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1

研究の経緯

（1）本研究の社会的課題

酒井
理
遠藤野ゆり

育が必要であるかを検討することを目的として進
めてきたものである。
進路多様校に着目したのは、以下のような理由

家計や特性など様々な要因から生じる教育格差

である。現在の日本の学校教育下において、進路

をどう是正するか。ここ十数年の中心的な教育問

多様校の生徒たちは、進学にせよ就職にせよ、学

題は、この点にあったといってもよいだろう。学

力や家計によって、望まない選択を強いられてし

習意欲や学力の不振の背景にある問題を読み解

まうことがある。それどころか、いわゆる学習意

き、どう解決するか、様々な教育研究や実践が行

欲の低い生徒の場合には、そもそも進路選択にほ

われてきた。しかしながら、実際にこの問題を解

とんど意欲や希望をもたない、主体性のない決定

決することは容易ではない。学びに主体的に向か

になってしまうこともある。このことは、実は進

うための学習意欲は、周囲から無理やり付与させ

学校にも共通する問題である。というのも、進学

られるものではないのだ。

校の生徒の中にも、主体的にキャリアを選択する

学習意欲の向上のためにとられている取り組み

というよりは、親や教師の価値観に沿って、偏差

の一つに、生徒が主体的に活動する内容を盛り込

値の高さだけを基準に自分の進路を決定してしま

んだキャリア教育がある。しかし、こうした活動

うという問題は、依然として根深く残っているか

においても、何をどこまで生徒に主体的に行わせ

らである。ただし、進路多様校には、生徒の主体

るかという問題は難しいし、また学校がどれほど

性の不十分さの背景として、上述したような問題

意図したとしても、生徒がその活動に主体的に取

があるために、より一層複雑で、より一層困難さ

り組むという保証もない。その結果、そこから主

が深い、といわざるをえない。

体性を獲得するという保証も、ない。
そこで、キャリア教育が生徒の学習にどのよう

本研究において、望ましいと想定するのは、生
徒がより上位校に進学することや、有名企業に就

な影響を与えるのかという観点から、キャリア教

職することを目指す教育ではない。そうではなく、

育の効果を実証的に検討する必要がある。本研究

本人が自ら納得し、主体的に選んだ進路選択を可

は、
ある地方の進路多様校「A 高校」におけるキャ

能にするにはどうすればよいか。これが本研究の

リア教育に着目し、生徒たちがポジティブなキャ

最終的な課題である。

リア選択をするためには、どのようなキャリア教
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（2）研究の経緯とここまでの成果
上述の研究課題を検討するために、ここまで筆
者らは、
3つの研究ステップを踏んできた。ここで、
その概観を述べておきたい 1）。

響を与えるということはいえるものの、それは無
条件ではなく限定的で、個人によってもその効果
は大きく異なることがわかった。
キャリア教育と学力向上の関係性に即して、生
徒を大きく 3 つのグループに分けることができそ

①ステップ 1

うだ、というのがステップ 2 における重要な発見

まずは第一段階として、2017 〜 18 年度に A

である。そこで、
この 3 グループ分類の仮説によっ

高校で年間を通して断続的に実施したキャリア教

て分析を進めた。3 つのグループは、以下のよう

育プログラムの内容とプログラムに参加した生徒

に記述できる。グループ 1 は、キャリア教育プロ

の自己評価を時間経過に沿って追うことで、キャ

グラムの成果が、学力の向上に良い影響を与えて

リア教育プログラムが生徒にどのような影響を与

いる生徒群（
「相乗効果群」
）
、グループ 2 は、キャ

えているのかを把握し、その教育モデルを作成

リア教育の成果が出ているにもかかわらず学力が

した（遠藤・酒井 , 2019）
。A 高校の生徒全体の

向上しない生徒群（
「キャリア教育成果群」
）
、グ

ルーブリック評価の推移を追うことで効果を検証

ループ 3 は、キャリア教育プログラムの成果がネ

した。その結果、ルーブリック評価で測ろうとし

ガティブに出て、さらに学力も上昇していない生

ている 3 つの概念、すなわち「対自己基礎力」
「対

徒群（
「無効果群」
）である。

人基礎力」
「計画改善力（PDCA 力）
」は、信頼
できる指標であることを確認し、その 3 つの指標

③ステップ 3

の全体平均値の推移は概ね時間経過とともに上昇

A 高校の生徒を、キャリア教育の成果と学力

していくことが明らかとなった。個別での推移は

向上の関係の観点から 3 つのグループに分けられ

別として、全体平均値が上昇傾向で推移している

るという前提のもと、第三段階では、それぞれの

ということは、A 高校の現在のプログラムが最

グループから生徒を抽出し、キャリア教育の中で

良の方法であることを保証するものではないもの

何を得たのかインタビューを実施した。そしてそ

の、一定の効果をもつものであることを支持して

の語り方に注目し、各グループの特徴を明らかに

いる。

した。

②ステップ 2

かかわらず学力の伸びない生徒は、主体的でない

その結果、キャリア教育の成果が出ているにも
第二段階として、上記のように A 高校で実施

か、自己期待感がないかのいずれか、もしくは両

されているキャリア教育が学力に影響を与えて

方に相当する、ということが明らかになった。自

いるかを検証した（酒井・遠藤 , 2019）
。ここで

らの選択、決定を自己の価値観に沿って行うこと

はベネッセの基礎力診断テストの結果を生徒の

ができず、周囲のおとなの指示に従う生徒は、知

学力が一定程度測定できる指標であるとみなし

力が相当に恵まれていなければ、学力が伸びない

た。その一方で、先行研究からは、ルーブリック

傾向にある。また、自身の考えに沿って積極的に

評価の結果をキャリア教育プログラムによる効果

物事に取り組んでいても、現在の自分に自信がな

測定とみなせることがわかっている（cf. 高田他 ,

く将来の自分に期待がもてない場合には、学力が

2015）。そこで、この 2 つの指標の関係性を分析

伸びにくい。その結果、意欲的で自信があり積極

することによって、キャリア教育の取組みが学生

的に様々な活動に取り組んでいるにもかかわら

の資質、意識、価値観に影響を及ぼし、
「学び直し」

ず、おとなの助言を素直に受け止めるという生徒

を通して学力向上に結びつくことを検証できると

の中に、学力の伸びない状況が生まれている。ま

考えた。その結果、キャリア教育が学力向上に影

た、自己判断で積極的に物事に取り組む結果、好

230

進路多様校における生徒の個人特性が学力向上とキャリア教育成果に与える影響

きなことにのみ取り組むため、しばしば忍耐を要

ができるのか。国内外で、また大学でのキャリ

する学習に向きづらく、学力の伸びない生徒がい

ア教育も含めて、現状多くとられている方法は、

ることも推察される。キャリア教育が学力向上に

ポートフォリオを用いた教育効果の測定（cf．原・

結びつくには、主体性と自己期待感の両方が有効

2019）か、ルーブリックによる自己評価である（cf.

に作用する、と考えられるのである。

石嶺 , 2020；弘中, 2018）
。本研究は、ルーブリッ

ただし、学力には先天的な知力も大きく影響す
る点に注意が必要である。ステップ 3 は、因果関

ク自己評価に基づくこれまでの研究成果の再検討
であり、その妥当性を測るものでもある。

係を明確にするものではない。主体性や自己期待

その中で、教師による客観的評価とを合わせて

感がないので学力が伸びないのか、学力の伸びに

検討することに、本研究のオリジナリティがある。

くさの背景に先天的な知力の問題があり、その問

また、本研究は三年目に入るが、生徒たちの変化

題が主体性や自己期待感のなさにつながっていく

を年間通じて調査し、ルーブリック自己評価、ベ

のかは、本研究からは、十分に明らかにできない。

ネッセ基礎力診断テスト、生徒へのインタビュー

この点については、生徒の個々のさらなる情報と

調査、そして教師による客観的評価と、多種のデー

突き合わせることで、検証が可能になるであろう。

タを組み合わせて検討することで、キャリア教育
の効果を測定するときに絡まってくる他の要因を

④新たなる課題

切り分け、その影響を検討することが可能になる。

以上の点から、次の課題として、生徒の個々の
情報を、これまでの研究成果に重ねて検討するこ
とが必要である、という結論にいたった。特に、
これまでの研究が、ルーブリックに基づく生徒の
自己評価という主観的要因と、ベネッセ基礎力診

2

使用データ概要

（1）ルーブリック評価データ
上述したように、本研究では、一連の分析にお

断テストという全国規模での学力水準という客観

いて 2018 年 4 月から翌 2 月にかけて収集した各

的要因とを組み合わせているため、生徒の自己評

種データを使用してきた。キャリア教育成果に関

価の妥当性を検討することも、必要になってきた。

しては、生徒自らが記録したルーブリック評価、

そこで、生徒の意欲や態度について、あるいは

学力に関しては A 高校で実施しているベネッセ

その背景にあると考えられる家庭的な背景につい

基礎力診断テストの結果である。2018 年度の A

て、第三者の評価を取り入れることにした。

高校 2 年生であった 81 名を対象としたものであ
る。

（3）先行研究の成果と本研究の位置づけ
実際の分析を実施するに先立って、本研究が先

ルーブリック評価データは次のとおりである。
年間で合計 7 回のルーブリック評価の結果があ

行研究のどのような知見に基づいているのかを述

る。調査時期は 4 月、6 月、7 月、9 月、11 月、12 月、

べておきたい。まず指摘する必要があるのは、
キャ

翌 2 月である。ルーブリック評価の項目は、大き

リア教育は、その多様性や多義性から、統一した

なカテゴリーで 3 つの分野に分かれていて、一つ

評価基準がなく、検討が非常に難しいという実情

は「対人基礎力」と名付けられたカテゴリーで、

である（cf. 遠藤・酒井 , 2020）2）。その結果、大

7 項目からなっている（表 1）。二つは、「対自己

学生のキャリア教育の効果検証は一部あるもの

基礎力」のカテゴリーである（表 2）
。三つは、
「対

の、高校生のキャリア教育の効果検証は、そもそ

課題基礎力」である。遠藤・酒井（2019）で「PDCA

もほとんどない。本研究は、その効果検証の方法

力」
、酒井・遠藤（2019）では「計画改善力」と

を模索する営み、という一側面も備えている。

言い換えて分析をしている（表 3）
。

ではキャリア教育とはどのように評価すること
231

表 1 A 高校におけるルーブリック「対人基礎力」の内容
表 1 A 高校におけるルーブリック「対人基礎力」の内容
表 1 A 高校におけるルーブリック「対人基礎力」の内容

表1

A 高校におけるルーブリック「対人基礎力」の内容

表2

表 2 A 高校におけるルーブリック「対自己基礎力」の内容
A 高校におけるルーブリック「対自己基礎力」の内容

表3

A 高校におけるルーブリック「対課題基礎力」の内容
表 3 A 高校におけるルーブリック「対課題基礎力」の内容

表 2 A 高校におけるルーブリック「対自己基礎力」の内容
表 2 A 高校におけるルーブリック「対自己基礎力」の内容

表 3 A 高校におけるルーブリック「対課題基礎力」の内容
表 3 A 高校におけるルーブリック「対課題基礎力」の内容
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（2）基礎診断テストデータ

応できる

A 高校では、ベネッセ基礎力診断テストを年
間で 4 回実施している。時期は 4 月、7 月、12 月、

回答については、あてはまる＝〇、どちらと

翌 2 月である。データは素得点とそれに基づく段

もいえない＝△、あてはまらない＝×の 3 段階ス

階評価がある。

ケールでの回答を求めた。2019 年 11 月に質問用

素得点は毎回難易度水準が変化する。あるテス
トにおける生徒間の比較はできるものの、時系列

紙を各教員に渡し、書留方式によって回答された。
その結果、生徒 63 人分の回答を得られた。

での比較分析をすることはできない。時系列での
学力水準の変化は段階評価を用いることとなる。
段階評価のグレードは A、B、C、D と大きく 4

（4）生徒自身による特性および行動の自己
認識データ

段階である。さらに、そこから細かく分かれる。

同時期に、生徒に対しても生徒自身でどのよう

最も低いのは D3 −、D3+、D2 −、D2+、D1 −、

に自己の特性や行動を認識しているかを問うた質

D1+ と D カ テ ゴ リ ー で 6 段 階、 さ ら に C3 −、

問用紙への回答を求めた。質問は 31 項目で、具

C3+、C2 −、C2+、C1 −、C1+ と C カテゴリー

体的な内容は以下のとおりである。
「次のうちあ

で 6 段階、B3、B2、B1 と B カテゴリーで 3 段階

なたの状況や考えに一番近いものに〇をしてくだ

となる。

さい。
」という但し書きとともに問いかけている。

A 高校では、それ以上の評価、つまり A カテ
ゴリーはなく、全部で 15 段階のどこかの段階（グ

１.

職場体験に積極的に取り組んだ

レード）に学生は位置付けられる。

２.

困ったときに相談する相手がいる

３.

もう少し自分を尊敬できたらいいのに、と思う

４.

放課後の学び直しに積極的に取り組んだ

前述の 2 種類のデータ収集については、A 高校

５.

将来に向けてお金のことを心配している

の例年の取り組みによるものである。これまでも

６.

計画したことがうまくいかないときに柔軟に対

（3）教員による生徒の特性判断データ

A 高校が個別の生徒指導に活用してきた。それ

応できる

以外に、本研究独自のデータの収集をおこなった。

７.

学校生活に満足している

クラス担当教員による生徒一人ひとりに関する

８.

イノライブ（社会人の体験を聞く会）に積極的

特性判断をしたデータである。質問は 10 項目で、
具体的な内容は以下のとおりである。

に取り組んだ
９.

高校に入って自分をコントロールする力がついた

１０. 自分がだめな人間だと思う
１.

発達障がいを疑わせるような発達特性がある

１１. 部活動に積極的に取り組んだ

２.

学力が向上している

１２. 家族と良い関係を築いている

３.

年齢にふさわしい対人関係を築けている

１３. 塾や予備校に通っている

４.

家計の問題を抱えている

１４. 高校に入って人間関係を築く力がついた

５.

学校行事に積極的に取り組んでいる

１５. 体育祭に積極的に取り組んだ

６.

自分自身を理解し前向きに取り組んでいる

１６. 受験生に A 高校への入学を勧めたい

７.

家庭での（保護者との）人間関係に困難を抱え

１７. 高校の友人と良い関係を築いている

ている

１８. 文化祭に積極的に取り組んだ

８.

中学まで学校に不適応な傾向があった

１９. 小学校、中学校での学校生活が楽しかった

９.

保護者がトラブルを起こしがちである

２０. 高校の先生と良い関係を築いている

１０. 計画したことがうまくいかないときに柔軟に対

２１. 自分に満足している
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２２. 中学生までに不登校を経験したことがある

した。

２３. 高校に入って勉強に積極的に取り組んだ
２４. 物事をたいていの人と同じぐらいすることがで
きる
２５. 高校に入って学力が上がった
２６. ボランティア活動（地域の清掃等）に積極的に
取り組んだ

3

データ分析

（1）生徒の特性と行動の自己認識とキャリ
ア教育効果と学力向上の相関
まずは、生徒の特性と行動の自己認識とキャリ

２７. 今も小学校、中学校時代の友人と親しい

ア教育効果と学力向上、および学力水準との相関

２８. 自分が役立たずだと感じる

をみてみる（表 4）
。
「状況に応じた柔軟な対応が

２９. 高校に入って自分のことを前よりも好きになっ
た
３０. ふだんの生活の中でお金のことを心配すること
が多い
３１. 自分は人並みに価値のある人間だと思う

できる」と「対人基礎力成長」
「対自己基礎力成長」
「計画改善力（対課題基礎力）成長」との相関が
有意となっている。
「体育祭に取り組んだ」とす
る項目も同様に 「対人基礎力成長」
「対自己基礎
力成長」
「計画改善力（対課題基礎力）
」との相関
が有意である。

回答は、
「あてはまらない」
「どちらともいえな

「高校の先生といい関係だ」と自己認識してい

い」
「あてはまる」の 3 段階スケールである。前

る生徒は「対自己基礎力成長」
「計画改善力成長」

述の教員データと同様に 2019 年 11 月にクラス担

との相関が認められる。

当教員を経由し用紙を配付、記入を求める方法で

特徴的であるのは、年度最終 2 月の英国数得点

調査を実施した。結果、59 人の生徒からの回答

の水準とこれらの自己認識の項目との相関であ

を得ることができた。

る。
「高校との先生といい関係だ」との負の相関
が有意となる。

（5）データの準備

この解釈は非常に難しい。ほとんどの質問項目

上記のデータについては、多少強引ではあるも

で相関を示していないが、これを素直に読み取れ

のの回答をスコア化して処理した。すなわち、
「あ

ば、成績水準が高い生徒と先生の関係はあまりい

てはまらない」を 1、
「どちらでもない」を 2、
「あ

いものではない、ということである。

てはまる」を 3 として数的変換処理を行うことと
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表 4 生徒の特性と行動の自己認識とキャリア教育効果と学力向上の相関
表4

生徒の特性と行動の自己認識とキャリア教育効果と学力向上の相関

A 高校を後輩に薦めたい

この解釈は非常に難しい。ほとんどの質問項目
（2）
教員による生徒の特性判断とキャリア
で相関を示していないが、これを素直に読み取れ
教育効果と学力向上の相関
ば、成績水準が高い生徒と先生の関係はあまりい

る。
「学力が向上している」は、
「対自己基礎力成
に、学力水準、
2
月のテストの得点との正の相関
長」と負の相関が有意である。一方で、
「英国数段

いものではない、ということである。

力水準、2 月のテストの得点との正の相関がかな

いく（表 5）
。
「発達障がいを疑わせるような特性
（2）
教員による生徒の特性判断とキャリア教育効

り強い。教員は成績水準が高いことに「学力が向

がある」とすることと学力水準は負の相関が有意

上している」イメージが引き付けられているのか

果と学力向上の相関
とでている。
「学力が向上している」は、
「対自己
基礎力成長」
と負の相関が有意である。一方で、
「英

も知れない。学力の向上は「状況に応じた柔軟な
表 5 には示していないが、2 月の年度最終の英
対応ができる」ことと相関があるとでている。
国数得点、すなわち学力水準と英国数段階成長の

次に、教員による生徒の特性判断項目とキャリ
国数段階成長」との相関は正に有意である。さら

表
5 には示していないが、2
月の年度最終の英
相関は
0.55 であって統計的には
1% 水準で有意で

ア教育効果、学力向上、学力水準との関係をみて

国数得点、すなわち学力水準と英国数段階成長の

いく。
「発達障がいを疑わせるような特性がある」

235
相関は 0.55 であって統計的には 1%水準で有意で

とすることと学力水準は負の相関が有意とでてい

ある。

次に、教員による生徒の特性判断項目とキャリ

ア教育効果、学力向上、学力水準との関係をみて

がかなり強い。教員は成績水準が高いことに「学
階成長」との相関は正に有意である。さらに、学
力が向上している」イメージが引き付けられてい

るのかも知れない。学力の向上は「状況に応じた
柔軟な対応ができる」ことと相関があるとでてい
る。

学力が向上すれば、学力水準があがるだろうこ

いという点が影響していると考えられるだろう。

とは容易に考えられる。もっと高い係数を示して

進学校の生徒をイメージで捉える先入観でみると

もいいようなものではあるが、今回のこの相関係
とは容易に考えられる。もっと高い係数を示して

データの読み取り方を誤ることになるかも知れな
う。進学校の生徒をイメージで捉える先入観でみ

ある。

学力が向上すれば、学力水準があがるだろうこ

数が
0.55 にとどまるのは、A 高校の場合は、当初
もいいようなものではあるが、今回のこの相関係

初より高い水準にある学生の伸びがそれほどでは
ないという点が影響していると考えられるだろ

い。
るとデータの読み取り方を誤ることになるかも知

より高い水準にある学生の伸びがそれほどではな
数が 0.55 にとどまるのは、A 高校の場合は、当
表5

れない。

表 5 教員による生徒の特性判断とキャリア教育効果、学力向上の相関
教員による生徒の特性判断とキャリア教育効果、学力向上の相関

メージをもっていないことが多い。すると、入学
4．成果と今後の課題

時点での学力と、教師に対するイメージとの間に

がって、こうした生徒たちはそもそも、学校や教

4．成果と今後の課題

は、十分な一貫性がなく、それが調査時点にまで
師に対してよいイメージをもっていないことが多

率直に述べて、本研究によって十分な成果が出
率直に述べて、本研究によって十分な成果が出

及んでいる、という可能性である。遠藤・酒井
い。すると、入学時点での学力と、教師に対する

たとはいいがたい。まずはその点を認める必要が
たとはいいがたい。まずはその点を認める必要が

（2020）が明らかにしているように、学力を著し
イメージとの間には、十分な一貫性がなく、それ

あるだろう。
あるだろう。

く向上させた一部の生徒は、Ａ高校できわめて学
が調査時点にまで及んでいる、という可能性であ

学力と教師の関係は、一般的にいって、正の相
学力と教師の関係は、一般的にいって、正の相

校生活全般に高い適応を示し、教師との良好な関
る。遠藤・酒井（2020）が明らかにしているよ

関を帯びる。つまり、教師との関係の良好な生徒
関を帯びる。つまり、教師との関係の良好な生徒

うに、学力を著しく向上させた一部の生徒は、Ａ
係を築いている。しかしながら、こうした傾向が

は学力が高く、あるいは、学力の高い生徒たちは
は学力が高く、あるいは、学力の高い生徒たちは

A 高校できわめて学校生活全般に高い適応を示し、
高校の一般的な傾向にならないのは、入学時点

教師と良好な関係を築きやすい。しかしながら、
教師と良好な関係を築きやすい。しかしながら、
本研究の結果では、逆の結果が出ている。この理
本研究の結果では、逆の結果が出ている。この理
由はなんだろうか。

教師との良好な関係を築いている。しかしながら、
での学校との関係の複雑さを考慮する必要がある
こうした傾向が A 高校の一般的な傾向にならな
からではないだろうか。
いのは、入学時点での学校との関係の複雑さを考

由はなんだろうか。

次に、教師から見たデータを検討したい。

考えられる解釈の一つを述べたい。一部の部活

慮する必要があるからではないだろうか。

考えられる解釈の一つを述べたい。一部の部活

動等の関連による推薦入学者を除くと、A 高校

まず指摘できるのは、
家計と学力の問題である。
次に、教師から見たデータを検討したい。

動等の関連による推薦入学者を除くと、A 高校に

一般的に、学力や学力水準の伸びと家庭の状況に

来る生徒の多くは、公立の学校を受験し不合格に
になったために A 高校に入学した不本意入学者
なったために
A 高校に入学した不本意入学者か、
か、あるいは公立高校を受ける水準に達しておら

は、かなりの相関がある、とみられている。しか

に来る生徒の多くは、公立の学校を受験し不合格

あるいは公立高校を受ける水準に達しておらず
A
ず A 高校を第一志望としてくる中学不適応（例
高校を第一志望としてくる中学不適応（例えば不
えば不登校など）生徒かのいずれかが多い。した

まず指摘できるのは、家計と学力の問題である。

一般的に、学力や学力水準の伸びと家庭の状況に

しながら、本研究ではそのような結果が得られな
は、かなりの相関がある、とみられている。しか
かった。
理由として、
二つの可能性が考えられる。
しながら、本研究ではそのような結果が得られな
一つは、教師による客観的評価の妥当性が不十分
かった。理由として、二つの可能性が考えられる。

登校など）生徒かが多い。したがって、こうした

である、ということ。ただし、生徒個々の家庭的
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一つは、教師による客観的評価の妥当性が不十分

駆使しながら、こうした新たな課題に取り組んで

である、ということ。ただし、生徒個々の家庭的

いきたい。

背景を学校が把握していることからすると、これ
が理由であるとは考えにくい。もう一つは、本研
究が、一つの進路多様校の生徒という偏りのある
集団を検討していることである。そもそも進路多
様校に通う生徒たちの家庭的背景は、進学校に比
べると、全般的に厳しいものがある。全体的に厳
しい群を対象に、その中でさらなる差異化を図る
ことは、生徒の学力不振の要因としては浮彫にな
らない、と考えられる。
また、
「伸び」という点を感覚的に捉えるのは、
教師にとっても難しいということも指摘できる。
どうしても、高い学力の生徒は、必ずしも点数が
伸びていなくても、
「伸びた」というプラスの評
価をしやすく、学力不振の生徒が、下位層におい
て成長したとしても、やはり教師の目にはとまり
にくくなるのである。すると、生徒による自己評
価と同様、教師の評価についても、より客観的な
指標を設ける必要がある、といえる。
以上のことから、ルーブリックによる自己評価
や、教師からの客観的評価と、学力の向上とは、
十分な関係が見いだせない、というのが現段階で
の結論である。これからやらなくてはならないこ
とは、2 点ある。まずは、遠藤・酒井（2019）が
示した、Ａ高校の教育モデルの再検討である。主
体性を育む活動が必ずしも学習の動機づけになら
ず、学力向上につながるわけでもない背景を明ら
かにし、新たな教育モデルの枠組みを検討したい。
また、上述したように、こうした結果をもたらす
要因として、進路多様校の独特の問題に対応し評
価基準をもっていないことが考えられる。そこで、
改めて必要な評価項目を明らかにしたい。
最後に、こうした混乱に加え、学校における生
徒の状況は、年度ごとにかなり異なるという点に
着目したい。本調査の対象となっている生徒は、
本調査の前である 1 年次に、かなりの数の生徒が
中退している。そのため、Ａ高校における生徒像
と比べても、偏りのある生徒たちであることを考

注

1） 詳しい内容は、遠藤・酒井（2020）に掲載して
いるため、本稿では簡単な説明で終わらせたい。

2） この点については、遠藤・酒井（2020）に詳述
したため、本稿では割愛する。
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Examining the impact of student characteristics on
academic achievement and career education outcomes
―Using two data: characteristic data of students evaluated
by teachers and data on their own characteristics and
behaviors evaluated by students themselves―
SAKAI Osamu
ENDO Noyuri

In previous studies, we implemented

data of students evaluated by teachers. The

quantitative data analysis and qualitative

other is data on their own characteristics and

data analysis by mixed methods research

behaviors evaluated by students themselves.

framework. We concluded that we could set

Using these two speciﬁc data is the unique

the hypothesis that student characteristics

point of this study. According to the analysis,

and attitudes aﬀect academic achievement and

student characteristics have no effect on

career education outcomes.

improving academic ability. It has little impact

In this paper, we analyzed the impact

on the degree of involvement in career

of student characteristics on academic

education programs. On the other hand, there

achievement and involvement in career

is a strong correlation with academic ability

education programs. There are two data

level.

used in the analysis. One is characteristic
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