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Ⅰ 調査について

(1)調査の目的

今回実施した調査の目的は､｢はじめに｣で触れたとおり､"子ども･若者の意識 ･行動が､教育におけ

る能力主義によって､教育領域外のそれとも絡み合いながら､どのように規定されているが'を解明する

ことである｡ただ､(3)で触れる要領で調査依頼を行う際の趣旨説明では､上記そのままではなく､能力主

義を駆動原理として展開する競争について､子ども･若者がそこにどのように参与し､それをどのように

受けとめているかを明らかにするという点を強調した｡具体的には､依頼状での調査の趣旨説明の中で次

のように書いた｡

戦後日本の教育では長らく､進学をめぐる受験疑争や､それと密接に関わるより日常的なレ/勺レでの

学業成績をめぐる競争が激しい形で行われ､そのことによって教育上のさまざまな歪みがもたらされて

いると指摘されてきました｡その一方で､そうした状況の是正の試みもさまざまになされ､また社会と

教育との関係のあり方等にも変化が生じ､その結果､教育における疑争の様相もかつてとは異なったも

のとなっているとの指鮪も､しばしばなされてきております｡

私は､そうした教育における競争が今実際のところどのようなものとなっているのかを正確に把握し

たいと考えておりま+.それは､近年重要な社会的課瞳としてクローズアップされている ｢格差社会｣

問題について考えることにつながるものであると思われます｡

そのような解明作業の｢環として､私は､競争の当事者である子どもたちには､競争がどのように受

けとめられているのかを､蘭垂する諸事項とともに明らかにできたらと考え､今回は特に対象を全日制

高等学校に通っている高校生に絞って､アンケー ト調査を企画いたしました｡

Cz)許査対象者

(1)で示した依頼状からの抜粋の中でも角如′してように､今回の調査では､全日制高等学校に通っている高

校生を､その中でも第2学年の高校生を対象者とした

(3)耽査実施の軽梓

2006年度末より調査票仲裁の作業に入ったが､ひととおり完成したところで､知人の高校教員にお願い

して､その教員の勤務校 (沖縄県N高校)の高校生を対象にプリテストを実施させてもらった (2007年

4月｡なお､本調査での対象者である第2学年の生徒ではなく､協力してもらった知人が授業を担当して

いる第3学年の生徒に回答してもらった)｡その結果を踏まえて､調査票に若干の修正を施した｡

調査票修正の作業と並行しつつ､本調査実施に向けての準備を進めた｡まず､全国の全日制高等学校か

らランダムに50校を抽出し (抽出に当たっては､『全国学校総覧2007年版』原書房､を使用した)､調査

協力の依頼状を発送し (2007年5月)､その後電話にて協力諾否の意向を尋ねた (2007年5-6月)Oそ

の結果､34校に協力いただけることになった｡この34校には､次のことをお顔いした｡

①サンプ/レは調査協力校の第2学年のうち2クラスに所属する全生徒とするので､その2クラスを選定

すること (選定の基準はこちらから特に指定しなかった｡なお1校のみ､その学校の第2学年の全ク

ラス6クラスの生徒がサンプルとなった)0

②こちらから郵送する ｢アンケー ト用紙｣及び ｢回答済アンケー ト用紙封入用封筒｣(回答済み調査票を

他の人に見られないように､回答者各自に封入してもらうための封筒)を､サンプルとなる生徒に配

布すること｡

③調査票に回答し､回答が済んだらその調査票を上記の封筒の中に封入するように生徒に指示し､回答

済み調査票を回収した上で､当方に返送すること｡

④前年度卒業生の進路状況について記入する用紙をこちらから送付した上で､その用紙-の記入をし､

③とともに返送すること｡
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(4)脚 間

2007年6-9月に実施した (ほとんどの学校が､6-7月)0

(5)有効回収数､有効回収車など

(3)で述べたような方法でサンプ/レとなった生徒の所属する学級の全在籍者数は2588名､うち有効回収

数は2475名分､前者を分母とした場合の有効回収率は95.6%だった｡なお､回収された調査票には白票

や無回答の多すぎる票は一切なく､すべてを有効票として扱うことができた

(6)桝蜜協力校について

調査に協力してくれた34校はどのような学校なのかを､いくつかの基礎的な点について示しておく｡

*1.1 所在地JI

校数 割合(%)

北海道 I6 2.9東北 17.6

関東 8 23.5

中軸 4 ll.8

関西 4 ll.8

中国 3 8.8

四包 3 8.8

九州 5 14.7

合計 34 100.0

≠13 枚t書

*1.2 事科

枚数 g%(%)

書通 23 67.6

書通.南兼併投 1 2.9

I# 52りI ll.7

I#.*#qa 5.9

## 5.9

稔台 2.9

･ ,｢男子校Jr女子校｣にはそれぞれ､調査対象クラ

スの在籍者が男子のみ.女子のみの場合も含

むOただし､r共学校Jではあっても､女子の数が

圧倒的に少ない学校が3校あったO

(7)回答者について

次に､サンプルとなった生徒についても､いくつかの基礎的な点について示しておきたい｡

未1.6 在学牧の所在地叫

圧せ ハ●一七日

北海道 61 2.5

東北 351 14.2

関東 542 il.9

中部 437 17.7

関西 299 12.1

中国 2ー8 8.8

四国 218 8.8

九州 349 14.1

合計 2475 100.0

所馬クラスについて井出している｡なお､r音

速｣にはr理数科｣r英語科｣を含む｡
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*1.7を事故の鞍t者 暮 18 在学稜の共学牧･弟子故･女子故aI

r男子校Jr女子校｣にはそれぞれ､調査対象

クラスの在籍者が男子のみ･女子のみの場

合も含む｡ただし.｢共学校｣ではあっても.女

子の政が圧倒的に少ない学校が3校あった｡

(8)瞬査熟み概要

今回の調査で使用した調査票は､冒頭の学校名 ･学科名 ･学年を確認する質問及び性別を尋ねる質問､

また末尾の本調査に関する意見 ･感想を尋ねた自由記述の質問を除くと､次の 12の質問群から成り立っ

ている (巻頑 画 として実際に使った調査票をそのまま掲載してあるので､参照されたい)0

Ql 学校観

Q2 高校についての主観的レリバンス

Q3 成績自己評価

Q4 試験-のコミットメント

Q5 家族の文化資本

Q6 自己意識 ･対他関係意識

Q7 社会観 ･社会規範意識

Q8 競争観(1)

Q9 競争観(カ
QIO 卒業後の進路希望

Qll 職業観

Q12 人生観

なお､この調査票は､私もメンバーの一人として参加した､日本教育学会特別課題研究<教育改革の総

合的研究>の2-1｢子ども･青年｣研究グループの共同研究 ｢子ども･苦熱ま現代の生活と学校をどう

生きているか一一全国 11地域の小 ･中･高校生60α〕余人調査から｣4において使用した調査票をベースに

作成しており､したがってその質問文 ･質問項目･選択肢と重なっているところが多い｡ただし､調査票

作成に当たってはそれ以外にも､以下の文献にその成果がまとめられた研究 (【 】を付して示す)におけ

る調査票の質問文 ･質問項目･選択肢を参考にしたりそのまま使わせてもらったりした｡その旨をここに

記して､感封の意を表したい｡

･佐藤博樹他 (2006)『若年者の就業行動 ･意識と少子高齢社会の関連に関する実証研究 平成 17年度

総括研究報告書』 【｢高卒後の生活と意識に関する調査｣研究会による2005年度の｢高

校卒業後の生活と意識に関するアンケー ト調査｣】

･友枝敏雄他 (2003)『現代高校生の規範蔵敷- 規範の崩壊か､それとも変容か.一･月 九州大学出版

会 【｢現代日本人の規範意識｣研究会による高2対象の調査】

･中村高康他 (2002)『教育からみる日本と輸司 学歴 ･選抜･学校の比較社会学』東洋館出版社 【比

較教育社会学研究会による2000年実施の調査】

･博報堂生活総合研究所中村恭子他 (2005)『10代のぜんぶ』ポプラ社 【16-19歳の男女を対象とし

た2004年のインターネット調査】

･樋田大二郎他 (2000)『高校生文化と進路形成の変容』学事出版 【東北及び中部地方の高2を対象

とした1979･1998年の調査】

4 その成果は､阿肌 教育改革の下での子ども･若者､その成長 ･年活 ･意識 ･集団形成- ｢子どもの4-.活とコア ･リテラ

シー構造との関連解明｣科研費プロジェクトの中間報告として- 』(2003-2α泊年度科学研究費補助金 (基盤研究(B))によ

る共同研究 ｢子どもの牛活とコア･リテラシー構造との限垂解明-:学力順 の新局面を開く (課蛭番号15330168)｣(研究代

表者･村山士郎･大東文イbk学教授)の r子どもの生活体験｣研究グノレープの中間報告書】の第二篇 ｢日本の子ども･若者は､

い̀ま'をどのようは,感じ･考え､またどう生きているか｣としてまとめられている0
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･本田由紀 (2005)『多元化する ｢能力｣と日本社会 ハイパー ･メリトクラシー化のなかで』NTT出

版 【大阪肝下の小5･中2を対象とした1989年 ･2001年の調査､東京大学社会科学

研究所内 ｢高校生の生活と進路に関する調査｣研究会による2004年の調査】

･山田哲也 (2006)｢学校教育は互恵的な社会関係を生み出すのか?一一一一教育の社会化機能に ｢格差｣

是正の可敵 -1 日本教育学会 剛 第 73巻第4号 【子どものコアリテ

ラシー研究会による2004-2005年の小 ･中 ･高校生対象の調査】

･渡部真 (2006)『萌し代青少年の社会学 対話形式で考える37章』世界思恐社 【｢大学生文化研究会

による2003年の大学生対象の調査】

*これら以外に､内閣府政策統括官 (共生社会政策担当)による2005年実施の ｢青少年の社会的自立

に関する意識諏査｣の調査票も参考にした

(9)分析方針

本報告書Ⅱ･Ⅲでの調査結果の叙述の中ではしばしば､回答者である生徒が通っている学校がいわゆる

学校 ｢ランク｣という点で占めている位置のいかんによって､その回答傾向にどういう違いが表れてくる

かということに注目を向けている｡それは次のような理由による｡

学校教育制度世界が ｢はじめに｣で触れた ｢競争の教育｣的様相を典型的に呈するような状況 (およそ

1970年代後半から1980年代の状況)の下では､生徒にとって､自分の通う学校のランクや学業成績によ

って自分がどの位置に割り振られるかは重大な問題であった｡そのことは例えば､学校が楽しいかどうか､

授業時間をどう体験しているか等､生徒の学校体験と紗彼女らのそれら序列上の位置とが強く相関したり

(序列上高い位置にいれば良好な学校体験をしている傾向があるという形で)､さらには自分が自分自身の

ことをどう捉えどう評価するかといったことがらさえもが､そうした序列上の位置によって大きく規定さ

れてしまったり､といったことである｡しかし､これも ｢はじめに｣で触れたように､その後こうした ｢競

争の教育｣的様相は揺らぎを見せるようになってきている｡そのことは､上記のような序列上の位置が生

徒にとってもつ意味をどのように変化させているのか､あるいはさせていないのか? この点を今回入手

したデータに即して確瓢したいというのが､前段落で述べたような分析方針を採用する理由である㌔

こうした分析方針を具体化するために､次のような方法をとった｡

① 関塾 (2005)陀006年度版全国高校 ･中学偏差値総覧』(日本教育研究センター)に記載されてい

る偏差値を､サンプ/レとなった生徒の所属する学級ごとに確認した ただし､この文献では2校の偏

差値が判明しなかった｡そこで､うち1校について､インターネット上の情報 (高校受験ナビ

http:〟www.zyuken.neの より偏差値情報を入手した (もう1校はこの方法でも情報が得られなかっ

た)0

② ①のようにして調べた偏差値と2006度卒業生の四年制大学進学率 ((塀役進学者+浪人)/ (卒業

生)で推定)とを変数とし､学級を1ケースとして成分分析を行い､各学級の成分得点を求め7㌔

③ その成分得点の百分位で学級を5段塔にランクづけた (以下､各樹曙を ｢ランク｣と表記)0｢ラン

ク｣5が②の基準に照らして最も高位ということになる｡

④ ①で偏紬 ミ不明であった1校の2学級については､四年制大学萌役進学率と四年制大学進学率(②

参照)とを変数とした成分分析によって算出された成分得点が近似した学級の ｢ランク｣を割り当て

た｡
⑤ このようにして求めた学級の ｢ランク｣を､そこに所属する各回答者に割り当てた

以下､各 ｢ランク｣についてのいくつかの情報を表示する｡

5 筆者は以前ほぼ同じ問題意識に立って､長谷川裕 (2004)｢自己肯定感を規定するもa> 21L蜘己初頭の教育における競

争と子ども･若者｣琉球大学教育学部 『琉球大学教育学部紀要』第64集､を執筆した)その際データとして用いたのは､前

述の日本教育学会特別課題研究の中で入干したそれである｡
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