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1. はじめに

日本の18歳人口の約７割1)は，高等学校卒業後，高等教育機関へ進学している。文部科

学省の平成24年度学校基本調査によると，内訳は，大学・短大進学率は53.6％，専門学校

進学率は16.8％であった。アメリカの社会学者であるマーチン・トロウ(Martin Trow 1926-2007)

の三段階区分2)を用いると，日本の大学教育はユニバーサル段階を迎え，大衆化してい

る。その一方で，大衆化に伴う問題も数多く論じられるようになった。

例えば，進学率の増加の背景には，受け入れる側の間口の拡大。つまり，大学や大学の

入学定員の増加と18歳人口の減少が存在する。現在の日本の大学は，1947年に制定された

学校教育法により，旧制大学や高等師範学校，旧制専門学校などが４年制の新制大学とし

て再編されたものである。草創期の大学数は178校(1949年)から始まり，1953年には226校

  * 帝塚山大学　全学教育開発センター

 1) 文部科学省平成24年度学校基本調査(2012年12月21日公表)によると，高等学校卒業者の高等教育機関へ

の進学率は70.2％であった。うち，大学(学部)進学率は47.7％である。いずれも現役の生徒が対象。

大学・短大進学率は2年連続微減。専門学校進学率は３年連続上昇。

 2) トロウの三段階区分。大学の大衆化に伴いおこる変化を18歳人口の大学への進学率が15％未満をエリー

ト段階，15％~50％を大衆(マス)段階，50％以上をユニバーサル段階の３つに区分し検証している。
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となり，大学の設置緩和政策や1991年の大学設置基準の大綱化を経て，大学数は国立97

校，公立39校，私立378校，計514校に増加。その後も増え続け，2012年には国立86校，公

立92校，私立605校，計783校と，草創期の約４倍と大幅に受け皿が拡大してきた(表１)3)。　

日本の18歳人口は，平成４年の205万人をピークに年々減少している。平成22年には122

万人と，ピーク時の６割弱になっている。したがって，進学率の増加は間口の拡大と，少

子化が進行した結果，入学試験に合格しやすい状況を生んでいる。その結果，大学進学率

が15％以下の時代に認識されていた大学はエリートが行くところから，50％を超えたユニ

バーサル段階では学生の層に広がりが生じた。

高等学校進学率が90％を超え，大学進学率も38％前後に上昇した1975年頃からは，高校

生の進路選択の問題の特集4)が取り上げられた。さらに，1975年に専修学校法の成立し，

1977年には人事院が公務員採用の際，専修学校専門課程卒と短期大学卒とを同等と扱う旨

を定めた結果，専門学校は，それまでの各種学校とは異なり，高等教育機関の一つとして

の位置づけが明確化されてきた。このように高等教育機関の種類が大学，短期大学，専門

学校と増加し，加えて高等教育機関への進学者が増加すると，高等教育機会の選択に関す

る研究や，高校生の進路選択に関する研究などがされるようになり始めた5)。

また，第二次ベビーブーム世代が18歳に到達する1980年代後半になると，専門学校には

大学や短期大学に進学できなかった層を吸収する補完的な要素も加わった。就職難が問題

視される現在では，大学卒業後に専門的知識を身につけるために専門学校に進学する学生

も増加しはじめ，2012年の学校基本調査では，専門学校入学者総数のうち6.7％が大卒入学

者であった。高校生にとっても，1990年代以降の法的規制緩和による大学の新設ラッ

 3) 設置年度別大学数(文部科学省　学校基本調査総括表｢大学の学校数，在籍者数，教職員数(昭和23年~)｣
を基に筆者作成)

    表1　設置年度別大学数

    

年度 国立 公立 私立 計

1949年(S24) 68 18 92 178
1953年(S28) 72 34 120 226
1991年(H3) 97 39 378 514
2012年(H24) 86 92 605 783

 4) 例えば，教育と医学23(10)号(1975年)では，｢高校から大学へ--進路選択の問題<特集>｣として，｢大
学進学と人生設計のガイダンス｣や｢女子にとっての大学進学｣，｢大学進学規定要因・進学意識の日

米比較｣などが取り上げられている。

 5) 例えば，金子元久, 吉本圭一｢高等教育機会の選択と家庭所得 : 選択モデルによる規定要因分析｣大学

論集18号(1989年)や上野香織｢専門学校生の進路選択に関する意識調査 : 4年制大学に進学した学生と

の比較から｣日本教育社会学会大会発表要旨集録49号(1997年)などがある。
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シュ，定員増加，大学の教育内容の専門学校化や，専門学校の一条化運動により，進学先

機関の多様化や進学先機関の差異が不明瞭化したことによる進路選択の新たな問題も生じ

ている。そこで，大学進学を規定する要因や，進路選択の意識の研究などが多くなされて

きたが，その調査対象の多くは高校生であり，大学生であっても偏差値の高い学生や都市

部の学生であるか職業資格と直結した学部の学生が主であり，地方私立大学(文系)の学生

の研究は少なく，政策の焦点にあたることも少ない。しかしながら，受験時の偏差値や入

試の多様化6)，提供する教育内容，また就職求人数の高卒と大卒の比較の視点からみる

と，専門学校と競合する大学の多くは，国立大学ではなく私立大学である。さらに，学生

層の拡大に伴う新しい対応のあり方の問題を抱えている地方私立大学(文系)の学生が何を

求め，何を選択して入学しているかを明らかにし，進学先機関の差異化の明確にすること

は，大学の機能分化が求められている現在の大学のあり方にとっても，地方在住の高校生

の進路選択にも役立つ。

そこで，本研究は，政策の焦点にあたることの少ない地方私立大学への進学選択理由は

何かを，入試種の違いの視点から明らかにすることを目的とする。

２．大学と専門学校との近接

   －大学と専門学校の差異の不明確化－

同じ昼間開講で同じ資格の取得が可能な大学と専門学校の区別は，1975年に学校教育法

で規定された第１条(大学)と第124条(専門学校)以外のところで，その違いが曖昧な位置づ

けに変化してきている。たとえば，文部科学省の検討会議等においても，｢専修学校の振興

に関する検討会議(第8回)議事要旨｣(2008年５月)で｢高度専門士が認められる課程であれ

ば，大学院進学が可能であり，この面での大学との格差は少ない｣と述べられ，｢社会環境

の変化を踏まえた専修学校の今後の在り方について(案)｣(2008年11月専修学校の振興に関す

る検討会議)でも｢大学のキャリア教育重視の傾向が，従来から，きめ細かな職業教育を施

 6) 現在，私立大学の入試方法は，一般試験(前・後期)に加え，推薦入試(指定校推薦，公募制推薦，ス

ポーツ推薦，文化活動推薦，取得資格推薦，社会活動推薦，一芸一能推薦など)やAO入試がある。そ

れらの選考方法も多岐にわたり，書類審査(調査書，推薦書，志望理由書など)のみの選考方法から，

書類審査に面接が加わる方法や小論文が加わる方法，他にも，書類審査と学力試験と面接を課す方

法などがある。
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してきた専門学校の機能・役割に近接してくるものと考えられる｣と述べられている。この

ように，様々な検討会議において大学と専門学校との格差は少なく近接してくると述べら

れている背景には，次のような例が存在する。

2.1 大学から専門学校への近接

1) 資格取得支援等を教育課程内外に位置付け7)

例えば，大学卒業要件単位に含まれる科目が資格取得を目的としたものや，大学卒業要

件単位は取得できないが，大学内キャリアセンター(就職課)が主体の大学構内で開設する

外部業者委託の講座や，受講料の一部大学補助制度などもある。

2) 職業教育資格を意識した新学科開設8)

過去三年間の文部科学省の年度別開設大学等一覧(表２)9)

 7) 文部科学省，中央教育審議会大学分科会(第71回)議事録・配布資料(2008年)や｢学士課程教育の構築に

向けて｣(答申)(2008年)，専修学校の振興に関する検討会議｢社会環境の変化を踏まえた専修学校の今

後の在り方について｣(2008年)などで述べられている。

 8) 文部科学省，キャリア教育・職業教育特別部会(第30回)　配付資料(2010年)，資料2-2　今後の学校にお

けるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申案)｢第4章　 高等教育におけるキャリア教育・職

業教育の充実方策｣でも述べられているように，専門学校と同じ資格の取得を目指す学科である健康

医療系(看護，リハビリ，福祉，スポーツ系)学部・学科は特に増加している。

 9) 文部科学省｢開設予定大学等一覧｣より筆者作成

表 2　開設予定大学等年度別一覧(H21~H23年度)

    

平成23年度開設予定大学等一覧より

筆者作成

うち健康医療系

学部・学科新設

校数

全体に

対する比率

うち教員

免許取得

可能学科

全体に

対する比率

大学新設総数 6校(公立1，私立5) 4 66.6％ 1 16.6％
大学学部設置総数 31校(公立１，私立30) 12 38.7％ 9 29.0％
大学学科設置総数 52校(公立１，私立51) 19 36.5％ 3 5.7％

平成22年度開設予定大学等一覧より

筆者作成

うち健康医療系

学部・学科新設

校数

全体に

対する比率

うち教員

免許取得

可能学科

全体に

対する比率

大学新設総数 5校(公立1，私立4) 3 60.0％ 1 20.0％

大学学部設置総数 46校(公立１，私立45) 22 47.8％ 4 8.6％

大学学科設置総数 55校(公立3，私立52) 15 27.2％ 9 16.3％
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図1大学と専門学校との法制度による関係

をみると，新設大学の多くは健康医療系大学であり，学部の新設も４割前後が健康医療

系学科であるが，それらの大部分は従来の専門学校が提供していた教育領域でもある。

2.2 専門学校から大学への近接

1) 大学院入学資格の付与(一定要件満たす場合)等

従来は，大学は学校教育法第1条で規定された教

育機関であり，専門学校は同法124条で規定された

教育機関として，様々な視点から異なる教育機関

であると分類されていた。しかしながら，図1のと

おり，1991年の大学設置基準の改正以降，専門学

校の単位を大学が認定する制度の設立や，1998年

の一定要件を満たした専門学校修了者の大学編入

の制度化，さらに2005年学校教育法施行規則の一部を改正する省令による一定要件を満た

した専門課程修了者に対する大学院入学資格付与制度創設によって，専門学校で取得した

単位は，大学で取得する卒業認定単位と同等に扱うことが法的に認められたのである。し

たがって，これらの法制度の視点から大学と専門学校を比較すると，それぞれの機関の教

育を経て得る価値(単位)は同等であり，機関の差異は見えてこない。さらに，こうした流れ

の中，専門学校側は専門学校の一条化運動も行っている。

以上のように，大学が量的拡大を遂げると同時に教育内容を多様化し，専門学校の領域

に近づく一方，専門学校も教育を受けて得た証である単位を大学と同等化した結果，大学

と専門学校との格差は少なくなり，各機関の差異が見えにくい近接した現状に対し，政府

平成21年度開設予定大学等一覧より

筆者作成

うち健康医療系

学部・学科新設

校数

全体に

対する比率

うち教員

免許取得

可能学科

全体に

対する比率

大学新設総数 11校(公立3，私立8) 9 81.8％ 2 22.2％

大学学部設置総数 49校(公立2，私立47) 21 42.8％ 7 14.2％

大学学科設置総数 72校(公立3，私立69) 13 18.0％ 8 11.1％
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は本質的相違の明確化のための課題として，2005年我が国の高等教育の将来像(答申)で
大学の機能分化のための具体化を打ち出した。しかしながら，答申において扱われた対象

は国立及び都市部大規模大学であり，偏差値や教育内容の視点に立つと，本来の意味で専

門学校と競合に立っている地方私立大学は対象とされていなかったのである。

３．調査の目的

近年，大学受験生の志望動向に変化が出始めている。｢安全志向｣や｢地元志向｣｢資格志向

｣が高まりつつあり，｢東京志向｣｢大都市部志向｣が弱まりつつある10)。その理由の一つ

に，近年の経済情勢の悪化やそれに伴う雇用情勢の悪化がある。世界的に日本の大学の授

業料は高額であると同時に，学費の家計負担も2010年にはその割合が22％に到達した。ま

た，就職活動も厳しいことから，理系や資格に直結した学部志望者の増加や，企業の採用

基準も大学名重視から学生が身につけた能力本位へと変化する傾向がみられつつある。し

たがって，各大学受験情報サイト等では，地方在住の受験生やその保護者らにとって，卒

業時に何らかの能力が身につく展望がなく，学費や生活費負担の高い東京や大都市部への

進学や，首都圏の難関大学や有名大学への進学に向けた浪人生活を送ることに対して魅力

が低下したのではないかと分析されている。

ここで近年の動向を整理すると，大学受験生の進学先決定要因は，経済的理由による地

元志向と合格安全圏さらに就職に有利に働くと期待されている資格取得が可能であること

だと考えられる。同時に，この進学先決定要因は，一般的に入学試験難易度が難関大学や

有名大学，国公立大学より易しく，修業年限も大学と比較すると短いにもかかわらず資格

取得が可能な専門学校の進学先決定要因と重なるのではないだろうか。また，入学試験の

実施回数や期間，奨学金等の制度の視点から比較すると，数種類の推薦入学試験を数回に

わたり実施する大学と専門学校も競合の関係に位置する一つの視点となると考えられる。

そこで，政策の焦点の対象となる国公立大学や大都市部大規模大学に該当せず，地元志

10) 文部科学省がまとめた2013年度国公立入試2次試験倍率では，安全志向や地元志向が強まったと分析し

ている。私立大学の入学定員充足率においても，北陸や東北，九州は上昇しているが，それ以外の

地域は下降している。また，難関校である早稲田大学や慶応義塾大学，有名校である明治大学や専

修大学においても，2012年度と2013年度の志願者数を比較すると減少している。これらのデータか

ら，教育情報サイトを運営しているBenesseや大学情報を提供するサイト等においても同様の分析が

なされ，メディアでも報道されている。
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向，安全志向の受験生が進学先の一つとして地方私立大学11)を選択する要因を入試選択の

種類まで細分化した視点を踏まえ，入試の種類が学生の進路先決定に影響を与えた要因は

何かを以下の２つの視点から明らかにする。

Ａ.　受験時の偏差値や入試の多様化 ，提供する教育内容，また就職求人数の高卒と大卒

の比較の視点の視点からみて専門学校と競合する地方私立大学に在籍する学生は，入試の

種類により進学選択に影響を受ける要因が異なったのかを検証する。

Ｂ.　階層型意思決定モデル(図２)は地方私立大学生の進学先選択理由の評価の基準となり

うるのか。加えて，地方私立大学生の進学先選択意識は入学試験の種類の違いによって異

なるのかを階層型意思決定モデルの第２レベルのカテゴリーを用いて検証する。

3.1 調査概要

対象者：郊外に位置するA私立大学に在籍する学生81名。

調査実施期間：2012年7月~9月。

調査手続き：質問紙を用いた量的調査。授業時に配布・回答・回収を行った。

調査内容：大学入学前の事柄(8項目)，進学決定理由(26項目)，入学後の学習状況や学生生活(19

項目)，大学および専門学校に対するイメージ(19項目)の質問項目を設けた。

3.2 先行研究による大学選択過程の分類

1) 従来の分類

1990年代に行われた，大学進学を規定する要因や，進路選択の意識に関する先行研究で

は，その要因は７因子程度の分類が主流であった。共通する因子として，入試難易度，教

育内容，イメージ，所在地，経済的負担，卒業後進路，興味・関心があげられる。また，

大学進学率が高くなるにつれ，周囲が進学するからなんとなく進学する｢流され因子｣も加

わるようになった。

11) 本論文では，地方私立大学を首都圏に位置する大学や関西の難関・中堅上位校(｢関関同立・産近甲龍｣
とよばれる)，地域ブロックの拠点校(旺文社の分類では，北海学園大・南山大・名城大・西南学院

大・福岡大などとされている)を除く，自宅から近い｢地元(同県内や通学時間が１時間程度以内)｣の
私立大学と位置付けている。通学時間の設定は，毎日コミュニケーションズが2011年に実施しマイ

ナビ会員4,399から回答を得た｢2012年卒マイコミ大学生のライフスタイル調査②｣問(４)でたずねた

通学時間の地区別集計結果，北海道，東北，甲信越，北陸，中国・四国，九州は50％以上の学生が

30分以内，関西は49.6％の学生が１時間以内であると回答しているのを参考にした。
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2) 大学入試センターによる階層型意思決定モデル(2012)

大学入試センターによる階層型意思決定モデルとは，大学入試センターの開発部員であ

る鈴木が行った平成９年度に実施されたセンター試験志願者の3067人を対象に新しい大学

選択モデルを構成し，そのモデルに基づきどのような価値観の上で志望校を選択するかを

調査分析した結果である。階層型意思決定モデルの各レベルは図２のとおりである。

図 2　階層型意思決定モデル(新大学選択モデル)

各レベル内訳

【レベル１】ベネフィット／リスク／コスト

【レベル2】

ベネフィット：興味・関心／教育内容／大学の環境／知名度／希望職業

リスク：難易度／入試方法／入試科目

コスト：入試関連費用／生活費

【レベル3】

教育内容：幅広い教養／専門的知識／免許資格

大学の環境：所在地／イメージ／設備

難易度：合格可能性高／中／低

入試方法：一般選抜／推薦入学
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入試科目：センター試験／個別試験

【レベル4】

個別試験： 1 科目／ 2 科目／ 3 科目以上／総合試験

【代替案】

志望校：第1 志望校／第2 志望校／第3 志望校

対象は｢平成9 年度センター試験において志願者を100人以上輩出した高校1,860 校から，

ランダムに100校(国公立77 校，私立23 校)を抽出｣した生徒であり，さらに｢志望校の設置区

分をみると，第1 志望は国公立大学が70%以上を占めてい｣ることから，上位校を進学先に

選択している生徒であることがわかる。また，全国模擬試験を展開している予備校12)が公

表している国立大学志願者の模擬試験平均偏差値は，文系に限ると57であることから，学

力成績も平均より高い生徒が対象であることがわかる。加えて，一般的に国公立大学への

入学を第一志望とする学生層にとってセンター試験受験は必須であるが，地方私立大学の

入学者募集枠(センター利用)は定員に対し１割程度である大学が多いことから，私立大学

への入学を第一志望とする学生層はセンター入試受験を第一の受験方法とする可能性は低

いと考えられる。

以上のことから，鈴木の階層型意思決定モデル(新大学選択モデル)は上位校を狙う偏差

値が高い生徒に偏りがあり，センター利用入試の募集人数も定員に対する割合に大きな偏

りが存在する。言い換えれば，鈴木の階層型意思決定モデル(新大学選択モデル)の対象は

偏差値が高くない私立大学志願者や推薦入学受験者とは異なることから，私立大学志願者

や推薦入学受験者を対象とする結果も異なる可能性があるのではないだろうか。

４．分析の結果

1)Ａ. 受験時の偏差値や入試の多様化 ，提供する教育内容，また就職求人数の高卒と大卒

の比較の視点の視点からみて専門学校と競合する地方私立大学に在籍する学生は，入試の

種類により進学選択に影響を受ける要因が異なったのかを検証する。

入試の種類の違いにより入学先を決定する重視項目が異なるかを明らかにするためにク

ロス表分析を行った。表３はクロス表分析を行った結果である。分析を行った27の独立変

12) 進研ゼミや河合塾，駿台などがある。
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数のうち，入試の種類との有意な関連が認められたのは，全部で４変数であった。(27の独

立変数のCronbachα.758)

変数 カテゴリ ー 一般入試： ％( n) 推薦入試： ％( n) X
2
値 ｐ df

Q13B入試方法が易し い 重視し ない 63. 3( 19) 23. 4( 11) 12. 276
a 0. 00 1

重視する 14. 3( 11) 46. 8( 36)

Q13C有名な大学に進学し たい 重視し ない 46. 7( 14) 70. 2( 33) 4. 269
a . 039 1

重視する 53. 3( 16) 29. 8( 14)

Q13T偏差の高い大学に進学し たい 重視し ない 56. 7( 17) 78. 7( 37) 4. 253
a . 039 1

重視する 43. 3( 13) 21. 3( 10)

Q13D家族や知り 合いの出身校 重視し ない 93. 3( 28) 78. 7( 37) 2. 971
a . 085 1

重視する 6. 7( 2) 21. 3( 10)

表３　独立変変別に見た進学先決定を重視した割合とX2値
【 仮説が棄却さ れた項目（ P<0. 005） 】

　

一般入試と推薦入試の間に著名な差があった項目は｢入試方法が易しい｣(p<.001)であっ

た。一般入試受験者にとっては，教科型受験以外にも，小論文型や面接型等のバラエティ

に富んだ推薦入試の方法とは異なり，定型的な複数教科型の受験方法を用いる一般入試受

験の場合，入試の方法は重視の対象になりにくいのかもしれない。

次に有意差があった項目は｢有名な大学に進学したい｣と｢偏差値の高い大学に進学したい｣
(p<.05)であった。一般入試入学者の場合，有名な大学への進学と偏差値の高い大学への進

学を重視する割合に大きな差がみられない。しかしながら，推薦入試入学者では，両項目

とも，ほとんどの学生が有名な大学であることや偏差値の高い大学であることは重視して

いない傾向にあることがわかる。

後に傾向があった項目は｢家族や知り合いの出身校｣(p<.1)であった。一般入試入学者，

推薦入試入学者ともに大半は重視していないが，推薦入試入学者の21.3%は｢家族や知り合

いの出身校｣を重視している。ただし，対象となったＡ大学が実施している推薦入試には，

卒業生や在学生の家族を対象とする入試制度も存在している。したがって，推薦の内訳の

詳細についても今後の調査の選択項目に加えることを検討する必要がある。

2) Ｂ.階層型意思決定モデル(図２)は地方私立大学生の進学先選択理由の評価の基準とな

りうるのか。加えて，地方私立大学生の進学先選択意識は入学試験の種類の違いによって

異なるのかを階層型意思決定モデルの第２レベルのカテゴリーを用いて検証する。

2)-1 従属変数  

本研究では，入試の種類に関する従属変数として次の設問を使用した。｢Q12どのような
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入学試験を受けて，あなたは本学に入学しましたか｣の質問に対し，｢１一般入試｣，｢２推

薦，AO｣，｢３その他(編入，社会人，留学生，帰国子女入試など)｣の中から一つを選択する

回答形式をとっている。表４は入試種別の度数分布表である。本研究では，一般入試か推

薦入試かによって差が生じるかを検証することを目的としているため，｢３その他｣は欠損

値に置き換えることで，ロジスティック回帰分析を行う。

2)-2 独立変数と仮説の検討

階層型意思決定モデル(新大学選択モデル)の各評価項目に該当する質問項目を独立変数と

した。表５は，階層型意思決定モデル(新大学選択モデル)の評価項目と質問項目との対比表

である。本研究では，レベル２(ベネフィット)には｢自分が学びたい内容が提供されてい

る。｣｢自宅から通える｣｢有名な大学に進学したい｣｢家族や知り合いの出身校｣｢将来希望す

る職に就きやすい｣を，レベル２(リスク)には，｢合格の可能性が高い偏差値｣｢入試方法が易

しい｣を，レベル２(コスト)には，｢奨学金制度が整っている｣｢学費の安さ｣を設定した。

表５ 階層型意思決定モデル(新大学選択モデル)の評価項目と質問項目との対比表
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さらに，センター試験受験者を対象とした階層型意思決定モデル(新大学選択モデル)の

各評価項目は，地方私立大学受験者の評価項目に合致するのか。また，地方私立大学受験

者を，センター受験者を含む一般入試入学者と推薦入試入学者に区分し，Ａで行ったクロ

ス集計の結果も踏まえ，それぞれの入学者の進学選択理由はどのくらい影響があるのかを

検証するために，次の５つの仮説を立てる。

【仮説１】

H0：私立大学入学者の進学先選択理由は一般入試，推薦入試ともに階層型意思決定モデルの評

価項目とすべて合致しない。

H1：私立大学入学者の進学先選択理由は一般入試，推薦入試ともに階層型意思決定モデルの評

価項目とすべて合致する。

【仮説２】

H0：私立大学の推薦入試受験者は一般入試受験者より入試方法の易しさを重視していない。

H1：私立大学の推薦入試受験者は一般入試受験者より入試方法の易しさを重視している。

【仮説３】

H0：私立大学の推薦入試受験者は一般入試受験者より有名大学への進学を希望していない。

H1：私立大学の推薦入試受験者は一般入試受験者より有名大学への進学を希望している。

【仮説４】

H0：私立大学の推薦入試受験者は一般入試受験者より合格の可能性が高い偏差値の大学への進

学を希望していない。

H1：私立大学の推薦入試受験者は一般入試受験者より合格の可能性が高い偏差値の大学への進

学を希望している。

【仮説５】

H0：私立大学の推薦入試受験者は一般入試受験者より家族や知り合いの出身校への進学を希望

していない。

H1：私立大学の推薦入試受験者は一般入試受験者より家族や知り合いの出身校への進学を希望

している。
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2)-3 私立大学生における階層型意思決定モデルに対するロジスティック回帰分析の結果 (表６)

初に地方私立大学生の進学先選択過程は，センター試験受験者を対象とした階層型意

思決定モデル(新大学選択モデル)の各評価項目に合致するのかを検証するために，階層型

意思決定モデル(新大学選択モデル)の第２レベルのカテゴリーを用いて仮説１を検証する

ためにロジスティック回帰分析を行った。

ロジスティック回帰分析の結果，モデル係数のオムニバス検定における有意確率は0.011

であった。この数値は有意水準α＝0.05より小さいことから，仮説1｢H0：私立大学入学者の

進学先選択理由は一般入試，推薦入試ともに階層型意思決定モデルの評価項目とすべて合

致しない｣は棄却された。しかしながら，方程式中の変数すべての評価項目に有意な結果は

得られず，有意な結果が得られた評価項目は｢入試方法が易しい｣(p=<.001)と｢家族や知り合

いの出身校｣(p<.10)のみであった。

第２に，書類審査のみの受験方法や，面接型，小論文型など科目試験を課さない入試方

法が存在する地方私立大学入試は，科目試験のみで判断するセンター試験と入試方法が大

きく異なる。また，地方私立大学の一般入試入学者の中には，センター試験の結果を使用

し合格しているケースもある。そこで，階層型意思決定モデルを用いているセンター受験

とは大きく異なる入試方法に着目すると，仮説２｢H0：私立大学の推薦入試受験者は一般入

試受験者より入試方法の易しさを重視していない｣は，方程式中の変数における有意確率が

0.000であり，この数値は有意水準α＝0.05より小さいことからは仮説２H0は棄却された。ま

た，分析結果から，推薦入試入学者は一般入試受験者に比べて入試方法の易しさを重視す

るオッズは25.884倍になることがわかる。一方，一般入試受験者は推薦入試入学者に比べ

て入試方法の易しさを重視するオッズはマイナス方向に0.039倍になることがわかった。し

たがって，推薦入試入学者にとって入試の易しさは重視する評価項目となるが，一般入試

入学者にとってはむしろマイナス方向への評価項目にしか過ぎない差が存在することがわ

かる。

第３に同じ私立大学であっても偏差値の高い大学群に含まれる有名大学13)への進学希望

は，推薦入試入学者と一般入試入学者で異なるのかの仮説３｢H0：私立大学の推薦入試受験

者は一般入試受験者より有名大学への進学を希望していない｣を検証した。方程式中の変数

13) 大学受験予備校の一つである東進ハイスクールは，大学を難関大学と有名大学に分類した模試を実施

している。例えば，｢有名大本番レベル記述模試｣では，受験対象者を次の大学を第一志望とする者

と告知している。(大学略)私立大学/明治，青山学院，立教，法政，中央，関西学院，関西，同志

社，立命館，日本，東洋，駒沢，専修，京都産業，近畿，甲南，龍谷，学習院，芝浦工業，成蹊，

成城，明治学院，日本女子，国際基督教，南山，西南学院など有名私立(医学部医学科を除く)。
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における有意確率が0.120であり，この数値は有意水準α＝0.05より大きく，また傾向を示す

α＝0.1より大きいことから，仮説３H0は棄却されない。しかし，傾向としては，分析結果

から，推薦入試入学者は一般入試受験者に比べて有名大学への進学を重視するオッズはマ

イナス方向に0.344倍であるのに対し，一般入試受験者は推薦入試入学者に比べて有名大学

への進学を重視するオッズが2.9倍になることがわかった。したがって，一般入試受験者は

有名大学への進学も視野に入れた進学先選択を行っている傾向があるといえよう。

第４に有名私立大学に該当しない地方私立大学入学者は，有名私立大学進学者よりも偏

差値が低いことが多い。そこで，有名私立大学進学者よりも偏差値の低い地方私立大学入

学者は，より合格の可能性が高い偏差値の大学への進学を希望したかを仮説４｢H0：私立大

学の推薦入試受験者は一般入試受験者より合格の可能性が高い偏差値の大学への進学を希

望していない｣で検証した。その結果，方程式中の変数における有意確率は0.261であり，

この数値は有意水準α＝0.05より大きく，また傾向を示すα＝0.1より大きいことから仮説４

H0は棄却されない。しかし，傾向としては，分析結果から，推薦入試入学者は一般入試受

験者に合格の可能性が高い偏差値の大学への進学を重視するオッズはマイナス方向に0.373

倍であるのに対し，一般入試受験者は推薦入試入学者に比べて合格の可能性が高い偏差値

の大学への進学を重視するオッズが2.679倍になることがわかった。したがって，一般入試

受験者は合格の可能性が高い偏差値の大学への進学も視野に入れた進学先選択を行ってい

る傾向があるといえよう。

後に，身近な存在である家族や知り合いなどの出身校であることは，進学先選択とし

て影響があるのだろうか。また，推薦入試の種類の一つとしてファミリー入試14)を実施し

ている私立大学において，家族や知り合いの出身校は評価項目として影響があるのかを仮

説５｢H0：私立大学の推薦入試受験者は一般入試受験者より家族や知り合いの出身校への進

学を希望していない｣で検証した。その結果，方程式中の変数における有意確率が0.05であ

り，この数値は有意水準α＝0.05より大きいが，傾向を示すα＝0.1より小さいことからは仮

説２H0は棄却された。分析結果から，推薦入試入学者は一般入試受験者に比べて家族や知

り合いの出身校であることを重視するオッズは8.486倍になることがわかる。一方，一般入

試受験者は推薦入試入学者に比べて家族や知り合いの出身校であることを重視するオッズ

はマイナス方向に0.118倍になることがわかった。したがって，推薦入試入学者にとって家

14) 家族や大学によっては４親等以内の親戚が卒業生または在学生の場合に受験することができる推薦入

学制度である。多くの大学は，入学金や入試検定料の免除や減額など，他の受験者と比較して費用面

の優遇などを行っている。
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族や知り合いの出身校であることは重視する評価項目となるが，一般入試入学者にとって

はむしろマイナス方向への評価項目にしか過ぎない差が存在することがわかる。しかしな

がら，今回の調査では，一般入試の内訳についての質問項目は設定していないことから，

該当学生がファミリー推薦入試で入学したのか，AO入試15)や指定校推薦入試など，ファミ

リー推薦以外の推薦入試で入学したのかの差は不明であることから，推薦入試の種類を項

目に含めた上で分析することは今度の課題としたい。

有意確率
B Exp(B) B Exp(B)

学びたい内容が提供されている 1.215 3.371 -1.215 .297 .536

自宅から通える .166 1.181 -.166 .847 .849

有名な大学に進学したい -1 .067 .344 1 .067 2 .908 .120 【仮説３】

家族や知り合いの出身校 2.138 8 .486 + -2 .138 .118 + .056 【仮説５】

将来希望する職に就きやすい -.097 .907 .097 1.102 .924

合格の可能性が高い偏差値 -.986 .373 .986 2 .679 .261 【仮説４】

入試方法が易しい 3.254 25 .884 *** -3 .254 .039 *** .000 【仮説２】

奨学金制度が整っている .575 1.777 -.575 .563 .482

学費の安さ .614 1.847 -.614 .541 .416
Nagelkerke R2 乗 .447 .447
Hosmer と Lemeshow の検定 .590 .481

ｎ （*** p<.001,  ** p<.01,  * p<.05,  + p<.10)

表6　私立大学生における階層型意思決定モデルについてのロジスティック回帰分析の結果

推薦入試 一般入試

レベル２（ベネフィット）

レベル２（リスク）

レベル２（コスト）

５．考察

以上の分析結果から，政策の焦点があたることが少ない地方私立大学における入学者の

進路先決定に影響を与えた要因を，入試種の違いの視点から考察を行う。

全体を通して，有意な関連が認められた項目は入学試験に直接関係する受験方法と第三

者によりランク付けされる偏差値であるリスク，一般的および周辺における知名度のみで

あった。この結果は，階層型意思決定モデル(新大学選択モデル)の各評価項目において

も，従来の進学規定要因や進路選択意識要因の７因子(入試難易度，教育内容，イメージ，

所在地，経済的負担，卒業後進路，興味・関心)と照らし合わせても一部しか合致しない。

したがって，地方私立大学進学者にはこれまでの先行研究とは異なる進学先決定要因が存

15) アドミッション・オフィス入試の略。面接や志望理由書等を中心とした入試形態をとっている。
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在するのではないだろうか。次に，有意な関連が認められた進路先決定に影響を与えた要

因を入試種の違いで比較検証したＡ，Ｂの分析結果共に，一般入試進学者は有名大学への

進学および合格の可能性が高い偏差値の大学への進学を視野に入れているのに対し，推薦

入試進学者は視野に入れず，むしろマイナス方向への評価項目にしか過ぎない差が存在し

た。さらに，推薦入試進学者が重視した入試方法が易しい項目は一般入試進学者にとって

むしろマイナス方向への評価項目にしか過ぎない差が存在した。したがって，今回の分析

結果における進路先決定に影響を与えた要因の入試種の差異はリスクと知名度にあると考

えられる。本研究では，一部項目を中心とした検証および考察であることから，地方私立

大学進学先決定要因全体の分析を行うことも今後の課題としたい。
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<要旨>

日本の地方私立大学生の進学先決定に関する一研究

日本の大学教育はユニバーサル段階を迎え，大衆化している。その一方で，大衆化に伴う問題も数多く論じられるよ
うになった。(例えば，1990年代以降の法的規制緩和による大学の新設ラッシュ，定員増加，大学の教育内容の専門学
校化や，専門学校の一条化運動により，進学先機関の多様化や進学先機関の差異が不明瞭化したことによる進路選択の
新たな問題などがある。)学生層の拡大に伴う新しい対応のあり方の問題を抱えている地方私立大学(文系)の学生が何を
求め，何を選択して入学しているかを明らかにし，進学先機関の差異化の明確にすることは，大学の機能分化が求めら
れている現在の大学のあり方にとっても，地方在住の高校生の進路選択にも役立つ。そこで，本研究は，政策の焦点が
あたることが少ない地方私立大学にとって，入試の種類学生の進路先決定に影響を与えた要因は何かを計量調査結果を
用いて明らかにした。

 Research on Course Selection for Japanese Regional Private University Students

University education in Japan has become more common and reached the universal stage. 
In spite of reaching that stage, the popularization has created many problems that need to be discussed.
It would be beneficial to both universities and regional high school students to clarify what criteria students use in selecting 

a university and their goals for after graduation. Further, the increase in the range of student levels and interests requires that 
universities make clear the differentiations among them.  

Therefore, the present study has looked at university policies, entrance portals, and survey data to get a clearer picture of 
the present situation regarding the above noted issues.




