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要約 

大学におけるキャリア教育科目の導入部に，「職業的自立をもたらす能力を理解することの意義」と

「これまでの養育者（親）からの経済的支援の総量」を意識化するプログラムを組み込んだ教育効果に

ついて検討した。導入部でのこれらの教育が，「就職への移行に必要な能力の理解」「経済的自立による

養育者（親）への返報行動を意図すること」「就職活動に対する自尊感情」を高めることを予測した。こ

れら３つの要因が，「主体的キャリア形成意欲」を媒介とし，「キャリア目標設定行動」を促進するとい

うモデルを仮定し，共分散構造分析によって検討したところ，「自尊感情」と「経済的自立による養育者

（親）への返報行動意図」は，「主体的キャリア形成意欲」を媒介として「キャリア目標設定行動」に影

響を及ぼし，「就職への移行に必要な能力理解」は，「キャリア目標設定行動」に直接的・間接的影響を

及ぼすことが明らかとなった。結果に基づき，キャリア教育プログラムの開発や充実化について提案さ

れた。 
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1．問題と目的 

(1) 問題 

大学におけるキャリア教育の背景と動向 

現在の大学におけるキャリア教育は，「形から質」へ，「就職支援からキャリア支援」へ，さらに「会

社選択から生き方支援」へ（社団法人国立大学協会 教育・学生委員会，2005）の大きな変化の潮流に

ある。現在のキャリア教育の基本的方向を決定づけたのは，2011年に公表された「今後の学校における

キャリア教育・職業教育の在り方」（中央教育審議会）である。答申では，キャリアを「人が，生涯の中

で様々な役割を果たす過程で，自らの役割の価値や自分と役割の関係を見いだしていく連なりや積み重

ね」とし，キャリア教育を「一人一人の社会的・職業的自立に向け，必要な基盤となる能力や態度を育

てることを通して，キャリア発達を促す教育」と定義している。Fig.1.は，社会的・職業的自立，社会・

職業への円滑な移行に必要な能力の要素である。「仕事に就くこと」に焦点を当てた基礎的・汎用的能力

として「人間関係形成・社会形成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニ

ング能力」の４つに整理し，社会的・職業的自立，社会・職業への移行を見据えた高等教育の在り方を
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示している。今日の大学のキャリア教育では，「能力」「態度」「意欲」「価値観」を統合的に修得させる

ことが求められていることが分かる。他にも，2011年に改正された大学設置基準によって，大学は，社

会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うことができるキャリア教育を大学教育の一環として

実施するよう義務付けられ，2012 年に取りまとめられた「若者雇用戦略」（内閣府）では，大学等にお

いても初年次から教育活動の全体を通じて体系的・系統的なキャリア教育を実施する取組みを進めるこ

と等の方針が示された。大学教育の立場からは，大学が果たす役割として，従来からの研究・教育機能

に加え，キャリア教育を推進するためにも社会人への移行期にある学生の人間教育の場としての役割を

担う必要性が高まっている。 

 

 
Fig.1. 社会的・職業的自立，社会・職業への円滑な移行に必要な能力の要素 

（資料出所：中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（答申）2011年１月） 

 

一方，キャリア教育は「具体的なプログラムを示すものではなく，抽象的な定義がなされているもの

であり，その具体的な意味内容は漠然としている」と村上（2011）が指摘するように，画一的なもので

はなく標準化されたプログラムが示されていない。具体的アプローチは各大学に任せられていることか

ら，各大学ともキャリア教育に関する独自プログラムの開発，全学カリキュラムの体系化，可視化が急

務となっている。このような事情から，キャリア教育を提供する現場では，それぞれの大学の実情に応

じたプログラムの開発や，充実化していくための教育成果の評価・測定の検討がなされている。 

社会的・職業的自立への意欲・主体性を育む教育の必要性 

翻って，学生自身に起因する社会的・職業的自立における問題が指摘されている。主たるものとして，

職業意識の未熟さ，進路意識・目的意識の希薄さ，コミュニケーション能力など職業人としての基本的

能力の低下，主体性・自立性の欠如などが挙げられている（中央教育審議会，2011）。とりわけ，「社会

的・職業的自立，社会・職業への円滑な移行に必要な能力の要素」（Fig.1.）での，「意欲・態度」に対

応する部分が重要問題とされている。自分自身のキャリア形成に対して主体的に関わらない姿勢，受け

身の態度が問題とされているのである。そもそもキャリアは個人の努力によって創造的に発達していく
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ものである（渡辺・Herr，2001）。大学がどのようなプログラムを提供したとしても，受講生本人が主

体的に取り組んでいかない限り，大きな成果は期待できない。したがって，キャリア教育支援において

は，まずスタート時の段階で，生涯キャリアの問題は自分自身の責任であることを自覚し，社会的・職

業的自立に向けて自ら学び，探索し，主体的にキャリア形成への行動を開始させるための働きかけが重

要である。 

他方，我が国の企業人事・人材育成の現場においては，社員のキャリア形成の主体性・自律性が重視

され，研究が進められている。背景として，バブル崩壊以降の経済停滞，IT 化，グローバル競争の激化

等の経営環境の変化に対応するため，日本企業の終身雇用と年功序列をベースとした雇用慣行が崩壊し，

「エンプロイヤビリティ（社員の雇用されうる能力）」が強調されるようになり，社員は会社に依存する

のではなく自己責任においてキャリア形成に主体的に関わる姿勢が求められるようになった。そのため，

社員の自律的・主体的キャリア形成を支援するキャリア研修やキャリアカウンセリングなどの施策を導

入する企業が増え，効果の検証が求められるようになったことが考えられる（堀内・岡田，2009）。キ

ャリア形成を自己責任として主体的，能動的に関わっていく態度，姿勢は学生段階のみならず，就職し

てから先も転職，転社の異動があり得ることから，生涯にわたって重要な問題である。 

しかしながら，上記のような必要性にもかかわらず，多くの大学におけるキャリア教育の現場では，

依然として，自己の価値観・興味・能力の理解から始まり，職業理解，自己の適性理解をベースとした

職務とのマッチングモデルが主流（小山，2014）であり，スタートラインにおいてキャリアを自ら構築

していく態度を育むアプローチや，職業態度の変容，キャリア形成への行動意欲喚起を促す働きかけが

少ないのが実情である。 

さて，キャリア形成に対する学生の主体性や意欲との関連を扱ったものとして，就業動機に関する実

証的研究がある。就業動機とは，「将来のキャリア選択へ向けた前向きな動機」として捉えられる概念で

ある（安達，2008）。安達は，女子大学生のキャリア意識と就業動機との関連性を検討し，「将来なんて

どうにかなる」のような，キャリア選択を切実な問題として考えない “受け身” 傾向は就業動機にネ

ガティブに働き，「自分にぴったりの仕事にめぐりあえる」のような“適職信仰”は就業動機にポジティ

ヴに影響し，「やりたいことや好きなことを仕事にむすびつける」のような“やりたいこと志向”は就業

動機には直接影響しないことを明らかにした。すなわち，やりたいこと，好きなことを第一義として，

二次的に仕事への就業意欲を持つのではなく，自らの適性を主体的・意欲的に判断し仕事を選ぶことが

就業動機を高めることを示唆する。 

しかし，上記の安達の研究は，主体的取り組みが就業動機と関係することを明らかにしたにとどまっ

ており，いかなる働きかけが，どのようなプロセスで就業動機を高めるのかを検討したものではない。

これに対して，自発的活動が就職活動の動機を高めることを示す研究として，就職活動期の活動意欲が，

就職活動に対する自己効力感に規定されることを示した研究（太田・田畑・岡村，2012）や，キャリア

選択のための職業探索行動が，内発的に喚起された自己成長への動機（自己成長志向）と関係すること
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を示唆した研究（安達，2010）がある。これらは，いずれも実際の就職活動がキャリア形成に及ぼす影

響について検討しているものの，大学におけるどのような教育や支援がキャリア形成への主体性や意欲

喚起に効果があるのかについては検討していない。 

一方，松尾（2013）は，大学のキャリア教育実践の視点からキャリア教育科目の動機づけ効果につい

て検討している。成果指標として受講生の授業への満足度，「将来の仕事や大学生生活の過ごし方につい

て，真剣に考えるようになった」のようなキャリア形成意識の変化，働く意欲の変化などについて受講

者の自己評定を用いて，教育プログラムの効果を報告している。しかしどのプログラムによってそれぞ

れの効果が得られたのか，キャリア形成の主体性や意欲喚起に関わる要因については検討していない。 

キャリア目標・行動計画設定の重要性 

ところで，キャリア形成のための諸活動への意欲について検討する場合，自己のキャリア発達の目標

という観点が問題になる。なぜならば「目標とは動機づけられた行動が向かう最終的な対象あるいは状

態である（松井，1999）」と定義され，「目標は個人が成し遂げようと試みるものであり，行動の対象と

なるものである。行動は目標をもつことによって初めて方向づけられ，完遂に向けての現実的手段や方

略を考えることが可能となる（南ら，2000）」と説明される（波線は筆者による）。つまり，学生が自分

自身でキャリア発達の目標を設定することによってはじめて，達成に向けた学習や能力開発などに主体

的に取り組むことが可能となり，キャリア形成につながるものと考えられるからである。 

従来，目標設定理論（目標のもつ心理的な特性を検証し，動機づけへの効果を解明することをめざし

た理論）の文脈では，目標の明確さ，具体性が動機づけに効果があることが確認されており（角山・松

井，1983)，さらに目標が長期間にわたるものである場合には，中・短期的な分割目標の設定と成果の

積み重ねが意欲の維持・向上に影響することが報告されている(Bandura ＆ Shank,1981)。 

学生のキャリア発達の目標は，その達成には比較的長期間を要することになりがちで，それゆえモチ

ベーションを維持し続けることが難しいと考えられる。就職活動に関して言及すれば，最近では企業側

がインターンシップを重視する見通しで，大学生の就職活動は一層長期化，早期化しており（注１），会

社説明会への参加，応募書類の作成，筆記試験，複数の面接試験など，学生は多くの困難を乗り越え，

意欲を維持していかなければならない。したがってキャリア教育による支援において，学生一人ひとり

が自分自身の目標を設定し，具体的な計画を立て，行動（就職活動）していけるような働きかけが必要

となる。 

 (2) 目的 

本研究では，先行研究の知見も踏まえ，大学生へのキャリア教育の実践的視座から，職業的自立をも

たらす能力を理解することの意義と，これまでの養育者（親）からの経済的支援の総量を意識化するプ

ログラムが，受講者の主体的キャリア形成意欲や目標設定への積極的な態度形成に及ぼす効果を検討し，

主体的キャリア形成意欲や目標設定への積極的態度を規定しうる要因を検討することを目的とした。具

体的には，以下の仮説を設定し，受講後の大学生のキャリア意識の変化の流れを包括的に検討した。な
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お，本研究では，全 15 回で構成されるキャリア教育科目の初期段階での効果を明確化するため，授業

ガイダンス直後から第2回の授業までに実施された導入プログラムに焦点をあてた。 

仮説1-1：本導入プログラムでの学習内容の理解は，キャリア形成への動機づけ効果がある。 

本導入プログラムでは，キャリアを生涯発達の視点から「仕事を中心とした人生全体」として捉え，

「人としての自立」を考えるよう促し，次いで，社会的・職業的自立に必要となる行動習慣や能力の理

解，および自己の課題を明確化する構成である。受講生が，自立やキャリア形成を自分自身の問題とし

て位置づけ，主体的にかかわりをもつようになると予測されることから仮説1-1が導かれる。 

仮説1-2：キャリア形成への動機づけはキャリア目標設定への積極的態度を促す。 

本導入プログラムでは目標設定理論の知見を活かし，納得感のあるキャリアを構築するためには，具

体的な目標を設定し，行動計画をもつことが有用であることを学ぶ。キャリア形成の動機づけが高まれ

ば，目標と行動計画設定の必要性を認識することが予測されるので仮説1-2が導かれる。 

仮説1-3：就職への移行期に必要な能力要素の理解はキャリア目標設定への積極的態度を促す。 

本導入プログラムでは，就職への移行期に関連する代表的な能力論である「人間力（内閣府，2003）」，

「就職基礎能力（厚生労働省，2004）」，「社会人基礎力（経済産業省，2006）」，「社会的・職業的自立に

必要な基礎的・汎用的能力（中央教育審議会，2011）」，産業界から求められる能力と期待される学生時

代の能力開発（社団法人日本経済団体連合会，2004）について学び，職業的自立のための客観的指標を

理解する。続いて「社会人基礎力自己チェック（「自ら目標を設定し確実にやりとげることができる」な

どの行動指標についての自己診断）」（石橋，2012）により，現在の自分に欠如している基礎的な能力要

素を明確化する構成である。学習による気づきや危機意識が，目標や行動計画立案などの積極的態度を

促すと予測されるため，仮説1-3が導かれる。 

仮説2-1：個人ワーク「命をはぐくむための費用算出」（石橋，2012）は，自尊感情を高める。 

自尊感情とは「自己に対する評価感情で，自分自身を基本的に価値あるものとする感覚」と定義され

（遠藤，1999），子どもが親から愛情を受けてきたという認識が自尊感情を高めると考えられている。

大学生を対象とした実証研究でも，親の情緒支持的な養育態度が自尊感情に影響することが報告されて

いる（豊田・松本，2004）。個人ワーク「命をはぐくむための費用算出」によって，養育者（親）から

受けた経済的支援，情緒支持的を再認識すると考えられるので，仮説2-1が導かれる。 

仮説2-2：個人ワーク「命をはぐくむための費用算出」（石橋，2012）は，養育者（親）への感謝や心

理的負債感などの情緒的反応を引き起こすとともに，返報行動へ動機づける。 

一般に人は他者から援助を受けた場合，受けた利益や好意と同種，同程度のものを援助者に返すべき

であるという互恵規範が働く（Gouldner，1960)。また，他者から援助を受けることにより，感謝など

の快感情とともに，心理的負債感を抱く（相川・吉森，1995）。心理的負債とは援助者に返報ができる

まで「借り」がある状態である（Greenberg，1980）。個人ワークによって養育者（親）から受けた援

助への認識が高まることが予測されるため，仮説2-2が導かれる。 
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仮説2-3：養育者（親）への返報行動への動機づけは，経済的自立・職業的自立への自覚を促す。 

前述したように，養育者（親）への返報行動は，互恵規範によるものであり，養育者（親）が自分を

育てるために支払った費用に見合うだけの返報行動へと動機づけられると考えられる。したがって，返

報を達成するための経済的・職業的自立への認識が高くなると予測され，仮説2-3が導かれる。 

仮説2-4：自尊感情は，キャリア形成への意欲を高める。 

大学生を対象とした先行研究において，自尊感情は，自己効力感との関連性が強いことが報告されて

いる（豊田, 2006）。自己効力感とは，ある結果を生み出すために必要な行動をどの程度うまくできるか

という個人の確信であり（坂野・東條，1986），学習や行動への意欲を促すとされる。したがって，仮

説2-4が導かれる。 

 

2．方法 

(1) 対象者：Ａ女子大学の学生236名（1年生40名，2年生158名，3年生37名，4年生1名）。キャ

リア形成を目的とした授業（全学共通教養科目）の受講者を対象とした。導入プログラム（所要時間：

150分）を，2日間に分割して1週間ごとに実施し，プログラム終了直後に質問紙調査を行った。 

(2) 教育プログラムの構成・内容 

①自立の4領域（身辺生活の自立・精神心理的自立・経済的自立・社会的自立）②大学生としての自

立の要件③日本の青年の経済的自立の現状（厚生労働省，2009）④青年期の心理的自立⑤就職への移行

期に必要な能力⑥産業界から求められる能力と期待される学生時代の能力開発（社団法人日本経済団体

連合会，2004）⑦個人ワーク「社会人基礎力自己チェック」（注２）⑧個人ワーク「命をはぐくむため

の費用算出（注３）」 

(3) 質問紙の構成 

①受講後のキャリア意識の変化：本研究では本導入プログラム全体の効果を検討するために，受講後

のキャリア形成へのモチベーションとキャリア目標設定への積極的態度を測定する22項目を作成した。

川崎（2008）の生きる力尺度と文部科学省（2011)のキャリア教育アンケートによる，将来設計能力の

概念を参考にした将来設計尺度，清水・花井（2007）のキャリア意思決定尺度を参考にしたモラトリア

ム，相談希求の 2 下位尺度，堀内・岡田（2009）のキャリア自律心理尺度と坂柳（1999）の成人キャ

リア成熟度尺度を参考にしたキャリア形成意識尺度，自己責任自覚尺度の2下位尺度で設定されている。 

②個人ワーク「命をはぐくむための費用算出」の効果：経済的・職業的自立意識を高めるワークの効

果を測定する 16 項目を作成した。山本ら（1982）の自尊感情尺度を参考にした自尊感情尺度，相川・

吉森（1995）の心理的負債感尺度を参考にした心理的負債感尺度，松浦（1992）の返報行動方略の分類

結果をもとにした返報行動尺度の3下位尺度で設定されている。 

③理解度：本導入プログラムへの理解を確認するため，「就職への移行期にはどのような能力が必要

となるのか理解できた」等の6項目を作成した。 
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いずれも7件法（1:全然あてはまらない～7：非常によくあてはまる）で評定させた。 

 

３．結果 

(1)各尺度の構成 

受講後のキャリア意識の変化の評定尺度および個人ワーク「命をはぐくむための費用算出」の効果の

評定尺度について主因子法・プロマックス回転による因子分析を行った。受講後のキャリア意識の変化

においては5因子が抽出された。因子負荷.400未満の3項目を削除し再度因子分析を行った（Table 1）。

第 1 因子は「これからの人生を，より充実したものにしたいと強く思った」「職業生活の設計は自分の

責任であると思うようになった」など，自らの責任でキャリアを充実させていこうという意識でまとま

っているため，「主体的キャリア形成意欲」と解釈した。第 2 因子は「職業選択の問題は重要なことな

ので，誰かと相談したいと感じた」など，自分の将来について相談したいという欲求を表わすものであ

るため，「相談希求」と命名した。第3因子は「将来の目標の実現に向けて行動を起こそうと思った」「将

来について具体的な目標を立てようと思った」など，将来に向けて具体的な目標を設定し，行動計画を

立てていこうとする意識でまとまっているため，「キャリア目標設定行動」と解釈した。第4因子は「い

つまでも仕事をしないで遊んでくらしたいと思った(逆転)」など，職業的自立を先延ばしにしたいとい

う心理社会的モラトリアムの状態でまとまっているため，「モラトリアム」と解釈した。第5因子は「職

業に関する情報が充分にないので，情報を集めてから決定したいと思った」など，職業の決定に向けて

情報を得たいという積極的な姿勢を表わすものであるため，「職業情報収集意欲」と命名した。各因子の

項目得点を合計し，項目数で割った項目評定平均値を尺度得点とし，信頼性係数（α係数）を算出した

ところ，「主体的キャリア形成意欲」は.83，「相談希求」は.80，「キャリア目標設定行動」は.82 と高い

値が得られ，「モラトリアム」は.68，「職業情報収集意欲」は.70とやや低い水準であったが，全体とし

て概ね満足できる水準であった。 

個人ワーク「命をはぐくむための費用算出」の効果においては4因子が抽出され，因子負荷.400 未満

の2項目を削除し再度因子分析を行った（Table 2）。第1因子は「自分も経済的に自立して，養育者（親）

にお返しをすべきだと思った」など，経済的自立への意欲と養育者（親）への返報への意識でまとまっ

ているため，「経済的自立による返報行動意図」と解釈した。第 2 因子は「養育者（親）に悪いと感じ

た」など，養育者（親）に対する申し訳ない気持ちを表すものであるため「申し訳なさ」と命名した。

第3因子は「自分は色々な良い素質をもっていると思った」「自分は何かの役に立てる人間だと思った」

など，自分自身を基本的に価値あるものとする感覚でまとまっているため，「自尊感情」と解釈した。第

4 因子は「養育者（親）に恩を感じた」「養育者（親）への感謝の気持ちがわいた」で構成されており，

「恩義」と命名した。各因子の項目得点を合計し，項目数で割った項目評定平均値を尺度得点とし，信

頼性係数（α係数）を算出したところ，「経済的自立による返報行動意図」は.82，「申し訳なさ」は.87，

「自尊感情」は.80，「恩義」は.90と高い値が得られ，満足できる水準であった。 
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本導入プログラムへの理解度の平均は全項目において中点 4.0 を上回り，学習効果が確認された。各

尺度得点の評定平均と標準偏差をTable 3に示した。学習効果として「主体的キャリア形成意欲」「キャ

リア目標設定行動」「職業情報収集意欲」「相談希求」「モラトリアム」が促されることが示唆され，仮説

1-1「プログラム学習内容の理解は，キャリア形成への意欲を高める」は概ね支持された。個人ワーク「命

をはぐくむための費用算出」によって，「経済的自立による返報行動意図」「申し訳なさ」「恩義」が促さ

れ，「自尊感情」が高まることが示唆され，仮説 2-1「個人ワーク”命をはぐくむための費用算出”は，

自尊感情を高める」，仮説2-2「個人ワーク”命をはぐくむための費用算出”は，養育者（親）への感謝

や心理的負債感などの情緒的反応を引き起こすとともに，返報行動へ動機づける」は概ね支持された。 

 

 Table 1 受講後のキャリア意識変化についての評定尺度の因子分析結果 

（主因子法プロマックス回転後） 

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子
これからの人生を、より充実したものにしたいと強く思った 0.822 -0.027 -0.178 -0.032 -0.014
職業生活の設計は自分の責任であると思うようになった 0.756 -0.034 -0.002 -0.039 0.002
どうすれば納得がいく人生を歩めるのかをよく考えたいと思った 0.662 -0.021 0.104 -0.021 0.038
自分の職業生活の送り方には自分で責任をもとうと思った 0.572 -0.048 0.088 0.131 -0.109
職業生活の設計は、自分にとって重要な課題であると思った 0.570 0.154 0.022 -0.066 0.095
納得いく職業生活を歩めるかどうかは、自分の意志と責任によると思うようになった 0.569 -0.060 0.025 0.027 0.101
職業生活や仕事に役立つ情報を、積極的に収集するようにしたいと思った 0.410 0.118 0.339 0.005 -0.035
職業選択の問題は重要なことなので、誰かと相談したいと感じた -0.002 0.944 -0.046 0.096 -0.001
将来の職業について、誰かに相談したいと感じた 0.017 0.856 0.041 -0.031 -0.115
自分一人で何かを決めたことがないので、誰かにアドバイスを求めたいと感じた -0.059 0.497 -0.037 -0.128 0.198
将来の目標の実現に向けて行動を起こそうと思った 0.015 -0.042 0.906 0.051 -0.001
将来について具体的な目標を立てようと思った -0.030 0.034 0.852 -0.042 0.056
今、学んでいることと自分の将来のつながりを考えることができるようになった 0.149 -0.062 0.529 -0.033 -0.029
いつまでも仕事をしないで遊んでくらしたいと思った(逆転） -0.129 -0.013 -0.005 0.824 0.101
就職のことなど考えずに、自分の好きなことに集中していたいと思った(逆転） 0.001 -0.068 -0.046 0.597 0.023
自分のこれからの仕事や働き方には関心がわかなかった(逆転） 0.247 0.065 -0.030 0.494 0.005
自由でいたいので定職（フルタイム就職）にはつきたくないと思った(逆転） -0.003 0.060 0.059 0.451 -0.146
職業に関する情報が充分にないので、情報を集めてから決定したいと思った -0.024 0.086 0.030 0.027 0.789
職業は決まっていないが、今の関心を深めていけば職業につながってくると感じた 0.102 -0.094 0.008 0.008 0.703
因子寄与 4.442 2.289 3.974 2.410 1.658  

 

Table 2 個人ワーク”命をはぐくむための費用算出”の効果についての評定尺度の因子分析の結果  

(主因子法プロマックス回転後) 

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子
自分も経済的に自立して、養育者（親）にお返しをすべきだと思った 0.763 0.066 -0.039 -0.001
出来るだけ早く経済的に自立して養育者（親）にお返しがしたいと思った 0.744 0.076 -0.064 0.100
養育者（親）の期待に応えられるように、経済的に自立しようと思う 0.717 -0.084 0.043 -0.154
将来、養育者（親）に金銭的な恩返しをするつもりだ 0.684 0.015 -0.003 -0.092
養育者（親）の期待に応えられるように、きちんと勉強するつもりだ 0.550 0.013 0.044 0.077
養育者（親）にお礼や感謝の気持ちを伝えるつもりだ 0.470 -0.064 0.061 0.277
養育者（親）に悪いと感じた -0.076 0.912 0.037 0.006
養育者（親）に申し訳ないと思った 0.065 0.764 -0.052 0.072
自分が情けなく思えた(逆転） -0.047 -0.654 -0.034 0.079
自分は色々な良い素質をもっていると思った -0.084 0.109 0.866 -0.017
自分は何かの役に立てる人間だと思った 0.069 0.010 0.854 -0.050
自分も人並みには価値のある人間であると思った 0.055 -0.154 0.578 0.117
養育者（親）に恩を感じた -0.037 0.039 0.021 0.930
養育者（親）への感謝の気持ちがわいた -0.023 -0.035 -0.020 0.914
因子寄与 3.658 2.225 2.339 2.877  
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(2) 「キャリア目標設定行動」に影響を及ぼす要因 

受講後のキャリア意識の変化の流れを包括的に

検討するため，「主体的キャリア形成意欲」を媒介

として「キャリア目標設定行動」を促進するとい

う一連のモデルを仮定し，共分散構造分析を行っ

た。分析に用いたモデルは，Fig.2 に示した。「恩

義」もモデルに含めていたが，有意なパスが得ら

れなかったため除外し，「就職への移行に必要な能力理解」「自尊感情」「経済的自立による返報行動意図」

の影響を検討することとした。モデルの適合指数は，GFI=0.990，AGFI=0.948，CFI=0.987，

RMSEA=0.068となり，許容可能な適合度に達していると判断した。 

分析の結果，「自尊感情」「経済的自立による返報行動意図」は「キャリア目標設定行動」に直接的影

響を与えず，「主体的キャリア形成意欲」を媒介として「キャリア目標設定行動」に影響を与えるという

間接効果がみられた。したがって，仮説2-3「養育者（親）への返報行動への動機づけは，経済的自立・

職業的自立への自覚を促す」と仮説 2-4「自尊感情は，キャリア形成への意欲を高める」は部分的に支

持された。なお，仮説 2-3 については，個人ワーク”命をはぐくむための費用算出”の効果についての

評定尺度の因子分析の結果から「返報行動」と「経済的自立」が１つの因子として解釈された。「就職へ

の移行に必要な能力理解」は「キャリア目標設定行動」に直接的・間接的影響を与えることが示された。

したがって，仮説1-3「就職への移行期に必要な能力の理解はキャリア目標設定への積極的態度を促す」

は支持された。 

 

 

Fig.2.  主体的キャリア形成意欲を媒介としたキャリア目標設定行動に関するパス解析の結果 

 

４．考察 

本研究の目的は，職業的自立をもたらす能力を理解することの意義と，これまでの養育者（親）から

の経済的支援の総量を意識化するプログラムを組み込んだ教育の効果を検討し，キャリア形成への主体

性や意欲喚起，および目標設定への積極的な態度形成を規定し得る要因を明らかにすることであった。

各尺度得点平均の結果，本導入プログラムの学習によって「主体的キャリア形成意欲」「キャリア目標設

Table 3  各尺度得点の評定平均と標準偏差 

 平均 SD
職業情報収集意欲 4.5 1.49
モラトリアム 5.5 0.95
キャリア目標設定行動 5.7 0.91
相談希求 4.6 1.24
主体的キャリア形成意欲 6.0 0.65
恩義 6.9 0.44
自尊感情 4.6 1.07
申し訳なさ 5.1 0.70
経済的自立による返報行動意図 6.3 0.71  
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定行動」「相談希求」「職業情報収集意欲」が促されることが示唆された。また，これらの意欲喚起と同

時に，「いつまでも遊んでくらしたい」のような「モラトリアム」が生じることが示唆された。これは学

習に取り組むことにより，はじめて自立への自己の課題に直面したことが理由として考えられる。心理

的なモラトリアムは，社会的な責任や義務がある程度猶予される青年期の「半人前意識と自立への渇望」

を源泉とした特質を示し，職業生活への移行および社会人として必要な能力や自覚を身につけて終結す

ると考えられてきた（Erikson,小此木監訳，1973）。本導入プログラムによって促された「モラトリア

ム」は，自立への発露として捉えることができよう。現場での支援においては，心理的なモラトリアム

がキャリア発達のプロセスであることを認識させ，自己受容を促すとともに，次のステップとして現実

逃避せずに将来的展望をもち，中長期的目標を設定するように働きかけることが有効であろう。 

「主体的キャリア形成意欲」を媒介として「キャリア目標設定行動」を促進するという一連のモデル

を仮定し共分散構造分析を行った結果，「自尊感情」「経済的自立による返報行動意図」は「主体的キャ

リア形成意欲」を媒介として「キャリア目標設定行動」に影響を与えるという間接効果がみられ，「キャ

リア目標設定行動」における「主体的キャリア形成意欲」，「自尊感情」の重要性が示唆された。特筆す

べきは，「経済的自立による返報行動意図」のキャリア形成への動機づけ効果であろう。従来キャリア形

成の支援では，キャリアは個人が創造していくものであることから，「自分のため」に努力することが自

明であり，「他人のため」に努力する「他者志向的動機」ではなく，自律的・自己決定的に動機づけられ

た「自己志向的動機」が重視されてきた。他者志向的動機とは「自己決定的でありながら，同時に人の

願いや期待に応えることを自分に課して努力を続ける意欲の姿」と定義される（真島，1995）。「経済的

自立による返報行動意図」は，自分を応援してくれる養育者（親）のために努力する「他者志向的動機」

であり，これが「主体的キャリア形成意欲」すなわち「自己志向的動機」に直結し，両方が統合される

ことによって，「キャリア目標設定行動」が促されたと考えられる。本研究はキャリア形成における，自

己志向的動機と他者志向的動機の統合，相乗効果による動機づけの有効性を示唆する点で意義がある。 

「就職への移行に必要な能力理解」は「主体的キャリア形成意欲」を媒介として「キャリア目標設定

行動」に直接的・間接的影響を与えることが示された。本導入プログラムの「就職への移行に必要な能

力理解」の内容は，まず外的な能力基準を理解し，次いで「社会人基礎力自己チェック」という構成で

あったため，自己注目による省察を深める効果があったと考えられる。先行研究から，「自己に注意が向

くと，まず自分自身の行動の適切さが意識されるようになり，現実の自己の状態と行動の基準とが比較

され，自分の行動を基準に近づけるよう行動するようになる」（坂本，1997）ことが明らかにされてい

る。つまり，受講生は「社会的・職業的自立の基準となる基礎的能力が備わっているのか」を内省した

結果，自分に欠如している意識・態度・能力を，適切な基準まで伸ばそうと動機づけられたと解釈でき

よう。本研究の知見は，キャリア教育導入期のプログラム開発や充実化にも適用できよう。 

最後に，本研究での「自尊感情」は，特性としての自尊心や他の学習による有能感などの影響も考え

られ，本導入プログラムの効果として限定することはできないこと，本研究の参加者が女子大学生のみ
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であったこと，実際のキャリア目標の内容や就職活動量，志望先への内定等の成果との関連については

検討していないことなど，本研究の知見にはいくつかの限界がある。したがって，今後はこれらの点を

踏まえた上での検討が必要である。 

 

注 

注１：2016年卒，長い就活変わるはずが 日本経済新聞 2014年8月11日 

注２：社会人基礎力 12 の能力要素についての自己評価の結果をレーダーチャートに記入し，大学生活

での課題を明確化し，「強みをさらに伸ばす」「弱みを改善する」ための具体的な行動計画を立て

るワークである（石橋，2012）。 

注３：学生自身が生まれてから 18 歳まで，生活，教育のために支払われた費用を概算するワークであ

る（石橋，2012）。教育費用は「学校種別にみた学習費総額（平成 20 年度子どもの学習費調査， 

文部科学省）」を参考にして算出させた。 

 

引用文献 

安達智子 2008 女子大学生のキャリア意識‐就業動機，キャリア探索との関連 心理学研究 79 (1)， 

27-33 

安達智子 2010 キャリア探索尺度の再検討 心理学研究 81 (2)，132-139 

相川充・吉森 護 1995 心理的負債感尺度の作成の試み 社会心理学研究  11(1)，63-72 

Bandura, A., ＆ Shank, D. H  1981  Cultivating competence, self-efficacy, and intrinsic interest 

through proximal self-motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 586-598. 

Erikson, E. H., Identity and the life cycle, 1959 小此木啓吾（訳編） 自我同一性 1973 誠信書房 

遠藤由美 1999  自尊感情  中島義明・他（編） 心理学辞典 有斐閣  343-344 

Gouldner, A. W.  1960  The norm of reciprocity : A preliminary statement,  American Sociological 

Review, 25, 161-178 

Greenberg, M. S.  1980  A theory of indebtedness. In K.J. Gergen, M. S. Greenberg, & R. H.Willis 

eds, Social exchange: Advances in theory and research, New York: Plenum Press.  3-26 

堀内 泰利・岡田 昌毅 2009 キャリア自律が組織コミットメントに与える影響 産業・組織心理学研

究23(1),  15-28 

石橋里美 2012 キャリア開発の産業組織心理学ワークブック ナカニシヤ出版 

伊藤忠弘  2009 達成動機における他者志向動機の概念の再検討 学習院大学文学部研究年報 55， 

217-235  

角山剛・松井賚夫 1983 個人目標，パフォーマンスに及ぼす与えられた目標の明確さの効果 応用社

会学研究 24，53-59 



キャリア教育からみた大学生のキャリア目標設定行動に及ぼす要因分析 

石橋里美・林 潔・内藤哲雄 

－ 24 － 

川崎友嗣 2008 キャリア教育の効果と意義に関する研究－中学校における効果測定の試み 関西大学

人間活動理論研究センター 7， 43-52 

経済産業省 2006 社会人基礎力に関する研究会―中間とりまとめ 

厚生労働省 2004 若年者の就職能力に関する実態調査結果 

厚生労働省  2009 若年者雇用実態調査 

真島真里 1995 学習動機づけと「自己概念」 東洋（編）現代のエスプリ333 意欲 やる気と生き

がい 123-137 

松浦均 1992 援助者との関係性が被援助者の返報行動に及ぼす影響 名古屋大学教育学部紀要（教育

心理学科） 39，23-32  

南隆男・浦光博・角山剛・武田圭太 2000  組織・職務と人間行動 ぎょうせい p66      

村上純一 2011  中教審「接続答申」における「キャリア教育」の意味 東京大学大学院教育研究科紀

要 50， 315-323 

内閣府 2003 人間力戦略研究会人間力戦略研究会報告書 「若者に夢と目標を抱かせ，意欲を高める

～信頼と連携の社会システム～」 

内閣府 2012 若者雇用戦略 

小此木啓吾 1978 モラトリアム人間の時代  中央公論社                                         

小此木啓吾  1979  モラトリアム人間の心理構造 中央公論社   

王晋民・黄 勇 2011 就職不安と情動知能，就業動機との関連性 千葉科学大学紀要 4，37-44 

小山健太 2014 日本型「学校から仕事への移行」における大学生のキャリア意識 産業・組織心理学

会第30会大会発表論集，  71-74  

坂本真士 1997  自己注目と抑うつの社会心理学  東京大学出版会  53-187 

坂本真士  2005  抑うつと自己 坂本真士・丹野義彦・大野裕（編） 抑うつの臨床心理学  東京大学

出版会 75-95 

坂野雄二・東條光彦 1993 セルフ・エフィカシー尺度 上里一郎（監） 心理アセスメントハンドブ

ック 西村書店 478-489  

坂柳恒夫 1999 成人キャリア成熟尺度(ACMS)の信頼性と妥当性の検討 愛知教育大学研究報告 教

育科学 48，115-122 

桜井芳雄 1999  目標 中島義明・他（編） 心理学辞典 CD-ROM版 有斐閣 

清水和秋・花井洋子 2007 キャリア意思決定尺度の開発 : その 1:大学生を対象とした探索的因子分

析からの尺度構成 関西大学社会学部紀要 38(3)，97-118 

園田雅春 2004  子どもの自尊感情形成過程における状況性の考察  甲子園短期大学紀要  23，57-62 

社団法人国立大学協会 教育・学生委員会 2005 大学におけるキャリア教育のあり方 

社団法人日本経済団体連合会 2004 21世紀を生き抜く次世代育成のための提言－「多様性」「競争」



東京未来大学研究紀要 2015 vol.8 

－ 25 － 

「評価」を基本にさらなる改革の推進を－ 

太田さつき・田畑智章・岡村一成 2012 就職活動に対する自己効力感：大学生を対象とした尺度の有

効性の検討 応用心理学研究 37 (2)， 107-117 

豊田加奈子・松本恒之 2004  大学生の自尊心と関連する諸要因に関する研究 東洋大学人間科学総合

研究所紀要 創刊号, 38-54 

豊田弘司 2006  大学生の自尊感情と自己効力感に及ぼす随伴・非随伴経験の効果  育実践総合センタ

ー研究紀要 (15)，7-10  

中央教育審議会 2011 今後の学校教育におけるキャリア教育・職業教育の在り方について 

渡辺三枝子・E.L.Herr 2001 キャリアカウンセリング入門‐人と仕事の橋渡し ナカニシヤ出版 

山本純子・徳珍温子・小坂やす子・長谷川幹子 2010 看護大学生の就業動機に関する研究‐就業動機

と自己同一性との関連 太成学院大学紀要 12，177-186 

山本真理子・松井豊・山成由紀子 1982 認知された自己の諸側面 教育心理学研究30，64-68 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


