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研究課題 第 3 次「上智大学卒業生の生活と意識」
研究代表者 金本めぐみ（保健体育研究室）

共同研究者 平尾桂子（人間学研究室）金山勉（新聞学科）美馬美千代（保健体育研究室）

荻野美佐子（心理学科）鈴木雄雅（新聞学科）渡辺深（社会学科）

Summary This study surveyed various aspects of life stages among male and female

graduates of Sophia University, such as college life, career paths, marital

status, life course, self conception, volunteer activities, heath and sports,

attitudes toward mass media, discussion networks, and lifetime learning. Data

collection method was the mail survey and 1621 questionnaires were obtained

for a response rate of 25.8 percent.

１． 研究の目的および背景

本研究の目的は、上智大学で学んだ大学教育が、その後の生活にどのように関わっている

のか、卒業生の現在の生活と意識について数量的データの収集と分析から卒業生のキャリア、

結婚動向、ライフスタイル、マスメディア、生涯学習に関するライフレポートの作成である。

本研究は、上智大学学内共同研究として 1982 年度～1984 年度（第１次調査）、1992 年度～

1993 年度（第２次調査）に行ってきた「上智大学女子卒業生の生活と意識」調査を継続する

第３次調査である。第１次調査と第２次調査では女子卒業生を調査対象としたが、今回の調

査では、女子卒業生だけでなく男子卒業生にも対象を広げて調査を実施した。そこで、今回

は第１次、第２次調査との比較分析、男女間の卒業後の動向と意識の相違点について明らか

にすることにより、今後の大学教育の目標やあるべき姿を検討するうえでの示唆を得たいと

考えた。

２．研究の方法と内容

本調査の対象者は、1956 年 3 月卒業から 2003 年 3 月卒業までの卒業生男女 77,694 名から

物故者と海外居住者および住所不明者を除いた 56,606 名である。これを母集団として、その

うち 9 分の 1 にあたる 6,289 名を無作為抽出し本調査のサンプルとした。

調査方法は、郵送によって調査票を送付し、回答者に返送してもらった。発送数 6,289 通、

回収数 1,621 通、回収率 25.8%である。

調査内容は下記の通りである。

① 調査対象者のプロフィ－ル、②大学生活と卒業後の教育歴

③ 職業、家族・結婚・ライフコ－ス・自己、④社会活動、⑤健康・スポ－ツ、

⑥メデイア、⑦人間関係、⑧生涯学習、⑨自由記述

３．研究成果（分析担当者）

＜調査対象者のプロフィール＞（藤本隆史）

回答者の年齢の分布を見ると、男性の場合は 40 歳未満の割合が低く、女性の場合は 55 歳

以上の割合が低い。卒業学部別の分布は、男性の場合は経済学部と理工学部が２割を超えて

いて少し多いが、その他の学部は、神学部を除いて 2 割弱となっている。女性の場合は、文
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学部が約半数を占め、外国部学部が約 3 分の 1 となっている。職業の有無について比べてみ

ると、就業者の割合は、男性で約 8 割、女性で約 7 割となる。婚姻上の地位については、男

女で大きな差は見られないが、「未婚」の割合が 30 歳未満では 8 割程度なのが、30－34 歳で

男性は 40.4％、女性は 45.1％となり、45 歳以上で男女とも 1 割を下回る。

＜大学生活と卒業後の学習＞（鈴木雄雅）

予想したとおり、短大の四大化はまさに四大が短大化する現象を生みだしている。それが

大学教育としてふさわしいかという議論がないままに、従来の大学教育における専門教育の

多様化が進むことはやや危険ではないかと訴え続けてきた。ここにでた数値はひとつの結果

であり、分析も同様である。数値だけ一人歩きして当惑することもある。専門教育や外国語

教育の影響度が高いのはむしろ当然の結果であるにしても、大学において「学問を学ぶ」と

いうことがどれだけ行われているか。「教育は国家百年の計」－21 世紀の本学卒業生の歩む

道が楽しみである。

＜職業＞（平尾桂子、渡辺深）

上智大学卒業生の大半は働いた経験があり、また調査時点でも大多数（男性 84％、女性

71％）が仕事に就いている。しかし、職業経歴には男女で大きな違いが見られる。男性は半

数以上が初職を（調査時点まで）継続しているのに対し、女性では初職を継続しているのは

４人に１人と少ない。また、初職の平均在職年数は男性で 17 年、女性で 5.8 年と大きな開き

が見られる。さらに、女性はいったん退職するとそのまま無職のケースが多い。もっとも、

30 代以下の若い世代では職場への定着率は高くなっているが、それは結婚・出産のタイミン

グが遅れているからだと考えられる。

＜家族・結婚・ライフコース・自己＞（平尾桂子、荻野美佐子）

先の 2 回の調査と比較して最も目につく変化は、女子卒業生の晩婚化が進んでいることで

ある。30 歳代の未婚率は 1982 年の 18.6％から今回の調査で 31.4％と、1.6 倍に増えている。

配偶者との出会いのきっかけで男女とも最も多いのは「職場」だが、配偶者が上智大学出身

者と答えたのは既婚者のうちの 5 人に 1 人である（男性 15％、女性 24.6％）。卒業生の子ど

もの約３割は私立中学に進学させており、教育熱心な人が多い。男性の方が、子育てに関し

て「母性神話」を信じ、「伝統的」なジェンダー観をもっている傾向がある。また、男性は配

偶者（妻）の理想のライフコースとしては「再就職」を望むのに対し、女性では特に若い世

代で（自分は）職業継続を希望すると答えた人の割合が高い。

自尊感情および積極性については、いずれも高く、前向きでポジティブな態度をもってい

ることが窺われた。対人関係については、年齢によって異なる様相がみられ、年齢が高くな

るとともに、人との関係を強く求める一方で、それが得られにくいと、逆に人との関係を避

けるようになることがみられた。こうした意味で、身近な人間関係が重要な意味を持つと言

えるが、これに男女で違いが見られることが興味深かった。夫婦関係についての満足度は男

女共に高かったが、男性は家庭生活に対して、女性は友人関係に対しての満足度が高かった。

男性は家庭志向であるのに対し、女性は家庭に留まらない関係の中に意味を見出す傾向があ

るのかもしれない。こうした自尊感情や対人関係の満足度は、日常生活の満足度とも深く関

わっていることが認められた。
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＜社会活動＞（藤本隆史）

社会活動について、今回の調査では、男性で約 3 割、女性で 4 割弱が何らかの社会活動に

参加していた。活動の内容は教育関連活動に参加している割合が最も高い。特に女性の場合

は 30 代と 40 代が多く、子どもを通じた活動と思われる。また、国際交流・協力に関する活

動に参加している人も比較的多い。活動に参加していない人では、「条件によっては参加して

もよい」と回答している人が半数を超える。参加を希望する活動の種類は、国際交流・協力

に関する活動が最も多かった。少子高齢化が進む日本社会の様々な社会的課題に対処するた

めに、人々が支えあう社会活動の推進が求められている。大学や社会に出て学んだことを社

会に還元する動きの高まりが期待される。

＜運動・スポーツと健康＞（金本めぐみ、美馬美千代）

健康志向の高まりとともに氾濫する健康情報の中で、生活についての正しい知識を獲得し

実行することが求められている昨今である。卒業生が実施している運動・スポーツの内容は

ウォ－キングが最も高率であることから、これまでの、競争するという認識からスポーツ本

来の意味である楽しむことに概念の変容がみられるようになったといえよう。健康状態につ

いては 9 割弱、体力については 8 割強の人が良好と感じており、健康への配慮では過半数の

人が食事・禁煙・飲酒などに配慮をしていることがわかる。その一方で、生活習慣病のリス

クファクターの一つである肥満では男性の 2 割強が「BMI」25.0 以上の「過体重」「肥満」で

あるため、今後生活習慣面での注意や改善が必要であろう。また、健康習慣点が最も高いの

は週２回以上・30 分以上の運動実施者であった。いつの時代にあっても適度な運動・栄養・

睡眠が健康の近道であることを示している。

＜メディア＞（金山勉）

上智大卒業生がメディアとどのように向き合っているかについて調査した結果、一般的な

傾向として、男性と女性の間でメディアに対する接触の傾向が大きく違うということはなか

った。メディアを通じて、国内外を問わず世の中の出来事や政治的な動向に対して興味をも

って接している卒業生全体の姿が浮かび上がってきた。

現代社会において、インターネットが大きなインパクトを伴ったメディアになってきてい

るが、世代間での差はあるものの積極的に使いこなしていこうとする傾向がみられている。

この新しいメディアに対して、卒業生は、インターネットメディアに接触する際、かなり高

い意識を持って、ヴァーチャル（仮想）空間でアクセス可能な情報を吟味しているようにも

みられる。一般的に言われている、メディアを読み解く力、「メディアリテラシー」の力が卒

業生の中にはあるとみられる。インターネットというメディアへの信頼性について問うたと

ころ、高い評価があったが、実は、卒業生には、メディアを選別し、読み解く力があること

を前提に、玉石混交の情報が渦巻くインターネットというメディアを評価したものと解釈で

きる。

特に特徴的だったのは、女性の方がメディアに対する批判的な意識が高かった点である。

今日、ワイドショーや取材・報道に関連して、一般市民とメディアが向き合う際にさまざま

な問題が発生しているが、女性の方が、より冷静、かつより的確にメディアの動向を見分け

ようとしているようだった。卒業生は、社会的に「国際性」を期待されている。広い視野を

持ち、世の中の出来事を冷静に、バランス感覚をもってとらえ、自らが他者との関わりを持

ってゆくという全体的な傾向が、卒業生とメディアとの関係を調べる中からみえてきた。
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＜人間関係＞（荻野美佐子）

人間関係が希薄化していると言われる今日、卒業生の人間関係はどのようなものなのだろ

うか。重要な事柄の相談をする人を尋ねた質問において、0 人と答えたのが、男性の 3 割強

に対し、女性は 1 割に満たなかった。また、こうした相手としては、配偶者が最も高い位置

を占めているが、それ以外には、男性は職場・仕事の関係、女性は親や学校時代の友人、子

どもを通じた友人など多様な関係が挙げられていた。高齢化社会となり、仕事から退いた後

の人間関係もまた重要になってくる今日、限られた関係に留まるのではなく、多様で柔軟な

関係を築いていくことも、私たちの課題であるかもしれない。

＜生涯教育＞（鈴木雄雅）

大学教育という高等教育機関は確実に変わりつつある。卒業後も何らかの勉強をしたいと

いう人が増えているのも事実だ。それがキャリアパスのため、資格取得のため、あるいは自

己啓発など様々な理由があるにしても、そうした場に社会的ニーズが増えつつある。

本学はこれに十分応えているだろうか－「24 時間眠らない大学」。ロケーションのよさと

質の高さ。誇れるものは少なくない。上智大学卒でなくとも本学の教壇に立ち、第 2 の母校

と言われる方々。学ぶ学生に教えられることの喜び。9－5 時の旧来の壁を打ち破り、「人間

一生が学ぶ場」。その場として上智大学が生き続けることを願う。

＜自由記述＞（荻野美佐子）

約 6 割の方から寄せられた自由記述からは、大学時代の諸経験がその後の人生において、

何かしら意味づけられていることが窺われた。だからこそ、現在在学中の学生たちに、その

時間を有意義に過ごしてほしいとの願いが強く見られた。大学教育の中で重要な点として、

①教員の熱意 ②友人からの刺激 ③充実したカリキュラム が挙げられ、現在不足してい

るものとしては、①実践的な内容 ②カリキュラムの内容検討 ③学際的な教育内容 であ

り、上智ならではの充実したインパクトのある授業がもっとほしいとの意見があった。これ

については、2013 年の大学 100 周年に向けて、実践的な教育を考慮した学科・研究科の立ち

上げ、学際的なプロジェクト、COE などの大学としての特色を前面に出した教育・研究拠点

づくり、などの取り組みが少しずつ進展している状況にある。こうした大学の取組みを、卒

業生とも共有し、より一層充実したものにしていく必要があると考える。

最後に、今回の調査にあたり、卒業生のご協力とソフィア会のご援助に対し、深く感謝致

します。また、大学当局から学内共同研究として深いご理解と多大なご援助をいただいたこ

とに心から感謝の意を表するものであります。また、膨大な資料の整理に協力してくださっ

た多数の学生諸君に改めて感謝いたします。


