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多様な学生に対する支援の検討 

―学生支援の現状と課題― 

 

大仁田 香織 

 

Abstract 

This paper presents a reconsideration of student support in universities. The university environments 

are going through a drastic change under the current problems with the declining birth rate in Japan. 

Universities need to reconsider the student support accordingly. The author focused mainly on the student 

support in concepts of an organization and an individual.  As the results of this paper, the concept of 

reality shock, motivation and engagement are suggested to put to practical use sufficiently for university 

student success. 
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1 はじめに 

学生支援の場において、面談に来ない学生、相談に来ても相談内容を十分に伝えられない学

生、学修意欲が低下し留年や退学する学生が少なからずおり、従来型の学生支援では、学生を

支援することが難しい状況にある。これまでの学生支援の先行研究は、主に学生相談、学修支

援、キャリア支援等の支援内容及び学生の大学生活満足、大学生活適応、中途退学等の学生全

般に関する研究である。一方で、日本学生支援機構（2010）は、学生支援の課題が複雑化、深

化、広範化しており、各大学が目標を定め、組織的・個人的な学生支援を展開していくことの

必要性を指摘しているが、現状の学生支援形態では、組織的・個人的な学生支援を行うことは

難しいといえる。そこで本稿は、従来型の学生支援研究とは異なる視点で学生支援の検討を試

みる。 

学生支援機構（2010）は、各大学において、学生相談、学修支援、キャリア支援等の従来型

の学生支援を強化・充実しようとする取り組みが広がりつつあるが、最近の傾向として、ピア

サポート等の学生が活動に参加し、大学の中で積極的な態度を高めていこうとする試みが広が

りつつあると報告している。しかしながら、すべての学生が活動に参加するとは限らず、特に

問題を抱えた学生は参加を躊躇する傾向にある。吉川（2016）は、主体性は個人がひとりで持

ち得るものではなく、他者や組織といった外部環境の働きかけにより構築されるとしている。

昨今の大学は、積極的に学生に働きかけを行っているが、従来型の学生が受け身になる支援で

は、学生が主体性を持つことは難しいのではないか。  
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他方、佐々木ら（2016）は、障害学生支援部署による発達障害学生に対する修学支援効果に

関する調査を行い、修学支援を受けた後に「卒業や修了に対する困難感」、「勉学・研究へのモ

チベーション」、「将来の就職に対する心配」において肯定的な評価をする学生の増加及び自己

肯定感が向上した可能性を示唆している。このように多様な学生の支援を専門の部門が行うこ

とは有効であり、従来型の同質的な学生支援の限界がうかがえる。一方で、これまでの学生支

援からの転換を図ることに対し、多様性に対応することは大変仕事量が増える等の否定的な意

見もあるが、先行研究において、最適な支援による学生の不安軽減やモチベーション向上がみ

られることから、新たな学生支援を検討する必要があるといえる。 

 

2 大学の組織特性 

 本稿では、組織視点から学生支援の検討を試みることから、大学の組織特性について確認す

る。羽田（2019）は、日本の大学について、ベビーブーマーの進学需要に対応して規模を拡大

し、組織運営は解決すべき論点とならなかった。また、日本の高等教育の組織に関する研究

は、企業や官庁等の大学以外の組織形態に含めて論じず、特定のトピックに沿った命題を繰り

返す特徴があり、高等教育におけるリーダーシップ概念の多くは、バーナード＝サイモン革命

以前の官僚モデルにとどまっているとしている。リクルート進学総研（2019）は、大学の場

合、教授会自治を中心に運営を行ってきたこともあり、マネジメント自体が総じて未成熟とい

う問題を抱えており、組織特性にふさわしいマネジメントの確立を進めながら、同時にリーダ

ーシップを発揮できる人材を発掘・育成していかなければならない点が大学改革の難しさであ

るとしている。 

 山崎（1990）は、日本の大学は多様で多元的な特性を持っていると指摘している。この指摘

を大学におけるプリンシパル・エージェンシー関係に適用した場合、学生と教員、大学と教

員、学生と大学、国立大学であれば国と大学、国と学生、私立大学では、大学と私学事業団等

といった多様で多元的な関係にあり、このことが大学の組織改革を難しくしているといえる。

さらに、大学はこれまで順調な学生確保による安定的な経営が継続しており、教職員が協働し

た組織改革を必要としてこなかったといえる。しかし、近年は、少子化が進み、大学を取り巻

く環境が大きく変化したことで、定員割れや中途退学者の増加から経営が悪化する大学がみら

れ、学生に選ばれる大学になることが求められているといえよう。 

 

3 学生支援の現状 

 ここでは、学生支援に関する先行研究を概観し、学生支援の現状を整理する。学生支援関連

の先行研究は、心理学及び教育学分野が多く、各学問領域の知見で学生支援の現状が論じられ

ている。 
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3-1 学生支援における大学の現状 

学生を支援する側である大学の現状をみていく。日本学生支援機構（2010）は、学生支援に

関する職員対象の調査を行った。この結果、学生支援の範囲及びレベルが曖昧である現状が指

摘された。また、学生支援を進める際の教職員連携の悩みや考え方の落差、役割が固定されて

いる現状が明らかになった。岩崎（2015）は、複数の組織が、それぞれの専門的役割を果たし

ながら学生支援体制を形成することが望まれ、担当者任せにするのではなく、組織的に連携し

て対応する体制作りの必要性を指摘している。また、日本学生支援機構（2010）は、大学教育

のデザインと連動した学生支援の推進には、学生支援が組織的かつ戦略的に教育に関与してい

く必要があるとしている。 

 

3-2 学生支援における学生の現状 

 学生の現状については、見舘ら（2008）が、大学の目的は、授業や研究活動を通して学生に

知識・技能を身につけさせることであり、大学教育の本分を見失わない唯一の方法は、学業に

意欲的に取り組むことが大学生活の満足につながり、ひいては将来のキャリアにもつながるこ

とを示している。中村ら(2015)は、友人関係の良好さや入学目的の明確さによって高められた

大学への愛着が、大学適応感に影響を与える。他方、大学不適応感は、怠学や成績不振、留年

や退学を予測する有効な指標であるとしている。このように学生の大学生活適応は、学生のモ

チベーションやエンゲージメントに影響を与えるといえる。  

武内ら（2015）は、大学全入時代になり、様々なタイプの学生が大学に入学しており、大学

生活に途惑う学生、基礎学力のみならず、学習態度が形成されていない学生が多いことを指摘

している。また、千島ら（2015）は、高校から大学への移行は、新たな友人関係の構築、大学

受験を目的としない学業への取り組み、一人暮らしの開始等の様々な変化が生じ、心理適応に

多大な影響を与えていることを明らかにしている。 

 

4 学生支援の課題  

ここまで先行研究を概観、学生支援の現状を整理したが、現状の学生支援形態では、昨今の

多様な学生を支援することが難しいと言わざるを得ない。一方で、武内ら（2015）は、大学の

学生支援を重視する取り組みは、大学のサービス化、学生の生徒化をもたらし、学生サービス

の便利さ・快適さゆえに生徒的行動をとる学生がいることを明らかにしている。複数の先行研

究において、学生の視点に立った支援の必要性が強調されているが、学生の視点に立った支援

とは、大学のサービス化、学生の生徒化を進めることではない。学生支援は、大学生活を快適

にするためのサービスではなく、学生が適切に大学生活を送るための支援である。そのために

も高校から大学へのスムーズな移行、学業や学内外の活動の充実につながるモチベーション向

上、大学卒業後も大学に愛着を持ってもらえるような学生支援が必要なのではないか。 
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4-1 リアリティショック 

鈴木ら（2019）は、事前の予期的社会化によって形成される高い期待と実際の組織生活の中

で知り得た現実とのギャップによって起こる落胆や衝撃のことをリアリティショックと呼ぶと

している。また、リアリティショックは、企業側が予期的社会化のプロセスを提供する情報が

不正確なものになりがちであること、それによって、これから始まる組織生活に対する個人の

期待が必要以上に高くなり、入社後に直面する現実との落差が大きくなることで発生すると説

明している。藤重（2012）は、新入生の多くは、高校時代に大学進学のための勉学に励み、入

学試験に合格し、大学生活が始まるが、大学は高校とは様子が異なり、多少の戸惑いや違和感

を持つことも少なくなく、大学での講義が自分の思っていたものと違っていた、大学生活その

ものが楽しくない等の様々な理由で大学生活に幻滅し、入学後のまもない時期に退学や休学を

考える学生がいることを指摘している。また、リクルート（2019）の高校生対象の調査におい

て、進学情報で知りたかったことで回答が多かったのは「学校で勉強できる内容」(76.2％)、「入

試の方法や難易度」(62.9％)、「キャンパスの雰囲気」(53.9％)であった。他方、大学の受け入れ

方針や求める学生像を示す「アドミッション・ポリシー」を知りたいと回答した高校生は 14％

であった。この結果から、高校生の志望校選びにおいて、大学の受け入れ方針や求める学生像

は考慮されず、その大学の難易度やキャンパスの雰囲気で大学を選んでいることが示唆される。

このことが、学生のリアリティショックにつながるのではないか。 

鈴木ら（2019）は、予期的社会化について、会社組織に入る前に個人が意識的・無意識的に

その組織に関する情報を摂取することとしている。大学の広報活動において、その大学のポジ

ティブな面が強調され、ネガティブな面が公表されないことがある。これでは、学生の大学入

学前後のイメージに差異が生じ、入学後にリアリティショックが生じることが予想される。 

西岡ら（2013）は、人事施策の運用において、人事部と従業員の認知ギャップを小さくする

ことで人員配置のマッチングが容易になることを明らかにしている。大学入学後の学生のリア

リティショックについても、同様のことがいえ、学生の認知ギャップを小さくすることでショ

ックを軽減することができるのではないか。学生のリアリティショックは、学修意欲低下、不

登校や退学につながることが明らかになっており、学生のリアリティショックを軽減する支援

は、大学にとっても必要であるといえる。 

 

4-2 モチベーション 

 進級や卒業に影響を与える学修意欲が低下することは、学生にとって大きな問題といえる。

松島ら（2009）は、1 年次後期に学修意欲が低下する学生が最も多く、学修意欲低下の最大の

理由は「授業内容に魅力を感じられなかった」であり、大学入学から早い段階で学修意欲が低

下する学生が多いことを明らかにしている。スティーブンロイド（2009）は、学修意欲のある

学生は、以前よりも容易に大規模有名大学に入学することが可能となる一方で、小規模大学に
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は、大学生活に適応することが困難で、学修意欲に欠ける学生が入学していることを指摘して

いる。また、学生支援において、モチベーションが低下した学生は、心身不調を訴えるケース

が多く、自律的な行動を起こすことが困難な状況にあり、支援を求めることができない場合や

支援を受け入れられない状況にあり、大学の支援を提供できない、もしくは支援が途絶えるケ

ースが多くみられる。立石ら（2016）は、教育・学修支援の取り組みの効果は限定的で、学生

個別に働きかけることの重要性を示唆しながらも、影響の仕方が本来とは逆向きと考え得る結

果が析出されたことを示し、現状の教育・学修支援に課題があることを明示している。 

学生のモチベーションは、学業のみならず大学生活全体に影響を与えることから、モチベー

ションが低下した学生は、支援が必要である。ビジネスにおいても従業員のモチベーション向

上は、企業の大きな課題となっており、モチベーション向上には、困難な課題を成功させるた

めの努力を促す取り組み、組織によるマネジメント、達成したことに対する承認を喚起するこ

とが有効であるとされている。このようなモチベーション向上の概念を学生支援に導入するこ

とで、学生の学修意欲向上や大学生活の充実につながるのではないか。 

 

4-3 エンゲージメント 

服部（2020）は、仕事上のエンゲージメントについて、ワーク・エンゲージメントが高い人

は、やりがいを持って熱心に仕事に取組み、さらなる活力を得ることができる。また、上司・

同僚のサポート、仕事の裁量権、コーチング、自己効力感、組織内での自尊心等がより高めら

れ、ポジティブな行動や態度につながるとしている。  

学生支援に関連したエンゲージメントについては、小方（2008）が、教室内外の環境、教員

による相談・サポートが、学生の主体的な学び、深い学び、汎用的能力、心理的発達に強く関

連することを示唆している。また、山田（2018）は、学生のエンゲージメントを高めるために

は、大学側の戦略のみならず、教職員のエンゲージメントが極めて重要な要件になることを示

唆している。くわえて、大学への帰属意識（愛着）が、学生の大学生活適応に大きく影響して

いることが先行研究で明らかになっている。中村ら(2015)は、帰属意識が高い群は、大学満足

度が高く、大学適応も高い傾向にあることを示している。山田（2018）は、帰属意識は、深い

学びの経験、相談、支援と強く関連し、社会生活を支える基盤になる自己効力感（自分にもで

きるという感覚）を育む上でも重要であるとしている。さらに高い大学への帰属意識（愛着）

が、学生が卒業後も大学との良好な関係を継続することに寄与することが明らかになってお

り、エンロールメント・マネジメント研究において、エンゲージメントの重要性が強調されて

いる。このように学生の大学に対するエンゲージメントを高めることは、大学にとっても大き

な意味を持つといえ、大学が学生と良好な関係を築くために教職員が協働した学生支援が必要

であるといえる。 
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5 新たな学生支援の検討 

本稿は、学生支援における大学及び学生の現状と課題を概観し、新たな学生支援の検討を行

ってきた。従来型の学生支援では、多様な学生を支援することが難しくなってきており、今後

は、一部の教職員が担当する体制から教職員が協働した支援体制、そして、学生に与える支援

から学生の主体性を促すような支援への転換を図ることが有効であることが示唆された。  

また、先行研究では、学生支援の充実によって、大学のサービス化、学生の生徒化という新

たな課題がみられたが、この課題は、学生支援についての深い検討が行われてこなかったこと

に起因すると推察する。そこで、学生の問題に向き合う際、本稿で取り上げた、学生が入学後

に経験するリアリティショック、学業成績や学内外の活動に直結するモチベーション、大学と

学生の関係を方向づけるエンゲージメントといった組織と個人の課題を解決する取り組みを学

生支援に導入することで、学生支援の充実を図ることが可能となるのではないか。そして、学

生と日常的なかかわりを持つ教職員が協働することが、それぞれの大学に適した学生支援をデ

ザインすることにつながり、学生と大学にとって最適な学生支援が可能となると考えている。 

本稿の限界と今後の課題については、大学は設置形態、規模、立地、偏差値等に大きな違い

があることから、本稿の学生支援の検討がすべての大学に当てはまるとは言い切れず、このこ

とが本稿の限界といえる。よって、今後は特定の大学についてより詳細な分析を行い、状況に

合わせた学生支援の検討を行っていく必要があり、このことを今後の課題とする。 
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