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５章	 学科別集計にみる学科の特性と傾向	 

1	 はじめに	 

	 社会学部は 5学科から構成されており、同じ社会学部とはいえ授業の運営はもとより、
集まる学生の社会的属性さらには関心分野まで経験的にも各学科の特性があるように

思われる。そのため、学科ごとのプロフィールを描く意味で、学科別の集計を行ない、

比較を試みる。以下では、比較する項目群ごとに学科別に集計したクロス表を提示して

いく。その際、より視覚的に把握しやすいように、学部平均よりも割合が±5%以上の
差がある場合にはその該当セルに色づけをしている。濃い灰色は+5%以上を、薄い灰色
は-5%以上の差をあらわしている。 
 
2.1	 基礎的分類	 

	 まずは、性別、入試形態、志望順位についてまとめたものが表 1である。性別に関し
て特徴的なのは、社会福祉学科における女子学生への偏りと産業関係学科における男子

学生への偏りである。それぞれおよそ 8割と 2割の比で性別に偏りがみられる。残りの
3学科は、ほぼ半々という結果である。同じ学科でも入学年度により男女比は幅をもつ
が、社会福祉学科で女子学生、産業関係学科で男子学生の割合は他の年度をみても常に

高くなっている。性別についてより正確には大学の公式な集計があるため少し比較して

おきたい。2008年度の在学生一覧では、4年次生及び再履修生（2008年度卒業生が含
まれる学年）が本調査での男女比とほぼ同じ割合となっている。2008 年度の 3 年次生
では、教育文化学科の女子学生が 60%を超えているが、その他の学科の男女比の傾向
は大きく変わらない。 
	 次に、入試形態でみてみると、系列校からの進学者は学科ごとに一定の数が割り振ら

れているので当然のことながら学科別の差はほとんどない。系列校からの進学者割合が

もっとも高いのは社会福祉学科で 22.1%、もっとも低いのが教育文化学科で 11.3%とな
っている。 
	 志望順位では、系列校からの進学者を除いて、一般入試・センター試験利用入試・推

薦選抜入試・AO入試で入学した学生のみを集計している。第 1志望で入学した学生の
割合がもっとも多いのはメディア学科で、72.3%である。教育文化学科の第 1志望割合
がもっとも少なく、34.9%となっている。今回の調査対象の大部分は 2005 年度に入学
した学生であることから、2005 年度の学科別の一般入試倍率および合格最低点（得点
率）と志望順位と比較してみると、合格最低点が高いほど第 1志望の割合が高くなって
いる。2005 年度入試における学科ごとの倍率と合格最低点の得点率（ともに全学部日
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程）は、社会学科［3.8倍: 75.4%］、社会福祉学科［4.4倍: 72.4%］、メディア学科［4.9
倍: 76.4%］、産業関係学科［4.1倍: 73.0%］、教育文化学科［3.0倍: 72.2%］であった。 
 

表 1	 学科別の性別・入試形態・志望順位 

 
	 

表 2	 学科別の浪人経験・高校時成績	 

 
 
	 次に、浪人経験と高校時の成績、高校の所在地を学科別に示したものが表 2 である。
浪人経験については系列校からの進学者は無関係なため省いてある。学部全体では、一

般入試やセンター利用入試などで入学した者のうちおよそ 4 割が浪人を経験した学生
である。学科別にみると、産業関係学科と教育文化学科でやや浪人経験者が多くなって

いる。逆に浪人経験者の割合が少ないのが社会福祉学科である。 
	 高校時の成績は、「上のほう」「中の上」と答えた者は「高」、以下「中ぐらい」を「中」、

「中の下」「下のほう」を「低」とおきなおしている。高校時の成績が高いと答えた割

合が大きかったのは、メディア学科と教育文化学科である。両学科の割合は、社会学科

と社会福祉学科の割合と比べてやや大きくなっている。反対に、産業関係学科は他の 4
学科に比べて低いとの回答が多かった。本調査から厳密な言及はできないが、高校時の

成績は学校内での相対的な評価を尋ねているため、産業関係学科は他の学科と比べてよ

り習熟度の高い高校の出身者が多い可能性がある。 
	 高校の所在地は、近畿地方とそれ以外にわけた場合、学部全体では約 3分の 2が近畿
地方の高校を卒業した者で、残りの約 3分の 1が近畿地方以外の出身者である。社会学
科と社会福祉学科で近畿地方出身者がやや多く、産業関係学科と教育文化学科で近畿地

方以外の高校を卒業した者が多いという結果であった。 
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2.2	 学生の育った世帯背景	 

	 ここまで、学生の性別や入試形態など基本的な属性を学科別にみてきた。ここでは、

いわゆる“実家”の暮らし向きといった学生の育った世帯の背景を学科ごとに示してい

く。 
	 まず、高校 3年生時における実家の経済状態をみると、私立大学に入学・卒業する経
済的余裕のある家庭で育っているため、一般的な社会調査に比べて「豊か」と答えた層

の割合は高くなっている 1)。学部全体では、36.8%がそのように回答している。学科別
では、産業関係学科の約半分が「豊か」と回答しており、割合がもっとも高い。その他

の学部ではそれほど大きな差はなく、特に「貧しい」と回答するものはほぼ一定である。 
 

表 3	 学科別の実家の経済状況・書籍数	 

 

 
	 実家の所有する書籍数は、育った家庭の文化資本を象徴する指標として、経済的地位

とともに尋ねている。10 冊以下と答えた層がもっとも多かったのは 23.8%の産業関係
学科、もっとも少なかったのは社会福祉学科で 6.7%である。ただし、産業関係学科に
おける他の層をみてみると、学部全体とほぼ同程度となっており、また社会福祉学科に

してみても「11～50 冊」がやや割合として大きくなっているくらいで、学科間の分布
の違いという意味では明確な関係性を指摘しづらい。あえて言うならば、社会学科が他

学科と比べ、非常に小さな割合とはいえ所有書籍数の多い層に偏っていることくらいで

ある。 
 
2.3	 学生生活の様子	 

	 ここからは入学後の学生生活の様子がうかがえる、通学形態や課外活動、アルバイト

経験について示していく。学科別の集計結果は表 4にあらわしている。 
	 最初に、通学形態では自宅通学者と下宿生にわけると、学部全体では自宅通学が半分

よりやや多くなっている。社会学科と社会福祉学科で自宅通学が 6割をこえ、教育文化
学科で 6割弱が下宿となっている。メディア学科と産業関係学科は自宅通学と下宿とが
ほぼ半々という結果であった。 
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	 大学の課外活動であるクラブやサークルへの参加を尋ねたところ、「よく参加した」

と回答したものが全体では 53.0%であった。参加しなかった学生は全体でみても、学科
ごとにみてもおよそ 2 割前後となっている。この場合「よく参加した」「少しは参加し
た」の境界は程度の問題であり、曖昧なことから、ややメディア学科でよく参加した学

生が多くなってはいるものの、課外活動に関して学科間の差は存在しないと言ってよい

だろう。 
 

表 4	 学科別の通学形態・課外活動・アルバイト経験	 

 
 

表 5	 学科別の授業の様子	 

 

 
	 大学の講義や課外活動と並んで大学生活の中心的な活動としてアルバイトがある。ア

ルバイトの経験は、在学中にアルバイトをしていた期間が 2年以上かどうかを尋ねてい
る。これによると、学科間の差はなく 8割強の学生が 2年間以上のアルバイトを経験し
ている。 
	 アルバイトに関連して、「接客・販売」「軽作業・運送」「塾講師・家庭教師」といっ

た仕事の内容ごとにも経験を尋ねている。もともとの関心や専攻内容もあってか教育文

化学科で「塾講師・家庭教師」の経験者が多く、逆に「接客・販売」の経験者が少なか

った。また、男子学生の割合が高いことから産業関係学科で「軽作業・運送」の経験者

がやや多かった。 
 
2.4	 授業の様子	 

	 所属するゼミや受講する選択科目が異なるため、同じ学科でも受講する授業は同一で

はない。調査票では 5つの項目を用いて受けた授業の特性を尋ねている。これを学科ご
とに集計し、授業の様子について大まかな傾向を学科ごとにとらえたい。表 5は大学の
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授業の様子を学科別に集計したものである。5項目とは「学生による研究発表や討論が
授業の中心になる」、「教員が提出物に添削やコメントをつけて返却する」、「学生自身が

文献や資料を調べる」、「実習やフィールドワークのような体験的に学ぶ機会」、「TA や
SA（大学院生や上級生）による授業補助」で、受講した授業でどのくらいあったかを
質問している。回答は「よくあった」から「まったくなかった」までの 4段階で求めた。
表 Eのそれぞれの数値は、肯定的な回答「よくあった」「ある程度あった」の 2つが占
める割合をあらわしている。 
	 発表や討論が中心となる授業が多いと考えられるのは、社会福祉学科と産業関係学科

である。ともに 80%前後の学生が肯定的な回答をしている。残りの 3学科については、
50%半ばから 60%を少しこえる程度で大きな差はみられなかった。 
	 提出物への添削については、全体で 36.8%と 5つの項目のなかでもっとも肯定的な回
答の割合が小さかった。授業を進める上で、提出物への添削がよく行なわれているのは

産業関係学科である。その他の学科でおよそ 30%となっているのに対して、70%をこえ
ている。 
	 文献・資料探索はメディア学科でやや肯定的な回答の割合が小さくなっているものの、

学科間でさほど違いはない。 
	 実習やフィールドワークなどの体験型の授業は、社会福祉学科で 90%弱、社会学科
で 60%弱という結果である。産業関係学科が約 35%でそれに続き、メディア学科と教
育文化学科が 20%を少しこえるくらいである。この差は授業の運営方法の違いという
よりも、学ぶべき事柄の性質によって、あるいは資格の取得要件によってカリキュラム

が構成されているためであろう。 
	 SA・TAによる授業の補助は、社会学科と社会福祉学科がともに 60%をこえて高い割
合を示している。残る3学科に関しては、産業関係学科が38.1%、メディア学科が32.1%、
教育文化学科が 20.5%となっており、学科間でのひらきが大きい。座学形式で進められ
る授業よりも実習やフィールドワークなどの体験型の授業のほうが、教員以外のサポー

トを必要とする場合が多いため、このような結果になったと考えられる。 
	 授業の様子について学科別の集計でみてきたが、ここで扱った 5つの項目は調査者の
選択によるため、これら以外でも授業運営に関する学科の特徴があるだろう。また、異

なる科目を受講している学生に回答を求めるために、「ある程度あった」「あまりなかっ

た」の違いにみられるように回答方法が感覚的なものであった。このような問題は残る

が、少なからず学科ごとの授業運営の特徴がうかがえたはずである。 
 
2.5	 学生生活における文化的活動	 

	 学生生活における授業やクラブ・サークル活動、そしてアルバイトについてみてきた。

これら 3つは学生生活を概観するための主要な事柄である。一般に大学生には時間的な
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ゆとりが大きいと言われているため、ここまで言及してきた学生生活の隙間を埋めるよ

うな試みとして、網羅的ではないにしろ文化的な活動をいくつか取りあげる。表 6は 5
つの文化的活動項目について、学科別に集計したものである。文化的活動は、在学中に

行なった頻度を 4段階にわけてそれぞれ回答を求めている。表 Fのそれぞれの数値は、
「よくした」「ときどきした」の回答が占める割合をあらわしている。 
	 教養的な活動として、「小説を読む」「美術館や博物館へいく」、「海外旅行へいく」に

ついてみていく。小説は特に内容を限定せずに尋ねているためか、学部全体でも 7割を
こえている。産業関係学科で、わずかに割合が小さくなっているが、学科間の違いはほ

ぼみられない。これに対して、「美術館・博物館へいく」は学科間の関心の違いがうか

がえる。全体では肯定的に回答した学生が約 50%であるが、社会学科ではおよそ 70%
の割合を占めており、もっとも大きい数値であった。約 60%の社会福祉学科がそれに
続き、メディア学科と教育文化学科はほぼ学部平均と同じ 50%ほどとなっている。産
業関係学科でやや肯定的な回答が少なく、34.4%という結果である。「海外旅行へいく」
については、社会福祉学科は「美術館や博物館へいく」に続いて割合が大きくなってい

る。社会学科とメディア学科は学部全体とほぼ変わらず、それぞれ 50%を多少こえる
割合である。産業関係学科と教育文化学科で割合がやや小さくなっていた。 
 

表 6	 学科と文化的活動	 

 
 
	 教養的な活動に続いて、経済分野および政治分野への社会的関心についての項目が、

「ビジネス誌・経済誌を読む」と「政治討論番組をみる」の 2 つである。「よくした」
または「ときどきした」と回答した学生の合計は、学部全体では 40%を少し上まわっ
ている。産業関係学科は 2つの項目それぞれでもっとも割合の高い学科であり、それぞ
れ 6 割程度の学生が「よくした」「ときどきした」と回答している。その次に割合が高
かったのは教育文化学科で、「ビジネス誌・経済誌を読む」割合ではさほど大きな割合

ではないにしろ、特に「政治討論番組をみる」割合で学部全体より 10%以上大きな割
合を示している。メディア学科は学部全体の数値とほぼ同水準の数値である。社会学科

は「政治討論番組をみる」割合がやや小さくなってはいるものの、学部全体の結果と大

きくずれてはいなかった。学科別にみた場合、割合が目立って低いのが社会福祉学科で、

各項目の肯定的回答の割合は 22.5%と 33.7%であった。 
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	 最後に、レクレーションおよび健康の維持や増進につながる活動としてスポーツへの

参加について触れる。「スポーツをする」に「よくした」「ときどきした」と回答した割

合は、学部全体では 64.3%で、教育文化学科でややその割合が高く、他の 4学科では特
に差はみられなかった。教育文化学科では、教員免許の取得者が 47.2%と多く（他の 4
学科では 3%～10%）、必須となるスポーツ関連の授業を受けていることが他学科よりも
数値が大きくなった理由として考えられる。 
	 ここまで、学科別に文化的活動に関する項目をみてきた。例として取り上げている文

化的活動項目の数が広範なものではないとはいえ、結果を大まかにまとめたい。社会福

祉学科で教養的な活動への関心が高く、産業関係学科と教育文化学科で経済・政治分野

に対する社会的関心が示されていた。社会学科とメディア学科は判断が難しいが、どち

らの活動も学部全体を大きく下回ることがないため、ここではバランス型とみなしてお

く。 
 
2.6	 大学教育に対する満足度と学生生活の充実感	 

	 最後に、大学で受けた教育全般に対する学生の満足度と学生生活の充実度をみていく。

学科別に回答を 3区分してその割合を示したものが、表 7である。大学で受けた教育全
般に関して、学部全体では 70%を少し下回る程度が「満足」と回答している。「どちら
ともいえない」が約 25%で、「不満」との回答は 6.1%と少数であった。学科別では、
社会福祉学科で「満足」の回答割合が高くなっており、8割を超えている。反対に、「不
満」がやや多いのは教育文化学科であった。 
 

表 7	 学科と満足度・充実度	 

 
 
	 学生生活の充実度については、先ほどの満足度以上に肯定的な回答が多く、全体では

87.1%が「充実していた」と答えている。学科ごとでは、ここでも社会福祉学科が「充
実していた」の割合がわずかに高くなっている。ただし、「充実していなかった」の割

合において学科間の差はみられなかった。大学教育に対する満足度、学生生活の充実度

はともに否定的な回答割合が少なく、おおむね学生からの評価は得られているようであ

る。 
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3	 さいごに	 

	 ここまで項目ごとに学科別の集計を試みた。同じ同志社大学社会学部内にあっても、

性別や志望順位、出身地域にみられるような構成の差がみられ、さらに文化的活動項目

で示されたように学生の関心も異なるようである。ただし、調査対象の卒業生がすべて

同じ年度に卒業した学生であるため、指摘した傾向や特性には年度が異なってもあらわ

れる学科のプロフィールであると明確に言えないものもあり、注意が必要であろう。 
 
 
注	 

	 1)	 例えば、統計数理研究所が行なう「国民性調査」では、「非常に豊か」～「非常
に貧しい」までの 5 段階で尋ねている点が異なるものの、2008 年の調査で「非常
に豊か」「やや豊か」と回答した割合は、10%強である。世代別にみると 20歳代が
20%を少しこえている。調査時期によって数%程度の違いはあるが、1990 年代以
降の調査（5 年間隔の 4 回）では、全体でみても、また 20 歳代のみに限定しても
10%から 20%の幅におさまる場合がほとんどである。さらに、「やや貧しい」「非常
に貧しい」と回答した割合は、2008年調査で全体・20歳代ともにおよそ 15%とな
っている。 

 
【参考 URL】	 

同志社大学「3年次 4年次及び大学院学生数一覧」（http://www.doshisha.ac.jp/career/ 
statistics/2008/students.pdf） 

同志社大学「入試統計：2005 年度	 志願者・受験者・合格者数，倍率，合格最低点」
（http:// 

www.doshisha.ac.jp/nyushi/info/statistics/2005/ippan_gokaku.html） 
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