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【研究論文】

沖縄県の高校生の価値観と興味に関する調査研究（第４報）
―自己観と価値観及び興味・関心の相関について―

下地　敏洋１・島袋　恒男２

１．はじめに

　現在，沖縄県は高い失業率（平成 29 年 8 月の完全失業率は 3.4%），低収入，大学進学率の低さ，就職
内定率の低さ，高校生の中途退学率の高さ，不登校児童生徒の増加，学力など教育を取り巻く環境は，課
題が山積している。これらの課題は，学校教育だけで克服できるものではなく，県民が英知を結集して解
決すべきものである。
　沖縄県教育庁（2017）によると，沖縄県高校生の国公立大学合格者は，平成 27 年度 1,368 人（1995 年
度 511 人）で大学進学率も 39.2%（平成 28 年度）と向上しているが，全国比（54.7%：平成 28 年度）で
は最下位である。大学等志願率は 48.1 ％（41 位：全国 61.0 ％）で，平成 28 年度入試大学センター試験
現役志願率は 28.7 ％（全国 43.4 ％）で全国最下位である。
　島袋と下地の調査（2017）において、本県高校生 1 年生の 52.4％が大学進学を希望しているしかしなが
ら，学年進行とともに大学進学希望者数は減少し，最終的には 48.0％で，高校までを希望する回答が増え
る傾向にあり，10.5％から 15.2％に増加している。
　この背景要因として，経済的理由（66.1％）、学力（66.1％）、学習意欲（61.9％）が挙げられ，学校生
活及び家庭学習環境も高校生の進路決定に大きな影響を与えていることが考えられる。
　また，沖縄県高校生の就職内定率及び就職後の定着率 ( 早期離職率 ) は全国最下位の状況で，就職内定
率は 93.6%（平成 27 年度：全国 99.7%）である。
　一方，県立高等学校の中途退学者（平成 27 年度）は 707 人（1.6％）で過去最少となった。平成 25 年
度の中途退学率は 2.6 ％，平成 26 年度 2.2 ％であった。平成 27 年度の中途退学の主な理由は，「進路変更」
57.9 ％，「学校生活・学業不適応」 12.3 ％である。
　県立高等学校の不登校者数（平成 27 年度）は 1,268 人で，1,000 人当たりの不登校生徒数は 28.8 人，全国
平均 14.9 人の約２倍である。不登校の要因は，「あそび・非行」 33.1 ％，「無気力」 27.1 ％，「不安」 9.4 ％である。
　沖縄県立那覇商業高等学校の沖縄県高校生の価値観と興味関心に関する調査研究（1996 年，文部省・
沖縄県教育委員会指定グループ研究）によると，「価値観と興味・関心に性差が大きく，学年間では大き
な差がない」，沖縄県高等学校教育で「学習指導と生徒指導に大きな課題，特に男子の心理的発達に課題
がある」と指摘している。その後，高校生の興味・関心及び価値観（善悪観）の特徴に関する調査研究は，
実施されていない。
　国立青少年教育振興機構（2015 年）の日本・米国・中国・韓国の高校生の生活と意識に関する調査報
告書及び松井（1999 年）は，日本，アメリカ，中国を含む７ヵ国の中学生・高校生の価値観に関する研
究調査で，日本の高校生の特徴として，①正義感や思いやりの気持ちが弱い，②人生の目標が一番明確で
ない，③自国で暮らすことに満足している，④自尊感情が低い等を指摘している。
　松井（1999 年）は，日本，アメリカ，中国を含む７ヵ国の中学生・高校生の価値観に関する研究調査
を実施し，日本の中学生及び高校生の特徴として，自己中心性，個人志向，物質主義が強い傾向があるこ
とを挙げている。
　このような状況の中で，高校生の興味・関心及び価値観（善悪観）の特徴や関連要因との相関関係を把
1 琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻
2 琉球大学名誉教授
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握することは，今後のグローバル社会や生涯学習時代を見据えたキャリア教育の在り方を考える上でも重
要であると考える。
　本稿では，クラスター分析による自己観の要因及び自己観に関する性差並びに学年差の特徴に加え，「興
味・関心」，「価値意識」，自己観の要因との相関関係についてもその特徴を明確にすることを目的とする。
これらの結果を踏まえ，沖縄県の高校生に対して，どのような教育の支援が求められているのかについて
も考察する。

２．研究方法

⑴　調査対象者

　本調査は，平成８年度の調査結果と可能な限り同様の条件で比較検討するため，那覇地区及び近郊
の高等学校，普通高等学校４校，専門高等学校２校，計６校に対して，平成 29 年 7 月 1 日～ 31 日
に実施した。各学校とも各学年２クラス（計６クラス）を対象とした。調査対象者は 1,404 人で 1,323
人が回答，回収率 94.2％であった。その中で，意図的な同一番号への回答，回答の判別が難しい等の
55 人を欠損値とし，最終的に 1,268 人（男子 473 人，女子 795 人）を対象として，結果の分析を実施
した。調査対象者の詳細については，第一報にて掲載済みである。

　
３．結果と考察

⑴　自己観の分析

　自己観に関する質問は，「あなた自身について」の内容で，次の 15 項目であった。この 15 項目に
ついてウォード法による変数クラスター分析を行い図 1 に示す 5 クラスターから高校生の自己観を捉
えることができた。
　15 の質問項目は，①“友人から好かれるほうだ”，②“相手の気持ちをよく考えて行動するほうだ”，
③“自分の将来のことで不安になることがよくある”，④“将来やりたいことはだいたい決まってい
る”，⑤“自分が損をしても他の人を助けたりすることがよくある”，⑥“授業が分からなくてついて
いけない”，⑦“頭が良いほうである”，⑧“毎日よく眠れる”，⑨“将来のために現在の楽しみをガ
マンするのはつまらない”，⑩“将来成功するかどうかは本人の努力次第で決まる”，⑪“まわりの
人がどう思おうと，自分がやろうと思ったことはやるべきだ”，⑫“どうにもならなくなった時でも，
自分を理解し支えてくれる人がいると思っている”，⑬“誠実さや努力が結局は世の中を動かすこと
が多い”，⑭“チャンスやツキに恵まれなければ成功など望めない”，⑮“世の中のことはお金や力で
決まることが多い”であった。
　その結果，クラスター 1 は⑫“どうにもならなくなった時でも，自分を理解し支えてくれる人がい
ると思っている”，⑬“誠実さや努力が結局は世の中を動かすことが多い”，⑩“将来成功するかどう
かは本人の努力次第で決まる”，⑪“まわりの人がどう思おうと，自分がやろうと思ったことはやる
べきだ”から「努力志向」の自己観と命名した。
　クラスター２は , ②“相手の気持ちをよく考えて行動するほうだ”，⑤“自分が損をしても他の人
を助けたりすることがよくある”，①“友人から好かれるほうだ”，④ “将来やりたいことはだいたい
決まっている”から「友人適応と将来目標」の自己観と命名した。
　クラスター３は⑦“頭が良いほうである”，⑧“毎日よく眠れる”から「能力志向」, クラスター 4
は⑭“チャンスやツキに恵まれなければ成功など望めない”，⑮“世の中のことはお金や力で決まる
ことが多い”から「運志向」，そしてクラスター 5 は③“自分の将来のことで不安になることがよく
ある”，⑥“授業が分からなくてついていけない”，⑨“将来のために現在の楽しみを我慢するのはつ
まらない”から　「享楽志向・学業不振」と命名し，「自己観」に関連する５つのクラスターを抽出し
た（図１参照）。
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　クラスター１と２，３は距離が近く類似性の高い自己観，同じくクラスター４と５も距離が近く . 類似
性の高い自己観である。そして前者と後者は対極にある自己観であると考えられる。

図１　高校生の自己観のクラスター分析

　平成８年度（1997）の自己観の研究では，因子分析を実施し，「対人的・将来的不安」「社会的価値観」「友
人適応」「健康意識」「願望・運志向」「努力意識」「できる意識」「スポーツ志向」「モラトリアム」の特徴
を示す９つの興味・関心の因子を抽出した。
　今回と平成８年度の共通する自己観の内容は，「努力志向（意識）」「友人適応」「能力志向（できる意識）」

「（願望）運志向」であった。
　今回の質問が 15 個に対し，平成８年度は 30 個であった。平成８年度の質問項目の中で，今回省いた質
問は次のとおりである。
　“趣味や好きなことがよく変わる”“困っている友達がいても見て見ぬふりをすることが多い”“人にひ
け目を感じることがよくある”“人と話すとき，思っていることをうまく相手に伝えられない”“何かにつ
けていらいたしやすい”“勉強に打ち込むことができる”“運動するのが好きである”“毎日の食事がおい
しい”“「新しいことを考えたりするのは好きである”“テストの成績が気になってしょうがない”“世の中
に本当の悪人はいない”“若い時の苦労は大人になってから役立つ”“知らない人に対してはまず疑ってか
かることが必要だ”“本当に困った時頼れるのは自分だけだ”であった。
　今回，省略したこれらの質問は他の質問でも確認できることと，アンケート実施の時間短縮の必要性か
ら判断し，削除した。

⑵　自己観と性差

　ここで高校生の自己観の性差について検討する（表 1）。クラスター 1「努力志向」の“どうにも
ならなくなった時でも，自分を理解し支えてくれる人がいると思っている”“誠実さや努力が結局は
世の中を動かすことが多い”“将来成功するかどうかは本人の努力次第で決まる”“周りの人がどう

距離

図１　　高校生の自己観のクラスター分析
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表１　自己観の性差

* p<.05，** p<.01, ***p＜.001　
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表１　自己観の性差
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思おうと，自分がやろうと思ったことはやるべきだ”の平均は，女子 12.801，男子 12.136 で，t 検定
の結果 t=5.540, p ＜ .001 レベルで有意差がある。このことは，女子が男子よりも将来の目標に向かっ
た努力していることが理解できる。クラスター２「友人適応と将来目標」の“相手の気持ちをよく考
え行動する方だ”“自分が損をしても他の人を助けたりすることがよくある”“友人から好かれるほう
だ”“将来やりたいことはだいたい決まっている”の平均は，女子 11.725，男子 11.137 であり，t 検
定の結果 t=5.285,p ＜ .001 レベルで有意差がある。
　クラスター３「能力志向」の“頭が良いほうである”“毎日よく眠れる”は男女間に有意差はみら
れない。
　クラスター４「運志向」の“チャンスやツキに恵まれなければ成功など望めない”“世の中のこと
はお金や力で決まることが多い” の平均は，男子 5.780，女子 5.585 であり，t 検定の結果 t=2.722,p ＜ .001
レベルで有意差がある。このことは，男子が女子よりも運志向が強いことが理解できる。
　クラスター５「享楽志向・学業不振」の“自分の将来のことで不安になることがよくある”“授業
が分からなくてついていけない”“将来のために現在の楽しみを我慢するのはつまらない”の平均は，
女子 8.767，男子 8.282 であり，t 検定の結果 t=5.182,p ＜ .001 レベルで有意差がある。
　以上の結果から , 女子高校生は「努力志向」や「友人適応と将来目標」と「享楽志向・学業不振」
に関する自己観が男子高校生より高いことがわかる。女子高校生は将来のことをよく考え努力するが,
男子高校生は自分の将来や現在を「運任せ」で考える傾向があると予測される結果である。そのよう
な女子高校生であるが「努力志向」「友人適応と将来目標」の自己観とは相いれないと思われる「享
楽志向・学業不振」の自己観も高い。おそらく流行やファッションに目を奪われ学業に身が入らない
女子高校生も多々いるものと予想される。従来社会的な性役割観として女子に人との関係を良くし ,
コツコツ努力することが期待されている傾向がある。このような性役割観が高校生の自己観を形成し
ていると思われる。

⑶　自己観と学年

　次に自己観の学年差について，F 検定より検討した（表 2）。自己観のクラスター 1「努力志向」で
学年差はみられない。「友人適応と将来目標」は F（2/396）=7.026 p<.001 で，１，２年生に比較して
３年生の得点が高い。受験を間近に控えた３年生は，将来の進学や職業への関心が高いと考えられ
る。「能力志向」の得点に学年差はみられなかった。クラスター４の「運志向」には学年差がみられ
(F(2/400:394)=5.271 p<.01，２年，３年生の「運志向」の得点が高くなっている。このことは、期待
通りの進路達成を夢見ていることが考えられる。最後のクラスター５「享楽志向・学業不振」でも学
年差がみられ (F( 2/400)=5.271 p<.01，３年生に比べて２年生の得点が高く，２年生の「中だるみ減少」
が２年生の享楽志向・学業不振の得点を高めていると推測される。
　自己観のクラスター「努力志向」「能力志向」「享楽志向・学業不振」は各学年間で，有意差はみら
れない。
　このことは，自己観は高校入学後，学年進行とともに大きな変化がみられないことを示している。

表２　自己観の学年差

* p<.05，** p<.01, ***p＜.001　

享楽志向・学業不振

運志向

能力志向

自己観 1年

友人適応と将来目標

2年 3年 Ｆ 　　ｐ

努力志向

表２　自己観の学年差
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つまり，自己観が小学校及び中学校において固定することが考えられ，高校入学前の保護者や友人を
はじめ，対人関係の在り方が大きく影響しているものと推測される。
　先に検討したように，高校生の自己観は性の要因で大きく規定されていたが，クラスターの「友人
適応と将来志向」「運志向」「享楽志向・学業不振」も学年で差異が認められていた。
　では，そのような自己観の在り方は，彼らの興味・関心のあり方とどのように結びついているだろ
うか。

⑷　興味・関心と自己観の相関係数（全体）

　表３に，自己観と興味・関心のクラスター間の相関関係を記した。その結果，次のような優位な相
関が得られた。
　興味・関心と自己観の相関係数において，次のクラスター間で優位な相関がみられる。
①  「現代的・社会的問題への関心」（“戦争・平和”“世界の貧困・飢餓”“国際政治・情勢”“日本の景気”“自

然変異”“経済格差”）と「努力志向」の相関（.238）は p ＜ .001 レベルで有意である。
②  「自己の将来と学業への関心」（“テストの成績”“授業”“昨年の本校卒業生の進学先”“親の仕事

内容”“家族”）と「努力志向の相関」（.404）は， p ＜ .001 レベルで有意である。
③  「課題活動と将来の出会いへの関心」（“睡眠時間”“結婚”“運命”“文化祭”“友人”“スポーツ”）と「努

力志向」の相関（.372）は， p ＜ .001 レベルで有意である。
④  「日常問題と将来の自己への関心」（“将来の職業”“自分の 10 年後”“海外留学”“老人ホームでの

ボランティア”“車の運転をすること”“心霊現象”“援助交際”）と「努力志向」の相関（.345）は， 
p ＜ .001 レベルで有意である。

⑤  「IT への関心」（“インターネット”“人工知能（AI）”“スマートフォン”）と「努力志向」の相関（.255）
は， p ＜ .001 レベルで有意である。

⑥  「現代的・社会的問題への関心」と「友人適応と将来目標」の相関（.282）は， p ＜ .001 レベルで
有意である。

⑦「自己の将来と学業への関心」と「友人適応と将来目標」の相関（.366）は， p ＜ .001 レベルで有
意である。
⑧  「課外活動と将来の出会いへの関心」と「友人適応と将来目標」の相関（.377）は，p ＜ .001 レベ

ルで有意である。
⑨  「日常問題と将来の自己への関心」と「友人適応と将来目標」の相関（.366）は，p ＜ .001 レベル

で有意である。
⑩「IT への関心」と「友人適応と将来目標」の相関（.289）は，  p ＜ .001 レベルで有意である。
　以上の相関の結果をまとめると，次のようにまとめることができる。
　「努力志向」「友人適応と将来目標」の確立している生徒は，興味・関心のクラスター「現代的・社
会問題への関心」「自己の将来と学業への関心」「課外活動と将来の出会いへの関心」「日常生活と将

表３　興味・関心と自己観の相関関係（全体）
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来の自己への関心」「IT への関心」など興味・関心も育っており，将来に向かって学んでいることが
理解できる。平成 10 年度の調査研究結果の必要な努力をする意志型高校生に対応すると思われる。
つまり，自分の将来目標を見据えて，学友とともに勉強や部活に頑張る生徒であると予測できる。
　一方，「能力志向」「運志向」「享楽志向・学業不振」に分類される生徒は，興味・関心への意欲が低く，
能力と運まかせの自己欲求型である。つまり，子どもの心を時間・空間的に広げることができない。
欲求を達成するための的確な方法が理解できず，学業不振にも関連している。平成 10 年度の調査研
究結果の願望型の高校生に対応すると思われ，現在の楽しみに目が向き，将来を能力や運任せにし，
結果として学業不振を増す高校生と予測される。　
　平成８年度（1997）の調査研究結果における，興味・関心の因子と自己観の因子との相関関係では，

「社会問題への関心」「流行・ファッションへの関心」「学校・クラスへの関心」「自己への関心」「情
報機器への関心」への関心の高い高校生は，自己観の「対人的・将来的不安」「社会信頼性」「友人適応」

「健康意識」「努力意識」「スポーツ志向」との相関が高くなる傾向にあることが理解できる。一方，「神
秘性への関心」「スポーツへの関心」「自動車への関心」「娯楽への関心」への興味・関心の高い傾向
を示す高校生は，意志型の自己観が育っていないと考えられる。

　
⑸　興味・関心と自己観の相関係数（性差）

　次に，自己観と興味・関心の相関を性別に検討し，表４にその結果を示す。

　その結果，次のように性差がみられた。
①  「現代的・社会的問題への関心」と「努力志向」の相関（男子 .194 ＜女子 .248(p.001)）で，女子

の相関が高い。
②  「教室への美化への関心」（“教室の清掃”“教室の汚れ”）と「努力志向」の相関（男子 .113 ＜女

子　.226(p.001)）で，女子の相関が高い。
③  「自己の将来と学業への関心」と「努力志向」の相関（男子 .396(p.001) ＞女子 .375）で，男子の

相関が高い。
④  「課外活動と将来の出会いへの関心」と「努力志向」の相関（男子 .357 ＜女子 .358）で，両方と

も相関がある。
⑤  「日常問題と将来の自己への関心」と「努力志向」の相関（男子 .341 ＞女子 .312 ）で，両方とも

相関がある。
⑥「IT への関心」と「努力志向」の相関（男子 .225 ＜女子 .242(p.001)）で，女子の相関が高い。

表４　興味・関心と自己観の相関係数の性差
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⑦  「現代的・社会的問題への関心」と「友人適応と将来目標」の相関（男子 .234 ＜女子 .298(p.001)）で，
女子の相関が高い。

⑧  「教室への美化への関心」と「友人適応と将来目標」の相関（男子 .140 ＜女子 .233(p.001)）で，
女子の相関が高い。

⑨  「自己の将来と学業への関心」と「友人適応と将来目標」の相関（男子 .302 ＜女子 .373(p.001)）で，
女子の相関が高い。

⑩  「課外活動と将来の出会いへの関心」と「友人適応と将来目標」の相関（男子 .348 ＜女子 
.373(p.001)）で，女子の相関が高い。

⑪  「日常問題と将来の自己への関心」と「友人適応と将来目標」の相関（男子 .349(p.001) ＞女子 .346）で，
男子の相関が高い。

⑫「IT への関心」と「友人適応と将来目標」の相関（男子 .218 ＜女子 .305(p.001)）で，女子の相関
が高い。

　  「能力志向」「運志向」「享楽志向・学業不振」の自己観は，男女とも興味・関心のあり方とほ
とんど相関がなく，興味・関心のあり方を説明できないと言える。
　一方、「能力志向」「運志向」など生得的能力観の高い生徒は，努力の思想，仏教，儒教の思想が十
分に備わっていないものと考えられる。
　自己観の「努力志向」と「友人適応と将来目標」において，男子は興味・関心の「自己の将来と学
業への関心」と「日常問題と将来の自己への関心」で，女子は「現代的・社会的問題への関心」「教
室への美化への関心」「課外活動と将来の出会いへの関心」「IT への関心」で相関が強くなっている。
このことは，自己観の育っている女子に，興味・関心の各クラスターとの相関が高いが，男子ではそ
の傾向が強くなっていないと考えられる。つまり，男子の自己観は女子に比べて，興味・関心を高め
る力が弱いとも言える。

　⑹　興味・関心と自己観の相関係数（学年差）

　興味・関心と自己観の相関は，次のクラスター間の相関で有意となっている。
①  「現代的・社会的問題への関心」と「努力志向」の相関（２年 .252(p ＜ .001) ＞１年 .243 ＞３年 .214）

表５　興味・関心と自己観の相関係数の学年差
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で，２年生の相関が高い
②  「教室への美化への関心」と「努力志向」の相関（１年 .242(p ＜ .001) ＞２年 .167 ＞３年 .134）で，

１年生の相関が高い。
③  「自己の将来と学業への関心」と「努力志向」の相関（１年 .439(p ＜ .001) ＞３年 .390 ＞２年 .383）

で，１年生の相関が高い。
④  「課外活動と将来の出会いへの関心」と「努力志向」の相関（３年 .438(p＜ .001)＞１年 .350＞２年.339）

で，３年生の相関が高い。
⑤  「日常問題と将来の自己への関心」と「努力志向」の相関（２年 .351(p ＜ .001) ＞１年 .345 ＞３年 

.337）で，２年生の相関が高い。
⑥「IT への関心」「努力志向」の相関（３年 .279(p ＜ .001) ＞１年 .268 ＞２年 .218）で，３年生の相

関が高い。
⑦  「現代的・社会的問題への関心」と「友人適応と将来目標」の相関（２年 .279(p ＜ .001) ＞１年 

.274 ＞３年 .269）で，２年生の相関が高い。
⑧  「教室への美化への関心」と「友人適応と将来目標」の相関（１年 .241(p ＜ .001) ＞３年 .182 ＞

２年 .150）で，１年生の相関が高い。
⑨  「自己の将来と学業への関心」と「友人適応と将来目標」の相関（１年 .409(p ＜ .001) ＞３年 .374

＞２年 .315 ）で，１年生の相関が高い。
⑩  「課外活動と将来の出会いへの関心」と「友人適応と将来目標」の相関（３年 .404(p ＜ .001) ＞

１年 .401 ＞２年 .347 ）で，３年生の相関が高い。
⑪  「日常問題と将来の自己への関心」と「友人適応と将来目標」の相関（１年 .390(p ＜ .001) ＞

２年 .346 ＞３年 .337）で，３年生の相関が高い。
⑫  「IT への関心」と「友人適応と将来目標」の相関（１年 .281(p ＜ .001) ＞３年 .279 ＞２年 .273）で，

１年生の相関が高い。
　　興味・関心の「現代的・社会的問題への関心」「教室への美化への関心」「自己の将来と学業への

関心」「課外活動と将来の出会いへの関心」「日常問題と将来の自己への関心」「IT への関心」と自
己観のクラスター要因は，割合が固定しており，中学校までの生活習慣と努力の在り方が影響して
いるものと考えられる。

⑺　価値観と自己観の相関係数（全体）

　上記で検討したように，高校生の自己観のあり方の一部は，興味・関心のあり方を説明し，性差が
顕著で，学年の状況を反映し，一部の自己観は学年差が観られていた。次に，高校生の自己観のあり
方は，規範意識としての価値観の在り方をどう説明しているだろうか。表６に自己観と価値観の相関
を示す。

表６　価値観と自己観の相関係数の全体
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　次のクラスター間の相関において有意がみられる。
①  「善行規範」“文化祭の収益金を交通遺児募金に寄付すること”“緊急な事故で輸血に協力するこ

と”“共同募金に協力すること”“スポーツ推薦で大学に入ること”“塾で遅くまで勉強すること”）
と「努力志向」の相関（.246, p ＜ .001）は，有意である。

②  「日常生活規範」（“無免許運転”“道端への空き缶のポイ捨て”“ガムの吐き捨て”“定期テストで
のカンニング”“政治家の賄賂”“徒歩での信号無視”“友人との待ち合わせに遅れる”“バイト先に
遅刻すること”“シルバーシートで寝たふりをすること”“いじめを見ないふりをすること”“先生
が授業を長引かせること”）と「友人適応と将来目標」の相関（-.200，p ＜ .001 ）で，有意である。

　「日常生活規範」は逆転項目である。
③「善行規範」と「努力志向」の相関（.208，p ＜ .001）は，有意である。
　島袋ら（1996）は，価値意識の得点と自己観の各得点の相関係数（ｈ）から，大きく２つの関係の

在り方が見て取れる。１つは，価値意識の「よい子肯定」の得点が，自己観の①「対人的・将来的
不安」，②「社会信頼性」，③「友人適応」，④「健康意識」，⑤「努力意識」と正の相関を示すこと
である。つまり，社会的に望ましい方向で価値意識を発達させている高校生は，多面的に自己を省
みることができることを示している。

　　２つ目の関係は，価値意識の第２因子「学校自己中心性の肯定」から第９因子「過去の肯定」の
得点が，それほど強く自己観の各因子と繋がらないことである。第２因子以下の価値意識は，どち
らかというと社会的に望ましくないと思われる価値意識であった。このように考えると，社会的価値
を内在化できない高校生には，自己を多面的に振り返ることができないということを示している。

　　「日常生活規範」「学校規範」（“イアリングをして登校すること”“服装違反で登校すること”“授
業中寝ること”“無断外泊すること”“夜遅くまでアルバイトすること”“缶ジュースを飲みながら
歩くこと”“授業中に他教科を勉強すること”）」は逆転項目で，自己観の「努力志向」と「友人適
応と将来目標」のクラスターにおいては，マイナスの相関がみられる。

　　自己観の「能力志向」「運志向」「享楽志向・学業不振」と価値観の各クラスター要因に相関はみ
られない。

　　「努力志向」「友人適応と将来目標」は価値観と繋がる。ただし，興味・関心のあり方ほど，相関
がみられない。この結果は，自己意識や価値意識が発達段階の途上にあるものと考えられる。

⑻　価値観と自己観の相関係数（性差）

表７　価値観と自己観の相関係数の性差
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①  「学習規範」（“学校に遅刻すること”“教室への落書き”“他人の本を無断借用していること”“授
業をサボること”“授業中にジュースを飲むこと”“勉強もやらずに部活に没頭すること”）と「努
力志向」の相関（男子 -.149 ＜女子 -.206(p ＜ .001)）は，女子の相関が高い。   

②「善行規範」と「努力志向」の相関（男子  .248(p ＜ .001) ＞女子 .163）は，男子の相関が高い。
③  「日常生活規範」と「友人適応と将来目標」の相関（男子 -.200(p ＜ .001) ＞女子 -.186）は，男子

の相関が高い。
④「善行規範」と「友人適応と将来目標」の相関（男子 .208(p ＜ .001) ＞女子 .172）は，男子の相関が高い。
　　自己観のクラスター「努力志向」と価値観のクラスター「学習規範」「善行規範」及び「友人適

応と将来目標」と価値観のクラスター「日常生活規範」「善行規範」の相関関係から，自己観の育っ
ている高校生は，目標に対して興味・関心に持ち，着実にその方法を駆使していることが読み取れ
る。また，学校生活の中に，自分の居場所が確保されることも理解できる。

　  　なお，自己観で「努力志向」と「友人適応と将来目標」に分類される男子は、女子よりも「善行規範」
との相関が高いと考えられる。

　  　一方，自己観のクラスター「能力志向」「運志向」「享楽志向・学業不振」の生徒は，欲求・感情型で，
学校に自分の居場所がないことが理解できる。

⑼　価値観と自己観の相関係数（学年差）

①  「日常生活規範」と「努力志向」の相関（１年 -.205(p ＜ .001) ＞２年 -.196 ＞１年 -.149）は，１年
生の相関が高い。相関は，逆転項目である。

②  「善行規範」と「努力志向」の相関（３年 .397(p ＜ .001) ＞１年 .191 ＞２年 .173）は，３年生の相
関が高い。

③  「日常生活規範」と「友人適応と将来目標」の相関（１年 -.263(p ＜ .001) ＞３年 -.176 ＞２年 -.150）
は，１年生の相関が高い。相関は，逆転項目である。

表８　価値観と自己観の相関係数の学年差
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④  「善行規範」と「友人適応と将来目標」の相関（３年 .282(p ＜ .001) ＞１年 .238 ＞２年 .104）は，
３年生の相関が高い。

　図２に自己観の特徴を示す。「能力志向」「運志向」「享楽志向・学業不振」と相関が高い生徒は，
自分自身も外への興味・関心が十分に育っていない。また，物事の結果を欲求・感情で判断する傾向
がある。また，学校においても、居場所がないことが考えられる。
　一方，「努力志向」「友人適応と将来目標」と相関の高い生徒は，物事への興味・関心も高く，将来
の目標に向かって努力している。また，学校生活に居場所があると考えられる。
　男子では「願望型」が多く , 女子では「意志型」の者が若干多いことが理解できる。
　「願望型」は１年生と２年生に多く，逆に「意志型」は３年生に多いことを示している。この結果
は大学受験に向けて勉強を３年生になってから考え，実行する一般的な傾向が強いことを伺わせてい
る。
　しかしながら，２年生から３年生にかけての「願望型」から「意志型」への大きな変化は，「進路目的」
との明確化や意味づけを促進することで１年生，２年生の段階でも「意志型」の高校生を増やせる可
能性の高いことを示している。
　進路や学習の達成において，生徒本人が自らコントロールできない能力や運の役割が強調され，反
対に努力や行動の理解や意識が弱くなるということは，沖縄県の高校生の多くは，進路決定や学習場
面において「自律的・主体的」でなく，「他力本願的」であることを予測させている。

⑽　自己観のクラスターと学年の相関

　１，２年生よりも３年生に「友人適応と将来の目標」との
相関が高く，３年生になると将来の進路選択を考える時期
でもあり，このような結果になったものと考えられる。
２年生から３年生にかけての「願望型」から「意志型」へ
の大きな変化は，「進路目的」との明確化や意味づけを促進
することで１年生，２年生の段階でも「意志型」の高校生
を増やせる可能性の高いことを示している。

４．まとめ

　今回 , 調査結果に基づき , 「自己観」の５つのクラスターを抽出し，①「努力志向」, ②「友人適応と将
来目標」, ③「能力志向」, ④「運志向」，⑤「享楽志向・学業不振」と命名した。自己観の各クラスター
と興味・関心及び価値観（善悪観）の要因の相関関係を明らかにした。
　全体として，自己観のクラスター「努力志向」「友人適応と将来目標」と興味・関心及び価値観の各ク
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図2　価値観と自己観の相関係数の学年差

学
校
生
活
に
居
場
所

欲
求
・
感
情

規
範
意
識

自分

居場所がない

能力志向・運志向・享楽志向・学業不振の自己観 努力志向・友人適応と将来目標の自己観

興味・関心

図２　自己観の特徴

図３　価値観と自己観「友人適応と将来

の目標」の相関係数の学年差



− 42 −

下地ほか：沖縄県の高校生の価値観と興味に関する調査研究（第４報）

ラスターと相関が高かった。
　また，性差においては，女子が男子よりも社会及び日常生活への興味・関心が高く，将来の目標に向かっ
て着実に努力している傾向が明確となった。女子は，「努力志向」と「友人適応と将来目標」との相関で
高い値を示している。一方で，「能力志向」，「運志向」，「享楽志向・学業不振」に分類される女子も多く，
自己観が 2 極分化されていることが考えられる。今回の調査の分析において，普通高校と専門高校が混合
されており，学校間を比較することで詳細にその特徴を明らかにすることも可能であるが，そのことは本
研究の目的ではない。
　なお，学年進行とともに数値が大きく変化するクラスターは見られず，高校入学後に自己観が大きく変
化することは明らかにされていない。このことは，幼少時からの家庭教育や役割モデルの存在，地域社会
との関わり方など，ホリスティックな教育環境の結果だと言えるのかもしれない。
　以上のことから，沖縄県内の高校教育において，学習指導の工夫改善，社会意識の高揚，自己肯定感の
涵養のため，親と教師と生徒とのトライアングルコミュニケーションの涵養や討論の機会を増加させるこ
とで , 自ら学習できる力を育成し , 将来を見据えた努力を具体化していく教育実践が求められている。
　特に，ボランティアや海外留学等の体験学習，自分自身の将来やライフイベントについて考えるキャリ
ア教育，国際情勢や経済格差など世界的な課題を解決するための学習など社会への興味・関心を高める機
会が必要であると考えられる。
　加えて，日々の生活を通して，生活規範，学校規範，学習規範，善行規範等を習得できる機会を幼少期
から得ることも大切だと考えられる。そのためにも，子どもたちが生活する場にいる大人，特に保護者や
身近な人々が役割モデルになれるような環境づくりも必要であると考えられる。
　要約すると，「努力志向」，「友人適応と将来目標」の高い高校生とは，他者と自分の学業や進路の話題
を共有し，そこから目標達成のための行動への意欲を生み出している生徒であると言える。
　高校生の健全な目的意識を高揚し，その達成に必要な行動力を育成していくために親，教師，友人との
間における「将来」に関する会話が重要になると考えられる。

　本調査研究の結果は，高校生の興味・関心や価値観（善悪観）対する理解を深めるために活用するもの
であるが，現状を踏まえ，教師と生徒との関わりを深めることで，本県のキャリア教育を支援する知見で
あることも強調したい。
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Senior High School Students’ Interests and Values in Okinawa (4th Report)
: The Correlation between  Self-view and Interests and Values

Toshihiro SHIMOJI, Tsuneo SHIMABUKURO

Abstract

Purpose of the Study: The main purpose of this study is to report the status quo through the result of 
questionnaire survey related to the senior high school students’ interests and values in Okinawa.
Design and Methods: The authors carried out the questionnaire survey on high school students’ 
interests and values at 6 prefectural high schools in Okinawa.  Respondents (N=1323) completed the 
questionnaire.  Questions of each category were analyzed with Cluster analysis (Factor Analysis) and 
the results were shown the correlation between  categories.
Results: Six clusters for interests ,4 clusters for values, and 5 clusters for self-view are
found through Cluster Analysis and the relationships among the clusters for self-view 
and interests and value are shown. The results also show that several differences 
between genders and grades in some questions and among several clusters.  Female
students and third-year students had more interests in many social topics compared to 
their counterparts.
Implications:   It is a good way for high school students to have more chances to talk about many 
topics with parents, teachers, and classmates to improve their motivation toward to academic works 
and their future jobs. Therefore, carrier education focused on life-long education should be considered in 
high schools, especially for male students.

Key words: self-view, interest, value, high school students


