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「第一志望」の学生は全体の約半数

　大学進学に関する実態や学生の意識はど
のようなものなのか。ここでは、3 つの観
点（大学志望度、進学満足度、学問分野一
致度）から質問を行っている。1 点目の「現
在通っている大学の志望度」について、全
体では、「第一志望」53.9%、「第二志望」
24.1%、「第三志望以下」22.0% と、第一志
望以外の学生の割合が半数近くに上ってい
る（図２－１－１）。図２－１－２は大学志
望度を入試方法別にみたものである。これ
をみると、第一志望進学者の割合は「一般・
センター入試」が 40.7%、それ以外は概ね
8 割前後と、「一般・センター入試」が平均
値を大きく下げていることがわかる。

「本意入学」の学生は全体の約４分の 1
　
　2 点目の「現在の大学・学部に進学した時
の気持ち」について、全体では、「とても満
足して入学した」31.5%、「まあ満足して入
学した」46.4%、「あまり満足していないが
入学した」16.3%、「全く満足していないが
入学した」5.7% と、8 割近くの学生がある

程度満足している状況がうかがえる（図２－
１－３）。では、大学志望度と進学満足度に
はどのような関連があるのだろうか。それを
表したものが図２－１－４である。これをみ
ると、志望順位が下がるにつれて進学満足度
が大きく低下していることがわかる。その一
方で、第一志望の学生でも「とても満足して
入学した」学生の割合は 5 割と半数にとど
まっている。これらのことから、第一志望者
は全体の約半数、そのうちとても満足して入
学した学生はその半分、つまりおおよそ 4 分
の 1 の学生のみがいわゆる「本意入学」に
該当するということになる。
　さらに、入試難易度別では、偏差値「60
以上」85.1%、「50 以上 60 未満」77.0%、「50
未満」69.4%（「とても満足して入学した」
＋「まあ満足して入学した」の %）と、入
試難易度が下がるにつれて満足度も低くなっ
ている（図２－１－ 5）。また、学部系統別
にみたものが図２－１－６である。「社会科
学」「理工」分野の学生の不満足割合（「あま
り満足していないが入学した」＋「全く満足
していないが入学した」の％）が約 25%、
すなわち 4 人に 1 人の割合で存在している
ことがわかる。

入学した頃の気持ち第１節

１　大学志望度と進学満足度

現在の大学・学部に進学した時の気持ちについてたずねたところ、5割強の学生が第一志望
であること、全体の 8割弱の学生は現在の進学に満足していること、一方で、第一志望でと
ても満足している学生は全体の 4分の 1であることが確認された。また、進学満足度は志望
順位（高順位＞低順位）や入試難易度（難＞易）と強く関連していることが確認された。
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受験した時の、現在通っている大学の志望度について、あてはまるもの1つ
をお選びください。Q

（％）

29.6 40.7 

第一志望

29.7 

第二志望 第三志望以下

一般・センター入試（3,338）

一般推薦入試（477）

AO入試（245）

指定校推薦（573）

その他（278）

6.177.6 16.4

4.184.9 11.0

4.285.7 10.1

10.878.1 11.2

図２－１－２　大学志望度（入試方法別）

（％）

4.650.2

とても満足して入学した

44.6
0.7

まあ満足して
入学した

あまり満足して
いないが入学した

全く満足してい
ないが入学した

第一志望（2,646）

第二志望（1,184）

第三志望以下（1,081）

2.920.915.2 61.1

21.240.135.03.7

図２－１－４　進学満足度（大学志望度別）

図２－１－３　進学満足度（全体）

図２－１－１　大学志望度（全体）

（％）

31.5

とても満足して入学した

46.4

まあ満足して
入学した

全く満足してい
ないが入学したあまり満足して

いないが入学した

16.3 5.7全体（4,911）

（％）

22.053.9

第一志望

24.1

第二志望 第三志望以下

全体（4,911）

現在の大学・学部に進学した時の気持ちとして、もっとも近いもの1つをお
選びください。Q
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「社会科学」で学問分野の不一致度が高く、 
全体の約４分の 1
　
　3 点目は「現在の大学・学部と学びたい学
問分野との一致度」に関する質問である。全
体では、一致 80.1%（「はい」の％、以下同）、
不一致 19.9%（「いいえ」の％、以下同）となっ
ているが（図２－１－７）、学部系統別にみ

ると（図２－１－８）、最も一致度が高かっ
た の は「 理 工 」 で 一 致 83.8%、 不 一 致
16.2%、逆に最も不一致度が高かったのは「社
会科学」で一致 75.6%、不一致 24.4% と、
およそ 4 人に 1 人が入学前に学びたかった
分野とは異なる分野で学んでいることがわか
る。

（％）
14.235.2

とても満足して入学した

44.1

まあ満足して
入学した

あまり満足して
いないが入学した

6.5

全く満足してい
ないが入学した

人文科学（749）

社会科学（1,693）

理工（937）

農水産（216）

医･薬･保健（556）

教育（261）

その他（499）

6.718.828.1 46.4

6.317.425.3 51.0

2.813.037.0 47.2

4.014.735.3 46.0

4.613.442.9 39.1

3.813.836.9 45.5

図２－１－６　進学満足度（学部系統別）

（％）11.944.2 

とても満足して入学した

40.9
3.0

まあ満足して
入学した

あまり満足して
いないが入学した

全く満足してい
ないが入学した

60以上（1,591）

50以上60未満（1,917）

50未満（1,129）

6.316.728.7 48.3

8.821.850.219.2

図２－１－５　進学満足度（入試難易度〔偏差値〕別）
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（％）

81.7

はい

18.3

いいえ

人文科学（749）

社会科学（1,693）

理工（937）

農水産（216）

医･薬･保健（556）

教育（261）

その他（499）

75.6 24.4

83.8 16.2

82.4 17.6

82.9 17.1

78.2 21.8

82.6 17.4

図２－１－８　入学前と現在の学問分野の一致・不一致（学部系統別）

現在通っている大学の学部・学科は入学前にあなたが最も学びたいと思って
いた学問分野でしたか。Q

図２－１－７　入学前と現在の学問分野の一致･不一致（全体）
（％）

19.9

いいえ

80.1

はい

全体（4,911）
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将来への不安が入学時の意識に反映
　
　現在の大学生は、大学入学に際しどのよう
な意識・期待を持っているのだろうか。ここ
では 8 つの項目についてどの程度意識して
いたかを聞いている。全体の結果は、図２－
１－ 9 の通りである。最も高かったのは「自
分の将来の方向をみつけたい」（89.7%、「と
てもそう思っていた」＋「まあそう思ってい
た」の %、以下同）であった。次いで、「将
来の仕事に役立つような力を身につけたい」

（86.6%）、「専門分野について深く学びたい」
（86.0%）、そして「友人をつくりよい人間関
係を広げたい」（84.2%）となっている。こ
れまで大学生は将来の目標を実現するために
大学に進学してくるもの、つまり将来の方向
性は既に定まっているものと考えられてき
た。しかし、近年では大学に入ってから将来
の目標を決めたいという学生が少なからず存
在することが指摘されている。今回のデータ
からもそのことを支持していることがわか
る。加えて、「将来の仕事に役立つような力
を身につけたい」ということも 2 番目に高
い割合となっている。現在の慢性的な不況の
中で、学生は進学する段階から卒業後のこと
を見据えて大学生活を捉えていることがうか
がえる。将来の方向性は定まっていないにも
かかわらず、将来の仕事に役立つ力を身につ
けたいと多くの学生が考えていることから、
強い将来への不安や大学に対する多様なニー
ズを有していることが推察される。

多様化している学生の大学生活に対する期待
　
　次に、同じ 8 つの質問項目の中で、入学
時に 1 番強く意識していたことを挙げても
らった。全体では、最も高かったのは「専門
分野について深く学びたい」（33.5%）、次い
で「 自 分 の 将 来 の 方 向 を み つ け た い 」

（11.5%）、「就職につながる学習や資格取得、
活動をしたい」（10.9%）となっている。こ
こでは専門分野への期待が最も強いことがう
かがえるが、絶対数としては全体の約 3 分
の 1 にとどまっている（巻末の基礎集計表
を参照）。
　そして、学部系統別にみたものが図２－１
－10である。専門分野への期待について、
「理工」「農水産」「医･薬･保健」系は全体平
均より高く4割を超えているが、「人文科学」
「教育」では平均程度、社会科学では21.0%
と圧倒的に低い値となっている。それ以外の
項目をみると、学部系統によって多少の差異
はあるものの、学生の大学生活への期待は多
様化してきていることがうかがえる。
　最後に、大学生活への期待と進学満足度の
関連についてみたものが図２－１－ 11 であ
る。これをみると、課外活動系を重視してい
る学生の満足度は相対的に高く、学び系は中
程度、将来の方向性など就職に関わる活動を
重視している学生の満足度が低いことがわか
る。

２　大学生活への期待

入学時の大学生活への期待についてたずねたところ、将来の目標を在学中に見つけたい、将
来の仕事に役立つ力を身につけたいなど、入学時から将来への不安が潜在していることがう
かがえる。また、専門分野を深く学びたいと第一に考える学生は全体の 3人に 1人の割合と
なっているなど、学生が大学生活に期待していることは多様化していることがわかる。
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（％）

11.242.3

とてもそう思っていた

43.7

まあそう思っていた
あまりそう思っていなかった

2.7
16.730.0 50.9

16.735.5 44.2

12.739.9 44.3

27.126.7 37.6 8.6

11.139.7 46.9

8.044.3 45.4

16.232.9 47.5

専門分野について深く学びたい

専門に限らず幅広い知識や教養を身につけたい

就職につながる学習や資格取得、活動をしたい

友人をつくりよい人間関係を広げたい

部活・サークルなど課外活動に力を入れたい

将来の仕事に役立つような力を身につけたい

自分の将来の方向をみつけたい

卒業までの自由な時間を満喫したい

全くそう思って
いなかった

2.4

3.6

3.0

2.3

2.2

3.4

（％）

14.3 4.435.2

とても満足して
入学した

46.1

まあ満足し
て入学した

あまり満足して
いないが入学した

13.6 6.830.0 49.6

18.4 5.624.7 51.3

18.5 5.137.5 38.9

13.234.9 49.3

18.8 5.029.2 47.0

19.3 9.226.1 45.4

18.6 8.327.3 45.9

専門分野について深く学びたい（1,644）

専門に限らず幅広い知識や教養を身につけたい（530）

就職につながる学習や資格取得、活動をしたい（534）

友人をつくりよい人間関係を広げたい（530）

部活・サークルなど課外活動に力を入れたい（304）

将来の仕事に役立つような力を身につけたい（319）

自分の将来の方向をみつけたい（566）

卒業までの自由な時間を満喫したい（494）

全く満足してい
ないが入学した

2.6

（％）

4.9 5.5 14.834.3

専門分野について
深く学びたい

卒業までの自由な
時間を満喫したい

自分の将来の方向
をみつけたい

12.8

専門に限らず幅広い知識
や教養を身につけたい

将来の仕事に役立つような
力を身につけたい

7.6 8.9

就職につながる学習や
資格取得、活動をしたい

部活・サークルなど課外
活動に力を入れたい
友人をつくりよい
人間関係を広げたい

11.1

13.27.17.421.0 13.1 12.0 14.5 11.8

11.65.54.441.7 9.9 8.09.1 9.7

9.37.46.043.1 8.8 6.0 10.6 8.8

9.4 4.34.544.2 15.1 10.35.9 6.3

11.17.3 6.934.1 7.3 10.314.9 8.0

10.04.08.642.5 9.0 7.211.4 7.2

人文科学（749）

社会科学（1,693）

理工（937）

農水産（216）

医･薬･保健（556）

教育（261）

その他（499）

図２－１－9　大学生活に対する期待（全体）

図２－１－10　大学生活に対して最も期待していること（学部系統別）

あなたが大学に入学した時、次のことをどのくらい思っていましたか。
それぞれについて、あてはまるもの1つをお選びください。Q

前問の8項目の中で、あなたが入学時にもっとも強く思っていたことはどれ
ですか。Q

注 1）図は入学時に強く思っていたことの第 1 位として選択されたものを示す。　注２）（  ）内はサンプル数。以下同。

図２－１－11　進学満足度（大学生活に対する期待別）


