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研究成果の概要（和文）：高校生の高等教育への進路選択プロセスに，保護者がどのように関与しているのかは，我が
国を含め多くの国において大変関心の高いテーマである。本研究では，日米豪韓にある4都市の高校生とその保護者，
さらに高校教員等に対して，質問紙調査とインタビュー調査を実施した。その結果，共通点と相違点が見いだされた。
共通点の一つには，いずれの地域の高校生も進路に対する不安感を持つということがあり，相違点としては，特にハワ
イ州において，より長期的視点から保護者が関わっていること，我が国の高校生がもっとも保護者と進路について相談
していること，等が明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：The role of parents of high school students in the processes for them to select
which fields of study in university and which universities they would apply is a very interesting
research subject not only in Japan but also in many countries. In this study, questionnaire and interview
with students, parents, teachers, and other related persons had been carried out in 4 regions in 4
different countries (Japan, U.S., Australia, and Korea). We found that each country s students have
similar anxiety to their future career, and, on the hands, their parent s role to affect in their
children s selection process to universities and colleges are different among different countries.

研究分野： 教育社会学
キーワード： 高校生の進路選択

高校生の進路と保護者の役割
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