他のきょうだいの進学希望を叶え

るために自らは進学をあきらめるべきという子ども自身の意味づけと、それに

基づく就職の選択といった行為が潜んでいる可能性が示唆される。今後の研究

では、きょうだい間の教育達成の格差について、選択的投資仮説を無批判に前

提にするのではなく、きょうだいや親に対する子どもたちの意味づけや行為の

影響を含みこんで検証を行う必要があるだろう。

　第 3に、親の社会経済的地位が高い家庭できょうだい構成が教育達成に与え

る影響が弱まる理由の 1つに、年上のきょうだいの進路選択をなぞるという子

ども自身の行為が含まれている可能性があるということである。

　先行研究では、「日本の家族は教育費用を負担できさえすれば、子どもたち

を平等に扱ってきた」（藤原 2012，p. 53）という指摘にみられるように、親の

社会経済的地位が高い家庭できょうだい構成が教育達成に与える影響が弱まる

理由として、親が各きょうだいの教育費用を負担可能であることを想定してき

た。一方で分析結果からは、子どもが家庭の経済的事情に配慮していない場合

に、年上のきょうだいの様子を見ることによる大学へのポジティブな意味づけ

が、大学進学という進路選択の一因になっていることが見出せた。このことか

らは、経済的に余裕のある家庭におけるきょうだい間の教育達成の均質化は、

年下のきょうだいが年上のきょうだいの教育達成をなぞるという、子どもの選

択的行為によっても支えられている可能性が示唆される。

　親が各きょうだいの教育費用を負担可能であることは、当然ながら、きょう

だい構成が教育達成に与える影響を弱める重要な条件だと考えられる。しかし

今後の研究では、そうした影響の弱まりに、親の経済的状況だけでなく、年上

のきょうだいの進路を肯定的に意味づけその進路をなぞるという、子ども自身

の進路選択の行為が寄与している可能性にも目を配る必要があるだろう(8)。

　最後に本研究の課題を改めて述べておきたい。まず、本研究で得られた知見

がどれだけ広範にみられる現象であるのかという点については、計量研究など

で改めて検証する必要がある(9)。また、学校階層構造上の位置づけや学校風土

が異なる学校を事例に研究を行うことで、きょうだいの存在が子どもたちの進
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路選択の過程を別の形で方向づけたり制約したりする可能性も見出せるかもし

れない。本研究で示すことができたのは、あくまできょうだいの存在と進路形

成との関係性についての一端である。きょうだいの存在と進路形成との関係性

についてより幅広く理解するためには、本研究の知見やアプローチを起点とし

たさらなる調査と知見の生成・再検証が必要であるだろう。

注

(1)  ただし日本では、経済的資源については資源希釈仮説や選択的投資仮説を支持する知見が得ら

れているが、その他の資源（関係的資源など）に関しては上記の 2つの仮説が想定した通りの

結果は得られていない（苫米地 2017）。
(2)  全国高等専修学校協会が高等専修学校 108 校から回答を得た質問紙調査では、17,342 名の生徒

のうち、就学支援金が 2.5 倍加算された生徒（世帯年収の目安が 250 万円未満）が 22.1%、2

倍加算された生徒（世帯年収の目安が 350 万円未満）が 12.6%、1.5 倍加算された生徒（世帯

年収の目安が 590 万円未満）が 24.6% であった（全国高等専修学校協会 2018）。
(3)  筆者がフィールドワーク調査を実施していたある年度では、当時の私立学校等就学支援金制度

で加算分（年収 350 万円程度以下）の対象となる生徒が 1割強であった。

(4)  本研究のもととなった調査では、主に以下の 2 点の倫理的配慮を行っている。第 1 に、参与観

察やインタビューなどの調査の実施と、論文・書籍等での成果の公表については、ホームルー

ムや保護者会で対象学年の生徒と保護者に説明を行い、了承を得た。第 2に、生徒へのインタ

ビュー調査では、成果の公表の際には学校名・個人名などの固有名詞は匿名にすること、答え

たくない質問には答えなくてよいこと、成果の公表の際には Y 校の教員に内容の確認を受け

たうえで公表することを事前に改めて説明し、了承を得たうえで実施した。本研究についても、

内容に倫理的問題がないか Y 校の教員に確認してもらい、公表について承諾を得ている。

(5)  Y 校では生徒の男女比が約 8:2 であり、圧倒的に男子が多い。その比率は「健常の生徒」にお

いても障害があると診断されている生徒においても変わらない。そのため、インタビューの対

象者も男子が圧倒的多数となった。

(6)  本研究に登場する生徒の名前は、すべて仮名である。

(7)  マコトはインタビューの中で、親から大学の学費について、「大学に行くんだったら出してやる」

と言われたと語っている。

(8)  なお、進路指導・キャリア教育への実践的示唆について述べるならば、本研究の知見からは、きょ

うだいの存在が子どもたちの進路選択に意味づけを通して制約を与えていることを考慮すべき

ケースがあることが示唆される。たとえば、家庭の経済的事情に配慮し、進学する権利をきょ

うだいにゆずるために就職しようとしている生徒には、彼ら／彼女らの意味づけが変容するよ

うな情報（給付型奨学金の情報など）を丁寧に伝えることで、進路の選択肢の制約を取り払う

ことができるかもしれない。また、本人はきょうだいの進路をなぞって大学に進学することが

当たり前だと思っているが、本人の職業希望や適性をふまえると、別の進路の方がよいのでは

ないかと思われる生徒がいたとする。その際には、きょうだい以外にロールモデルとなりうる
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ような人々を紹介することで、彼ら／彼女らの意味づけを変容し、進路の選択肢の制約を取り

払うような働きかけができるかもしれない。

(9)  年下のきょうだいに進路をゆずる行為の広がりについては、高校等を卒業後に就職を選んだ対

象者にその理由を尋ねる質問項目を設け、年下のきょうだいがいる対象者が「保護者に進学費

用は出せないと言われた」と「弟・妹に今後、進学費用がかかることを考慮した」の選択肢に

○をつけた割合を比較することで捉えることができる。また、年上のきょうだいの進路をなぞ

る行為の広がりについては、高校等を卒業後に進学を選んだ対象者にその理由を尋ねる質問項

目の中で、「兄・姉が大学／短期大学／専門学校・専修学校（対象者と同じ学校種）に進学し

ていた」という選択肢を設けることで捉えることができる。
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 The relationship between siblings and career choices has been studied in 
Japan from the perspective of differences in educational attainment, primarily through 
quantitative analysis. However, such studies have assumed that the educational 
achievements of children are unilaterally defined by the number of siblings, birth order, 
gender, family economic circumstance, and the selective resource allocation of parents. 
Therefore, these studies have largely overlooked the processes involved in the actual 
making of career choices by children. To address this research gap, the present study 
investigates how siblings influence the manner in which career choices are made by 
children and the meaning in relation to these choices.
 This study interviewed students at an upper-secondary specialized training 
school (koto senshu gakko). The data were obtained from interviews of 19 third-
year students that were conducted between June 2005 and November 2014 and were 
subsequently analyzed.
 The students mentioned their siblings in their narratives about their career 
choices after graduation in the following three patterns: 1) as someone who influenced 
their desire to be a nursery teacher, 2) as persons deserving to receive funds for higher 
education, and 3) as individuals who could act as role models for careers. In addition, 
the narratives of the students implied that the economic circumstances of their families 
might influence the meaning they attached to their siblings in relation to their career 
choices.
 These findings suggest that the mechanism of differences observed in the 
educational attainment of siblings is influenced not only by the family economic 
background or selective resource allocation of parents, but also by the children’s acts of 
attaching meaning to their career choices by taking into consideration their siblings and 
parents’ circumstances.

Career Choices and Influence of Siblings on Related Meaning Making

ITO, Hideki
(Tokyo Gakugei University)


