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1　大学入試の多様化と高大接続の課題
本稿の目的は，学力試験を伴わない入試形態の浸透を踏まえ，それらの入試を利用する中でも，

どのような高校生に学習行動面での課題があるのかを検討することである。
日本では高等教育の大衆化に伴い，「マス選抜」と呼びうる非学力選抜が普及してきた（1）。文部
科学省の公表している「国公私立大学入学者選抜実施状況」によれば，四年制大学への入学者の
うち一般選抜による者の割合は，1995年の71.1%から，2015年には56.1%へ減少した。それに対
し，推薦入試による入学者の割合は1995年の27.7%から，2015年には34.7%に上昇している。加
えて2000年代から AO入試が各大学により本格的に実施されるようになり，2015年の入学者に
おける割合は8.8%である。推薦入試・AO入試を合わせると，2015年の入学者の43.5%を占めて
おり，半数に迫る高校生が学力試験を主としない試験により大学に進学している。推薦・AO入
試は「もはや導入された当時の，学力選抜の余白を埋めるようなマイナーな入学ルートではなく，
明らかにメジャーな入試としての位置を占めるようになった」（2）。
こうした背景のもと，「入試接続」に代わって「教育接続」の必要性が提起されている（3）。従来

は，学力試験が高大の接続に果たした役割が大きかった。学力試験に向けて受験勉強に取り組む
ことや，学力試験によって一定の学力水準の高校生が選抜されることで，高校―大学間の円滑な
接続が可能になっていたのである。しかし，非学力選抜を利用する高校生は，大学での学びにす
ぐ適応できるほどの学力が必ずしも保障されていない。さらに重要なのは，高校生が在学中にこ
れらの非学力選抜を意識することで，「結果として高校生活の極めて早い時期から，将来の入試の
タイプによって学習行動が決まり，特定の科目に学習が偏る傾向が生じる」ことである（4）。それ
らの入試方法を利用する高校生を念頭においた場合，彼らの学力だけでなく，学習行動面での接
続をどう図るかが重要な課題となる。
本稿ではこの課題を念頭に置き，推薦・AO入試を利用しての大学進学を目指す高校生に焦点
化し，彼らの学習行動の様態を明らかにする。後述のように，先行研究では推薦・AO入学者の
学習行動に課題があることが指摘されてきたものの，彼らの中で学習行動が分化していることは
看過されてきた。そこで推薦・AO入試希望者の中での学習行動の分化の実態やその規定要因を
明らかにし，彼らの中でもどういった生徒に学習行動の面での課題があるのかを検討する。
以下では，2節にて非学力選抜普及の学習行動への影響に関する先行研究を概観し，本稿の課
題を具体化する。3節では，その課題に取り組むための分析の視点と使用するデータについて説
明する。4節ではその分析視点をもとに，一般入試希望者と比較しながら，推薦・AO入試希望者
の学習時間の分化の度合い，および学習時間の規定要因を分析する。第5節では，分析結果を要
約し，推薦・AO入試希望者を念頭に置いた高大接続の課題について考察する。
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2　推薦・AO入試希望者の学習行動
推薦・AO入試の利用を希望する高校生の，学習行動面での接続が重要な課題であることを先

に述べた。いくつかの実証研究は，学習時間に注目して，非学力選抜を希望する高校生の学習行
動面での課題を明らかにしている。それらの知見を確認しておこう。
苅谷（2002）は高校ランクと性別を統制した回帰分析から，推薦入試を希望する場合，一日当た

り30分程度学習時間が短くなることを明らかにしている。ここから氏は，「学習面で見るかぎり，
推薦入試は『楽をして』大学に進学しようとする生徒を増やしていると推論することもできる」
と述べている（5）。さらに中村（2011）は高校1年生への全国調査データを分析し，推薦入試，AO入
試を希望する生徒は，高校1年生の段階ですでに学習時間が短いことを指摘している。それゆえ
これらの選抜方法は，「軽量化された選抜」とも呼ばれている（6）。先行研究では，一般入試を希望
する高校生に比べ，推薦入試・AO入試を希望する高校生が身に着けている学習習慣に課題があ
ることを明らかにしてきたといえる。
推薦入試や AO入試を希望する生徒の学習時間はなぜ短くなるのか。それを理解するうえで有
用なのは，高校生が学習に向かって加熱されるメカニズムについて論じた，竹内（1995）の議論で
ある。竹内（1995）は，日本の高校生の学習への加熱メカニズムを日本特有の「傾斜的選抜システ
ム」に見る（7）。氏は，日本の大学が微細な入学難易度の違いによって総序列化されていることを
「傾斜的選抜システム」と呼んだ。この傾斜的選抜システムは，高校生の学習・進学意欲をいった
んは冷却する。すなわち，「こうした傾斜的選抜システム社会においては合格可能性を知るための
模擬試験などが日常化し，事前選抜（pre-selection）が制度化しているから，選抜以前にアスピレ
ーションが冷却される」（8）。
しかし，傾斜的選抜システムの特徴は，学習・進学意欲を冷却すると同時に再加熱することで

ある。「たしかに生徒が模擬試験などによって偏差値55と知らされたとき偏差値68とされる学校
への志願は諦めるだろう。しかし頑張れば偏差値60の学校に進学できるのではないか，というよ
うに却って煽られるのだ」（9）。この分析を踏まえて竹内（1995）は，こうした傾斜的選抜システム
が「頑張りズム」と呼ばれるような勤勉な学習文化を生み，日本の大衆的受験競争を加熱する仕
掛けとして機能していたと指摘する。
ただし，傾斜的選抜システムによる再加熱のメカニズムは，学力試験の受験を前提としたもの

である。学力試験以外のルートで大学へ進学できるようになると，学習意欲を再加熱する必要な
く，大学へ進学することが可能になってしまう。したがって，非学力選抜の普及は，従来の学習
への加熱メカニズムを機能不全にしていると考えられる。
このように，先行研究が明らかにした推薦・AO入試希望者の学習行動面での課題は，竹内

（1995）の議論を敷衍することで一定の説明が可能である（10）。しかしこの説明では，推薦・AO入
試希望者の一般的な傾向を説明することはできても，推薦・AO入試希望者内の学習行動の分化
を説明できない。この点は推薦・AO入試希望者の学習行動を分析した先行研究においても同様
に当てはまる。先行研究では，推薦・AO入試希望者を一つの集団として，包括的に論じる傾向
にあった。多くの先行研究が則ってきたのは，推薦・AO入試希望か否かをダミー変数として回
帰分析に投入し，そのダミー変数が学習行動に対し有意な効果を持つのか確認する，という方法
である。この方法では，推薦・AO入試希望者の平均的な学習行動を明らかにすることはできる
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が，彼らの中の学習行動のばらつきや，学習行動を左右する要因を明らかにすることはできない。
高校生の半数近くが推薦・AO入試で大学に進学するようになっている現在では，彼らの学習
行動にもある程度の分化が生じていることが予想される。推薦・AO入試を希望する高校生の学
習行動の分化の度合いはどれほどなのか。その分化はどのような要因によって規定されているの
か。そして，その規定要因は，従来型の一般入試を希望する高校生とどのように異なるのか。こ
れらは，非学力選抜により進学する高校生の大学への接続を考える際に重要な問いである。そこ
で本研究ではまず，推薦・AO入試を希望する高校生の学習行動の分化の度合いを明らかにし，
どのような要因が推薦・AO入試希望者の学習を規定しているのかを分析する。

3　方法
（1）分析するデータ
本稿で分析対象とするのは，ベネッセ教育総合研究所が実施した「放課後の生活時間調査 

2013」から得られたデータである。同調査は，「全国の小学5年生～高校3年生を対象に，子ども
たちの生活時間の実態や，時間に関する意識などを明らかにしたものである」（11）。調査は2013年
11月，郵送法による自記式質問紙調査として行われた。全国の小学校5年生から高校3年生のリ
ストに基づいて29400名が無作為抽出され，計8100名から回答を得ている（うち高校生は2411名）。
本稿では，このデータから全日制普通科高校1・2年生のうち，四年制大学志望者860名を抽出

した。調査では，「大学へ進学する方法には，大きく分けて『推薦入試や AO入試』と『一般入
試』の2つの方法があります。あなたは，どちらの方法で進学したいですか。」と尋ねられ，「で
きれば推薦入試や AO入試で（系列の大学への内部進学を含む）」と，「できれば一般入試で」の選択
肢から，いずれかを選ぶように指示されている。本稿の分析対象は，前者を選択した推薦・AO

入試希望者と，後者を選択した一般入試希望者である。
なお同調査は3年生も対象となっているが，後に説明する部活動参加状況を分析に用いるため

に1・2年生だけを対象とした。というのも，調査時期が11月であったことから，3年生は部活動
を引退していると考えられたためである。また以下では一般入試希望者と推薦・AO入試希望者
を比較しながら分析を進めていく。そのため，一般入試を希望する者が極端に少ない専門学科の
高校生は，分析から除外した。さらに，極端に数が少ない国立高校在籍者（1・2年生のうち7名）と，
使用する変数に欠損値のある回答者を除外し，最終的な分析対象者数は823名（推薦・AO入試希望

者371名，一般入試希望者452名）となった。

（2）分析に用いる変数と分析方針
次節にて分析に用いる変数の概要を，表1に示した。本稿では推薦・AO入試希望者の学習行動

を分析するにあたり，彼らの学校外学習時間をその指標とする。葛城（2007）によれば，高校在学
時の学校外学習時間は，大学入学後の学習への取り組みの良不良を決める要因の一つである（12）。
したがって学校外学習時間は，大学入学後の学習行動につながりを持つ学習行動上の特性として
位置付けることができ，学習面での高大接続に関心を持つ本稿の趣旨に合致している。以下の分
析では，学校外学習時間の分化の度合いと，その規定要因を探っていくことになる。変数の作成
にあたっては，一日当たりの「学校の宿題をする」「学校の宿題以外の勉強をする」時間を尋ねた
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質問項目から算出した。「しない」「5分」「10分」・・・といった10個の選択肢にそれぞれ「0」「5」
「10」・・・と数値を割り当て，7をかけることで一週間当たりの学習時間とした。
なお，学校外学習時間には塾での学習を含めることも可能である。しかし，学習行動面での接

続という意味では，自発的な学習の方が重要と考えられる（13）。そのため，本稿における学校外学
習時間は，塾での学習時間を含めない。ただし，塾での学習時間はその他の場での学習時間にも
影響を及ぼすと考えられることから，分析中は統制変数として考慮することとした。
高校生の学校外学習時間の規定要因の一つとしては，大学入試における学力試験へのプレッシ

ャーがあげられよう。一般入試希望者にとっては，学力試験へのプレッシャーが学習行動につな
がっていると考えられる。本稿ではこうしたプレッシャーを，学年の進行によってとらえたい。
というのも，学年の進行によって受験が間近に迫ってくると，学力試験へのプレッシャーはより
強くなると考えられるからである。したがって一般入試希望者は，学年の進行に伴って学習時間
が増えると予想される。他方，多くの場合学力試験が課されない推薦・AO入試希望者には，学
年が進行しても学習時間を増やすようなプレッシャーはかからないと考えられる。
推薦・AO入試希望者にとっては，むしろ学力試験に向けてのプレッシャー以外の，生徒の日
常生活の特徴や家庭背景といった要因が，より生徒の学習行動に影響を及ぼすと予想される。本
稿では，日常生活の特徴を表す変数として，部活動への参加状況を取り上げたい。部活動は推薦
入試の拡大によって過熱化してきた側面があり（14），推薦入試を受ける高校生の日常生活において
重要な要素となっていると考えられるからである。
部活動参加時間は，週当たりの活動日数と，一
日当たりの平均的な活動時間についてそれぞれ尋
ねたものを掛け合わせて算出した。部活動参加時
間と学習時間は，単純に一方が増えればもう一方
が減る，という関係にあるとは限らないため，参
加時間の長さによって4つのカテゴリーに区分し
て分析に用いた。
また高校生の学習時間を分析するにあたり，彼

らの家庭背景は重要な要因の一つである。苅谷
（2000）によれば，近年の高校生の学習時間がより
家庭背景に左右されるようになってきているとい
う。その理由について氏は，「誰もが競い合う時
代の緊張感（プレッシャー）が緩んだとき，階層差
というこれまで隠れていた要因が姿を表す」のだ
としている（15）。非学力選抜を選び学力試験への
プレッシャーがなくなったとき，保護者の学歴や
職業に代表される家庭背景の差異が，生徒の学習
行動に影響力を持つのではないだろうか。
分析に実際に使用する変数としては，両親の学
歴について尋ねた質問項目を採用した。放課後の

変数名 カテゴリー 人数 割合(%) 
設置者 
種別 

公立 561  68.2  
私立 262  31.8  

性別 男子 391  47.5  
女子 432  52.5  

学年 
1年生 410  48.6  
2年生 434  51.4  
3年生 393  32.3  

部活動 
参加 
時間 

10 時間以下 256  31.1  
20 時間以下 288  35.0  
20 時間超 114  13.9  
不参加 165  20.1  

父親 
学歴 

非大卒 318  38.6  
短大四大卒 505  61.4  

母親 
学歴 

非大卒 369  44.8  
短大四大卒 454  55.2  

希望 
進学先 

私立大学 203  24.7  
難関私立 112  13.6  
国公立 325  39.5  
難関国公立 183  22.2  

    

変数名   平均値 標準 
偏差 

週当たり 
学校外学習時間 12.69  8.38  

塾での学習時間  1.54  3.58  

表1．使用する変数の記述統計
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生活時間調査では，父親・母親が大学・短大を卒業しているかどうかを尋ねている。生徒の家庭
背景についてはこれまで両親の職業や経済的ゆとりなどがとりあげられているが，今回は調査項
目に含まれていなかったため分析に用いることができなかった。
なおこのほかに，統制変数として学校の設置者種別，性別，希望進学先（の難易度）を用いる。

4　分析
（1）学習時間の様態
まず，希望する入試形態ごとに見た学習時間の様態を確認する。表2に，一般入試希望者，推

薦・AO入試希望者別に，学習時間の平均値を示した。これを見ると，一般入試希望者の平均値
が14.25時間なのに対し，推薦・AO入試希望者は10.80時間と，一般入試希望者の方が学校外学
習時間が長い傾向が見られた（t(821) = 5.984, p < 0.001）。
また，表の右側には学習時間を4つのカテゴリーに分け，その内訳を示した。推薦・AO入試希

望者は0時間，10時間以下が一般入試希望者よりも多い傾向が見られる。ただし，ここで注目し
ておきたいのが，推薦・AO入試希望者の中に，学習時間が比較的長い生徒が皆無なわけではな
いことである。20時間以下，20時間超の生徒がそれぞれ25%ほどおり，推薦・AO入試希望者の
中にも一定の学習習慣を身に着けている生徒がいることがわかる。

（2）学校外学習時間と学年・部活動参加時間・母親学歴の関係
ここからは，一般入試希望者と推薦・AO入試希望者それぞれについて，学校外学習時間の規

定要因を探っていく。まず，学年による学習時間の違いを，希望入試形態別に見たのが図1であ
る。なお，ここでのみ参考のため3年生も含めた結果を示している。図を見ると，まずどの学年
でも一般入試希望者の方が学習時間が長いことが目につく。さらに入試形態ごとに見ると，一般
入試希望者でのみ，1年生よりも2年生の学習時間がわずかながら長い。1・2年生の間で学習時
間の平均値について t検定を行った結果，10%水準ではあるものの有意であった（t(450) = −1.878, 

p<0.1）。これに対し，推薦・AO入試希望者は，学年が上がっても学習時間に違いは見られない
（t(369) = −0.444, n.s.）。さらに3年生になって学習時間がどう変化するのかを破線で表した。一般入
試希望者，推薦・AO入試希望者ともに上昇が見られるが，一般入試希望者の方が伸び幅が大き
い。一般入試希望者は2年生時から徐々に学習時間をのばしはじめ，3年生時には推薦・AO入試
希望者との差がさらに大きくなる。この結果は，一般入試と推薦・AO入試の間にある，学力試
験へのプレッシャーの違いを表していると考えられる。
生徒の家庭背景の影響を見よう。図2には，希望入試形態別に，母親学歴と学習時間の関係を
示した。t検定の結果，推薦・AO入試希望者においてのみ，5%水準で有意差が確認された

表2．学校外学習時間の希望入試形態間比較
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（t(539) = −2.459, p<0.05）。母親が短大・四大を卒業していると，週に2時間ほど学習時間が長い傾向
がある。それに対し一般入試希望者は，母親の学歴によって学習時間に差は見られなかった
（t(673) = 0.422, n.s.）。ここからわかるのは，推薦・AO入試希望者の学習行動は，家庭背景の影響を
比較的受けやすいということである。なお図は省略するが，父親学歴別に見た場合には，一般入
試，推薦・AO入試ともに学習時間の有意差は見られなかった。

さらに図3にて，部活動参加時間と学習時間の関係を見た。一元配置分散分析を行った結果，
ここで有意差が見られたのは推薦・AO入試希望者だけである（F(3,377) = 6.75, p < 0.001）。推薦・AO

入試希望者のうち，週当たり部活動参加時間が10時間以下の生徒が最も学習時間が長く，それ
より部活動参加時間が長い生徒は学習時間が短い傾向が見られた。それに対し，一般入試希望者
の学習時間は，グラフ上は部活動参加時間が長くなるほど緩やかに学習時間が短くなる傾向が見
られるものの，統計的に有意な差ではなかった（F(3,453) = 1.24, n.s.）。このことから，部活動への参
加状況は，推薦・AO入試希望者の学習行動に対してのみ影響を及ぼすことが読みとれる。

（3）重回帰分析による検証
最後に，ここまでに検討してきた各変数に，性別や希望進学先の難易度といった統制変数を加

えて，学校外学習時間を推定する重回帰分析を行った。表3は，一般入試希望者と推薦・AO入試
希望者を分け，別々に推定を行った結果をまとめたものである。なお，塾での学習時間を投入し
ていないモデル（1・2）と，投入した後のモデル（3・4）を示した。
まず一般入試希望者では，学年と女子ダミー，希望進学先に学習時間との有意な関連が見られ

図1．学年と学習時間の関係 図2．母親学歴と学習時間の関係

図3．部活動参加時間と学習時間の関係
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た。さきほどと同じく10%水準ではあるものの，学年の進行によって学習時間が長くなる傾向が
確認できる。また，女子の方が学習時間が長い傾向がある。これは推薦・AO入試希望者にも共
通しており，大学進学を目指す高校生は全般的に女子の方が熱心に勉強するようである。また，
希望進学先の難易度が高くなるにつれ，学習時間が長くなる傾向も見ることができる。
他方，推薦・AO入試希望者の場合，一般入試とは異なる要因によって学校外学習時間が規定

されている。まず，学年は一般入試希望者では10%水準で有意だったが，推薦・AO入試希望者
は有意ではなかった。つまり，推薦・AO入試希望者は，学年が上昇しても勉強時間が伸びない。
それに対し一般入試希望者は，学力試験突破が目的にあることで，学年を経るにしたがってそれ
への準備を一層進めるようになるのだと思われる。
推薦・AO入試希望者で有意だったのは，性別，希望進学先，母親学歴，部活動参加時間であ

る。母親学歴の影響は一般入試希望者には見られず，推薦・AO入試希望者にのみ確認できた。
つまり，一般入試希望者は母親学歴の影響を受けないのに対し，推薦・AO入試希望者は母親が
高学歴の生徒ほど学習時間が長い傾向がある。
部活動参加時間の影響もまた，推薦・AO入試希望者にのみ見られた。一般入試希望者は部活
動参加時間が長くても学習時間に差が見られないのに対し，推薦・AO入試希望者は部活動参加
時間が長いほど，学習時間が短くなる傾向が顕著である。

（4）塾での学習時間を考慮した分析
次に，塾での学習時間を投入したモデル3とモデル4を確認する。いずれのモデルにおいても，
塾での学習時間は有意である。注目されるのは，モデル1とモデル2では有意だった変数と学習
時間の関連性に，変化が見られることである。一般入試希望者のモデル1では学年が10%水準な
がら有意だったが，モデル3では10%水準でも有意な関連が見られなくなった。同様に，推薦・
AO入試希望者のモデル2では母親学歴が5%水準で有意だったのに対し，塾での学習時間を投入
したモデル4では10%水準に変化し，影響力が弱まっている。
塾での学習時間を投入することによって，一般入試希望者の学年と学習時間，推薦・AO入試
希望者の母親学歴の学習時間の関連が弱くなったのはなぜだろうか。考えられるのは，一般入試
希望者の学年の効果，推薦・AO入試希望者の母親学歴の効果が，塾での学習時間に媒介されて
学習時間に影響していることである。
一般入試希望者の通塾率を計算したところ，学年が上がることによって27.5%から38.3%へと
上昇していた（推薦・AO入試希望者の場合は21.9%→25.4%）。学年の上昇に伴って受験を意識するこ
とで学習塾に通い始め，それに誘発される形で自宅での学習時間が長くなるのではないだろうか。
推薦・AO入試希望者の場合も，母親学歴ごとに通塾率を算出すると，非大卒群は16.5%だが，短
大四大卒群では30.3%となる（一般入試希望者では非大卒群が28.5%，短大四大卒群が36.3%）。推薦・
AO入試希望者は母親の受けた教育水準によって通塾率により大きな差異が生じ，それが母親学
歴による学習時間の差異を生み出しているのではないだろうか。
この結果は，学習面での高大接続を図るうえでどのような意味を持つだろうか。次節では，分

析結果を要約したうえで，この点について議論する。
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5　考察とまとめ
本稿ではまず，推薦入試や AO入試といった非学力選抜の普及と，非学力選抜による大学進学
者の学習行動面での接続という課題を取り上げた。そして関連する先行研究をレビューし，推
薦・AO入試を希望する高校生の中の多様性が看過されてきたことを指摘した。そこで高校生調
査データの分析により，推薦・AO入試希望者の学習時間の分化の度合いとその規定要因を分析
した。
分析の結果まず，推薦・AO入学希望者は，一般入試希望者に比べて勉強時間が短い傾向が見

られた。ただし，学習時間の内訳をみると，一般入試希望者と比べ少ないながらも，推薦・AO

入試希望者の中にも学習時間が長い生徒がいることが明らかになった。このことから，推薦・AO

入試希望者の中にも一定の学習習慣を身に着けている者がいることが明らかとなった。
次に平均値の比較と重回帰分析を行って学習時間を左右する要因を検討した結果，希望する入
試形態によって，学習時間の規定要因に違いが見られた。まず，一般入試希望者においてのみ，
上の学年ほど学習時間が長い傾向が見られた。一般入試希望者は，学力試験が近づくにつれて，
それへのプレッシャーを感じるようになるが，推薦・AO入試希望者は，学力試験によるプレッ

表3．学校外学習字間を従属変数とした重回帰分析
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シャーがないために，学習時間に学年差が見られなかったのだと考えられる。
また，重回帰分析にて塾での学習時間を投入した結果，一般入試希望者の場合，学年の効果が

塾での学習時間に媒介されて，学校外学習時間に影響していることが示唆された。一般入試希望
者は，学年の上昇に伴い受験を意識するようになり，塾に通い始める。そして，塾での学習経験
が自宅での学習も誘発するのだと考えられる。
これに対し，推薦・AO入試希望者の学習時間を規定していたのは，部活動参加時間と母親学

歴であった。部活動参加時間は推薦・AO入試希望者の学習時間とは関連が見られたが，一般入
試希望者の学習時間とは関連が見られなかった。つまり，一般入試希望者の場合，部活動参加時
間が長くなっても学習時間は減らないのである。学力試験を意識することで，長時間の部活動と
学業を両立しようとする意識が生まれているのだと思われる。それに対し推薦・AO入試希望者
の場合，部活動に参加する時間が長いほど学習時間は短い。このことは，学力試験という目標が
ないことで，部活動と学業を両立させようとする動機が生まれにくいことを示唆している。
推薦入試や AO入試の導入による入試の多様化は，学習に熱心でなくとも部活動で努力してい

れば，大学への進学を目指すことができる余地を生んでいる。このことは，高校生にとっては大
学へ進学するための選択肢が増えたことを意味する。しかし，部活動に長時間参加すると同時に
学習時間が短い場合，将来安定した職業・生活を得るための競争から知らぬ間に降りてしまう恐
れもある。荒川（2009）は臨教審以降進められてきた「新タイプの学科・コース」設置といった改
革の帰結を分析した結果，入学難易度中位以下の高校の生徒において，彼らが「興味・関心」や
「将来の夢」に邁進する一方で，受験競争や良い就職先を目指す競争にのらなくなっていると指
摘した（16）。この議論を本稿に引き付けると，十分な学習習慣を身に着けないまま部活動で「やり
たいこと」を追及しているうちに，進学できる大学ひいては将来の職業の選択肢が知らぬ間に狭
まってしまうリスクには十分に注意する必要があるように思われる。
さらに，母親学歴の影響も，一般入試希望者には見られず，推薦・AO入試希望者にのみ見ら

れた。加えて重回帰分析で塾での学習時間を投入した結果，母親学歴の影響が塾での学習に媒介
されて学校外学習時間に影響していることが示唆された。推薦・AO入試希望者においては母親
の受けた教育水準によって通塾率が変わる度合いが大きく，通塾ができる生徒はそれ以外の学校
外学習時間が長くなる。この結果は，推薦入試や AO入試を希望する生徒の学習習慣が，家庭背
景の影響を受けやすいことを意味している。苅谷（2000）が示唆していたように（17），学力試験への
プレッシャーの不在が，家庭背景による差を浮かび上がらせているのではないかと思われる。

2節で引用した竹内（1995）の議論に戻ると，従来の日本の学習への加熱メカニズムの要諦は，
ある大きな目標に到達することができないと知っても，次善の目標を見つけ，それに向かって努
力しようとする点にあったといえる。しかし，選抜方法として推薦入試や AO入試を選んでしま
うと，次の目標に向かってどう努力すればいいのかわからない，という問題がある。荒井（2005）

のいうように，推薦入試・AO入試は合否がどう決められているのかわかりにくい，受験生にと
って「見えにくい入試」であり，志願者へのガイダンス機能に乏しい（18）。
近年では推薦・AO入試によって早期に大学に合格した高校生への，入学前教育の取り組み事
例が蓄積されている（19）。しかし，1年生の時点から希望する入試形態によって学習行動が決まる
ことを考えると，1・2年生の段階から目標を定めて学習することができるような，具体的な選抜
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方法や基準の提供が必要ではないだろうか。特に本稿の知見にあったように，同じ推薦・AO入
試希望者であっても，非大卒の親を持つ高校生はより学習時間が短い。より重点的に学習習慣の
確立を図る必要があるのはこの層である。推薦入試や AO入試を希望する高校生の学習習慣の定
着を図ることは，高大接続のみならず，教育の社会的公正のためにも重要な課題である。
最後に，大きな限界を一つ指摘しておきたい。それは，データの制約により，高校生研究で頻
繁に用いられる学校ランク（20）を分析に組み込むことができなかったことである。学校ランクを組
み込むことで，推薦・AO入試を希望する高校生の学習行動を規定するメカニズムをより詳細に
描ける可能性がある。それが可能なデータの収集も含めて，今後の課題としたい。

【付記】
〔二次分析〕に当たり、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター SSJデータアー
カイブから〔「放課後の生活時間調査，2013」（ベネッセ教育総合研究所）〕の個票データの提供を受けました。
また，本研究は JSPS科研費17J11037の助成を受けたものです。
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