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 初めまして。いまご紹介いただきました、神奈川県立田奈高等学校の教員で金澤と申し

ます。教科は国語を教えておりまして、キャリア支援という形で仕事をしてまいりました。

こういう場でお話をする機会が結構多いのですが、授業と比較しまして皆さんがこっちを

向いているというのが、非常に気持ちがいい感じがします。 

 私が田奈高校で授業をいたしますと、だいたい 30 人くらいの生徒がいますが、入って

いき、まず座らせるのは当然ですが、カップラーメンや買ってきたコンビニのお弁当を食

べていたり、携帯をいじっていたり、ゲームやお化粧をしたり。お化粧も今日いらっしゃ

る女性の方のようなお化粧ではございません。教員がよく掃除をするのですが、掃除をし

ていると、部屋の片隅でゲジゲジのようなものが落ちていて、「おっ」という感じで、よく

見ると何と言うのですか、名前は分からないのですが、あの１cm くらいあるような長い

まつ毛を付けていたりという感じです。それをきちんとしたもので付ければいいのですが、

何もなくなると市販の接着剤で付けていることがあるので、「それはいけないんじゃない

の」と話をしながら座らせていきます。今日はすでに座っていらっしゃるので、これは楽

に話が始められてうれしいです。 

 この講義が 後ということで、５日目、相当お疲れになられているのではないかなと思

います。私の話が皆さんのお役に立てるかどうか、はなはだ自信がないところもあります

が、一高校の試行錯誤しているその状態ということをお聞きいただいて、さまざまな地域

で何かご活動されるときのヒントになれば、ありがたいと思っております。 

 これからお話しするのは、「高校と関係機関・団体との連携 キャリア支援の実践と課題」。

これは正直言いまして、ここ２年間くらい積み上げてきたもので、まだまだ不十分で、問

題も非常に感じております。 

 まず、田奈高等学校についてご紹介したいと思います。基本的な枠組みは、全日制の普

通科になります。今日は高校の仕組み・制度名をお話しする場所ではございませんので、

簡単に言えば、普通の高校と思っていただければいいと思います。どこにでもあるような

そういう仕掛けの中に位置する高校です。ただ、県の教育委員会が４年前にクリエイティ

ブスクールという形で指定をしました。このクリエイティブスクールにかかわらず、さま



 
 

ざまな高校というのが、いま日本全国にあります。 

 それからこのあとの話で１つの大きなポイントになりますが、いま残している都府県も

ありますが、学区というものが基本的に大きくなったり、廃止をされたりしております。

さまざまな種類の高校があり、学区がなくなれば、次に何が来るかというと、高校の階層

化が来るわけです。かつては１つの学区の中に、神奈川で言えば 10 校程度があって、そ

の 10 校の中で階層化があったわけです。ところが、現状では神奈川には 140 強の高校が

あります。ですから、理屈上は神奈川の県内で 140 いくつかに序列化できるという事態に

入っているという風に考えていいかなと思います。 

 本校のようなクリエイティブスクールというのは、実は神奈川県独自のものではありま

せん。名称が違って、たとえば、東京ですとチャレンジスクール、千葉県ですとアクティ

ブスクール、埼玉県もクリエイティブスクールと言っているかもしれません。ただ、背景

となっている学校制度が、微妙に変わっている場合があります。たとえば、総合学科であ

ったり、中間の定時を入れた多部制、３部制、午前、午後、夜とか、後ろ側にある仕組み

が微妙に変わりますが、考え方は大体同じと思っています。 

 これらの学校に特徴的なのは、簡単に言えば、中学校時代に十分力が発揮できなかった、

さまざまな課題を持っている生徒たちが、入りやすいように仕掛けが作ってある。そうい

うふうになっております。神奈川の入試の特徴として、お手元の資料に書いておりますが、

簡単に言えば、入試という仕組みの中に学力試験がありません。いわゆる、国語や数学や

英語のようなペーパーテストがありません。 

 さらに本県の場合は、５・４・３・２・１という形で評定がついております調査書や、

内申書を通常集計して入試の材料にしますが、それも見ません。ですから、残ったものは

現状でいえば観点別評価と申しまして、意欲、関心、態度や、そういうものに代表される

A・B・C、こういうものを使って、あるいは、中学校時代のさまざまな生活ぶりなどを見

て、それで入試で判定していきます。 

 それだけではなかなかセレクションできませんので、面接を入れたり、グループ討論を

入れたりして、入学生を決めていきます。倍率は、指定されて４年目ですが、大体３倍前

後です。かなりの高倍率で推移しております。うちははっきり言ってしまえば、全日制の

底辺に位置します。市販の予備校の偏差値で言えば 30～40 の間くらいです。ですから、

ほとんど偏差値をつけなくてもいいくらいの学校になります。うちを落ちる子どもももち

ろんいるわけです。うちを落ちる子どもは、定時制や通信制に行ったりという形で他の学



 
 

校に行きます。ということは、これからお話し申し上げる生徒の困難度というのは、本校

にもちろん集中的にありますが、多分複数の学校が抱えている困難度というふうに考えて

いいかなと思っています。そういう意味で、支援を必要としている学校というのは、かな

り多数あるのではないかと思います。 

 今日お話しする支援というのは、すべての高等学校に必要かと言えば、正直言って必要

はないと思います。たとえば神奈川で言えば、学力重点校という東大に入ったり早稲田に

入ったりするような学校では、私共がやっているような仕掛けというのは、まったく無意

味とは言いませんが、大きな仕組みでもって入れることは必要ないのではかと考えており

ます。中学校時代に十分に力を発揮できなかった生徒を集中的に入れる仕組みを、神奈川

県は作りました。我々はそれを見ます。ただ、どうやって高校３年間を生活させるかとか、

どうやって進路を彼らに、彼女たちに見せていくかと、そういう仕組みはクリエイティブ

スクールを作ったときに、ほとんど考えられていませんでした。我々のほうでは生徒を見

ながら、試行錯誤で、いまそれを作って考えているのです。 

 在籍数、居住地は出ていました。在籍数はだいたい 600～700 の間、650 前後くらいで

推移をしています。「概要」というところです。これを見ていきますと、１年生の計のとこ

ろが 239 人、３年生の計が 209 人です。だいたい 30 人くらいが中退をしていきます。こ

れが現状です。多いように感じますよね。しかし我々としては非常に少なくなった数です。

これが 盛期という言い方は変ですが、たくさん出ていた時期には、たとえば、１学年で

30 人を超える退学者を出しました。１年生で入学した生徒が、２年生に上がる前に 30 人

近く辞めていく。これが単純に３年間同じように続きはしませんが、続いていくわけです

から、 終的には 150～160 人の卒業生になってしまうというようなときも経験しました。 

 我々の中で卒業生が 200 を超えるというのは、夢の数字です。私が卒業生を出したとき

が 204 人でした。ボーリングではありませんが、「200 アップしたね」と失礼な言い方で

すが、非常に喜んだことを記憶しています。校長が「200 を下らないように」といつも私

のそばに圧力をかけていたのを思い出します。そういう形で 200というのは夢の数字です。 

 でも実は、今年の春の卒業生は 230 台でした。10 名ほどしか中退しませんでした。こ

れはクリエイティブスクール１期生で、非常に入試が難しかった時期の子どもたちです。

そういう意味で、卒業生も非常に多くて、みんな驚きでした。いま私が担当しております

３年生は、すでに 209 人になっています。これでも過去の田奈高校からすれば、非常に多

い数字となります。 



 
 

 それから生徒の居住地ですが、学区はありません。全県下からまんべんなく集まれます

が、やはり基本は横浜市になります。本校は横浜市青葉区。 寄の駅は青葉台です。非常

に閑静な、バブルのころでは１億をはるかに超えるくらいの住宅地の中に立っております。

ときどき頻繁に生徒が悪いことをしてくるものですから、その住宅地の中で通行禁止の場

所があります。絶対にそこは通ってはいけない道があります。そこを通ると住人の方から

非常なクレームが来ます。確かにごみを捨てたり、それから我々の目を隠れてタバコの吸

い殻を捨てたり、大変な迷惑をかけるので、なるべく太い道でバス停に向かうように指導

しております。それから、駅前のいくつかの店では立ち入り禁止というお店もあります。

中で悪いことをするものですから、お客様の迷惑になるので、田奈高生の制服を着ている

ときには入ってはいけないわけです。可哀そうですよね、彼らは制服を着ているとマクド

ナルドなんか食べたいのに入れないのです。だから私服で行けばいいのですが。そういう、

地域から困難な学校として見られています。 

 教員構成はここに書いてあるようなものになりますが、当たり前の数なのか、あるいは、

高校というものをご存じの方がいらっしゃれば、少し多いのかなという感じの数かと思い

ます。本校は、実は在籍生 240 を８クラスで割り返すと 30 になります。つまり１クラス

30 人なのです。高校というのは通常 40 人で考えます。クラス数に合わせて教員の定数、

人数が決まりますので、本来うちは 40 人で考えると６クラス、学校全体で 18 クラスを基

礎とした教員定数になります。だいたい 30 人から 40 人の間ですね。それを県のほうが、

クリエイティブスクールということで 30 人のクラス設定にして、さらに８クラス規模校

の教員の人数を与えている。こういう学校になります。 

 ただ、 近のニュース等でも問題になっております、教員の非正規雇用があります。こ

こで見て分かります通り、教諭というのはいわゆる私を含めて正規雇用で、期間の定めの

ない 60 歳定年、そのあと５年くらい再任用ができる、そういう感じの教諭、総括教諭が

あります。養護教諭もそうなります。そのあとの再任用教諭、これは退職した方が４名。

これは１年のみの契約です。それから臨時的任用の先生。基本的には半年更新です。２年

目はないです。２年目を作るためにはクーリングオフと言って、４月からもう一度辞令が

出るという形の先生です。 

 ではなぜこんな話をするかというと、人数が増えたときに、たぶん皆さん方の職場もそ

うかと思いますが、なかなか戦力というと失礼ですが、同じように仕事をしていく環境を

作るというのが非常に難しくなってきております。これは仕方がないのですが、これがだ



 
 

いたい概要になります。 

 次に、生徒像という形で出ております。こういう学校に生徒が入ってきますが、学力は

非常に低いです。絶対評価における低学力とわざわざ書きました。かつては相対評価で、

５が何人、４が何人、３が何人と決めていて、もうどうしても１をつける子を何パーセン

トか付けなければいけないのですが、今は絶対評価になっていますから、頑張って目標に

到達をすれば、５だろうが４だろうが、理論的には 30 人のクラス全員が５になっても構

わないわけです。にもかかわらず、うちに入ってくる子どもたちは、たとえば数学で中学

２年生のときも１、３年生のときも１、そういう子が 20 人から 30 人くらい入ってきます。

つまりどうやっても１以外付けられない。英語もそうですね。だいたい 10 人から 20 人く

らい２年生のときも１、３年生のときも１、非常な低学力です。この低学力を我々は学力

が低いというだけで見ていましたが、このキャリア支援センターを作ってからは、背景に

要因があるのではないか、場合によっては、勉強をしても学力が伸びないのではないか、

有り体に言えば、知的な障害があるのではないかという気持ちで、少しずつ見るようにな

っていきました。確かに、そういう生徒もここ１～２年で顕在化したと思っておりますし、

そういう生徒のキャリア支援も行っております。 

 それからこの研修の中で、再三繰り返し出ていると思いますが、世帯の経済力が非常に

苦しい状態の子どもたちが多いです。いま授業料は徴収しませんので、ここにあるデータ

は 2009 年が 後になりますが、いわゆる、授業料減免を受ける条件として神奈川の場合

には、この３つのどれかに該当すれば大丈夫です。生活保護家庭、児童福祉施設などに入

所して通ってくる生徒、あるいは、非課税証明書が取れるような場合は、授業料減免なの

です。2009 年の時点で、学校全体で 150 名ほど授業料減免者がいました。これは申請で

すので、本人やご家庭が面倒臭がって申請しなければ、こぼれてしまいます。誰が生活保

護か分かりませんし、我々も声をかけるわけにいきません。「お宅は非課税証明書が取れる

家庭ですね」これは絶対に分かりませんから、言ってこない限りダメです。言ってきた数

が 150 名です。これは 2008 年のリーマンショックがあります。あの辺で初めて 100 に乗

りました。そしてそのあと日本の経済と違いますが、ずっと右肩上がりで、 後の統計数

字が 150 です。たぶん、４～５人の生徒のうちの１人は授業料減免相当な経済的な困窮に

あると考えており、そういう学校だと思います。 

 ブルーを入れて生活保護家庭の話を出していますが、これは私の反省と自戒を込めてこ

こに入れたのですが、我々教員は、生活保護の家庭の生徒たちがどうやって進学をするの



 
 

か、どうやって就職をしていくのかということを全く知らないまま、この間支援をしてき

ました。ですから支援をしていないということです。たぶん多くの高等学校で、同じよう

な状態になると思います。ときどき私に質問が来ますが、いったいどうなっているのか、

どうしたらいいのかというふうに聞かれることがあるので、たぶん多くの学校では分かっ

ていないと思います。 

 たとえば進学の場合で、世帯分離が必要で、奨学金は学生支援機構を借りなければいけ

ない。では世帯分離って何？そういうところで教員も止まっています。これを我々が知ら

なければいけないと思ったのには１つの事件がありました。 

 実は本校の生徒が指定校推薦と言って、推薦されれば必ず合格するというものに応募し

て、校内の選考を通って、それで出願をするという段階まできた生徒がいました。ところ

が、あるときその生徒が来て「ダメになった、行けない」と言うのです。よくよく聞いて

みると、その子はアニメの専門学校に進むつもりだったのですが、その話をワーカーさん

にしたら、自立の助長にならないので、あなたは職業訓練校に行きなさいという指導があ

りました。我々はまったくそのとき話の展開についていけませんでした。 

 これは我々の反省で、その後、保護課の方に来ていただいて勉強会を開いて、なるほど

進学とはそういう仕組みなのかと。 近は自立の助長にならないからと否定することはな

いらしいのですが、「結構そういう話は出てますよ」ということをお聞きしました。これも

ここ２年か３年間くらいで、やっとの思いで分かったことです。就職の場合の収入認定や

控除についても。こういうのもこの３年間くらいのところで知った状態です。 

 つまり、たくさんの授業料減免の生徒がいて、生活保護の生徒がいて、家庭があるのに、

この辺りのことをまったく手付かずに、キャリア支援をまったくせずに社会に出していた。

そうなるとその後、非常な困難に襲われます。場合によっては、よく支援の方が「失われ

た 10 年」と言いますが、10 年くらいの間、家に引きこもってしまうきっかけを作ってい

たのではないかという非常な反省をしました。 

 さらに本校のような学校では、これもよくニュース等で報道されますが、経済力とさま

ざまな困難は正比例です。障害を持ったお子さんが入ってきます。それからよく怒られま

すが、「１人親家庭は困難ではない」とよく言われますが、「リスクを抱えた１人親」とい

うふうに読み替えてください。それから疾病。これは本人も保護者もです。それから家族

全体が、本人が孤立しているネグレクト。ネグレクトもいろいろな実例を見てまいりまし

たが、食べるものがなくて緊急の電話が入って教員が行くと、冷蔵庫の中は空で保護者も



 
 

いなくて、しょうがないので教員がポケットマネーで近所のコンビニで何かものを買う、

そんなことが何回もありました。 

 それからここ数年で我々がやっと手をつけたのが、外国につながりのある生徒。実は私

もこの学校に来たときにどう見ても金髪だったり、目が青かったり、肌がどう見ても外国

につながっているのではないかなと思っていたのですが、県への報告書は０でした。つま

り調査していないので、まるっきり把握ができていないのです。ここ３年くらい前から入

学するときにペーパーをお出しいただくようにして、把握をするようにしました。そうし

たら、2012 年春の入学生は 240 名中 18 名、フィリピン、パキスタン、中国や南アフリカ

のほうと、さまざまな国とつながりのある子どもたちがいました。 

 この入試とはこういう入試です。この子たちは結構話がうまいのです。ボディランゲー

ジも含めて実にうまい。ですから、うちの入試を突破しやすい子どもたちなわけです。そ

んな子どもたちが入ってくる、その生徒像です。こういう形の生徒はたくさんいます。世

帯も困難を抱えています。そこで我々が考えたこの仕組みは中心に生徒がいて、田奈高校

が 初の殻となって囲っています。田奈高校が全力で生徒の高校３年間を支援します。 

 そして次に、就職支援員というのがこのあと出てきますが、やはり基本は就職のところ

の支援で１番難しいです。少々お金をお持ちのご家庭であれば、いま選ばなければ専門学

校も大学もどこにでも入れます。割合と簡単に行くことができます。 

 そのまた周りを田奈 Pass と書いてありますが、これは PS、パーソナルサポートで、出

張相談という形で、２名の方が毎週いらしています。１名の方は臨床心理士、もう１名の

方は社会的起業家の方で、若者の支援をされています。これは大枠で囲っています。そし

て、この方たちのところに非常に困難を抱えた生徒を相談に行かせます。 

 それから CC と書いてあるのは、キャリアカウンセラーです。これは卒業くらいまでに

は何とか展望が持てそうな生徒は、週１回のキャリアカウンセリングに入れていきます。 

 SC と書いてあるのは、スクールカウンセラーです。スクールカウンセラーは基本的に

保健室教育相談系なので、我々のキャリア支援センターには情報をいただくというポジシ

ョンなのでカッコを付けています。 

 そして１番外側に、PS 相談室。先ほども出ましたが、さらに困難を抱えて卒業後も支

援をしなければならない場合は、パーソナルサポートにそのまま卒業後もつなげていきま

す。それで 後の殻が PS になります。 

 HW はハローワークです。卒業後、生徒たちの就労支援をハローワークと協力しながら、



 
 

求職登録の支援、こういう形になっています。 

 全体のくくりは、キャリア支援センターがあって、通常の進路の業務もするキャリア支

援グループがあります。それから、情報の共有ということで各学年、保健室、教育相談の

先生、いま６名くらいいます。それから１人、カウンセラーの方がこの教育相談に絡んで、

三位一体の形で回しています。このキャリア支援センターですが、本格稼働は２年目です。

先ほど申し上げましたように３年目ですが、１年目は本格的に稼働しておりません。通常

そう言うと「準備だね」という話になります。ここが厄介なところで、準備ではないので

す。１年目は稼働できなかったのです。お分かりになるでしょうか。ひょっとすると高校

等お周りになられている方がいらして、ここは敷居が高いとか、玄関での立ち話で終わっ

てしまったとか、アポを取ろうと思っても取れないとか、そういうことがあるのではない

でしょうか。本校もキャリア支援センターをこれだけの生徒がいるから、何か新しい仕組

みを作ろうとして立ち上げたときに校内の反対がすごかったのです。１年目はその反対の

嵐の中にありました。そのとき私は外にいましたが、基本的にキャリア支援センターの担

当になった教員が、そういうのはキャリア支援じゃないからやらないという形で、ほとん

ど仕事をしないまま動いていた１年でした。 

 しかし、それではもう無理だという形で、２年目に私が責任者として校長の陰謀に乗せ

られて、好きにやっていいから、勝手にやっていいから、何でもいいからやってみろとい

う形で始めたのが２年目です。そこから、校長がそう言うのであれば、勝手にやらせても

らいますという形で、特に議案も出さず、決裁ももらわず、どんどん進めてきたというこ

とです。そういうことを許してくれる校長です。これも大事なことです。 

 ５番目で「困難の把握から支援へ」という形で書いてあります。いま話をしたような事

柄をまとめたものになります。生徒の中には明らかに知的障害者で手帳の取得もあります。

身体障害で手帳の保持者もいます。発達障害で診断が出ている子もいます。精神疾患で心

療内科に行っている子もいます。さらに小さい時に世帯が貧困なので、文化的資本が非常

に欠如している子もいます。外国へのつながりがあって、会話はできるが読んだり書いた

りが厳しい子もいます。その背景にもちろん家庭環境があります。そして、そういうこと

があるので、小中学校では低学力で孤立をして、場合によっては、不登校、いじめの経験、

低い自己評価、中学時代はあとで事例に出ますが、ずっとリストカットをしていてその深

い跡が腕上にあってそれが悩みでしょうがない。そんな生徒も相談に来たりしています。 

 我々の学校では協同・連携の支援という形できましたが、これまで上の段、高校３年間、



 
 

さまざまな生徒支援や学習支援とかキャリア支援で、あるいは、活動支援というのは文化

祭とか体育祭です。そういうことをして、今のような自己効力感の薄い生徒に何とか自信

とか信頼とか自己効力感を回復させるように、この間、工夫をしてきました。 

 生活指導もいわゆるゼロトレランスではありません。髪の毛の色も秋が近いので、そろ

そろ赤くなってまいりました。赤い髪の毛やら黄色い髪の毛やらいっぱいおります。顔中

にいろいろなピアスをつけたり、「耳の穴がちょっと大きすぎるんじゃないの」とこの前も

女の子に言いました。「そこまで大きくしちゃうともうふさがらないよ」というのはありま

したが、別に生活指導の対象にはなりません。本校では学校を抜け出したり、喫煙したり、

そういったものは対象にします。また、服装や見た目は、制服を着ていない子がいますの

で、「パジャマで学校に来るんじゃない」と叱ることはありますが。（笑）本当にパジャマ

のようなスウェットで来るものですから、「それはちょっとバスに乗れないでしょ」という

話はしますが、それ以外のところで、髪が赤かろうが、金髪だろうが、モヒカンになって

いようが、全然いわゆる生徒指導はしません。そうやって信頼感をお互いに作っていって、

卒業を迎えるのです。そして退学者も我々的には減りました。 

 でも、リスクはそのあとに待っているのです。高校までは何とかゆったりと、我々はよ

く真水と言いますが、その中でゆったりと暮らすことができた。中学校時代に不登校で２

年間学校に行っていない子が、皆勤賞をもらって卒業していくことが何人もいるのです。

そういう学校です。でも卒業したあと、卒業の間際に大きなリスクがあることを我々は確

認したわけです。 

 この３年間で自己効力感と自信と信頼がありますから、学校に対して何とか情報を開示

してください。そこに我々はキャリア支援センターを入れて、外部機関との連携を入れて、

新たな支援の仕組みを入れて、早期支援をしようと考えたわけです。早期に支援を入れれ

ば、たぶん予算的にも少ない規模で持っていけるのではないかと考えました。 

 先ほど申し上げましたように、これは本校だけではありません。ここに書かせていただ

きましたが、定時制、多部制定時制とか通信制。神奈川の通信制は１校しかありませんが、

すごいのです。在籍が４千数百人います。教員の数が 50～60 人です。４千数百人のうち、

実活動といって学校と何らかのつながりのあるのは 2000 人くらいです。そのうち３年間

で卒業までもっていけるのが、20％を切っているという話です。苦しいです。そういう苦

しいところの先生も、私は神奈川県の教育研究所というのに入っていまして、研究会をお

呼びしてお話を聞いた子の例です。 



 
 

 K2 インターナショナルは結構有名です。そこと連携をしています。これは神奈川県が

ここと連携をしろと言ったわけではありません。この先生がここに書いた通り、戸塚の定

時制のテレビを見ていて「あれっいいじゃない」ということで、自分で電話して呼んで話

をして始めたのです。明らかにニーズというものはあるのです。頑張ろうと思っている学

校というのはやはりあるのです。ですから、そういうところと手を結んでいけば、先ほど

言った早期支援は必ずできるのではないかと私は思っています。この K2 インターナショ

ナルは大したもので、いろいろな事業をやっております。ここに書いてあります。 

 次に潜在的なニーズの２番という形で、私がまとめさせていただきました。今の学校に

も共通することですが、潜在的に外の力を入れたり、誰かに助けてもらって何とか生徒の

支援をしたいと思っている学校は結構あります。そして私の学校はその典型的な例でもあ

るのです。 

 ここにニーズの背景ということを書いておきました。教師は非常に忙しいです。多忙化

しています。教職というものは昔と変わってしまいました。私はよく契約違反だと言いま

すが、若いころ見た先生たちは、５時くらいになると職員室の片隅にカーテンを閉めて、

冷蔵庫から冷たい泡の立つものを出して飲んでいる。そういうのを見ているといい仕事だ

なと思いました。私が教員になった 初の年は夏休みに入る１週間くらい「ちょっと研修

でヨーロッパに行ってきますから」とこう言って、そして夏休みの終わりくらいに帰って

きて、「いやーいい研修でしたね」なんて。それで授業のときに旅の話をしてそれで生徒は

喜んでいる。そういう時代に生きてきました。ところが今は一切そういうことはありませ

ん。我々に許されている夏季休暇は公式的には５日間で、あとは原則的には学校に登校し

てバリバリ仕事をする。それだけではありませんが、いろいろと変わっています。 

 それから、今日こうやって、私が一生懸命、夜パワーポイントで作ってきたものをやっ

ていますが、こういうのができないとダメなのです。こういうのができないと中高年は勉

強しに研修で行かされたりします。結構これがストレスなのです。昨日も３人の方が机の

上にコンピュータが置いてあって、その上に 30 センチくらいの本が置いてあったので、「そ

れはまずいですよ」と私は注意しました。それから、コンピュータの空気が出るところが

ふさがれていたので、「先生それはまずいですよ」と注意しましたら、先生は一言、「大丈

夫です。コンセントは抜いてありますから」と。「でも重荷には耐えられませんから、上の

はどかしてくださいね」なんて話をしました。業務はどんどん高度化しています。 

 たとえば神奈川の例で言えば、私は教務とか情報関係を長く学校の中で仕事をしてまい



 
 

りまして、私の学校で言うとノートパソコンは 100 台くらいあります。いま校内で立てて

いるサーバーは WEB サーバーが１つと、マイクロソフトの 2008 サーバーの２本立って

います。WEB サーバーは成績処理用で、その成績処理をしたものは神奈川県全体がクラ

ウドになっていて、セキュリティのかかった広域イーサネットで、神奈川県のデータセン

ターにデータを上げる。こういう仕組みになっています。 

 こういう話をすると中高年はもうついてこれません。これはストレスだと思います。私

は中高年の高年ですが、何とか遅れないために月に２冊 IT 系の雑誌を買い、昨年 12 月に

は iPad を買い、自分で投資しながら何とか追いついてきました。 

 校内は皆さんがご家庭で使っているようなコンピュータ環境ではありません。すべての

コンピュータを把握するために、いわゆる MAC アドレス、IP アドレス、それらを完全に

管理して、どの先生が何をやっているかを全部把握しながら動かす。そんな感じです。こ

れはもうつらいですね。ですからここに教師の熱意の必要性と限界と書きましたが、一生

懸命やりたいが、ダメという感じの先生方がいます。そして、さらに本校のようにここに

赤い字で書いたさまざまな困難を抱えた生徒たちが目の前にいる。これは体がたまらない

です。昔の５時から泡を飲んでいた教員なんて神話のような世界です。 

 そういう状態の中で私も本校で一度担任をいたしまして卒業生を出しました。このとき

の経験が、いま仕事をしている１番大きな私のモチベーション、気持ちを支えているもの

です。要するに、卒業以外の支援が自分の中でできなかったのです。卒業させるので手一

杯です。卒業式に 50 を過ぎてあれほど涙が出たなんて初めてでした。そのくらい苦労し

て、私のクラスの全員を卒業に持って行きました。クラスの中にもさまざまな困難を抱え

た子どもたちが、まるでモザイクのようにいました。たとえば、そんな子どもたちを見て

いて、卒業までは持ってきたけれど、その先につなげることができなかったという非常な

後悔がありまして、その後悔を持っているときに、うちの校長がよってきて耳元で、「やら

ない？」と言うものですから、「やるか」と始めたのがこのキャリア支援センターなのです。 

 いま話したのは次へつながります。つまり、学校全体がソーシャルキャピタルという形

で、キーワードが出てきましたが、学校全体が雰囲気がなければできないことです。それ

から校長のリーダーシップ。これはパワハラ型のリーダーシップはダメです。俺の言うこ

とを聞けとか、俺が何でも知っているから俺の命令に従えとか、そういう校長先生ではほ

とんどはものが動きません。サーバントリーダーシップ。召使。校長は職員の召使。それ

は私のいつもの言い方ですが、「校長先生、宴会の用意をよろしくお願いします」。校長が



 
 

「はい分かった、店は取っておくよ」、そういう感じです。明確なビジョンや目標を持つ校

長と「伴走支援で行くしかないよ、うちの高校は」と簡単に会話ができます。伴走支援と

言っても、我々の学校では当たり前のようにどの教師も話しますが、高校の教員がそうい

う言葉で生徒に向かうということはまずありません。 

 ３つ目、これも大事ですが、よく外部の方に言われるのは「先生たち大変でしょ。苦労

されてますよね。我々が入って楽になったらどうですか」。高校ではこれは受けません。や

はり苦労をともにするという視点で学校とやっていく、あるいは、苦労をともにする覚悟

のあるような学校は外へ向かいます。楽をしようとしたら学校全体が崩壊していきますか

ら、支援は絶対にできません。これはそういう意味で連携に対する潜在的ニーズ、この２

年間から３年間の間で、私が考えた、あるいは経験したことという形でまとめております。 

 学校の中にはいろいろな困難の生徒が入ってきますが、それが常に見えているというわ

けではありません。それを見えるようにするのは、日常で担任が気付いたり、うちは三者

面談を１年のうちに３回やります。来る家はいいですが、来ない家は「いったいどうなっ

てるの」と担任が把握しようと頑張ります。そういう日常の中で可視化をされていかなけ

ればなりません。そのときの担任は、先ほど申し上げましたように、少々時間を持ち出し

ても頑張れる熱意がなければ無理ですね。 

 ここは１番のポイントです。困難がこうやって可視化する。先ほど申し上げましたよう

に多文化教育の担当の教員もいます。入学時に引き上げてきますので把握はできます。そ

れで、裏側にある世帯の困難を把握するのは、やはり担任の気づきなのです。 近飯食っ

てないな、何かリストカットひどいな、学校来ないな、そういう気づきから始まっていく

のです。そこに保健室が入ってきます。養護教諭が２名います。非常にここにはデータが

蓄積されています。私も支援に入るときには必ず養護の先生に相談に行きます。「キャリア

カウンセリングに入れていいですか」と聞きに行きます。「いやまだまずいよ、今は教育相

談の段階で、外部の医療機関との連携を模索しているからキャリアの話はまずいよ」とい

う形で止めが入るのです。そういう場合は止めます。そのような感じで、内部で情報交換

をしながら回していきます。 

 入学時には中学校を通してデータを収集します。これはかなりのデータができます。こ

うやってデータをみんなが持っていて、さらに教員間の情報交換をいろいろなところで、

１番 後にオン・ザ・フライ・ミーティング、なんとか委員会、なんとか勉強会。今日は

あまり言うと語弊がありますが、研修会とか、そういうところを設定して情報交換をしま



 
 

しょうと、時間もないので、立ち話的に「あの子どう、この子どう」と情報のやりとりを

しています。結構やばい面もあります。個人情報の行き来がありますから。でもこれをや

ることによってみんなが情報共有します。そうすると、学校を基地にして早期の支援が可

能になるのではないかと考えております。 

 次に 10 番という形で出しますが、高校生活はこのような形で先ほども申し上げたよう

に自己効力感、信頼関係を作るようにこれまでも我々は努力してまいりました。真ん中辺

りにある総合的な学習では多彩なキャリア教育とあります。独自の教材を１年生で１冊、

２年生で１冊作り、労働法やら生活面やらありとあらゆることをその中に入れて、１年生

のときは週２時間、私も生徒に労働法の話をしたりします。あらゆる教員が総合的な学習

時間を担当します。ですから、生まれて初めて労働法を読んだり、いろいろなことを知っ

て、それで１年の総合的な学習をやっていきます。この多彩なキャリア教育のところだけ

でも、結構日本全国から本校に視察に来たりします。 

 １年生は夏休みに全員が職場見学体験をします。緑法人会といって地域の法人様にご協

力いただいて 60～70 社ほどを開拓いたしまして、そこに全員の生徒が行きます。先ほど

申し上げたような生徒ですから、行くと危ないのですよ。悪いことをしてしまうかもしれ

ませんし、朝ドタキャンしてしまうかもしれません。リスクは抱えていますが、結構これ

で生徒が成長したりします。 

 ところが、こうやって充実した高校生活をしても、これをよくうちの校長が使う古い言

葉で、校長に敬意を表して入れておきましたが、「これは金澤ね、畳の上の水練だよ」とこ

う言うのです。「教員が一生懸命頑張っているので、校長先生あまり大きな声で言っちゃだ

めですよ」と言うのですが、「要するに、畳の上で泳ぐ練習をしても、飛び込んだときに泳

げるとは限らないんだよ」そういう意味です。「だからもっと違う、本当に泳ぎの練習ので

きる場所を作ってやらないとだめだよ。このままじゃ不安定な未来は変わっていかない」。 

でも今までの田奈高校のやり方は、こうやって真水の中で一生懸命大事にして大事にして、

後に海の中に投げ込んで泳いでみろとやって、泳げなくて溺れていく。そういうところ

を見てきたのです。ですから中間的な場所、汽水域、真水と海水が混ざり合う場所を作っ

てあげなければいけない。こういうふうに思っています。 

 進路多様校とよく言われます。本校は進路多様校になります。このグリーンの点線で囲

まれているところが、基本的に進路未決定者と言います。この進路未決定者は進学準備と

か、就職準備とか書いてありますから、準備しているからいいじゃねぇか、という感じで



 
 

すね。ですがそうではありません。これは生徒が卒業するときに進学準備をします、就職

準備をしますと言ったから数としてカウントしたのです。自己決定をしたのだから、進路

の１つです。だから１で数えます。就職準備も進路決定です。こういう話を大学のキャリ

アセンターの職員の方から聞くことがございます。 

 我々も同じです。データ的にはこういうデータを外に出していて、でも実際はこの部分、

35～40％くらいが進路未決定で、ここ数年推移をしてきているということになります。こ

の子達に手を入れなければいけないわけです。さらにここに短大や、専門とか進学という

形で決まった子たちのパーセンテージも出ています。ここに先ほど申し上げた奨学金の問

題も絡んできます。これは早い段階からうちの学校では、問題点を外に向かって話をして

いましたが、やっと 近になって多くの新聞もテレビも取り上げるようになり、見てくれ

るようになったかなという感じです。早い段階からこれは本当にリスクがあるなと考えて

いました。そのリスクが分かるような表を、これは田奈高校内部のものを作ってまいりま

した。日本学生支援機構に関係ある方がいらっしゃったら大変申し訳ありませんが、１つ

の客観的なデータという形でご覧下さい。 

 こういう形で本校では、2010 年のところを分かりやすく見ていくと、この一種無利子に

23 人が出願して６人が採用になっています。無利子は、枠が小さくて難しいのです。それ

から次に横を見てください。二種です。有利子。46 人出願して 44 人。ほぼ全員採用です。

途中２名少なくなっているのは、ただ止めたというだけです。出せば全員通ります。 

 これが 近話題になっている、奨学金という名の教育ローンの実態を示しています。大

学に行くときにみんな二種のところで大学に行きます。 近はさらに借りやすくなりまし

て、一種の申し込みは５月だけです。ところが、二種は５月と９月の二回申し込めます。

これ９月というのが大事なのです。９月でだいたい進路が決まっていくのです。10 月１日

から専門学校の推薦が解禁になります。それから、短大も 4 年制大学も解禁になります。

ですから、９月が１番みんな真剣になって進路を考えるのです。そのときに奨学金という

言葉が来ると、それを借りて行こうという話になります。 

 これは、リーマンショックが 2008 年８月くらいに起きましたが、この翌年から影響が

出始めてきました。もう明らかですね。2009 年、2010 年と徐々に徐々に、2010 年はあっ

という間の激しい上がり方をします。どれほど危険か。これはもう新聞で出ているので詳

しく申しませんが、生徒からこの前も電話が来ました。「先生お金が足りないので、奨学金

変更したいんだよ、借りる額」。「どうしたいの」。「月 12 万円借りたい。それから推薦に



 
 

行くから入学時増額 50 万円もほしい」。これ止めます。入学時増額 50 万円ほしい。推薦

に行くときに 10 月くらいに始まります。合格が出ると、１週間ないしは 10 日くらいのと

きにお金を払わなければなりません。でもお金はないでしょう。それでどうするか。つな

ぎ融資で借ります。たとえば、中央労働金庫のつなぎ融資。今金利が２～３％くらいです。

担保は何か、奨学金です。ご存じの方も多いとは思いますが、奨学金を担保にしてお金を

借りて推薦入試に入るのです。満額借りて、もし４年制大学を卒業しようとすると、利息

を入れて総額 845 万円になります。返せません、うちの子ども達の家庭を見ても。保証人

は親御さんになっています。親子共々沈没していくというのを何人も何人も見て、その書

類を私が点検して持たせて、大学に行かせている子ども達がいま大学２年生、３年生にな

っているんです。これはすごく心配です。 

 高校生活も奨学金で頑張っている子たちがいます。ところが、この表が横浜市の奨学金

で、別に横浜市が悪いわけではないのですが、出願が 2010 年がゼロ、積極性がないな、

2009 年もゼロ、積極性ないな。2008 年の１年生が６人出願しているが、採用はゼロ。2007

年１年生 15 人出している、採用ゼロ。何で？要するにうちの子ども達は、先ほど申しま

したが、評点が１とか２の子ばかりなのです。だから１年生のときの奨学金というのは、

中学校時代の成績で決定するので、１年のときに奨学金を借りられないのです。これがそ

ういう理由です。 

 神奈川県の奨学金は借りられますが、世帯所得が 312 万円以下の場合、卒業時に評定が

4.6 以上だと返さなくてもいいことになっています。4.6。ほぼオール５です。体育も５、

英語も５。いくらクリエイティブスクールの田奈高校でも、そういません。だから返さな

ければいけないのです。奨学金も借りられないそういう状態にあると、アルバイトをしま

す。ところが、アルバイトが受からないのです。何で受からないか、いくつか理由があり

ます。たとえば、中高年がリストラされてたくさん居るので、スーパーやコンビニなんか

でおじさんやおばさんがまずシフトに入り、子どもに回ってきません。 

 次に深刻なのが、アルバイトの面接が受からないのです。６回落ちたとか来るわけです。

話をしていると「うーん、お前は受からないね」という感じの子なのです。ですから、高

校生活が結構大変なのです。アルバイトができればいいほうです。 

 では３年生のときの就職はどうなるかというと、ここに書いてありますように就職の数

が非常なスピードで激減していっています。リーマンショックの前、2008 年くらいまで本

校でも 900 件くらい来ていました。ですから、結構校内で 10 月くらいまでの間に決まっ



 
 

ていました。ところが、これが今は 300 件くらいです。さらに、求人票１枚あたりの採用

人数が少ないのです。求人票１枚の中に５名とか 10 名という採用枠があるのですが、

近は１とか２という感じです。販売とか事務職というのはもうほとんどないです。かつて

私が就職の指導をやった 20 年位前は銀行、デパート、大手スーパーいくらでもありまし

た。ところが今はそういうところはありません。ゼロですね。 

 さらに、今は求人票がインターネット上で全国一斉公開になります。沖縄から北海道ま

で瞬時に見れますので、競争相手が日本中です。７月の求人票公開というのはそういうこ

とです。８月には会社見学３社くらいやります。昔は行かせて電話するのです。向こうの

人事担当者が出て、「先生、まあいろいろとちょっと難はあるけど、まあいいでしょう」と

こう来ます。これは内々定です。だから、８月では内々定なのです。今はそういうのが一

切ありません。本当に競争の会社見学で始まるのです。ですから、これは高校独特ですが、

９月１社をこれは満遍なく仕事を回すために高校生は１社しか応募ができません。１社で

試験です。10 月から２社応募で試験ができます。 

 神奈川県内の内定率は９月で 30％を切りました。20％台です。ところが、３月になると

100％になるのです。たいしたものです。誰が数字をいじっているのか分かりませんが。

数字はいじられていません。計算式は Excel ですから、絶対に間違えません。生徒が就職

からどんどん離れていくのです。要は分母が減っていくので、計算していくと限りなく 100

に近くなるのです。 

 求人数の激減という表を出してきました。これでトピックとして２つの期間を出してい

ますが、1986～1991 年、これは経済学者によって微妙に判断の仕方は変わりますが、こ

の辺りがバブルです。このオレンジの線が、このときの有効求人倍率です。非常にたくさ

ん居ました。その次に 2002 年～2009 年、緩やかな景気回復がありましたが、ほとんど伸

びていません。この少し伸びた 高のレベルぐらいのところで、本校でだいたい 800～900

件で、今それが一気に下り坂に入ってきています。９月の神奈川労働局の発表で求人数は

２％くらい、１点数パーセントくらい、1.8％か何かでしたか増えていますが、就職希望者

が５％増加しているので、差し引き有効求人倍率は下がりました。これはリーマンショッ

ク以来、 低と言われています。そういう環境です。この中で就職の指導をしなければい

けませんので、昔のような就職の支援では絶対ダメだということです。 

 これは月別内定率という形で、私が作った表です。田奈高校作成になりますが、９月の

ところがだいたい大きく２つに切れています。表が赤字のところです。30％を切る９月の



 
 

内定率も、それより前は 50％前後で推移していましたから、これは９月段階で２人に１人

は合格するわけです。これは指導が非常にやりやすかった。ところが、2010 年、これは不

幸にして私の学年です。27.4％。大体高校の就職指導は、10 月、11 月でピークを過ぎて

しまいます。そうすると生徒はどんどん就職希望から離れていきます。それによって、

終的には 98.6％、ほぼ 100％に近い。しかしこの年、私の学年も卒業生も就職内定者は実

数で 30 を切って 29 名という形になりました。 

 こういう形で、自分としても先ほどの反省ですよね。俺はいったい何をしてきたのだろ

うという気持ちになったわけです。それをさらに分かりやすく５～６年のスパンで作った

表がこれになります。点線のところが就職になりますが、リーマンショックの年のころか

らどんどん下がってきます。ところが、リーマンショックの年あたりは就職が厳しいから

とりあえず進学という形で、大学・専門がぐっと伸びてきました。ですから、進路未決定

者が相対的に下がった年になります。それでこの子たちが奨学金を借りているので、非常

にリスクを背負っています。しかし、就職は回復することなくどんどん下がっています。

かつて、40％くらいあった本校の進路未決定者が 30％を切るくらいまで行きましたが、こ

こに来て大きくまた高止まりを始めたというのが、2011 年の春の卒業生となります。 就

職が激減をしていくところが 2010 年です。 

 こういう状況の中で我々は何とかしなければいけないという形で、さまざまな仕掛けを

作りました。その新たな仕掛けを作る役割をするのが、私がいま所属をしているキャリア

支援センターです。センターと言っても、副校長が責任者で、私が１人いて、もう１人教

員がいて３人でやっているくらいのセンターと呼べないくらいのところですが、これでや

っております。メインストリームは就職の支援になります。就職支援員を２名雇用してい

ます。本校の雇用と書いてありますが、これは例の緊急雇用対策を使って、非常にお給料

が安くて申し訳ないのですが、２名の方に来ていただいて、ここに書いてあるような形で、

進路を支援しています。この方たちが入る前は、私の年で 29 名。この方たちが入って支

援を始めて、１年間ずっと指導すると、６回も７回も落ちてもチャレンジしていく子ども

たちが現れ始めて、実は 2011 年春の卒業生の就職の内定は 60 名を超えました。ですから

息長くやっていけば何とかなるのです。しかし、教員にはその余裕がありません。そこで、

その仕掛けを作って、今年も回しています。現時点で 30 数名くらいの内定者が出ており

ますので、 終的には 50～60 名が来るのではないかなと考えております。 

 こういう仕組みで、外部の方が２名入っておられます。お１人の方はキャリアコンサル



 
 

タントの技能士２級をお持ちの方、もう１人の方が認定キャリアカウンセラーの方。お２

人とも非常にスキルの高い方で、生徒の当たりも非常に柔らかくていい感じです。生徒は

授業をサボってでも部屋に行ってこの２人の話を聞いて頑張ろうとしています。そんなと

きは教員はそばで公欠にしてあげようという感じです。休みにはしません。今は何が大事

かというと進路のことを考えることが大事ですから、俺の授業よりもそっちがいいよとい

う形で行かれてしまいます。まあ、柔軟な学校です。いい加減な学校と言ったりします。

「良い加減」ですよね。こうやって、このお２人が力を尽くしてくれたおかげで、ここに

書いてあるようにこれは本校作成の表になりますが、V 字の回復をしているのが、このグ

リーンの就職のところです。今までずっと下降傾向だったのに、お２人が来たことによっ

て、V 字に回復いたしました。この V 字に回復することによって、進路未決定者が減って

いく。進学に依存せずに、進路未決定者を減らすという形の初めての 2012 年の３月の卒

業生の実績になります。 

 これは我々にとって驚きの数字でした。この驚きの数字で教員の意識が変わっていくわ

けです。俺たちの進路指導は何だったのだろう。外部の力は大したものじゃないか。お２

人はものすごく信頼されています。外の会社から電話が来ると、すぐに進路室に内線をつ

なげます。普通だと教員が取って、「どちらさまですか」とやるのですが、「あー就職です

ね。いま担当に回しますから」とすぐにつなげます。それでお２人が頑張って、今日もや

ってくださっています。ただし、ここにリスクもありますと書いておいたのは、この進路

未決定者の中でこれが消えません。「卒業してアルバイトでお金を貯めて進学する」。なか

なかこれは実現しません。 

 管轄ハローワークとの連携。これは当たり前のことなのですが、これは去年、今年から

非常に強く打ち出してやっております。求人状況の情報提供はもちろん、ハローワークの

専門援助の方にジョブサポートのことも含めて、学年会に来ていただいています。教員の

会議の中に出席していただき、求人がどういう状況にあるのか、ということを全部説明し

てもらいます。それから、求職者支援制度。高校生は卒業と同時に特定失業者になります

ので、これを使えます。この基礎コースと実践コースに今年７名が入りました。課題も感

じていますが、実践コースはいいですね。ここに入った３名は学校の勉強をしない子がほ

とんどでしたが、入った先の専門学校の担当の方も「非常によく勉強しますよ、クラスで

もトップですよ」と目が点になるような話が帰ってきました。実践コースはいいですね。

目標がはっきりしています。 



 
 

 学卒の未就職者コースは少し苦戦しました。途中で３名止めてしまい、いま残り１名と

なっています。たぶんこの求職者支援制度がいいのは、この辺りかなというのが、この１

年生徒を見ていたところです。これは異年齢集団の中で、お母さんに当たるくらいの方が

いつも声をかけてくれ、これがとても良かったのです。 

 キャリアカウンセラーが１名増えています。これは原則、金曜日にいらっしゃいます。

コンサルティング技能士２級をお持ちの方で、非常に優秀な方です。この方１年目、ほと

んど仕事ありませんでした。なぜか。教員が仕事を回しませんでした。信頼してないので

す。カウンセリングに対する根深い不信感というのが、学校にあります。だから回さない

のです。ただ、私は自分の生徒が１人この方にかかって変わっていく姿を見たので、キャ

リアカウンセリングは使い方によってはいいところがあるのではないかと思いまして、実

は某団体のキャリアカウンセリングの通信教育を受けてみました。教材の中身がなかなか

いいですよね。書いてあることが。これを実体化していけば結構いいのではないのという

形で、この方の２年目は私のほうで担任の先生から聞き取りをして、難しい子をどんどん

入れていきました。そしたら、ここに書いてあるような子どもたちが、生き返っていくわ

けです。就職活動へまた戻っていったりするわけです。 

 この PS の事業というのが本校ではものすごく重要な事業になっています。次の 23 で、

ある日の PS の本校の中での相談の流れを書いてきました。こんなのが毎週毎週繰り広げ

られております。 

 １時間目、２人の相談員の方が駆け込んできます。そして私と一緒に情報共有します。

今日は継続でこの生徒が来ます。この１週間でこんなことがありました。こんな変化があ

りました。情報共有します。そして私が連れに行ったり、本人が来たりして相談に入って

いきます。通常は２人で１人を見るのですが、あまりにも人数が多いのと、２系統に分け

て進路室 B と相談室を２つに分けて１時間刻みで入ってきます。これは欠席にはせず公欠

という形にします。 

 昼休みになるとこの２人は図書室に行きます。そこでご飯を食べながら図書室に集まる

生徒たちと話をします。ここで顔見知りになります。さらにそこで困難を持った生徒たち

を救い上げます。そして私のところに情報が来ます。そして担任と話をします。保健室に

行って情報を聞きます。ではどうしよう。ここに入れるか入れないか。医療機関につなぐ

かつながないか。そういうことを相談していきます。 

 ６校時から自由相談と書いてあります。これは放課後に来る生徒がいたりするので、図



 
 

書室にとどまって、お１人の方はギターを弾きながら生徒と歌を歌っています。そして生

徒の情報を聞いて、とやっています。終わると４時くらいから振り返りで、次週に向けて

をやっていきます。さらに終わると校長が待っていて、一杯行くかという感じで相談員を

連れて、近所の飲み屋に行って、今日もご苦労さん。これが大事なのです。校長は酒が強

くて、いつもお２人はつぶされていますね。私もひどい目にあっていますが。 

 次に発展的な相談と新たな就労支援という形で出しました。こんなことをやっています。

先ほど行ったパーソナルサポートサービスの原型。これは卒業生を行かせたり、在校生を

行かせたりしています。下にバイターンというのがあります。これが 近うちの１つの何

というのか、「すごいことをやっているよね」と評価高く見られることもありますが、なか

なかやっているほうとしては大変です。これはアルバイトとインターンシップをかみ合わ

せた１つの中間的な就労を前提とし、なおかつアルバイトをやり、なおかつ場合によって

は正規就労へ持って行く。いろいろと問題点を指摘すればたくさん出てきますが、ここに

協議体としてある形、会議体ですと緑法人会がありますが、こういう形で団体を作りまし

て、支援を仕込んでいます。詳細は次のページに書いています。こんな感じで流して行っ

ています。現状では 30 社くらいまで膨れ上がっておりまして、何らかの形で活動した生

徒は、20 名を超えていると思っております。 

 時間が少なくなってきましたのでちょっと急ぎますが、次に活動で今のバイターンの事

例という形でこう写真が載っております。これは株式会社互幸ワークスさんでもホームペ

ージに載っている写真で、公開されているものですので、ここにお出ししました。こうい

う形でバイターンというのが効いている。バイターンというのはそういう意味で教育的に

いろいろ使って困難を抱えた生徒が入る場合が多いです。 

 あと次に、経済的な理由で進学できない生徒というのがありまして、これは勉強したい

が、行けないという子どもたちのために、今２つプログラムを回しています。 

 １つは保育士のプログラムです。2880 時間、２年以上の勤務を経験すると高校生でも国

家試験にチャレンジができます。ここに今２名横浜市の認可を受けるのでアルバイトをし

て、何とか国家試験を取ろうとしています。今年４名の参加があり、世帯が非常に経済的

に困窮化したけれども、勉強したいという子どもたちです。 

 下は介護のほうです。介護は一般就職でも行けるのですが、非常に世帯の中で困難を抱

えた生徒に見せると、結構有効な場合があるなという実感を持っております。 

 もうこんなことをいろいろやりながら、29 番の表のスライドで頑張ってうちも進路未決



 
 

定者を減らそうという形でやってきました。2011 年は卒業時点で 35.8％という未決定者

でしたが、今年の春卒業時点では 26.8％まで落としました。さらに、指導継続という生徒

たち、こういうようなアルバイトとか、支援訓練とかバイターンを入れると、20％ちょっ

と切るくらいまで、未決定者は減らしました。 

 ただし、今年になって就職希望者は在籍の半数。よほど世帯は困ってますね。それで７

月で就職の活動をしているのが 60 人。40 人ここで消えています。これは我々にとって大

きな課題です。何とかここに手を入れたいと思っています。 

 30 番、連携の充実を目指して、赤字で１番 初に書きました。お金がなくて困っていま

す。もうとにかく公立高校はお金がありません。うちは県立高校なのですが、いま一番頼

りにしているのは横浜市の青少年局です。教育委員会ではありません。これが 近の状況

ですよね。若者支援というのは教育ではありません。他のところが頑張って、そこと教育

を結びつける仕掛けがほしいのです。たとえば、子ども・若者育成支援推進法、うちの校

長は横浜市の若者支援協議会の委員です。こういうつながりを作って教育と労働や福祉を

つなげていくという、そういう発想なのです。 

 それから大事なのは信頼できる支援者です。明日からうちは文化祭です。今日は帰って

準備をしなければいけませんが、うちの支援者は歌って踊れるので、日曜日にステージに

登場して歌うそうです。私が顧問です。そういう準備をしなければいけません。昼によく

DJ と言って１人の方が、音楽を解説したりしていまして、学校中に２人のポスターが貼

ってあります。宴会はいつも呼びます。もうすぐ忘年会なので必ず２人はいらっしゃいま

す。２次会も行きます。こんな感じで、いつも情報交換したり、一緒に楽しんだり、一緒

につらい思いを話したりしています。そうやって、具体の仕事はしませんが、校内の認知

度を上げるという仕事をしています。キャリア支援センターはそういうことをやります。 

 ここが本当は話をしたいところなのですが、質疑の時間を５分くらい作らなければいけ

ないので、１番大事なのは下のところです。先ほど言ったように 初の段階で、校内で全

然信頼されていませんでした。信頼度を上げるために難しい事例を蓄積して、それを職員

と共有する。こういう形で難しい事案を１つひとつ解決しながら、校内で信頼度を上げて

います。まだ完璧ではありませんが、徐々に上げていくかなという感じです。これから先

は、いろいろと今までの話をまとめていますので、ざっとあとでお読みいただければと思

います。本当は読みながらやりたかったのですが。５分くらい残しますので、あとでお読

みください。 



 
 

 後に１つだけ確認をして終わりたいと思います。34 番の③のところで、私の気持ちを

込めて 後に書いたのですが、先生というのは絶対にこれから変わらなければいけないと

いうのが、私の大きな主張です。黒板の前に立って白墨を握りしめて死ぬまで授業をやる、

これが教諭の姿ですという人はいっぱいいます。でもそれではダメなのです。我々教員は

これからは調整者なのです。外部の資源や人材を学校に入れる調整者としての役割を持っ

た専門職に変わらなければならないと、私はこの間２年～３年で思うようになりました。

外にこれだけさまざまな支援があって、今日いらっしゃっている皆さんそうですよね。

NPO 法人も成長し、社会的起業家という方もいらして、そういうものを使わない手はな

いだろうと、この３年間で私がたどり着いた結論です。先ほど申し上げたように、楽をす

るためではありません。一緒に汗かいてください。そういうふうに教員が変わらなければ

いけないと思っております。そういうふうに思いながら、今も試行錯誤でやっているのが

田奈高校です。 

 長い話になって、あちこち飛んで、本当に申し訳ございませんでした。質疑の時間も本

当は 10 分くらい作らなければいけないのですが、あと３～４分くらいしかありません。

もしこの時間で何かお聞きになりたいことがありましたら、よろしくお願いいたします。

以上で私の話は終わらせていただきます。 

 質問者 仙台市で心理をしております、○○と言います。お話ありがとうございました。

生保家庭などで傷ついたり、無力感があったり、能力的な限界があったりして、やはり周

りでたくさん社会資源や支援があっても、あきらめというか働きたい、学びたいという気

持ちがわいてこないというお子さんに対して、どんなところが大事だと思われるか教えて

ください。 

 金澤 本当にシンプルな言葉になるのですが、この間、我々が感じてきたのは「希望」

ですね。自分の希望をどういうふうに実現するか、その手立てをどう見せるかという形で

はないかと思います。今日は話に出していませんが、いまアパレルに４人バイターンで出

しています。この子たちは就職も進学もしない。担任の声かけにも乗らない。それでここ

まで来ました。やっと私のほうでいろいろ考えてアパレルの会社を開拓し、そこのショッ

プ店員を見せたとたんに前向きになって話ができるようになりました。キャリアカウンセ

ラーとも話ができるようになりました。 

 これはいろいろな生徒に言えますが、どうやって希望を見せるか。先ほどの、進学によ

らない資格取得の介護にしても、保育士にしても、生保の子が何人も入っています。やは



 
 

り、進学したいがダメだという子どもに、「厳しいけど保育士という道があるよ」と言った

とたんに、その変化というのはものすごいです。保育園に２人を連れてごあいさつに行っ

た時の目の感じとか、表情とか、言葉とか、言葉のトーンとか、全然違います。変わり方

があまりにも劇的なものを見るので、うちの校長といつも「くせになっちゃうんだよな」

と話をしています。でも、足りないのは、希望を見せる我々の持ち物が少ないのです。で

すから、進学にしても来年にはもっと違う手段を見せたいですし、作りたいのです。希望、

１回やってみたいことをやらせる、これは結構大事かなと僕は思っています。これは自分

の経験です。 

 質問者 ジョブカフェワークでキャリアコンサルタントをやっております△△と申しま

す。同じキャリアカウンセラーとしていろいろ田奈高校で活躍されているなというのをう

らやましくお聞きしたのですが、その中で少し残念だったと思うのは、神奈川県のほうで

もジョブカフェとの田奈高校とあまり連携はしていないのですか。だいたいその近郊だっ

たら、ジョブカフェを利用されればいいのになとお話を聞いていて思ったのですが、いか

がでしょうか。 

 金澤 もし連携ができるのであれば、もうあらゆる外部支援を使いたいと思っておりま

すので、もちろん連携はしたいと考えております。ただ、うちでキャリアカウンセラーの

方が活躍できる１番大きなポイントというのは、先ほど申し上げたように情報の共有だと

思います。いわゆる、インテークで入っていろいろ聞き取りをしてというのではなくて、

あらかじめこちらで積み重ねた濃い情報がいくつもあるんです。それを前提としてカウン

セリングに入っていますから、非常に効率的にポイントを見たカウンセリングができてい

るのではないかなと思っています。 

 もうひとつ言えるのは、うちの生徒だからなのかも分かりませんが、外部へ行くことを

非常に嫌う、恐れるということがあります。先ほどハローワークの同行と言いましたが、

一人で行けないのです。ハローワークの地図を持たせて、「行ってごらん」と言って、「行

ったかい」と聞くと、「いや先生ね、玄関まで行ったんだけど、人が多くて怖くて入れなか

った」と言って帰ってきてしまう。だから、我々が付いていきます。そういう感じでやは

り支援をしていかないと、ハローワークへも行けないくらいの子どもたちですね。 

 ですから、外部に行くときは必ず向こうの方とあらかじめ話をしておいて、生徒の携帯

電話を教えて、途中で迷子になって何かあったら電話をして迎えにきてもらったり、そう

いうこともしています。もちろん、連携できるのであれば、ジョブカフェも考えています。 


