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2006 年 3 月 

高校生の進路選択に関する調査 第２回 

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 
 
この調査は、前回の進路希望をフォローアップするために行うものです。回答はすべて統計的に処理され、あ

なた個人についての情報が他の目的で使われることはありませんので、現状をありのままに記入してください。 

＜お名前をご記入ください＞ 

氏名：

 
 
ｎ＝3,493 （男＝1,729 女＝1,764） 

問１ この４月からの進路は次のうちのどれですか。あてはまる番号１つに○をつけてください（○は１つ）。 

n＝3,493                                                                                      （％） 
11.8 正社員・正職員として就職 

0.4 定職を持ちながら学校（大学の夜間部など）に行く 

2.6 とりあえずアルバイトやパートで生活（いわゆるフリーター） 

17.1 専門学校・各種学校へ進学（大学受験のための予備校は除きます） 
9.4 短期大学へ進学（高等専門学校への編入学を含みます） 

49.2 四年制大学へ進学（医学、歯学、獣医学などの六年制課程を含みます） 

0.5 海外の大学や語学学校に留学 

6.8 大学等の進学準備（いわゆる受験浪人。大学受験のための予備校への進学を含みます） 
0.3 家業の手伝い 

0.1 家事の手伝い・主婦 

1.5 まだ決まっていない 
0.3 その他（卒業しない・病気の療養など、具体的に                        ） 

問２ 進路を決定した理由として、次の項目はどの程度あてはまりましたか。あてはまる番号１つに○をつけ

てください。（○はそれぞれ１つずつ） 

n＝3,493                                                                           （％） 

（a～c それぞれ横に○は１つずつ） 
とても 

あてはまる あてはまる あてはまら 
ない 

全くあてはまら
ない 平均値 

a. 地理的条件が、進路を決める理由になった 13.2 43.1 23.8 17.2 0.12 
b. 経済的な条件が、進路を決める理由になった  9.6 33.2 37.2 17.5 -0.20 
c. 成績が、進路を決める理由になった 24.8 41.1 20.3 11.6 0.48 

問３ 進路について、どの程度満足していますか。（○は１つ） 

n＝3,493                                                                        （％） 

 
非常に満足して 

いる やや満足している どちらともいえない あまり満足して 
いない 全く満足していない 平均値 

○は１つ 34.0 40.1 16.4 5.0 3.4 0.97 
 
問４ 決定した進路によって、４月からの住所に変更はありますか。 

  n＝3,493                                                （％） 
79.2 変更はない（現住所と同じ） 
19.6 変更がある（下記に新しい住所を御記入ください） 

 
新住所：〒      電話番号： 

 
  ※本年秋にお願いする第３回目調査の連絡先以外で用いることは決してありません。 

（Ⅰ） 全員にうかがいます 

都 道 
府 県 
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問５ あなたの勤務地はどこですか。具体的に記入してください。 

（             ）都・道・府・県  （              ）市・区・町・村 

問６ つとめ先の業種について、あてはまる番号 1 つに○をつけてください（○は１つ）。  

ｎ＝529                                                                                          （％） 
0.8 農林漁業 7.2 運輸・通信業 
0.9 鉱業 3.0 電力・ガス・水道供給業 
7.6 建設業 1.3 ホテル・旅館業 
30.2 製造業 3.0 娯楽・スポーツ・芸能関係 
26.3 おろし売業・小売業、飲食店 2.1 情報・教育サービス 
1.5 金融・保険業 6.8 病院、医療・福祉サービス 
0.4 不動産業 3.6 官公庁 

  1.9 その他（具体的に           ）

問７ あなたがつく職種について、あてはまる番号 1 つに○をつけてください（○は１つ）。 

ｎ＝529                                                                                         （％） 
13.6 事務職 12.1 ウェイター、ウェイトレス、警備員などのサービス職

33.1 技能職・工員 7.2 大工、左官師、美容師などの職人的仕事 
4.3 設計や工程管理などを行う技術職 1.1 家業手伝い 

17.6 店員、外交員、セールスマンなどの販売職 5.3 看護師・介護などの医療・福祉の仕事 
  3.0 その他（具体的に            ）

問８ つとめ先への応募方法について、あてはまる番号すべてに○をつけてください（○はいくつでも）。 

ｎ＝529                                                                                         （％） 
60.3 学校推せん 9.1 就職情報誌や新聞広告でみつけた 
3.0 公務員の一般公募 6.6 高校生時代のアルバイト先だった 

16.8 家族や知人の紹介 4.2 職業安定所で求人をみた 
  

 

2.5 その他（具体的に            ）

問９ あなたの将来について、あてはまる番号 1 つに○をつけてください（○はそれぞれ１つずつ）。 

ｎ＝529                                                                                          （％） 

（a～b それぞれ横に○は１つずつ） 
とても 

あてはまる あてはまる あてはまら 
ない 

全くあてはま
らない 平均値 

a. 現在決まっているつとめ先で長い間働きたい 28.4 41.0 19.7 8.1 0.64 

b. 将来、専門学校・大学などに通いたい  4.0 11.7 24.8 37.4 -1.03 

問１０ 将来学校に通う可能性がある方（問９の bで１～２と回答した方）にお聞きします。どのような学校に通

いたいと考えていますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください（○はいくつでも）。 

ｎ＝83 
（％）       

74.7 専門学校・各種学校へ進学（大学受験のための予備校は除きます） 
12.0 短期大学へ進学（高等専門学校に編入学を含む） 
20.5 四年制大学（医学、歯学、獣医学などの六年制課程を含む）へ進学 
 4.8 海外の大学や語学学校に留学 
 1.2 その他（具体的に                        ） 
 6.0 まだ考えていない 

（Ⅱ） 就職・アルバイトや家業での生活をする方 （問１で、１，２，３，９を選択した方） にうかがいます(ｎ＝529) 
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問１１ 進学先の学校は決まっていますか。あてはまる番号 1 つに○をつけてください（○は１つ）。 

ｎ＝2,672                                                     （％） 
96.9 確定している 
2.2 まだ確定していない 
0.0 その他（具体的に               ）

 
ｎ＝2,589 

問１２ 進学先が決まっている方（問１１で１と回答した方）にお聞きします。あなたの進学先の学校について

お答えください。  

a. 設置者（○は１つ） 

ｎ＝2,589                                               （％） 

10.8 国立  5.0 公立  83.0 私立 

b. 所在地（具体的に記入） 

（             ）都・道・府・県  （              ）市・区・町・村 

c. 専門分野（○は１つ） 

ｎ＝2,589                                                                 （％） 

＜大学・短期大学の方＞ ｎ＝1,999 ＜専修学校・各種学校の方＞ ｎ＝590 

17.9 人文科学系（文学・外国語・哲学・歴史学・心理学） 12.9 理工・情報通信・建築・機械 

27.4 社会科学系（経済学・経営学・商学・法学・政治学・社会学） 4.9 農業・動物 

3.6 理学 30.0 看護・医療技術・福祉 

13.9 工学 5.6 食物・調理・栄養 

2.2 農学 14.9 理容・美容 

11.2 教育・保育 3.4 教育・保育 

6.7 家政・生活科学・栄養 4.9 商業実務・経営・経理 

2.1 医学・歯学・薬学 2.4 服飾・服飾デザイン 

8.4 看護・医療技術・福祉 14.2 芸術・文化・教養・外国語など 

3.5 芸術 2.7 公務員試験の受験対策 

2.2 その他（具体的に                 ） 2.9 その他（具体的に            ） 

d. どのように通学しますか（○は１つ）。 

 ｎ＝2,589                                                                 （％） 

72.9 自宅から通学 

21.8 下宿・アパートから通学 

4.8 大学・学校の寮から通学 

0.2 その他（具体的に                                    ）

e. どのような選抜方法で入学しましたか（○は１つ）。 

 ｎ＝2,589                                                                 （％） 

12.4 センター試験＋大学個別の学力試験 23.3 「指定校推薦」の推薦入試 

2.4 センター試験のみ 21.2 「一般・公募制推薦」の推薦入試 

18.3 大学個別の学力試験のみ 6.1 ＡＯ（アドミッション・オフィス）選抜 

1.0 大学個別の小論文のみ 6.5 試験はなかった（書類選考のみ） 

2.7 大学個別の面接・実技試験のみ 4.8 その他（具体的に           ）

f. 進学先の学校名をお答えください（具体的に記入）。 

学校名 

（Ⅲ） 専門学校や大学に進学する方（問１で、２，４，５，６，７を選択した方）にうかがいます 

（就職しながら進学する方もお答えください）(ｎ＝2,672) 

問１３へおすすみください。 
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問１３ 大学入試センター試験を受験しましたか。あてはまる番号 1 つに○をつけてください（○は１つ）。 
     ｎ＝2,672                                  （％）                         

38.2 受験した 
55.8 受験していない 

問１４ 大学入試センター試験を受験した方（問１３で１と回答した方）にお聞きします。大学入試センター試験

の受験科目および結果（得点率）についてお答えください。 

a. 受験科目（すべてに○）ｎ＝1,021  平均受験科目＝5.7 科目 

＜国語＞   （％） 

95.4 国語 

＜地理歴史＞                      （％） 

1.7 世界史 A  1.4 日本史 A  1.3 地理 A 
18.8 世界史 B  28.3 日本史 B  20.5 地理 B 

＜公民＞                        （％） 

42.6 現代社会  6.2 倫理  11.7 政治・経済

＜数学＞                                            （％） 

4.1 数学Ⅰ 3.4 数学Ⅱ － 工業数理基礎  － 情報関係基礎 
65.2 数学Ⅰ・数学 A 57.8 数学Ⅱ・数学 B － 簿記・会計  

＜理科＞                         （％） 

6.2 理科総合Ａ  25.6 物理Ⅰ 4.3 地学Ⅰ      
4.3 理科総合Ｂ  35.1 化学Ⅰ 35.3 生物Ⅰ      

＜外国語＞                                           （％） 

98.0 英語  － ドイツ語 － フランス語 0.1 中国語  － 韓国語 

b. 結果（おおよその得点率）（○は１つ） 

ｎ＝1,021                                                                                      （％） 

0.9 ３０％未満           24.0 ６０～７０％未満 

4.7 ３０～４０％未満 21.7 ７０～８０％未満 

9.3 ４０～５０％未満 14.7 ８０～９０％未満 

19.4 ５０～６０％未満 3.6 ９０％以上 

問１５ 進学後について、あてはまる番号 1 つに○をつけてください（○はそれぞれ１つずつ）。 

（％） 

（a～g それぞれ横に○は１つずつ） 
 とても 

あてはまる 
あて 

はまる 
あてはま 
らない 

全くあては
まらない 平均値 

a. 自分にむいた専門かどうか不安だ       ｎ＝2,672 6.8 31.8 42.3 13.8 -0.26 
b. 職業資格の取得に力を入れたい ｎ＝2,672 42.6 40.2 11.0 1.5 1.17 
c. 勉強よりもサークル活動や友人とのつきあい 

を大切にしたい 
ｎ＝2,672 8.7 46.2 37.1 2.6 0.23 

d. 可能であれば、別の学校に転学したい ｎ＝2,672 2.6 7.0 36.7 48.1 -1.28 
e. (短大・専修学校に入学する方のみ) 

卒業後、四年制大学に編入したい           
ｎ＝ 923 6.0 7.6 27.1 41.3 -1.10 

f. (四年制大学に入学する方のみ) 

卒業後、すぐに大学院に進学したい ｎ＝1,719 5.7 12.0 45.4 31.8 -0.90 

g. 卒業後、いずれは大学院に進学したい ｎ＝2,672 3.2 9.8 36.1 41.9 -1.14 

質問は以上で終わりです。ご協力ありがとうございました。 

問１５へおすすみください。 


