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法政大学経営学部の学生の 9割以上がアルバイトをしている。これは法政大学に限ったこ

とではなく、多くの大学生にとってアルバイトに従事することは当たり前になっている。そ

のため、大学生を対象としたアルバイトのアンケートが多数実施されている。しかし、アル

バイトに関する大学生の選択行動の要因にまで踏み込んだ研究は極めて少ない。 

そこで本稿では、その要因を法政大学経営学部の学生を対象として実施したアンケート調

査の結果を用いて計量分析を行い検証した。分析に際しては、過去１年間のアルバイト経験

の有無について分析を行った上で、「勤務地」、「時給」、「労働時間」の 3つの観点から

分析を行った。 

分析の結果を見ると、勤務地に関しては実家暮らしであることや、教育業でアルバイトを

する場合に、地元で働く選択をする傾向が強い。時給に関しては、実家暮らしの場合、多少

の時給の低さを受け入れる傾向がある。労働時間に関しては、アルバイトを自己成長の場と

捉えている学生、奨学金を借りている学生は労働時間を長くする傾向がある。また、勤務地、

時給、労働時間の全てにおいて男女間で選択パターンの違いが観察された。 

企業にとって重要な働き手である大学生のアルバイト要員を効果的に確保するためには、

本稿の知見を踏まえると、実家暮らしと一人暮らしの違い、男女の違い、学年による違いに

意識を向け、より学生の希望を汲んだマーケティングを行うことが効果的だろう。 
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１．はじめに 

日本の大学生のいったいどれほどがアルバイトに従事しているのだろうか。日本学生支

援機構（2012、2018）によると、2016 年度の調査では大学（昼間部）で 83.6％、過去 10

年を見ても常に 7 割以上を保っており、大学生にとってアルバイトをすることは、当たり

前となっている。なお、アルバイトとは三保（2018）の定義に倣い「大学生として学生生

活を送りながら、パートタイム労働に従事すること。そこでの活動は、企業社会や職業社

会に触れることのできる機会として機能しうる」ものとして本稿ではとらえていく。 

大学生がアルバイトをする理由は様々あると考えられる。全国大学生協（2019）による

と、アルバイト代の利用使途は上位から「旅行やレジャーの費用」、「生活費のゆとり」、

「生活費の維持」、「クラブ・サークル費用」などとなっており、生活をこなしていくため

だけでなく、大学生としての多様な活動に充てる資金のためであることがわかる。また、

企業側から見ても、昼夜を問わず比較的まとまった時間で働ける大学生は重要な働き手と

なっている。この状況は、20 年前から大学生の「基幹労働力化（武石，2002）」と呼ばれ

ている傾向であり、最近ではこの傾向がさらに強まっているとも言われる（連合広報事務

局，2017）。 

では、大学生は一体どのようにアルバイト先を決定しているのか。アルバイト選びで重

視されている点について、求人サイトが行った大学生向けのアンケートを見ると、多く挙

げられているものに「シフトの融通が利く」、「時給が良い」、「家・学校から近い」がある

（タウンワーク，2014、フロム・エー，2017、マイナビ，2019）。このような学生の判断

基準は、学業やサークル活動とのバランスを考え、両立がしやすい条件を優先させている

大学生らしさが表れている部分だと言えよう。 

この事実は、就業選択とアルバイト選択という 2 つの選択は、一見類似すると思われる

ものの、前者は時間配分に関しては原則として 1 つの選択、後者は両立という複数（学業

時間と労働時間）の同時選択であるという意味において、似て非なるものである。そして

後述する通り、アルバイト選択に関する学術的研究は意外なことに乏しいのが実情である

1。すなわち、学生が意識的にせよ、無意識にせよ、一体何を基準にアルバイト選択を行っ

ているのかを実証的に検証する意味は大きい。 

アルバイトをするにあたって学生は、様々な選択をしていると考えられる。ここで選択

とは、アルバイト先の選択、アルバイト時間の選択、アルバイト時給の選択等である。本

稿では、これらの選択の中でも、学業と両立させて行う大学生特有のアルバイトに関する

選択のメカニズムを明らかにする。そのため、そうした選択を行う上では、学生の生活環

境、経済的状況、学年、性別等の個人の属性も考慮し、計量分析を試みる必要がある。 

本稿では、法政大学経営学部の学生を対象に、アルバイトの選択動機に関するアンケー

 

1 アルバイトについての研究は、ブラックバイト問題やアルバイトによる精神的負担等に

関するものが多い。 
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トを行い、結果を分析することで大学生のアルバイト観、アルバイト選択の決定要因とな

るものは何かを定量的に考察する。 

本稿の構成は、2 章で学生アルバイトに関する先行研究を紹介した上で本稿の新規性を

提示し、3 章では実際のアンケート結果を用いて推定を行い、4 章で本稿の学術的貢献及

びそこから得られる知見について論じていく。 

 

２．先行研究と研究目的 

本稿の目的は、大学生におけるアルバイトの選択結果について、その原因となる要因を

明らかにすることである。大学生にとってアルバイトの経験が当たり前となっている近

年、大学生を対象としたアンケート調査が多数行われており、大学生のアルバイトに対す

る意識が比較的容易に垣間見ることができるようになってきている。以下では、これらの

先行研究を整理し、本稿で行う分析の意義を明らかにする。 

 大学生アルバイトに関する先行研究は、学術的な研究よりもむしろ学生関連サービスを

行っている非営利組織や企業によって行われているケースが多く、その大半はアンケート

調査である。以下では、アンケート調査を中心に、関連する学術研究を紹介していく。 

アルバイトの動機について調査した日本私立大学連盟（2018）によると、「ほしい物を

購入したり、遊び、旅行、趣味などにあてる（79.0%）」（以下、趣味・交際費目的）、「主

に生活費、学費などにあてる（42.6％）」（以下、生活費・学費目的）「社会勉強

（26.7%）」がアルバイトの動機の上位となっており、圧倒的に金銭的動機が大きいことが

わかる2。 

ただし、「現在の住まい別」にクロス集計をした結果をみると、少し傾向が異なる。例

えば、自宅外に暮らす大学生（以下、下宿学生）は「趣味・交際費目的」が全体より 7.6

ポイント減少し、「生活費・学費目的」が 17.1 ポイント増加する。これは、下宿学生の方

が、自宅暮らしの学生（以下、自宅学生）に比べ、経済的負担をアルバイトの稼ぎで工面

している傾向を示していると考えられる。この事実は、下宿学生の方が、自宅学生よりも

アルバイトに勤しみ、よりアルバイト収入が多いことを予想させる。しかし、日本学生支

援機構（2018）によると、下宿学生の方が、自宅学生よりもアルバイト収入が少ない、と

いうやや直観とそぐわないアンケート調査結果となっている。このように、自宅学生と下

宿学生では少なからずアルバイト選択に関する差異が観察されるため、本稿の分析でもこ

の違いをコントロールした分析をする必要であろう。 

アルバイトの最も重要な動機である金銭面に目を向けてみよう。日本学生支援機構

（2018）によると、学生の奨学金による収入が減少傾向にあり、2014 年度から 2016 年度

にかけて 1.47 万円減少している。同様に家庭からの給付も減少しており、合計で 2.78 万

 

2  この結果は、全調査学生 11,541 名に関する結果である。調査対象は加盟 121 私大の

12,369 名の学生である。 
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円の収入減少となっている。一方、アルバイトによる収入は 3.43 万円増加しており、奨学

金の減収をアルバイトで賄っている可能性が指摘されている。一人暮らし等の生活状況や

奨学金の受給状況は、ともに大学生のアルバイト量に影響を及ぼすと考えられる。現状で

はこれらの関係を紹介しているケース（例：両角，2011、岩田，2014）はあるが、その原

因にまで踏み込んだ研究は筆者の調べた限りではなかった。 

また、日本学生支援機構（JASSO）奨学金の存在は、アルバイト時間を短くする方向に

作用することを岩田（2009）は明らかにしている。ただし、この分析は 2006 年度の調査

をもとにした分析結果である。その後、日本学生支援機構（2019）によると奨学金受給率

が 10 ポイント程度上昇しており、奨学金をめぐる環境の影響を分析する必要があるだろ

う。 

 アルバイトをする理由として金銭的動機の次に挙げられる「社会経験（就職未経験の学

生が社会人と接したり職業体験をしたりすることで、社会人に必要な要素を学ぶこと）」

と、アルバイトの関係に関する調査・研究も様々行われている。大学生のアルバイト実態

調査を行うマイナビ（2019a）によると、「大学生の 3 人に 1 人は、アルバイト探しにおい

て就職活動を意識」しているという。アルバイトでの経験を就職活動でアピールすること

や、アルバイトを通して自分の適正を判断することを視野に勤務先を選んでいるというこ

とだろう。就職活動を控える大学生の特徴が表れていると考えられる。佐野（2004）は、

アルバイトによって「将来の職業に関する自分の適正を判断したり、社会人として働くの

に必要な初歩的な能力やスキルを身につけたりすることが可能である」としており、アル

バイトは「手軽に企業社会や職業世界に触れることのできる効果的な手段である（関口，

2010）」といえる。アンケート調査を行っているインテリジェンス（2016）でも、「大変で

も働きたいアルバイト先」として「将来の仕事・就職につながるアルバイト」「マナーや

素敵な立ち居振る舞いが身につくアルバイト」という選択肢がともに 75%以上の学生に選

ばれている。つまり、大変でもメリットを見出せるアルバイトなら、アルバイト先として

学生が選択するということになる。ただし、社会経験や自己成長を望む学生が実際にどの

ような就労状況にあるのかは明らかになっておらず、学生が潜在的にアルバイトに期待す

るものと、アルバイト先やアルバイト量の選択との関係がどの様になっているのかを検証

する必要があると考えられる。 

大学生は、以上のような目的に従い勤務先を選択しているとされるが、アルバイトが学

業を本分とした生活の中で時間を割いて行われていることを考慮する必要がある。学校と

住まいを往復する生活の中で、勤務地は学生にとって重要な項目である。藤生ほか

（2018）の調査においても、「アルバイトを探すときに重視するもの」として「時給が良

い（50%）」に次いで「通勤に便利（36%）」という時間距離の要素が挙げられており、給

与面に関する学生の選択行動に加え、アルバイト先への時間距離に関する選択に関しても

分析すべきであることがわかる。 

大学生の学びとアルバイトのバランスという観点では、成績とアルバイトの関係に関し
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て寺崎（2010）が、成績に対してアルバイトをしていることが負に有意な影響を与えてい

ることを実証的に示している。すなわち、アルバイトが学業に悪影響を及ぼすということ

を意味する。ただし、寺崎（2010）はこの因果関係に関する理論的な説明は行っておら

ず、アルバイトをするか否かが、成績に影響を与えることをアドホックに仮定している。

だが、アルバイトと成績の関係には双方向的な関係があると考えられる。つまり、成績が

悪い学生はそもそも勉強をせず、遊興費を稼ぐためにアルバイトに時間を割くという逆の

因果も十分に有り得る。ただ、この点を深堀りした先行研究は調べた限りでは見つから

ず、確固たる理論的・実証的な定説が存在しているわけではないようである。本稿では学

業成績をコントロール変数として用いることとする。 

以上のように、これまでに大学生を対象とした数々のアンケート調査が行われており、

その結果はキャリア形成や学業との関連を研究するために利用されているケースがみられ

る（例：三保，2018、渡辺，2015）。しかし、その回答の理由に関する定量的な研究は見

られない。また、大学生の特徴ともいえる、学校生活との両立、キャリア意識、一人暮ら

し等の生活状況がアルバイトの選択に与える影響に注目した実証研究も極めて限られてい

る。そして、学術研究であってもアンケートの集計結果のみで議論を行い、緻密な計量分

析を行っていない論文も散見される。 

そこで、本稿では大学生が学業とアルバイトを両立させるというある種の制約条件のも

とで、どのようなアルバイト選択行動をしているのかを計量分析を通じて明らかにしてい

く。とくに、居住地からアルバイト先への時間距離、時給、労働時間という要件につい

て、どのような選択をしているのかを明らかにする。大学生の行動原理を科学的に詳らか

にしていくことで、大学生の行動原理の理解に寄与し、大学や大学生アルバイトを必要と

する企業にとっても、本研究からの知見が学生の意を汲んだ仕組みづくりのヒントとなる

ことが期待される。 

 

３．実証分析に用いるアンケート調査と推定モデル 

本章では、独自に行ったアンケート調査の手法と結果に加え、推定モデルについて言及

する。 

 

３．１．アンケート調査の手法と結果 

 経営学部の専門科目であるマクロ経済学、日本経済論を受講している学生を対象に、

Google Forms を用いたアンケートを 2019 年 7 月 18 日の授業内に実施した。アンケート

の質問項目と回答の概要を整理した図表 1 によれば、有効回答数は 438 で、男女比は男性

が 65.3%、女性が 34.7%である。これは、法政大学経営学部全体の男女比である男性

64.7%、女性 35.4%とほぼ変わらないため、ある程度平均的な姿を捉えていると考えてよ
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いだろう3。ただし、履修の関係上、2 年生の総数が少なく、3 年生の回答が中心の結果と

なっている点に留意すべきである。また、調査日が春学期であったこともあり、入学後間

もない 1 年生がアルバイトをしたことがない場合も多く、4 年生は就職活動を行っている

ためにアルバイトを控える傾向が強いという状況のため、両学年は状況の特殊性を考慮

し、全学年に関する結果に加えて、2・3 年生のみに絞った分析からの評価にも言及する。 

 

３．２．推定モデル 

 本稿の目的は、学生がアルバイトに関する選択行動の決定要因について明らかにするこ

とである。まず、アルバイトをするか否かという意思決定に関して分析（推定モデル 1）

を行った。その上で、過去 1 年間にアルバイトをした経験を有する学生に関し、実際に行

うアルバイトの決め手として、勤務地、時給、労働時間の 3 つに注目し、学生がどのよう

な選択をしているのか調べた（推定モデル 2～4）。 

 推定モデル 1（過去 1 年間にアルバイトを行った否か）については、被説明変数は過去

1 年間でアルバイトを行っていたら 1、行っていない場合 0 を取るダミー変数 part_time、

説明変数には、実家暮らしである場合に 1、そうでない場合に 0 を取るダミー変数

home、学生の成績を表す変数 gpa、奨学金を受けていたら 1、受けていない場合は 0 を取

るダミー変数 scholarship を用いて、ロジット分析を行った。 

 勤務地に関する推定 2 については、自宅近くの地元で働いていたら 1、それ以外ならば

0 となるダミー変数 local を被説明変数に据え、説明変数に home、アルバイトの業種のダ

ミー変数（飲食業、教育業、小売業で働いていた場合にそれぞれ 1 を取るダミー変数）

foodservice、education、retail を用いたロジット分析を行った。 

 時給に関する推定 3 については、時給を示す変数 hourly_w を被説明変数に、home、

foodservice、education、retail、scholarship、アルバイトを行う際に時給以外に重視する点

として雰囲気、自己成長という各回答をした場合に 1 を取る変数 atmosphere、growth、

地元で働く local と業種を掛け合わせた交差項である local_food、local_edu、local_retail を

用いて、最小二乗法による分析を行った。 

 最後に、労働時間に関する推定 4 については、被説明変数に労働時間を表す

working_time をとり、時給と同様の説明変数を用いて、こちらも最小二乗法による分析を

行った。 

 以上に述べたメインとなる全学年を対象とした分析に加えて、より詳細な要因を検討す

るため、男女別の推定、1・4 年生の状況の特殊性を除いた 2・3 年生のみの推定、2・3 年

生のみでの男女別の推定を行った。 

 

3 法政大学公式 HP 学部学生数（2019 年度）より 

https://www.hosei.ac.jp/gaiyo/johokokai/kyoiku/gakuseisu/2019/gakubu.html 

2019 年 10 月 4 日アクセス 



   

 

 

 

8 

 

４．記述統計量と推定結果 

 本章では分析に用いるデータの記述統計量を簡単に述べた上で、前章で提示した推定モ

デルの推定結果を紹介していく。 

 

４．１．記述統計量 

 推定結果を述べる前に、図表 2 の各変数の定義と、図表 3 の記述統計量について確認を

行う。まず調査した学生のうち、どの程度がアルバイトに従事しているか、人数を確認す

る。図表 2 によると、part_time は過去 1 年間アルバイトを行っている場合に 1、行ってい

ない場合に 0 を取るダミー変数である。図表 3 の記述統計量の part_time の平均値は

0.93、すなわち過去 1 年間にアルバイト経験を持つ学生は 93%と大半の学生がアルバイト

を行っていることになる。 

 続いて、被説明変数と重要な説明変数について概観しておく。local は、前述したように

自宅近くの地元で働いていたら 1、それ以外ならば 0 となるダミー変数であり、平均値が

0.61 であることから、約 6 割の学生が自宅近くでアルバイトを行っていることがわかる。

hourly_w は、時給を表す変数であり、平均では時給が 1076 円となっている。

working_time は、週単位での合計の労働時間を表す変数で、平均で 14.6 時間となってい

る。時給の平均値は 1076 円であり、藤生ほか（2018）が報告している平均時給よりやや

高いものの大差なく、藤生ほか（2018）や渡辺（2015）で報告されている水準とほぼ同様

である。 

 説明変数のうち、業種のダミー変数である foodservice、education、retail は、飲食業、

教育業、小売業で働くことを示すが、各平均値をみると、飲食業は 0.48、教育業は 0.13、

小売業は 0.09 である。これは飲食業で働く学生が約 50%という大きなシェアを占めてお

り、3 つの業種を足し合わせると、約 7 割を占めるため、学生の主なアルバイト先は上記

3 業種となっている。図表には示されていないが、学年別でみても、同程度の割合であっ

た。 

 また、学生の学業に関連する変数、gpa、scholarship についてみると、学生の成績を示

す変数である GPA は 2 未満の場合に 1、２～3 の場合に 2、3 以上の場合に 3 を取る値で

あり、平均では 1.8 となっている。なお、GPA の回答数が他変数と比べ少ないのは、調査

日が春学期であったため 1 年生の成績が当該時点では存在していないことが主な理由であ

る。scholarship は奨学金の有無を表し、平均値は 0.25、つまり 25%の学生が奨学金を受

けている状況となっている。奨学金の受給状況に関しても、学年別に割合の確認を行った

が、同水準であった。 

 最後に学生がアルバイトに求めるものとして、atmosphere、growth について確認をして

おく。これらは、時給以外にアルバイト先の選択をする際に重視する点として回答の多か

った雰囲気、自己成長のダミー変数であり、それぞれを選択した場合に 1 を取る変数であ
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る。こちらも、学年別の記述統計量を確認したところ、特段大きな差は見受けられなかっ

た。 

 

４．２．推定結果 

４．２．１．過去 1 年間のアルバイト経験の有無（推定モデル１） 

図表 4 に示された全学年を対象に分析した結果をみると、home、scholarship が有意水

準 10％で正に有意であった。前者は、実家暮らしの方が、一人暮らし等に比べてアルバイ

ト行いやすいことを示唆している。やや直観に反する結果のように思えるが、先行研究に

よれば、自宅生か否かとアルバイトの多寡の関係は調査対象によって区々（日本学生支援

機構, 2018、日本私立大学連盟学生委員会, 2018）であり、この結果が一般的なケースから

逸脱しているわけではない。この結果の背景としては、家事等を行う時間を節約できる

分、アルバイトを行いやすい環境なのかもしれない。他方で、一人暮らしがアルバイトを

行わない背景としては、多くの場合、家庭から仕送りという形で金銭的援助を受けている

ため、一定程度仕送りにより生活費や交際費が賄われている可能性がある。また、生活費

を自分で管理するので、アルバイトによって収入を増やそうというよりも、支出面を見直

し控えようという抑止力の方が働きやすいのかもしれない。後者の奨学金についても、奨

学金を受けていると、アルバイトを行う選択に繋がっていることを意味している。この結

果は、岩田（2009）とは逆の結果である。一因としては、日本学生支援機構 JASSO の奨

学金の大半が貸与型であり、実質的には借入に近い性質を有していること、利用率がこの

10 年で大きく高まっていることが指摘できるだろう。つまり、家庭の経済的状況が背景に

あるものと考えられる。奨学金の返済は卒業後から始まるものの、早めに返済することは

可能であり、学生が学びに時間を割くよりも、アルバイトに時間を割き、返済につなげて

いる可能性が垣間見える。なお、対象を 2・3 年生のみに絞った結果では、scholarship に

該当する学生の全員がアルバイトを行っており、奨学金の効果の部分は定数項に含まれて

しまうため、学年による影響の差異を見極めることができなかった。 

 アルバイトをするか否かに関する推定１の推定結果は、残念ながらあまりクリアーなも

のとはいえない。決定係数も低く、改善が必要だと考えられる。ただし、大半の学生がア

ルバイトをしていることもあり、アルバイトをするか否かの決定的な系統的要因を見つけ

るのはそもそも難しいのかも知れない。 

 

４．２．２．勤務地（推定モデル 2） 

 アルバイトの勤務地の時間距離に関する推定結果は図表 5 に示した通りである。ベンチ

マークの推定結果では home、education が正に有意である。すなわち、実家暮らしである

ことは、アルバイトを行う場所に地元を選ぶ決め手となりやすい。実家暮らしの場合は、

大学から離れた場所に居住しているケースも多く、アルバイト終了後の移動時間や夏休み

中の通勤の利便性を考慮して、地元で働くことを選ぶと推察できる。同様に、塾講師等の



   

 

 

 

10 

教育業で働くことも、他の業種で働くことに比べて、地元で働くという選択に繋がりやす

いようだ。教育業では、学生自身が学んでいた塾や予備校等に勤めるケースがあること、

終了時間が夜遅くなる傾向があること等が地元で働く選択に繋がっている可能性が指摘で

きるだろう。 

2・3 年生のみの推定でも概ね同様の結果であった。しかし、男女別推定からは、男女に

よって異なる勤務地選択行動が確認できる。全学年、2・3 年生のみのいずれの分析でも、

男性では education、女性では home がそれぞれ正に有意であった。すなわち、男子学生

の場合、教育関係の業種で働くことが、アルバイトを行う場所に地元を選ぶ要素になり、

女子学生の場合、実家暮らしであることが、地元でアルバイト行う選択に繋がっている。

なお、アルバイト先が大手企業か否かによる影響があるかどうかを確かめるために、業種

ダミーである foodservice、education、retail に、アルバイト先が大手企業か、それ以外で

あるかを掛け合わせた交差項 food_major、food_other、edu_major、edu_other、

retail_major、 retail_other を作成し、分析を行った。結果は図表 6 に記載した通りである

が、企業形態がアルバイト先の勤務地選択に与える影響は観察されなかった。 

 

４．２．３．時給（推定モデル 3） 

 推定結果を示した図表 7 によると、home が全体と 2・3 年生のみの推定で正に有意であ

る。実家暮らしであると、時給が 50 円程低いアルバイトでも良いと考えていることを意

味する。実家暮らしは家族と同居しているケースが多く、金銭的負担が少ないため、多少

の時給の低さは許容範囲だということだろう。次に、local_food が全体と 2・3 年生のみの

推定で負に有意である。すなわち、飲食業で働く場合、自宅に近ければ、時給が 60～70

円程度低くなっても許容していることがわかった。 

男女別の結果をみると、少なからず差異が認められる。男子学生の場合、全体、2・3 年

生のみの推定で、education が正に有意である。男子学生の場合、アルバイト先に教育業

を選んだ場合は、他の業種のアルバイトに比べて、150 円程度の時給の上乗せが生じてい

るということになる。一方で、女子学生のみの同様の 2 つの推定で、local_edu が正に有意

である。女子学生の場合、地元の教育業で働く選択をした場合、300 円近くの時給の割増

が生じている。非常に強気な潜在意識が示唆される結果ではあるが、女性の教育関係のア

ルバイトには一定のプレミアムがあるのかも知れない4。 

大手企業であるかの交差項を加えた分析結果を図表 8 に記載した。これをみると、

home、local_food、local_edu では上記とほぼ同程度の金額で同様の結果が得られている。

他方、education では、非大手企業との交差項 edu_other において、全体と 2・3 年生のみ

の推定で、約 150～190 円程度高い時給となっている。男子学生のみの場合では、更に上

 

4 例えば、女子中学生や女子高校生が対象の教育サービスの場合、男子学生ではなく、女

子学生が教師役になるニーズが高い可能性が考えられるだろう。 
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乗せ幅が上がり、200～270 円程度高い時給となっている。教育関係のアルバイトの単価

は、条件によってかなり違いが生じやすいようである。 

 

４．２．４．労働時間（推定モデル 4） 

 推定結果は、図表 9 の通りである。全体と 2・3 年生のみの 2 つの推定で、growth と

scholarship が正に有意である。アルバイトを自己成長の場と考えている場合は、それ以外

を重視する人に比べて、労働時間が 1.7 時間程度長く働いている。また、奨学金を受けて

いる学生は、受けていない学生に比べて 1.1～1.5 時間程度長く勤務している。 

 男女別に結果を推察すると、男子学生の場合、atmosphere が正に有意であり、アルバイ

ト先の雰囲気により、長く働く傾向があるようだ。 

加えて、education が負に有意であった。時給の推定結果とあわせて考えてみると、男

子学生は教育業で働く場合、高い時給を求めている一方、労働時間を他アルバイトに比べ

て短縮する傾向がある。一方で女子学生でも、地元の教育業で働く場合には、男子学生同

様に他業種に比べて時給が高いことから、労働時間を 5～7 時間程度短縮していることが

わかる。 

このような教育関連特有の特徴の背景はいくつか考えられるだろう。第一に、単純労働

に比べると頭を使う教育関連のアルバイトの方が、長時間続けて行うことが難しいことを

反映しているのかもしれない。第二に、1 ヶ月の月給の目標が相対的に短めの労働時間で

も実現できてしまうために無理に長く働かないのかもしれない。第三にそもそもランチも

ディナーもある飲食業に比べると、顧客である小中高生に対してサービスを提供できる時

間帯が限られている結果に過ぎないのかもしれない。 

 大手企業であるか否かの交差項を含めた分析結果である図表 10 は、ベンチマークの推

定結果である図表 9 とほぼ同様の結果であった。具体的には、atmosphere、growth、

scholarship については結果に大きな差は生じていない。一方で education をみると、全体

では、大手企業とそれ以外の両者で労働時間を短縮する傾向があるが、男子学生の場合、

大手企業以外で働いていることが労働時間の短縮に繋がっていることがわかる。 

 

５．おわりに 

本稿では、学生が何を基準にアルバイト選択を行っているのかを明らかにするため、法

政大学経営学部の学生を対象としたアンケートを実施し、その結果を用いて計量分析を行

った。まず過去 1 年間のアルバイト経験の有無について分析した上で、勤務地、時給、労

働時間の 3 つの観点から、アルバイトに関する大学生の選択行動の計量分析を行った。そ

の結果、法政大学経営学部の学生に関しては、実家暮らしの自宅学生の方が、下宿学生に

比べるとアルバイトを行う傾向が強いことが確認できた。また、奨学金を活用しているこ

とも、アルバイトに取り組むインセンティブを高めていることがわかった。勤務地に関し

ては実家暮らしであることや教育業でアルバイトをする場合に、地元で働く選択をする傾
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向が強いことがわかった。時給に関しては、実家暮らしの場合、多少の時給の低さを受け

入れる傾向があることがわかった。労働時間に関しては、アルバイトを自己成長の場と捉

えている学生、奨学金を借りている学生は労働時間を長くする傾向があることが確認でき

た。また、勤務地、時給、労働時間の全てにおいて男女間で選択パターンの違いが観察さ

れた。 

アルバイトの採用活動について調査したマイナビ（2019b）によると、全体で約 7 割の

企業がアルバイト社員の不足感を感じている。また、この不足にともなう賃上げ等で、採

用コストについては全体で約 3 割の企業が上がったと回答している。企業にとって重要な

働き手である大学生を効果的に確保するためには、企業側は本稿で挙げた学生のアルバイ

トに関する選択のメカニズムを理解する必要があるはずだ。とくに本稿が示した通り、自

宅／下宿の違い、男女の違い、学年による違いに意識をむけ、より学生の希望をくんだマ

ーケティングが効果的だろう。 

前述のマイナビ（2019b）によると、多くの企業は人材確保のために給与の増額を実施

している。しかし、各企業は人手不足を解消するために、やみくもに時給を上げる必要は

ないのかもしれない。むしろ、学生が長時間でも勤務したいと思えるような魅力を感じさ

せる必要があるのではないだろうか。例えば、大学近辺で人手不足を感じている企業は、

休暇中の交通費を支給するといった待遇を良くすることなどが必要だと考えられる。ま

た、アルバイト先の雰囲気によって勤務時間を増やす学生もいるが、現状の求人広告にお

いて、大手企業は掲載する写真を使いまわしており、各店舗の雰囲気やイメージをつかむ

ことは難しい。したがって、アルバイト先の雰囲気がわかるように、各店舗の普段の様子

を撮影した写真や動画を求人広告に掲載してもらったり、勤務している学生からの口コミ

を掲載してもらったりすることも効果的かもしれない。ただし、教育業で人材不足を感じ

る企業は、飲食業や小売業などの他業種に比べるとある程度高い時給にしなければ人材が

集まりづらいことも本稿からのインプリケーションである。 

最後に本稿の課題として、データに偏りがあることを指摘しておく。今回アンケート調

査の対象になった学生は、法政大学経営学部の学生のみであった。そのため、経営学部生

であることがアルバイト選択に影響を及ぼしている可能性がある。例えば、監査および会

計の専門家である公認会計士を目指している学生が他学部学生よりも多く存在し、アルバ

イト経験の有無や労働時間に何らかの影響を及ぼしているといったことが考えられる。ま

た、アンケート調査の対象となった授業履修者の学年に偏りがあることも、同様の問題を

はらんでいるかもしれない。これらの点については、来年度のプロジェクトの課題とした

い。 
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図表 

図表 1 アンケート調査結果 
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図表 2 各変数の定義 

 

  

変数名 定義

part_time　
過去１年間にアルバイトを行っていた場合に１、行っていない場合に０を取るダミー

変数。

working_time　 週合計の労働時間（時間）。

hourly_w　 時給（円）。

home　 生活状況で実家暮らしである場合に１、それ以外の場合に０を取るダミー変数。

local　 居住地近くの地元で働いていた場合に１、それ以外の場合に０を取るダミー変数。

atmosphere　
アルバイトを行う際に金銭面以外に重視する点として職場や働く人の雰囲気と回答し

た場合に１、それ以外の場合に０を取るダミー変数。

growth　
アルバイトを行う際に金銭面以外に重視する点として自己成長と回答した場合に１、

それ以外の場合に０を取るダミー変数。

scholarship　 奨学金を受けている場合に１、受けていない場合に０を取るダミー変数。

gpa　
GPAが２未満の場合に１、2〜３未満の場合に２、３以上の場合に３を取るダミー変

数。アンケート調査実施時に１年生はまだGPAが出ていなかったため欠損値。

foodservice 
アルバイトの業種で飲食業で働いていた場合に１、それ以外の場合に０を取るダミー

変数。

education　
アルバイトの業種で教育業で働いていた場合に１、それ以外の場合に０を取るダミー

変数。

retail　
アルバイトの業種で小売業で働いていた場合に１、それ以外の場合に０を取るダミー

変数。
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図表 3 記述統計量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

変数名 データ数 平均 標準偏差 最小値 最大値

part_time 119 0.933 0.251 0 1

working_time 119 15.971 7.035 0 25

hourly_w 119 1075.630 321.863 0 1500

home 119 0.714 0.454 0 1

local 119 0.597 0.493 0 1

atmosphere 119 0.454 0.500 0 1

growth 119 0.143 0.351 0 1

scholarship 119 0.235 0.426 0 1

gpa 118 1.661 0.669 1 3

foodservice 119 0.487 0.502 0 1

education 119 0.042 0.201 0 1

retail 119 0.151 0.360 0 1
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図表 4 過去 1 年間アルバイト経験の有無の推定(推定モデル 1,ロジットモデル) 

 

（注）＊＊＊、＊＊、＊はそれぞれ、1%、5%、10%有意水準で有意であることを示

す。括弧内の数値は頑健標準誤差を用いた t 値。LR chi2( )は回帰モデル全体の尤度

比カイ二乗検定のカイ二乗値、括弧内は自由度。Log likelihood は対数尤。

Prob>chi2 は検定の有意確率。pseudo R2は擬似決定係数。scholarship に該当する学

生の全員がアルバイトを行っているため、―で表示している。 

 

  

全学年 2・3年生
2・3年生

男性

2・3年生

女性

home 0.907 * 0.045 0.225 ― 

(1.77) (0.06) (0.26) (ー)

gpa -0.359 -0.824 -1.486 ** 0.431

(-0.96) (-1.58) (-2.37) (0.24)

scholarship 1.894 * ― ― ― 

(1.81) (ー) (ー) (ー)

定数項 2.756 *** 4.403 *** 5.048 *** 3.203

(3.43) (3.36) (3.41) (0.85)

サンプル数 368 186 111 61

LR chi2(3)        8.570 2.550 6.260 0.060

Prob > chi2       0.036 0.279 0.044 0.812

Log likelihood -67.586 -40.499 -30.475 -5.074

Pseudo R2 0.060 0.031 0.093 0.006

被説明変数=experience
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図表 5 勤務地の推定（推定モデル 2,ロジットモデル） 

 

（注）図表 4 を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全学年 男性 女性 2・3年生
2・3年生

男性

2・3年生

女性

home 0.588 ** 0.425 0.937 ** 0.557 * 0.280 1.102 ** 

(2.44)  (1.39)  (2.26)  (1.75) (0.66)  (2.13)

foodservice 0.210 0.245 0.084 0.221 0.201 0.199

(0.83) (0.75) (0.20) (0.66) (0.45)  (0.39)

education 1.003 ** 1.266 *** 0.218 1.159 ** 1.630 ** -0.293

(2.53) (2.58) (0.31) (2.33) (2.52)  (-0.33)

retail 0.322 0.695 -0.446 0.001 0.646 -0.854

(0.81) (1.36) (-0.65) (0.00) (0.84) (-1.07)

定数項 -0.053 0.061 -0.263 -0.038 0.135 -0.363

(-0.19) (0.17) (-0.59) (-0.10) (0.26)  (-0.64)

サンプル数 405 261 144 240 146 94

LR chi2(4) 13.950 10.970 6.350 9.810 9.520 6.100

Prob > chi2 0.008 0.027 0.174 0.044 0.049 0.192

Log likelihood -253.498 -158.486 -92.584 -149.205 -86.212 -59.508

Pseudo R2 0.027 0.034 0.033 0.032 0.052 0.0487

被説明変数=local
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図表 6 大手企業との交差項を交えた勤務地の推定（推定モデル 3,ロジットモデル） 

 

（注）図表 4 を参照。―については図表 4 を参照。 

  

全学年 男性 女性 2・3年生
2・3年生

男性

2・3年生

女性

home 0.602 ** 0.393 1.066 ** 0.547 * 0.129 1.241 ** 

(2.44) (1.21) (2.47) (1.67) (0.27) (2.26)

food_major 0.450 0.844 ** -0.196 0.561 1.148 ** -0.256

(1.58) (2.21) (-0.43) (1.49) (2.13) (-0.45)

food_other -0.124 -0.514 0.532 -0.251 -1.163 ** 0.933

(-0.41) (-1.33) (1.00) (-0.63) (-2.05)   (1.37)

edu_major 0.815 * 1.226 ** -0.199 0.870 1.468 ** -0.581

(1.88) (2.21) (-0.27) (1.63) (2.04)  (-0.62)

edu_other 1.585 ** 1.358 * ― 2.091 * 1.955 * ― 

(2.01) (1.66) (ー) (1.93) (1.75) (ー)

retail_major 0.312 1.045 * -0.932 0.065 1.567 -1.158

(0.71) (1.70) (-1.25) (0.11) (1.39) (-1.35)

retail_other 0.360 -0.217 ― -0.244 -1.003 ― 

(0.47) (-0.25) (ー) (-0.23) (-0.77) (ー)

定数項 -0.064 0.087 -0.352 -0.029 0.267 -0.467

(-0.23) (0.23) (-0.78) (-0.08) (0.48) (-0.80)

サンプル数 405 261 139 240 146 92

LR chi2(7) 18.660 25.390 9.950 15.660 30.890 10.350

Prob > chi2 0.009 0.001 0.077 0.028 0.000 0.066

Log likelihood -251.142 -151.279 -88.326 -146.283 -75.527 -56.404

Pseudo R2 0.036 0.077 0.053 0.051 0.170 0.084

被説明変数=local
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図表 7 時給の推定（推定モデル 3,最小二乗法） 

 

（注）＊＊＊、＊＊、＊はそれぞれ、1%、5%、10%有意水準で有意であることを示

す。括弧内の数値は頑健標準誤差を用いた t 値。adj.R-sq は自由度修正済み決定パラ

メータ、F は F 検定のＦ値。 

  

全学年 男性 女性 2・3年生
2・3年生

男性

2・3年生

女性

home -41.646 *** -51.692 ** -27.352 -49.998 ** -43.274 -61.866 ** 

(-2.61) (-2.46) (-1.16) (-2.35) (-1.46) (-2.06)

foodservice 24.301 7.073 51.879 * 15.269 -13.805 49.841

(1.15) (0.24) (1.84) (0.55) (-0.34) (1.38)

education 67.019 133.997 ** -35.921 80.284 182.921 ** -40.430

(1.56) (2.34) (-0.58) (1.47) (2.31) (-0.55)

retail 16.963 64.947 -37.312 -1.388 79.660 -36.767

(0.42) (1.13) (-0.74) (-0.03) (0.88) (-0.63)

atmosphere -16.568 -0.829 -40.248 * -21.300 5.190 -44.479

(-1.08) (-0.04) (-1.77) (-1.04) (0.18) (-1.54)

growth 23.945 54.889 ** -23.357 -16.822 8.125 -28.728

(1.22) (2.10) (-0.81) (-0.66) (0.22) (-0.81)

scholarship 15.773 14.930 22.034 15.043 18.158 19.681

(1.02) (0.76) (0.86) (0.73) (0.66) (0.60)

local_food -68.520 *** -62.203 ** -78.078 *** -62.540 ** -57.980 -64.397 * 

(-3.55) (-2.36) (-2.93) (-2.41) (-1.59)  (-1.82)

local_edu 109.565 ** 26.661 267.886 *** 100.391 * -24.120 296.347 ***

(2.41) (0.45) (3.88) (1.77) (-0.30) (3.29)

local_retail -84.128 * -124.907 ** -44.163 -40.414 -115.136 -11.356

(-1.84) (-1.99) (-0.66) (-0.64) (-1.14) (-0.14)

定数項 1187.475 *** 1191.431 *** 29.18287 *** 1204.880 *** 1195.379 *** 1209.092 ***

(56.71) (41.94) (40.38) (42.21) (29.08) (30.61)

サンプル数 405 261 144 240 146 94

adj. R-sq 0.22 0.22 0.25 0.22 0.23 0.19

F 12.21 8.36 5.68 7.81 5.33 3.24

被説明変数=hourly_w
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図表 8 大手企業との交差項を交えた時給の推定（推定モデル 3,最小二乗法） 

 

（注）図表 7 を参照。  

全学年 男性 女性 2・3年生
2・3年生

男性

2・3年生

女性

home -38.849 ** -50.207 ** -24.748 -40.614 * -35.057 -54.910 * 

(-2.42) (-2.35) (-1.05) (-1.90) (-1.16) (-1.83)

food_major 12.056 1.626 34.986 5.697 -4.838 35.776

(0.53) (0.05) (1.20) "(0.19) (-0.10)  (0.97)

food_other 38.505 * 11.157 91.030 *** 27.615 -15.128 90.373 **

(1.66) (0.36) (2.73) (0.91) (-0.35) (2.08)

edu_major 48.830 109.405 * -39.501 63.917 157.310 * -46.842

(1.13) (1.87) (-0.65) (1.18) (1.97) (-0.65)

edu_other 150.174 *** 197.147 *** 25.764 193.325 *** 269.757 *** 157.130

(2.79) (2.96) (0.26) (2.84) (3.02) (1.02)

retail_major 18.000 80.647 -35.854 -13.843 99.183 -39.269

(0.43) (1.25) (-0.72) (-0.25) (0.82) (-0.68)

retail_other 13.641 43.164 -89.157 33.400 73.313 31.811

(0.24) (0.61) (-0.80) (0.44) (0.74)  (0.22)

atmosphere -18.400 -2.702 -35.877 -26.360 0.558 -45.748

(-1.20) (-0.13) (-1.56) (-1.30) (0.02)  (-1.58)

growth 23.995 53.784 ** -16.039 -16.531 5.686 -14.127

(1.23) (2.04) (-0.55) (-0.66) (0.15) (-0.39)

scholarship 17.612 17.405 18.364 22.022 23.381 26.463

(1.14) (0.89) (0.72) (1.07) (0.85) (0.79)

local_food -64.806 *** -59.111 ** -87.652 *** -56.946 ** -62.159 -75.156 **

(-3.35) (-2.14) (-3.27) (-2.18) (-1.46)  (-2.08)

local_edu 96.607 ** 25.101 247.657 *** 73.411 -36.338 244.233 **

(2.13)  (0.42)  (3.38)  (1.29) (-0.46)  (2.55)

local_retail -84.33 * -135.302 ** -30.001 -34.285 -129.816 -30.448

(-1.86) (-2.07) (-0.40) (-0.54) (-1.09) (-0.35)

定数項 1185.430 *** 1190.493 *** 1174.470 *** 1196.767 *** 1188.622 *** 1199.294 ***

 (56.79) (41.86) (39.86)   (42.17)  (28.93) (30.49)

サンプル数 405 261 144 240 146     94   

adj. R-sq 0.23 0.22 0.26 0.24 0.24  0.21   

F 10.17 6.76 4.89 6.80 4.48 2.95   

被説明変数=hourly_w
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図表 9 労働時間の推定（推定モデル 4,最小二乗法） 

 

（注）図表 7 を参照。 

  

全学年 男性 女性 2・3年生
2・3年生

男性

2・3年生

女性

home -0.616 -0.459 -0.863 -0.083 0.543 -1.268

(-1.00) (-0.61) (-0.80) (-0.11) (0.55)  (-1.00)

foodservice 1.314 0.744 2.258 * 1.430 0.573 2.194

(1.62) (0.72) (1.74) (1.42) (0.42) (1.44)

education -3.786 ** -6.522 *** 1.227 -1.526 -5.045 * 3.333

(-2.29) (-3.20) (0.43) (-0.77) (-1.92) (1.09)

retail -0.631 -2.207 1.544 -1.046 -1.279 -0.960

(-0.41) (-1.08) (0.66) (-0.56) (-0.42) (-0.39)

atmosphere 1.233 ** 1.466 ** 0.886 1.142 2.084 ** -0.662

(2.08) (2.03) (0.85) (1.54) (2.21) (-0.54)

growth 1.639 ** 1.802 * 1.144 1.813 * 1.567 1.334

(2.17) (1.94) (0.86) (1.97) (1.28) (0.89)

scholarship 1.166 * 0.821 1.154 1.497 ** 1.139 1.860

(1.96) (1.18) (0.98) (1.99) (1.26) (1.34)

local_food -1.208 -0.173 -2.774 ** -1.777 * -0.590 -2.856 *

(-1.63) (-0.18) (-2.26) (-1.89) (-0.49)  (-1.92)

local_edu -0.052 2.639 -5.771 * -1.643 1.858 -7.595 ** 

(-0.03) (1.25) (-1.82) (-0.80) (0.71)  (-2.00)

local_retail -0.038 1.814 -3.893 -0.870 0.420 -2.957

(-0.02) (0.81) (-1.27) (-0.38) (0.13) (-0.85)

定数項 15.348 *** 15.614 *** 15.052 *** 14.730 *** 14.218 *** 16.224 ***

(19.06) (15.45) (11.21) (14.25) (10.42) (9.74)

サンプル数 405 261 144 240 146 94

adj. R-sq 0.09 0.12 0.05 0.07 0.09 0.08

F 4.81 4.48 1.82 2.77 2.51 1.83

被説明変数=working_time
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図表 10 大手企業との交差項を交えた労働時間の推定（推定モデル 4,最小二乗法） 

 
（注）図表 7 を参照。 

 

全学年 男性 女性 2・3年生
2・3年生

男性

2・3年生

女性

home -0.894 -0.802 -0.870 -0.329 0.305 -1.264

(-1.45) (-1.06) (-0.79) (-0.42) (0.31) (-0.97)

food_major 1.250 0.363 2.248 1.149 -0.608 2.168

(1.43) (0.31) (1.65) (1.04) (-0.37) (1.36)

food_other 1.358 1.006 2.186 1.612 1.121 2.288

(1.53) (0.92) (1.40) (1.46) (0.79) (1.21)

edu_major -3.215 * -5.821 *** 1.247 -1.061 -4.265 3.340

(-1.93) (-2.81) (0.44) (-0.54) (-1.62) (1.07)

edu_other -6.725 *** -8.675 *** -3.324 -4.714 * -7.447 ** 0.509

(-3.25) (-3.67) (-0.71) (-1.90) (-2.53) (0.08)

retail_major 0.284 -0.380 1.549 -0.315 1.620 -0.904

(0.18) (-0.17) (0.66) (-0.16) (0.41) (-0.36)

retail_other -3.735 * -4.724 * 1.210 -3.171 -2.789 1.903

(-1.70) (-1.90) (0.23) (-1.13) (-0.86) (0.30)

atmosphere 1.308 ** 1.525 ** 1.017 1.258 * 2.130 ** -0.607

(2.22) (2.12) (0.95) (1.70) (2.26)  (-0.48)

growth 1.762 ** 2.071 ** 1.128 1.842 ** 1.806 1.354

(2.34) (2.22) (0.82) (2.01) (1.47) (0.87)

scholarship 1.089 * 0.775 1.128 1.325 * 1.106 1.738

(1.84) (1.12) (0.95) (1.76) (1.22) (1.20)

local_food -1.202 -0.003 -2.784 ** -1.713 * 0.257 -2.921 *  

(-1.62) (-0.00) (-2.22) (-1.80) (0.18) (-1.87)

local_edu 0.478 2.822 -4.260 -0.885 2.167 -6.860

(0.27) -1.35 (-1.24) (-0.43) (0.83)  (-1.65)

local_retail -0.171 0.695 -3.807 -1.160 -1.897 -3.755

(-0.10) (0.30) (-1.09) (-0.51) (-0.48)  (-0.99)

定数項 15.526 *** 15.808 *** 15.023 *** 14.934 *** 14.349 *** 16.223 ***

(19.35) (15.69) (10.91) (14.45) (10.59) (9.52)

サンプル数 405 261 144 240 146 94

adj.R-sq 0.10 0.13 0.04 0.08 0.11 0.05

F 4.46 3.98 1.50 2.60 2.43 1.40

被説明変数=working_time
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