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2008年 1月 

高校生の進路についての調査 第 4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 

 
＜ご家族の方へのお願い＞ お子様が下宿などで別な場所にお住まいの場合は、この調査

の事務局フリーダイヤル（0120-380－621）までご連絡いただくか、又はお手数ではござい

ますが、このアンケート一式を直接お子様にご転送いただければ幸いでございます。 

 

全員がお答えください 

 
問１ あなたは現在、どこで生活していますか。あてはまる番号１つに○をつけてください（○は１つ）。 
 

74.5  両親と一緒に生活している 
1.9  両親以外の家族（兄弟、親戚など）と一緒に生活している 
2.9  会社や学校などの寮で生活している 
16.9  アパート・マンションを借りて１人で生活している 
1.1  その他（具体的に：                                        ）

 
問２ あなたは現在、何をしていますか。あてはまる番号１つに○をつけてください（○は１つ）。 
 

57.2  おもに大学に通っている ２・３ページの質問 

のみにお答えください 

26.9  おもに短期大学か専門学校に通っている ４・５ページの質問 

のみにお答えください 

 

15.9 

おもに働いている 
（正社員、公務員、契約社員、自営など） 
 
アルバイトなど、上記以外のことをしている

６・７ページの質問 

のみにお答えください 

 
 
（注） 定職を持ちながら学校（大学の夜間部など）に通っている方は、「３」に○をつけていただき、６・７ページの 

 
この調査は、2006 年１１月の調査にひきつづき高校卒業後の状況をお聞きするものです。

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。本調査票は、１月21日（月）までに返信用封筒（切手不要）にてご返送ください（１月

21 日以降も受け付けております）。 

アンケートにご協力いただいた方には、もれなく薄謝をお送りいたします。 
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質問のみにお答えください。 

 

 

 
問３ あなたが今通っている大学についておうかがいします。 
 
a. どのような大学に通っていますか。あてはまる

番号１つに○をつけてください（○は１つ）。 
 
17.3  国立    6.1  公立    76.6  私立 

 
b. その大学に、いつ入学しましたか（○は１つ）。 
 
87.6  2006年  11.9  2007年 

 
c. 今学期は、大学にはどの程度行っていますか。 

また、授業にはどれくらい出席していますか。 
 

学期中、大学に行っている日 週に（  4.9  ）日 

授業への出席率 （  8.8  ）割 

d. 通学時間は片道どれくらいですか。 
 

（  0  ）時間 （  54     ）分 
 
e. あなたが先学期にとった成績について教えてく

ださい（５段階評価の場合（例えば秀、優、良、

可、不可）は、上位２つを合わせて優（Ａ）と考え

てください。不可の割合は除いてください）。 
 

優（Ａ） 良（Ｂ） 可（Ｃ） 

4.3    割 3.7     割 2.5     割
 

ＧＰＡの場合 

2.6 
 
問４ あなたは普段、１週間をどのように過ごしていますか。平均的な生活時間を、学期中と休暇中の別

に教えてください。 
 

（a～hそれぞれに○は 1つずつ）  なし 
1-5 
時間 

6-10 
時間 

11-15
時間 

16-20 
時間 

21-25 
時間 

26-30
時間 

31 時間
以上 

学
期
中 

a.  授業（実験含む）への出席  0.1 10.1 10.9 13.7 26.2  19.4  8.9 9.3
b.  授業や課題に向けた準備や復習  12.6 55.8 17.6 5.0 3.7  1.0  0.8 0.8
c.  授業とは関係のない学習  50.1 36.8 4.9 1.6 1.0  0.8  0.3 0.4
d.  サークル・クラブ活動  42.8 26.8 11.3 7.4 4.1  1.6  1.0 1.9
e.  アルバイト・仕事 22.5 14.4 15.8 18.2 13.0  8.1  2.6 3.0

休
暇
中

f.  学習（授業関連や授業以外）  27.1 43.5 13.0 4.7 2.1  0.8  0.5 1.1
g.  サークル・クラブ活動  46.3 20.0 10.1 5.0 4.6  2.0  1.4 3.7
h.  アルバイト・仕事 19.1 10.6 15.0 11.4 13.1  11.4  5.2 9.0

 
問５ あなたの１ヶ月の平均収入の内訳を教えてください。ａ～ｃのそれぞれについて、「ある（受けてい

る）」・「ない」のどちらかに○をつけ、ある場合は具体的な金額をお答えください。 
 

a.  親からの仕送り・こづかい  52.8ある →（約    4.0   万円）  44.9 ない 
b.  アルバイト収入  77.1ある →（約    5.5   万円）  20.5 ない 
c.  奨学金  35.3 受けている →（約    6.2   万円）  59.4 ない 

 
問６ 大学に入ってから、次のような経験をしましたか。また、それは有用でしたか。ａ～d のそれぞれに

ついてあてはまる番号１つに○をつけてください。 
 
   経 験 し た  経験 

（a～dそれぞれに○は 1つずつ） 
有用 

ではない

どちらとも

いえない
有用 

非常に 

有用 

して 

いない 

a.  高校での未習科目を学ぶための補習的な科目 2.7 15.7 17.9  3.1 60.3
b.  大学での勉強の方法（スタディ・スキル）を学ぶ科目 2.2 16.9 28.5  5.5 46.8
c.  就職や将来のキャリアをテーマとした科目 1.6 15.3 32.8  12.7 37.5
d.  インターンシップ（教育実習や工場実習を含む） 1.5 4.9 12.0  8.3 73.2

おもに大学に通っている方にうかがいます  n=1139 
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問７ 次のようなことは、どのくらいあてはまりますか。ａ～h のそれぞれについてあてはまる番号１つに○
をつけてください。 

（a～fそれぞれに○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 

a.  やりたいことが見つからない  11.4 33.5 36.6  18.2
b.  将来の志望が固まってきた  11.1 41.1 38.5  9.2
c.  やりたいことが入学した時と違ってきた 12.3 37.3 38.1  11.9
d.  授業についていけない  2.9 22.9 59.4  14.6
e.  友達づきあいがうまくいかない 1.7 9.7 52.9  35.3
f.  経済的に勉強を続けることが難しい 0.9 6.8 47.3  44.7
g.  いまの大学をやめたい  2.0 6.7 42.5  48.5

h. 
可能であれば、別の学部・学科や

大学・学校に行きたい  9.0  21.4  33.2  36.1 

問８ 大学に入学した時に考えていた、卒業後の進路すべてに○をつけてください（○はいくつでも）。 

また、現在希望している進路すべてに○をつけてください（○はいくつでも）。 

 
（1～2それぞれたてに回答してください）

1. 入学した時  2. 現在の希望 

たてに○はいくつでも  たてに○はいくつでも 

民間企業に就職する 56.4   62.0 
公務員になる 31.2   27.2 
教員、医師、弁護士などの専門職につく 39.2   31.0 
自営など上記以外の形で就職する 8.0   8.2 
大学院などに進学する（海外含む） 24.8   22.5 
その他 （具体的に：                            ） 5.3   5.6 
まだ考えていない 7.2   9.0 

問９ 高校を卒業してから、どのようにして今の大学に入りましたか。あてはまる番号１つに○をつけてく

ださい（○は１つ）。 

1.1 
別の大学・短大・専門学校に入学

今の大学に入り直した 

0.4 
就職 

今の大学に入り直した 

86.3  卒業後すぐ今の大学に入学 

10.9  浪人して今の大学に入学 

0.6 
その他（具体的に： 

）

 
 
 
 
 
 

ａ
．
学
校
を
変
え
た
理
由

66.7 第一志望に行きたかった 
‐ 授業の内容に興味がもてなかった

‐ 授業についていけなかった

8.3 人間関係がうまくいかなかった

‐ 経済的な理由 
8.3 他にやりたいことができた

16.7 その他（具体的に： 
）

 
ｂ
．
仕
事
を
や
め
た
理
由 

60.0 進学した方がいいと思った

‐ 仕事の内容に興味がもてなかった

20.0 仕事がきつかった 
‐ 人間関係がうまくいかなかった

‐ 収入が少なかった 
20.0 他にやりたいことができた

‐  その他（具体的に： 
）

 

調査項目はこれでおわりです。最終ページ（８ページ）にお進みください。 

おもに大学に通っている方にうかがいます  n=1139 
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問１０ あなたが今通っている学校についておうかがいします。 
 
a. どのような学校に通っていますか。あてはまる番

号１つに○をつけてください（○は１つ）。 

39.8  短期大学 （高等専門学校を含みます）

60.2  専門学校・各種学校 

b. その学校の修業年限は何年ですか（○は１つ）。 

0.6  1年    77.0  2年    22.1  3年以上 

c. その学校に、いつ入学しましたか（○は１つ）。 

94.6  2006年    4.5  2007年 

d. 今学期は、学校にはどの程度行っていますか。 

また、授業にはどれくらい出席していますか。 

学期中、学校に行っている日 週に（  4.7 ）日 

授業への出席率 （  9.3 ）割 

e. 今度の３月に、今の学校を卒業する予定ですか

（○は１つ）。 

66.0 卒業する   25.4  卒業しない

問１１ 今通っている学校について、どのように感じていますか。a、b 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）。 

（a、bそれぞれに○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 

a.  この学校を選んでよかった  30.1 56.3 10.8  1.9
b.  この学校で学んだことは卒業後すぐに役立つ 43.4 40.0 11.6  3.4

問１２ 高校を卒業してから、どのようにして今の学校に入りましたか。あてはまる番号１つに○をつけてく

ださい（○は１つ）。 

1.7 
別の短大・専門学校・大学に入学

今の学校に入り直した 

1.1 
就職 

今の学校に入り直した 

96.1  卒業後すぐ今の学校に入学 

0.6  浪人して今の学校に入学 

0.4 
その他（具体的に： 

）

 
 
 
 
 
 

ａ
．
学
校
を
変
え
た
理
由

11.1 第一志望に行きたかった 
44.4 授業の内容に興味がもてなかった

‐ 授業についていけなかった

11.1 人間関係がうまくいかなかった

11.1 経済的な理由 
‐ 他にやりたいことができた

22.2 その他（具体的に： 
）

 
ｂ
．
仕
事
を
や
め
た
理
由

50.0 進学した方がいいと思った

‐ 仕事の内容に興味がもてなかった

‐ 仕事がきつかった 
‐ 人間関係がうまくいかなかった

‐ 収入が少なかった 
50.0 他にやりたいことができた

‐  その他（具体的に： 
）

問１３ 卒業したら、どのような進路に進みたいですか。最も希望する番号１つに○をつけてください。 
もう進路が決まっている方は、決まっている進路に二重丸（◎）をつけてください（◎は１つ）。 

○  ◎   ○ ◎  
46.2  33.5  正社員・正職員として就職（自営も含みます） 0.9 0.9 アルバイト・フリーター 
0.7  2.2  契約社員・派遣社員として就職 

1.1 1.7
その他（具体的に：  

）2.4  4.3  大学に編入 
3.0  0.7  専門学校・各種学校・その他の学校に進学 4.1 - まだ考えていない（決まっていない）

おもに短期大学か専門学校に通っている方にうかがいます  n=535 
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問１４ あなたは今年度、就職活動を行いましたか（○は１つ。）。 

45.4  活動し、内定をもらった    15.0 今もしている 39.3 しなかった（ 問 16へ）

問１５ あなたが経験した就職活動について、次の質問にお答えください。 
a. 経験した就職活動の内容すべてに○をつけてください（○はいくつでも）。 

25.1  インターネットやはがきで資料請求した 49.8 会社や公務員などの面接試験を受けた

54.8  会社説明会やセミナーなどに出席した 60.4 学校の就職ガイダンスに出席した

41.2  会社の筆記試験を受けた 26.6 学校や先生からの推薦状をもらった

8.0  公務員試験や教員採用試験を受けた 9.0 その他（具体的に：         ）

b. あなたは就職試験をいくつ受けましたか。あてはまる番号１つに○をつけてください（○は１つ）。 

42.1  1社  17.6  2社  10.8 3社  18.6 4社以上  8.7  受けていない

c. 就職活動に際して、次のようなことはどれくらいありましたか。a～f のそれぞれについてあてはまる番

号１つに○をつけてください。 

（a～fそれぞれに○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 

a.  地元での就職を希望していた 47.1 27.2  17.0  8.0
b.  希望する業種や職種の求人はたくさんあった 18.0 41.8  31.6  7.1
c.  学校の成績は就職結果に影響した 10.2 41.2  34.1  12.1
d.  学校の就職支援・指導は十分だった 24.8 51.7  18.6  3.7
e.  就職活動をやめたいと思ったことがあった 17.6 26.0  32.5  22.3
f.  大卒より不利だと感じることがあった 12.4 28.2  31.9  26.3

問１６ 就職が決まっている方におうかがいします。（決まっていない方・就職しない方は最終ページへ） 
a. 内定先の業種と職種のそれぞれについて、あてはまる番号１つに○をつけてください。 

  業種 （○は１つ）      職種 （○は１つ）

‐  農林漁業、鉱業   3.7 技術者 
0.9  建設業   0.9 教員 
2.4  製造業   2.8 看護師、栄養士など保健医療の仕事

3.2  おろし売業・小売業、飲食店   9.5 保育・介護・福祉などの仕事 
1.3  金融・保険・不動産業   6.7 事務職 
1.9  運輸・通信業   4.1 店員、セールスマンなど販売職 
0.2  電力・ガス・水道供給業   5.6 サービス職 
13.5  サービス業   7.5 美容師などの職人的仕事 
9.2  病院、医療・福祉サービス   2.1 技能職・工員  
‐  官公庁   ‐ 家業手伝い 
6.9  その他（具体的に：        ）   3.9 その他（具体的に：        ）

b. どのような応募方法で内定先が決まりましたか。あてはまる番号１つに○をつけてください（○は１つ）。 

15.7  求人情報誌・サイトや折り込み広告を見て 0.2 家業を継ぐ

17.4  学校推せん  2.4 アルバイト先にそのまま就職

2.6  家族や知人の紹介  9.3 その他（具体的に：        ）

c. 内定先についてどのように感じていますか。a、b についてあてはまる番号１つに○をつけてください。 

（a、bそれぞれに○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 

a.  希望していた仕事だ  21.1 22.2  4.1  0.2
b.  現在の内定先で長い間働きたい 15.7 22.6  8.0  0.7

調査項目はこれでおわりです。最終ページ（８ページ）にお進みください。 

おもに短期大学か専門学校に通っている方にうかがいます  n=535 
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問１７ 現在の状況は次のどれにあたりますか。あてはまる番号１つに○をつけてください（○は１つ）。 
 

48.4  正社員として働いている

3.8  公務員として働いている （臨時採用をのぞきます）

8.5  契約社員、派遣社員、臨時採用職員など

1.6  自営・家業 
28.8  アルバイト・フリーター

5.4  大学受験や公務員試験の勉強

2.5  その他 （具体的に：            ）

 
問１８ 現在の仕事について、次のａ～d の質問にお答えください。 
 

a.  働き始めたのはいつですか 
2005 年 6.6     2006 年 69.6 
2007 年 22.8    2008 年 1.0 

b. 
ふだん１日に、平均して何時間ほど働いて 
いますか （残業を含みます） 

約（ 9.0  ）時間 

c. 
休みの日は 1 ヶ月に何日くらいありますか 

（祝日は除きます） 
約（ 7.4  ）日 

d.  仕事からの手取り収入は 1 ヶ月どれくらいですか 約（ 15.8 ）万円 

 
問１９ 現在の仕事について、ａ～ｉのそれぞれについてあてはまる番号１つに○をつけてください。 
 
（a～iそれぞれに○は 1つずつ） 
  Ａ ←Ａに近い← →Ｂに近い→ Ｂ 
a.  希望していた仕事だ  23.9 41.6 24.4 9.6 別の仕事を希望していた

b.  やりがいのある仕事だ  27.4 49.2 15.2 7.6 あまりやりがいがない

c.  高卒でも能力があれば評価される 54.8 36.5 5.6 2.5 大卒でないと評価されない

d.  この業界は将来性がある  20.3 43.7 25.9 9.6 業界は伸び悩んでいる

e.  将来役立つ技能を身につけられる 24.9 39.1 22.8 12.7 あまり技能は身につかない

f.  職場の人間関係がよい  38.1 40.6 15.7 5.1 人間関係はあまりよくない

g.  給料がよい  13.2 38.1 26.4 21.8 給料には不満がある

h. 
女性が結婚・出産しても 

勤められる
27.4  31.5  20.8  14.2  女性が結婚・出産すると

勤めにくい

i.  辞める人が多い  18.3 29.9 31.0 19.8 長く働く人が多い

 
問２０ 将来の職業生活について、どのように考えていますか。ａ～d のそれぞれについてあてはまる番号

１つに○をつけてください。 
 

（a～dそれぞれに○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 

a.  現在のつとめ先で長い間働きたい 24.9 32.5  28.9 12.7
b.  自分がフリーターのような生き方をするのも悪くない 3.0 15.2  24.4 54.3
c.  家庭を持ったら仕事よりも家庭を優先したい 21.8 48.2  23.9 2.5
d.  将来は独立して自分の店・会社を持ちたい 9.6 14.2  35.0 39.1

↓ 

問２１ へお進みください。 
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問２１ 現在、アルバイトをしている方におうかがいします。（アルバイトをしていない方は問２２へ） 
 
a. どんなアルバイトをしていますか。主なもの１つに○をつけてください（○は１つ）。 
 
10.1  スーパー、コンビニ、ショップなどの店員 0.6 製造・建設現場の仕事 
10.1  飲食店や娯楽施設の接客や調理  0.3 保育・介護・福祉などの仕事 
2.5  事務の仕事  ‐ 新聞配達

1.3  運搬、清掃、警備員等の仕事  4.7 その他（具体的に：                                               ）
 
b. １週間あたりの勤務時間はどのくらいですか。 
 

週に合計で（  32.3   ）時間 

 

 
c. 高校卒業後、何種類のアルバイトをしましたか。 
 

（  2.1  ）種類 

 
d. １ヶ月のアルバイト収入はどれくらいですか。あてはまる番号１つに○をつけてください（○は１つ）。 
 

2.5  5万円未満  4.7  12～14万円未満  0.9 18～20万円未満 
10.4  5～10万円未満  3.2  14～16万円未満  ‐ 20～22万円未満 
5.4  10～12万円未満  1.9  16～18万円未満  0.9 22万円以上 

 
問２２ あなたが高校を卒業してから、経験したことすべてに○をつけてください（○はいくつでも）。 
 

22.8  高校を卒業して最初についた仕事（アルバイトを除く）をやめた 
11.7  学校（大学、短大、専門学校）をやめた

10.4  大学入試や公務員試験を受験した

 
問２３ 問２２で、「１」や「２」に○をつけた方におうかがいします。（それ以外の方は問２４へ） 

仕事や学校をやめた理由として、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）。 
 

  仕事をやめた理由 （○はいくつでも）     学校をやめた理由 （○はいくつでも）

36.1  他にやりたいことができた    45.9 他にやりたいことができた 
34.7  仕事の内容に興味がもてなかった   40.5 授業の内容に興味がもてなかった

22.2  仕事がきつかった    18.9 授業についていけなかった 
25.0  人間関係がうまくいかなかった   32.4 人間関係がうまくいかなかった

27.8  収入が少なかった    21.6 経済的な理由 

19.4  その他（具体的に：        

）
  24.3 その他（具体的に：        

）

 
問２４ 現在や将来について、次のようなことはあてはまりますか。ａ～d のそれぞれについてあてはまる番

号１つに○をつけてください。 

（a～dそれぞれに○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 

a.  将来の目標がある  22.8 33.5 25.6  6.3
b.  自分に何が向いているか、まだわからない 14.2 38.9 26.6  9.5
c.  将来に不安はない  7.3 20.6 42.7  18.0
d.  将来、専門学校・大学などに通いたい 9.8 16.1 25.6  36.4

調査項目はこれでおわりです。次のページ（８ページ）にお進みください。 

おもに働いている方、アルバイトなどの方にうかがいます  n=316 
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このアンケートにご協力いただいた方全員に、薄謝をお送りさせていただきます。 

前回の調査からご住所が変更になった方は、お手数ですが下記に新しい住所をご記入ください。

なお、簡易書留によるご送付のため、マンション名や室番号も正確にご記入をお願いいたします。 

 

 

氏名： 

 

住所：〒 

都道 

府県 

 

 

 

電話番号： メールアドレス： 

              ＠ 

 
 
 
＜東京大学大学院教育学研究科 大学経営・政策研究センターからのお願い＞ 

大学経営・政策研究センターでは、今回実施しているこのアンケートとは別に、研究プロジェクトの

一環として、今後も簡単なアンケートを１～２年に１回ほど行う予定です。今回と同様の郵送調査な

どがあった場合、ご協力していただけますか（次回以降も、調査のたびごとに謝礼を進呈します）。 

 

93.7  はい  4.3 いいえ 

 
 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。 
 

 

 

 
 
 
 


