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 金澤 初めまして。今、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。 

 本日、名簿のほうを拝見いたしますと北海道や沖縄、本当に遠いところからいらっしゃ

っていて、きっとお疲れなのではないかと思います。私の話がこの後、何らかのかたちで

お役に立てればいいなと考えております。 

 今、スライドで映し出されておりますように、私は神奈川県立田奈高等学校というとこ

ろで国語の授業を教えています。今日も午前中に授業を何本かやって、午後からこちらの

ほうにまいりました。昨日、家で組み立てていた話がみんなどこかに行ってしまって、今

日はどうしようかと思いながら電車に乗って来たところです。 

 うちの学校は全日制の普通科です。ここがこれからの話のポイントにもなっていきます。

いわゆる特別支援学校のように自立支援のための職場実習とかはもちろんできません。74

単位以上を修得していなければ卒業できない、全日制の普通の学校なんです。その学校が

なぜ自立支援や、外部連携、あるいは包括的な若者支援をしなければいけなくなったのか

について、今日はお話したいと思っています。 

 同時に、本校と外部の方との連携していく中で、最初からスムーズにいったわけではあ

りません。いろいろなことがあり、現在でもたぶんあると思います。いろいろな意見をお

持ちの先生方もいると認識しております。そういう中で、こういうことをしていかなけれ

ばならなくなったということをお話ししていきたいと思っています。 

 それから今日のスライドの最後に書きましたが、今日の話の中にはかなり個人情報に関

わることが出てきます。そういう話はこの場限りにして、是非、会場外ではお話にならな

いようにお願いしたいと思っています。 

 今日の午前中、どうしても授業で入りたかったクラスがありました。今日の午前中に入

ったクラス、国語で古典をやっていたんですけれど、そのクラスに非常に気になっている

女の子がいます。その子は自分の障がいを受容できていません。自分が病気だというとこ

ろまでは言うのですが、障がいという言葉は受容できていません。さらに、この間関係機

関とキャリア支援センター、それから本校の生徒指導関係、学年の担当者と外部の関係機

関とで、今後の支援をどうやっていこうかという話し合い、ケース会議をしたような女の

子です。とても可愛らしくてチャーミングな子なんです。 

 さらにこのクラスにはもう１人、気になっている女の子がいて、この子は世帯が崩壊し

ているんですね。祖母と２人暮らしをしています。就職をして自立しなければいけないと
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本人は決意したのですが、最初の試験で落ちて、その後はメンタルにきて、ずっと仕事を

探しに来ることができていない女の子がいます。 

 そういう女の子がいるので、今日は是非、授業に行って声をかけてこようという気持ち

がありました。午前中は学校で授業をやって、声をかけて、最初に言った女の子は今週に

相談に入れるので「今週、相談入るよ。いい話が出てくるよ。待っていた話が出るから楽

しみに相談してるんだよ」と声をかけてから授業をやるような感じがあったので、今日は

午前中に是非授業をやろうと思っていました。 

 そんなことをやっていて急いでここに来たものですから、ちょっと話を今、思い出しな

がら、何の話をしようとしていたのか自分の中で思い出しながら始めているところです。 

 まず私どもの高校の紹介をさせていただきたいと思います。本校は横浜市の青葉区とい

うところにございます。創立は 1978 年ですから、神奈川県の中ではかなり古いほうに属

します。神奈川県は人口の急増に伴って 100校計画というものを作り、その中で非常に新

しい高校が増えてきました。本校もその初期の段階で作られた学校になります。本校は、

その初期の段階で作られた学校の中で、1980年代、1990年代ぐらいにかなり荒れた一時

期を経験している学校です。神奈川県では「教育困難校」という言葉は使っておりません。

様々な課題を持った学校というかたちで「課題集中校」と呼ばれてきた学校になります。

私はその頃は本校にいなかったのですが、他校で課題集中校と呼ばれる学校に勤めており

ました。ほぼ田奈高校の現状と重なるような高校でした。 

 今でも学力的には低く、大変なお子さんが多いのですが、風景というか光景はかなり違

っています。当時の課題集中校、全国的に言えば教育困難校と言われる高校の一番の特徴

はやはり暴力です。非常に暴力沙汰が多くありました。朝、学校に行くと校舎内の廊下に

血が点々としているようなことがある。生徒とのやり取りの中で、生徒がたとえばモップ

をへし折って凶器にしてこちらに刃向ってくる。あるいは、これは本当に大変でしたけど、

生徒が学校を占拠、学校をロックアウトして教員が学校に入れない。校門にはバイクがど

んどん来る。そして警察のほうからは「お宅の生徒を学校内で検挙したいんだけどいいで

すか」なんて問い合わせが来る。しょっちゅう生活安全課に行く。そして、私はその頃は

生活指導の責任者をやっておりましたので、最後には生徒に退学の勧告をする。そういう

時代、正直に言うとサバイバルという感じで、生き延びてきたという感じがします。 

 そういう荒れている感じと、現在の学校の困難さは明らかに景色が違っています。これ

は、これからの話の中でポイントになってくるところだと思います。 
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 田奈高校は創立が 1978 年で、かなり荒れた時代を通り抜けて現在まで来ております。

ただし、全日制の普通科という制度、仕組みの中で存在していることは変わっておりませ

ん。この田奈高校の現状の位置付けですが、ここに書いてありますようにクリエイティブ

スクールというかたちに県から指定をされました。これは県内で３校が指定されています

が、この３校を比較してみると、中退者が非常に多い高校で、そういった状況を改善する

ための指定、我々はそういうことなんだろうなと思っておりました。要するに、困難な子

がたくさんいるような学校という感じです。本校は全日制の普通科の枠組みの中で、クリ

エイティブスクールという指定を受けました。ただしこれは神奈川県独自のことではなく、

結構似たような学校はありますよね。チャレンジスクールとかアクティブスクールとか、

いろいろ名前を変えて各県で存在をしています。 

 このクリエイティブスクールはどういう学校かを下のほうに書いてきましたが、『学習意

欲を高める全日制の新たな学校のしくみづくり』というコンセプトです。簡単に言うと、

中学までに持っている力を必ずしも十分に発揮しきれなかった生徒を積極的に受け入れ、

社会に必要な実践力を育む学校だということです。入試制度や学力の定着、キャリア教育

に工夫をする学校というかたちで県民の方々やお子さんたちに話をして入っていただいて

います。先週の土曜日も学校説明会をしましたが、こういうコンセプトで本校に入学して

いただいています。 

 これはかなりきれいな文章で、本当にいい文章で分かりやすいのですが、実はこの言葉

の裏側には非常に我々が予想もしていなかったことがたくさん隠されています。『中学まで

に、持っている力を必ずしも十分に発揮しきれなかった』というのは果たしてどういうこ

となのかということです。そういう子どもたちが一体どういう困難を持っているかという

のを、我々はそういう子どもたちに直面して本当に驚きの連続になっています。 

 このクリエイティブスクールは、ここに書いてあるように、現在、在籍数は全体で 684

名、そしてクラスは 24 クラス編成、１学年８クラスで作っております。学校について詳

しい方はすぐに「あれ？」と思いますよね。40 人単位ではなく 30人単位でクラス編成が

されています。つまりここに県の支援が入っています。１クラスを 30 人という小さな規

模にして目が届くように作っています。そしてさらに教職員の定数は学級数が決まってい

くのですが、８クラス規模校での教職員の定数ができあがっています。そのような加配措

置が行われている学校とお考えください。こういうところに県から手厚い支援が入ってい

ることになります。 
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 それから入ってくる生徒は、居住地というところで赤く丸で囲んでありますが、存在し

ているのが横浜なので、横浜地区がやはり主力になります。ほとんどの生徒は横浜です。

ただし全県下からまんべんなく生徒は集まってきています。これは、法律上は学区が撤廃

され、その地方自治体の裁量で学区は作ってもいいしなくしてもいいのですが、神奈川県

の判断では学区をなくしたため、神奈川県全体から集まってきます。つまり、このクリエ

イティブスクールには、持てる力を十分に発揮できなかった生徒が全県から集まってくる

仕組みになるわけです。 

 ここで１つ、是非、皆さんと考え方を共有したいと思うのは、高等学校の進学率は 95

～98%くらいで入ってきます。そうすると学校という場で私たち、特に教員は問題を抱え

た、困難を有する生徒と必ず出会います。学校という場で必ず出会っているんですね。そ

こを何とか切り口にして、早期発見、早期支援に結び付けることができないかというのが

本校の基本的な生徒に対する考え方になります。こういう感じの学校です。 

 もう少し学校の生徒像や雰囲気を見るためにデータを出してきました。退学者数は非常

に減りました。劇的に減ってきております。田奈高校の前は語弊があるのでアルファベッ

トにしておきました。ただしこの高校名は教育委員会のホームページからすべて実名で見

ることができます。もし興味を持たれた方はインターネットで見ていただければ今、全て

の高校名が公開されています。田奈高校では 2011年では１年間で 17名ほどの退学者、パ

ーセンテージとしては対在籍比で 2.5%ぐらいになります。多いところは未だに 6.6%、１

年間で 40 名以上の退学者を出しています。日本国内全体の退学のパーセンテージは下降

傾向にあるかもしれませんが、実数ベースではやはりかなりの人数が退学をしています。

３カ年で考えれば A高校では 100名を超えています。本校でも３カ年で考えれば 60名を

超える数です。これは、やはりまだまだ多い数ではないかと思います。校内的にいろいろ

頑張っていますが、やはりこうやって退学者を出しています。最も荒れた時期は、退学者

は１つの学年、３カ年で２クラス分いなくなりましたかね。あの頃は 40 名でやっていま

したから三年間 80 名くらいが退学した学年があったかと記憶しております。最も荒れた

時期は、230人ちょっとで入って、出た時は 150人台くらいです。そういう経験の上に本

校は立っております。これが退学者で、かなり減ってきましたがまだまだ課題があります。 

 学力の面です。評点というのはいわゆる通信簿で５、４、３、２、１の１になります。

ご存じのとおり今は絶対評価ですので、１がつく場合は相当の場合とお考えいただいて構

いません。相対評価で必ず何人か１をつけないといけないものとは違います。それなりに
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点数が取れたら１はつきません。ところが入学生が 230ちょっと入ってきますが、これだ

けの人数の子どもたちが、たとえば英語や数学で１という評定をつけられて入ってきます。

ですから本校ではかなり学び直しの取り組みをしております。これも後ほど出てきます。 

 それから３番目、これはインターネットで『田奈高、偏差値』と入れればすぐに 38 と

か、30台が表示されています。こういうのは生徒の自信を非常にくじきますよね。今は本

当に情報化社会ですから、「田奈高校 偏差値」と検索すれば本校の偏差値もすぐに分かり

ます。順位なんかもばばっとインターネットで出てしまって、こういうのを生徒は日々、

すぐに見てしまって「うちの高校はね」とすぐに思ってしまいます。そこを何とか押し上

げるための校内の取り組みをこの間、ずっとやってきました。マイナス思考で入ってくる

子どもたちをいかにプラスにしていくかというところをこの間、やってきました。 

 四つ目、これは最近の傾向です。男子と女子の比率ですが、男子が少なくなって女子が

多くなってきました。これもキャリア支援をやっていく上では非常に困難な状態を作って

います。後ほど就職というかたちで出てきますが、男子の就職のほうが支援はしやいです。

女子はやはり厳しいです。求人票に男女の別はありませんが、もう露骨にそういう話が出

てくることがあります。これはハローワークに上げて問題にしても構わないのですが、だ

からといって就職率が上がるわけではないんですね。女子のほうが厳しいです。 

 女子は他にも厳しい面があります。自立支援ホームに入れようと思って県内を探してい

ても「男子はいいけど、女子はだめですよ」という答えが結構、返ってくるんですよね。

女子で身寄りのない子どもが本校にはいるのですが、どうやって 18 から先に自立支援を

延ばしていくかという時に非常に困ります。そうすると就職の場合は寮があるようなとこ

ろを探すんですが、後ほどに就職も話をしますが、もう完全に昔の光景と、今の高卒の就

職は違っています。寮のある求人はなかなか見つかりません。 

 私は教員歴 30 年を超えており、バブルの頃の就職指導もやっていましたが、あの頃と

比べるともう風景が全然違います。親御さんはそれをよく理解していません。自分の頃の

経験で子どもに向かってくるので、進路指導でよくぶつかることがあります。この男子と

女子の比率の違いは、最近の本校でまた１つ大きな困難を生み出しているポイントになっ

てきます。 

 ５番目、これは本校に限らず、いわゆる課題を抱えている高校では必ず出てくる経済的

な困難さについてです。授業料免除となり、現在ではなかなか全数把握ができなくなりま

した。2009年までは授業料を徴収していましたので、授業料免除者の数を我々は把握して
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おりました。これは申請ですから、親御さんが申請をしていなければ分かりません。申請

された数字では 2009年で 150名です。600名ちょっとの生徒の中で 150名が授業料免除

者です。ということは、その 150名は非課税世帯か生活保護世帯、あるいは施設から来て

いることになります。 

 ざっくり言うと、こういう感じの高校です。こういう感じの高校で、過去に荒れた時期

を持っていて、世間の目もある。そういう中で入ってくる生徒たちの自己効力感と自信を

どうやって高めていくかということが、我々教員が一番に考えていたことであるわけです。

ありていに言えば卒業後をあまり考えていませんでした。卒業後の進路に対する目線より

は、３年間かけてもう１回、育て直しをしようというコンセプトの学校だったわけです。

この後に話をしますが、それで限界を感じてきたところになります。 

 それで限界を感じてキャリア支援センターというものを作りました。これはどういうコ

ンセプトかというと、卒業後につながる仕組みを考えて運営していこうというものです。

今までの学校内でのキャリア支援ではなくて、外部の人材や資源、そして中退者や卒業生

も支援対象にして、卒業で切れるのではなく卒業後にも伸ばしていく支援を考えようとい

うものです。格好はいいのですが限られた人間でやっていくわけですから、これはものす

ごく大変です。それに前例となるモデルがあまりないので、非常に辛い仕事にもなってい

ます。 

 これを設置したのは 2010 年です。リーマンショックの後、従来の進路指導に限界を感

じました。校内的にいろいろなことをやってきて、生徒はそれなりに自信を持ち、自己効

力感を持ち、学校を大好きになって卒業をしていくが、その瞬間に「この子たちの将来は

どうなるんだろう？」ということを思わざるを得ない、そういう子たちを何人も何人も見

てきました。これは何とかしなければいけないと考えました。もちろん、これがうまくい

くかどうかも予想もできないまま考えました。 

 このキャリア支援センターの中核となるキャリア支援センター推進連絡協議会というも

のも作ってあります。これが中核になって、校内にキャリア支援センターを作っています。

センターという名前は格好が良くて、私も事務局長というと部下が何人もいるような感じ

がありますが、部下はいません。名ばかり事務局長と言っております。ほとんどブラック

企業ではないかと校長に言っておりますが、何でも自分でやらなきゃいけないし、何でも

自分で考えなきゃいけません。 

 私は 2011年からこの職に就いたのですが、2010年に最初に校長に言われたのが「何で
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も自由にやっていいよ」という、こういう一言です。「自由にやっていいように授業数だけ

半分にしといたから、あとは自由にやっていいよ」と言われて途方に暮れたのが 2011年 4

月でした。途方に暮れて、あれこれ自分で自由に始めたのが、この後のいろいろな仕組み

やいろいろな人との出会いにつながっていったと思います。 

 今日、たくさんの方がいらっしゃっていますよね。北海道から沖縄からいろいろな支援

をなさっている方がいらっしゃっています。先ほども控室で話をしたのですが、正直に言

うと私の話を聞くよりも、ひょっとしたら懇親会でいろいろな立場でいろいろな支援をな

れている方が情報交換をするほうが、実は非常に役に立つのではないかなと思ったりして

しまいます。 

 実は私もいろいろな方と知り合って、いろいろな方に助けていただいて、そして生徒に

還元していくことをこの仕組みの中でやりました。この仕組みはもう１つ、子ども・若者

育成支援推進法の中で校長が横浜市の協議会の委員になっているという、全体の枠取りは

きちっとしています。ただし中で何をするかという部分は何もありませんでした。それを

この２年、３年で作ってきたことになります。 

 外部人材と簡単に言いますが、活用するのはなかなか難しい。このスライドは「田奈高

校ではない」とありますが、ただし似ている雰囲気はあると書かせていただきました。 

 私がこの田奈高校に赴任した時に、いろいろな外部の方がすでに入り始めていました。

今日もたぶん話に出たかもしれませんが、スクールカウンセラー、それから緊急雇用対策

事業で入っていた就職支援員の方が入っていました。こういう方々に対する職員の冷たい

目線、これをものすごく感じました。 

 下にいろいろと赤字で書いたところをお読みいただければいいのですが、スクールカウ

ンセラーの方が生徒のカウンセリングをしますよね。そうするとたぶん校長には言わない

で、私なんかに「またカウンセラーが生徒をおもちゃにしてるよ」と、こういう言い方を

します。それから就職支援員の方が入ってきた時に「どうせ役に立たないから、進路の部

屋でコンピューターを見ててもらえばいいんだよ」。そして１日終わって「今日、何してい

ました」という報告を担当の教員にしに行くという感じでした。私はそこにものすごい違

和感がありました。「何で活用しないんだろうな？」と思いました。 

 これは本当にここに書いてあるような事柄ですよ。「我々がこんなにやってうまくいかな

いのに、あなたたちがやってうまくいくわけがないでしょう」という視点、考え方は教員

の中に色濃く残っていると思います。でも、異動されて来た方がうちの実践を見ていて「あ
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れ？ 違うな」ということで、分かる方は１年ぐらいたつところっと変わっていきます。

今はそのくらいのところまではきていますし、そのくらい今は外部の方を頼りにしていま

す。今、キャリアカウンセラーの方が私の片腕、私の上司のような感じで、就職の支援と

就労の支援をされています。 

 でも、ここに書いてあるような事柄はたぶん、結構大事にしていかなければいけないの

かと思います。学校に入っていく時に、突然、外部の方が学校に来て「お手伝いしますよ」

と言っても、「はい」と言う学校はそんなにないと思います。やはり中に入って、恒常的に

学校の中にいて、そして何らかの実績を作り、信頼感を作るところまで持っていかないと、

外部の人材はなかなかうまく学校に溶け込めないと思います。正直に言って溶け込まない

方は何人もいました。うちの学校は特に傷ついた子どもが多いので、生徒に対してはやは

り包摂的に関わってほしいのですが、そういうことができないような場合はやはり無理で

す。あるいは相談員の方で頑張っていましたがやはり経験が足りない、生徒との距離がう

まくとれない、生徒と話ができない、そういう方もいらっしゃいました。相談員の方が半

年で２人変わったこともあります。これも事実です。 

 だからここに書いてあるように、学校の中に種々の問題があるのも確かに事実ですが、

我々、教員を含めて、お互いにスキルとは言わないのですが、何と言ったらいいのかな。

生徒に対する関わり合い方、接し方、見方。よくキャリアカウンセリングで言われる傾聴

のスキルと言いますが、それを本当に実際に臨機応変に使えるような雰囲気、感じという

か。そういうものを持って入っていただかないと、なかなか本校などではやっていけませ

ん。ここに書いてある事柄を私も経験をしました。かなりこの事柄は今、本校ではもう乗

り越えていると思っています。 

 外部人材と田奈高校、ではどうやって乗り越えたかは今、お話したような事柄です。さ

っきから言っているように、卒業しても自立が困難な生徒の存在も教師は知っています。

それで最後、涙の卒業式、感動の卒業式が終わった後に、ふと我に返って「ああ、どうな

んだろう？」と思うんですよ。 

 私は田奈高校でも１回卒業生を出しました。私のクラスというのはまたヘビーなクラス

で、思い出してもよくあれで全員卒業したなと思います。あるいはこれは一般的な例にな

りますが、卒業時に奨学金を満額借りて大学に入っていった子が数人いました。最近にな

ってやっと奨学金の問題も話題になっていますが、これだけ貧困家庭の多い田奈高校で、

奨学金を満額借りるというのはものすごいリスクがあります。私はその時に本当に、これ
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でいいのかという気持ちになりました。 

 女の子が「文科系の英語の大学に行きたい」と言う。「そうか、じゃあ頑張ろう」と頑張

って AO入試で受かって入る。でもその子の家庭は父子家庭で、お父さんはほとんどいな

くて子どもだけの世帯で、お金がほとんどないので、全額奨学金で大学に入るんです。最

近やっと話題になるようになりましたが、奨学金を満額借りると卒業時で 500万から 600

万になります。「若者の収入が 200万円ぐらいだとしたら、、500万も 600万も借金して一

体どうするんだ」とその時は思いました。ただ本人の希望だから仕方ないと思って押し出

しましたが、正直言ってちょっと後悔をしています。その後、自分の立ち位置が少しずつ

変わっていったのはそういう経験をしたからだと考えています。 

 支援機構の奨学金を満額で借りる時は４月に申し込みます。そうすると９月から 10月、

ちょうど今頃に採用決定通知が来ます。採用決定通知の中には皆さんご存じでしょうか、

つなぎ融資のお知らせが入っています。分かりますか。推薦入試や AO入試で合格すると

10 月、11 月にすぐお金がいりますが、払えない。だからどこかからお金を借りるのです

が、これがつなぎ融資です。利息は３%くらいつきます。それを借りて入学金を払って入

っていきます。そういう進学の在り様をしていた生徒が何人もいました。「これでいいのか

な」「これでこの子たちはこの後どうなっていくのかな」と思ったものです。私のクラスで

はないのですが、最近２人くらいは中退をしていて奨学金の借金だけは残ってしまうとい

う話に来たりもしています。 

 そのような本当に自立が困難な生徒を我々は分かっていますが、そこに向かっていくの

は非常に難しいです。これを担任が１人で背負うと、もう担任は絶対に孤立します。孤立

をしないように担任の辛さを共有します。まず私が今の役目で共有をして、それを外部に

リファーする、そういうかたちは絶対に必要なんです。足りないものが見えてきて、支援

を学校で入れようというかたちになるわけですよ。生徒のために必ず動こうっていう気持

ちになるんです。 

 ただ、もう一つ、この抵抗感を乗り越えるためには前提となるものが必要です。これは

皆さんの課題ではなく私たちの課題です。支援に向かう学校組織がないと無理です。うち

の校長はさっきも冗談めかして言いましたが大したもんですよね。私に対しても「自由に

やっていいよ」と言います。つまり校長の考えていることを私に押し付けるのではなくて、

「まずは考えてみろよ」「考えてみていいから」と、こういう感じです。つまり私が自己効

力感、自己決定感を持てるように考えてくれているのです。いいように使われているのか
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もしれないのですが、クリエイティブな仕事はそうですよね。自分が責任を持って仕事が

できなければ、進んでいろいろなことやれません。だから今、こういう立場、辛い立場で

はありますが、要するにそういう学校作りが支援に向かう学校の基盤となると考えていま

す。 

 それから職員の同僚性、協働性。みんなが仲良くなければ無理です。「あのクラスはあの

担任だからだめなんだ」と言い始めたら学校は崩壊します。大変なクラスができてしまっ

たのはクラス分けをしてたまたま偶然です。そこにみんなで協力をしていかない限り、生

徒のためにはなりません。そういう同僚性と協働性のある職場であって初めて、外部人材

の方がうまく回っていくと思います。 

 そしてもう１つ、私がやっているような調整役がいないとだめです。間に入るショック

アブソーバーみたいなものです。正直言って、先ほど言ったような抵抗感がありますよね。

だからダイレクトに私のほうに「あの支援の方はどういう人なんですかね」と話が来ます。

それで私が説明をして「ああ、そうだったんですね」となります。そういう調整役です。

そしてこの調整役の教員のところに様々な経験や成功事例が蓄積される。「生徒が良かった。

もう１回相談に入ってみたい」「もう１回あの人に会ってみたい」というようなかたちを作

っていく。それによって外部人材の方が校内で生き生きと仕事ができる。本当にそういう

感じですね。今はそういう感じに田奈高校はなっていると思います。 

 もう１つ、職員の高齢化と担任サイクルというかたちで入れています。外部の方を入れ

ていくことで１つ大事な視点です。これも我々側の問題になります。教師の平均的な担任

サイクルを書きました。だいたいこんな感じで５年で１パターンくらいで回っています。

ですから知識が古いんですね。今のようにものすごいスピードで世の中が動いている中で、

この５年サイクルというのは非常に古い。 

 なおかつ教師の異動があります。場合によっては県下のトップ校から田奈高校に来る方

もいます。先ほど見せたような数学が１だ、英語が１だ、両方１だ、分数ももちろんわか

らない、少数も分からない。１割引きって生徒に言っても分からない。就職の面接で「10%

引きはいくら？」って言われて、答えられなくて落ちてしまった。そういう子たちのとこ

ろに、いきなり東大に何人入った高校から来ても、前の知識は使い物になりません。そう

いう感じが実は学校の中にはあるんですよ。ここを補うような仕組みが実は今、必要にな

っています。 

 それからもう１つ、私も高齢化の代表みたいなものですが、職員の高齢化があります。
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うちの職員の平均年齢は 47、8歳です。１番人数の多い主力は 55～60歳です。そこが今、

頑張っています。そこがストンと抜けたら大変なことになると思っています。よく若い人

が若い力で何か回して行けばいいんじゃないかとおっしゃる方もいるんですが、やはり経

験と知識は必要です。若い方は生徒と向き合うのに非常にいいです。ただ今日、話してい

るような事柄、それから我々が積んできたいろいろな経験についてはまだ真っ白です。そ

ういったものを伝えていかなければいけないけれど、もうどんどん大量に退職していきま

す。正直、私が頼りにしていた人がいなくなっていきます。１番頼りにしている校長が来

年退職で「これは困ったな」という感じです。 

 そこを解決するために、実は外部人材の方が入っていると有効です。私は今、継続的に

誰かに学校のことを知っていてもらいたいと思っています。私と一緒に生徒の就労支援を

している方には、そういうお願いしをしてあります。「担任が新しく３年に上がってきた時

に、この１年で経験したこと、前の年に経験したことを伝えてください」という話をして

います。そういうかたちでキャリア支援を担う人材が必要になってきているということで

す。 

 これは本校のキャリア支援の概念図になります。社会的な自立に向けて包摂的な支援と

書いてあります。中心に生徒がいて、就職支援員がいて、その周りに相談の部門があり、

そしてサポステの部門があり、ハローワークがあり、というかたちです。こういったとこ

ろで外部人材、外部資源の活用をしています。就職支援員の方はキャリアカウンセラー、

産業カウンセラーの方です。それから田奈 Passというのは、サポステからの出張相談で、

臨床心理士とキャリアカウンセラーの方の２名でやっています。Scはスクールカウンセラ

ーで、我々のキャリア支援センターの範疇には入らないので括弧がついています。それか

らサポステとの連携をやっていますので、１番外部のところでサポステです。ジョブトレ

なんかでサポステに出したりします。この部分と、学校のキャリア支援センター、各学年、

保健室、教育相談、キャリア支援の昔からあるグループが関係性を持って支援の仕組みを

全体として作っているかたちになります。 

 先ほどまでに申し上げているように、本校がクリエイティブスクールになってから、前

にも増して困難を抱えた生徒が入ってくるようになりました。ここにざっくりと書いてあ

ります。生徒自体がたとえば知的障がい、身体障がい、発達障がい、精神疾患、それから

世帯が崩壊していますから文化的資本の欠如、外国へのつながりなど様々な課題を持った

生徒がいます。それから大きな問題としては家庭環境です。貧困、生活保護、それから施
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設から来ている子もいます。１人親の家庭はもう珍しくありません。特に父子家庭の場合

が大変です。お父さんが結構厳しい労働環境にいますので、子どもだけの世帯になってし

まいます。それから親の疾病で、依存症があったり不安神経症があったりします。 

 私も担任をしている時に、３者面談の最中にお母さんが極度の不安神経症だったので、

突然、「先生、もう面談できません。帰らせてください」と。面談が継続できなくなって生

徒が送って帰ったこともありました。あるいは男の子で毎朝、いつも遅刻してくる子がい

ました。これはお母さんが不安神経症で、自分が寝ている間に子どもがいなくなるとパニ

ックになるので、お母さんが起きるのを待って学校に行くので遅刻が増える。もう本当に

卒業ぎりぎりまでいきました。この子も全額奨学金で大学に入りました。 

 ネグレクトもよくあります。ご飯を食べさせてもらっていない、住む家がない、不適切

な養育、こういうこともあります。それから小中学校で、先ほども言った低学力、孤立、

不登校、いじめの問題、不安感。先ほどの検索結果のような田奈高校の評価と同じように

低い自己評価のまま学校に入ってきます。 

 こういう子たちがいわゆる中学で持てる力を発揮できなかった子どもなんですよ。つま

り、学校で算数や国語のドリルをやって学力を上げて、すぐに持てる力を発揮できるよう

に持っていけるかといったら持っていけません。背景にあるこのような事柄を洗い出し、

抽出し、可視化し、解決の道筋を考えていかないと、彼らは社会に出ていけません。自立

ができません。そういうことが分かってきました。 

 本校は県内で３校だけのクリエイティブ入試と言って、学力試験がありません。調査書

も評定も、５、４、３、２、１も使っていません。意欲、関心、態度だけで入学試験を行

っています。意欲、関心、態度は A、B、Cとついていて Aがついている子が入りやすい

入試です。何か課題がたくさんあるんだけれど、頑張りたい気持ちがちょっと人よりある

子たち、このような課題を抱え、リスクが重層化した子どもたちが入学をしてきます。こ

れは従来の全日制、普通科ではないというのが現在の田奈高校の様子です。日ごろの風景

は普通の学校です。ただ困難さや問題を見ていくと、ちょっとこれは全日制、普通科のく

くりではないという感じになります。 

 我々はこの３年間で、どういう困難があるかを生徒から拾い上げて抽出していきます。

担任が日常から気付くこととして、うちは３者面談を年に３回やっています。 

 それから多文化教育担当を置いています。外国につながりのある生徒です。たとえば

2013 年の入学生のうち 20 名います。フィリピン、ベトナム、中国、ブラジル、イラン、
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イラク、いろいろです。この子たちのまた課題が大きいです。アイデンティティがありま

せん。アイデンティティロストという感じです。どこに自分の文化の基盤があるか、これ

は非常に難しい。さらにこの子たちが重層的な困難を持っています。 

 今週の水曜日も相談に入れる女の子がいますが、その子は生活保護の家庭です。そして

母子家庭で、外国へのつながり、母親の疾病などの重層的な困難を抱えています。こうい

う子を抱えて、自立させていく時に、どういう手法があるのかを考えます。これがキャリ

ア支援センターの仕事になります。単純に外国につながりがあるだけではなく、本当に重

層的な課題、複数の課題を持っているわけです。 

 それからいろいろな保健室養護教諭がいろいろな疾病、それから障がい、家族状況など

を把握しています。障がいも発達障がいからいろいろな障がいがあります。身体ももちろ

んあります。 

 あとはスクールカウンセラーが概ね週に１回来て、面談をして生徒の困難さを引き上げ

ていきます。2011年度で生徒 52人に対して 86回、保護者６人に対して 10回やりました。

ここに出てくるデータを共有するために、各学年に教育相談コーディネーターを置いてい

ます。ここが話をして１年生から２年生ぐらいにかけては支えていきます。そして３年生

ぐらいになるとキャリア支援センターのほうに回ってきて、「自立支援をどうやったらいい

かちょっと考えてください」とお願いが来る仕掛けになっています。それから入学時の中

学校訪問、教員の情報交換、こういうことをやっています。 

 高校３年間、先ほども申し上げた話ですね。自己効力感と信頼関係、これは長いこと長

いことやってまいりました。30人学級はクリエイティブスクールになってからですが、英

数の小集団学習はずっとやってきています。それから学習ボランティア、これは田奈ゼミ

というのを作って、特に数学や英語の不得意な子を集めて勉強を教えたりしています。そ

れから教育相談のコーディネーター、さっき言ったところです。 

 それから生活指導も本校はたぶん他校とはずいぶん違います。たとえば髪の毛の色の指

導などは全くやりません。必要ないと我々は考えています。化粧の指導なんかもやりませ

ん。授業中の化粧はちょっと勘弁してねと。私の授業中も良く化粧する女の子がいるので

すが「あと何分で終わる？」と聞いて「15 分」と言ったら「15 分ね」と言って化粧をさ

せる時もあります。ピアスの穴をあけていても別に大丈夫です。もちろん指輪もネックレ

スもオッケーです。ただし単位の認定については厳しくしています。つまりメリハリをつ

けています。もし髪の毛の色なんかで入っていくと、もう絶対に生徒との関係性ができな
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いので、そういう無駄なことはやりません。 

 あと、この間も医療機関、児童相談所ともいろいろな連携をしてきました。外国につな

がる生徒は取り出し授業もやっています。総合的な学習もかなりやってきました。行事の

活性化もかなりやってきました。部活動もかなり頑張って盛んになってきています。職場

体験は１年生全員が夏休みに出かけます。インターンシップは２年生が希望者でやってい

ます。 

 そういう成果が上がって、横に１つの指標として体育祭の欠席者を出してきました。平

成 16年では、体育祭 600人中 140人ぐらいが「体育祭なんてやってられない」と欠席し

てしまいました。要するに学校の行事に魅力を感じていない。そういうのを盛り上げ、盛

り上げて現状では 30 人くらいの欠席にまで収めて、非常に盛り上がる高校生活にしてい

ます。ここに変な仮面を被った人が出ていますが、これは田奈レンジャーと言って若い教

員が被り物をして踊ったり騒いだりして、生徒に「頑張ろうよ」と声をかけています。こ

ういうことも教師が自主的にやっている学校です。そうやって充実した高校生活を送って

いるわけです。ところが先ほどから申し上げている通り、不安定な未来が待ち受けていま

す。 

 これは高校３年間の１コマである本校のキャリア教育になります。外部講師を入れたマ

ナー研修、夏休みに全員でやる職場体験、それからいろいろな社長さんを呼んでやる社会

人職業インタビュー。これは地元の緑法人会様というところのバックアップで、50社から

60社ぐらいの協力を得てやっています。この１つをとっても、正直言って日本中から視察

が来るぐらいの取り組みです。これはずっとやってきました。ずっとやってきたのですが、

最後に社会に押し出すところで「これが効果を上げて、だから就職ができた」「これが効果

を上げて、だからこうなった」という実感がなかなかないのも事実です。しかし、こうい

うことがあって高校 3年間が充実するというのも事実です。 

 それで我々が考えたのがこういう仕組みですね。『共働・連携の支援へ』というところで

す。高校 3年間はこうやって自己効力感、自信、信頼を我々はやってきました。しかし卒

業と同時に早期に離職をしたり、働いた先で辛くなって労働相談に来たり、不安定な仕事

を何回もやめたり、仕事したりやめたりを繰り返したり、あるいは出産をしてそのまま母

子家庭になったり、貧困のまま行ったり、あるいは住む場所をなくしたり、そういういわ

ゆる社会的排除につながるような子どもたちが卒業後、たくさんいるということは分かっ

ていました。これまでも、ここが問題でありリスクだということは分かっていたわけです。
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でも何もできませんでした。そこを何とかしようということで、在校時から卒業後までと

いうことでキャリア支援センター、外部機関との連携、新たな支援の仕組みというものを

新規で立ち上げました。早期に発見して、早期に支援して、継続的に伴走しながらやって

いこうという仕組みになるわけです。 

 このキャリア支援センターですが、具体的な取り組みをここで少し網羅的に挙げており

ます。キャリアコンサルタント、キャリアカウンセリングの活用というところ。それから

ハローワークとの連携。それから地域若者サポートステーションとの連携。それからバイ

ターンという事業。それから私どもが考えてきたような新たなキャリア支援。こういった

我々の力だけではできないものを、外部の方の助けを得てやっているというのが、このキ

ャリア支援センターになります。 

 具体的には見ていただければ分かるのですが、いろいろなところに支援をいただいてお

り、いろいろなところと関係性を作っています。この関係性を作るもう１つの大きな理由

として、公立高校にはほとんどお金がないことがあります。自由になる人件費はゼロと考

えていいです。そういう中で外部の支援の方を入れていくというのは、ものすごく大変な

ことになります。１番頼りにしているのは、この中に何度か出てきますが、横浜市です。

横浜市の生徒が多いので、横浜市が支援してるのかなという感じもありますが、これもい

ろいろな偶然の積み重ねで、横浜市の青少年局の局長様と本校の校長がたまたま、とある

会合でたまたま隣り合わせになりました。校長が苦し紛れに「うちの学校、大変なんです

よ」という話をしたら、たまたま局長さんが「じゃあ 1回見にいきましょう」というので

見に来ていただき、それ以来、お付き合いをしています。すべては偶然のようで、偶然と

いうのは必然がないとなかなか成り立たないのですが、そういうことでやってきておりま

す。 

 これから本校の取り組みを少しずつお話ししていきたいと思っています。 

 この取り組みの話をする前に、まず１つ状況の確認をしておきたいと思います。高卒の

就職の変化を 14 枚目のスライドで書きました。ご存じの方はご存じだと思いますが、先

ほどもちょっと申し上げましたが、高卒の就職というのは本当に風景が変わってきました。

高校には求人票が送られてきます。ハローワークからの委託を受けて高校は無料職業紹介

業務をすることができます。従って求人票が来ます。 

 いわゆるリーマンショックが 2008年の夏にありました。あの前は 900件ぐらいの求人

票が本校には送られてきました。900 件でもかなり多いです。しかしバブルの頃は 2000
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件あったんですよ。よりどりみどりですね。デパートはあるし、銀行はあるし、大手のス

ーパーはもちろん、もう何でもありました。今の大学生でも入れないような企業がこの

2000件の中にはたくさん入っていました。そういう風景が実はありました。その風景がバ

ブルの破裂で壊れて一旦は減ったのですが、また少しずつ伸びてきて 900件まできて、リ

ーマンショックがあって一気に 300件に減りました。今年も本校に送られてくる求人票は

300件を少し超えたくらいです。 

 この現象は本校だけではありません。日本全体でピーク時の 10 分の１くらいに減少し

ています。中卒の求人は検索をかけてもほとんどないくらいです。高校を中退すると中卒

になるので、そうすると求人は極めて少なくなります。そうすると生徒に最低限持たせた

いのは高卒のキャリアパスです。これは最低限持たせたいという、そういう風景です。事

務職や販売職などはほとんどありません。時々あっても非常に倍率が高いです。今、中堅

のスーパーが人気ですが、結構落ちてきます。事務職も時々あるかないかで、非常に競争

が厳しいです。 

 そしてさらに、これもご存じですかね、今はウェブ公開になっています。たとえば今日

ハローワークに申し込みをすると、今日の夜にデータベースが更新されて、翌日には北海

道から沖縄まで高卒の求人票がインターネット上に公開になります。簡単に言えば日本中

の高校生が１枚の求人票に対して競争してもいい仕組みになっているのが現状です。 

 かつての高校には指定校制度、学校推薦というものがありました。私が若い頃にやって

いた進路指導、就職の指導をやっていましたが、８月に会社見学に行かせます。そして電

話を１本かけます。「どうでしたか、うちの生徒？」「ああ、いいお子さんですね。内定出

ますよ」。それで９月 16日に試験が始まって、かたちだけの試験を受けるともう内定が出

ます。ものすごく楽でした。この感覚が身に沁みついている進路指導の教員が今も現実に

います。だから９月の指導、長くても 10 月で就職の指導はほぼやめてしまいます。あと

はどうするかというと「もう高校ではあんまりいい仕事がないから進学したら？」という

話になるんですよ。 

 下に内定率の推移の表が載っています。2010年を境に、景色が変わっているのがよく分

かりますよね。それまでは９月で 40%～50%で２人に１人が決まっていました。ところが

今は３人に１人が決まるか決まらないかです。このように風景が変わっていきました。で

もこれを見ていくと最後には 100%に限りなく近づいていきます。６月までが新卒扱いで

すから、６月の時点では、もうほぼ 100%です。これは分母が減っていくためです。就職
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希望者 100 人で就職したのが 30人なら 30%ですが、30人で 30人なら 100%になってし

まいます。分母が変わっていけば、この数字は自然に伸びていきます。このリーマンショ

ックを境に、風景はもう完全に変わりました。こういうことを頭に入れてやっていかない

といけないわけです。 

 それで今、本校の中で考えているのがこういうことです。就労支援を軸として若者支援

をやっていこうじゃないかと考えています。就職の支援ではなく就労支援です。ですから

ここにはアルバイトもいわゆる非正規雇用も考えてやっている仕掛けです。現在も就職支

援員の方がいるのですが、その方は民間のもちろん外部の方で、学校で今、働いている方

です。人材系の企業で、ありていに言えば派遣の会社で長くやってらっしゃって、そして

大学のキャリア支援センターでの経験もあり、キャリアカウンセラーの資格もお持ちの方

を今、入れています。この方は生徒からもかなり信頼が厚く、今の本校の就職の支援の中

心になっています。 

 通常、高校で就職の支援などの進路指導の場合は、中心になるのはもちろん教員ですよ

ね。たとえば私が中心にいて、私が就職支援員の方に指示、命令をするわけです。「今度、

こうしてください」「ああしてください」と。今はそれを逆転させています。就職支援員の

方が私に対して、たとえば今日の朝、「３人の生徒の面談をしたいので準備をしてください」

というオファーがきます。私がそのオファーを聞いて１時間ずつ組み上げて、生徒を授業

時間中に引っ張り出して、キャリアカウンセリングをして、そして就労に近づけていくと

いうことをやっています。 

 なぜそういうことが必要かというと、就職を希望する生徒の中には非常に困難を有して

いる生徒が多くいます。たとえば１例で、この方が発見して我々に連絡した生徒がいます。

授業中はとても静かです。ノートもいつもちゃんと取っていて、テストの点も良くて、穏

やかに座っています。ただし何か暗いんですね。でも我々も教員も全然把握できていませ

んでした。ところがアセスメントをやったら、その子が就職とは全く違う家の話を突然し

出しました。聞いてみると、お父さんは仕事が大変でほとんどいない。お母さんはもちろ

んいるけれどもいわゆるうつ病、かなりひどい精神疾患を患っていて、お母さんが昼夜の

逆転をしている。それでこの子が家の切り盛りを全部していて、それが辛くて仕方ない。

そういう話がこのキャリアカウンセラーのほうに出てくるわけです。そうすると我々はそ

ういう目線で、今度はその子に支援をしていかなければいけないことが分かるわけです。

そういう子が３年生になって、就労の支援をしていく中で徐々に発見されてくるわけです。 
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 たとえばこの間話題になった１人の女の子は、なかなか就職が決まりません。自分のや

りたいこともあるけれども、学校に来るような求人票ではないのでなかなか話に乗りませ

ん。よくよくカウンセリングを繰り返して聞いていくと、やはり世帯に課題がありました。

それで自己効力感をなくして、ぐっとマイナスの気持ちになって就職に向かっていなかっ

たということが分かりました。 

 つまり単純なアセスメントではなく、信頼感を持って生徒に接するこのキャリアカウン

セラーには、生徒は学校に対する絶対的な信頼感を持っているのでいろいろな話を出して

くるんです。ここで皆さんが不思議に思われるのが、「そういうのだったら先生に言うんじ

ゃないかな」と思いがちになるじゃないですか。実は私もずっとそう思っていました。確

かに私にいろいろな話をしてくれる生徒もいます。ただこんなことを言った生徒がいて、

これは目から鱗でした。それはとってもいい生徒だったんですが、こう私に言いました。

その子は大変な家だったので、私はこう問いかけました。「家の話を何で君は担任に言わな

いの？ 担任はあんなにいい先生じゃない」と言ったら、「とてもいい先生で信頼もしてい

る。でも先生に心配をかけたくないから言わなかったんだ」と、こういう言い方です。う

ちの学校というのは先ほどから申し上げているように包摂的に、まるで家庭のように、ホ

ームのように生徒を守り育ててきています。だから家庭なんですね。子どもが自分の親に

話をしないように、時々、本当の心配事を担任に言わないことがあります。ところが外部

の方で、信頼ができる方だと話ができます。この間、何人もその逆転を見てきて、「ああ、

そういうものなのか」と、これは本当に目から鱗のような感じでした。 

 そういう中で発見された非常に困難度の高い子どもたちは、今度はもう１つ相談の形態

がある田奈 Passというところに校内的なリファーをかけていきます。この田奈 Passは後

で出てきますが、いわゆるサポステの出張相談です。 

 それから生徒の状況を把握した就職の支援もしています。世帯と保護者の状況を把握し

て、キャリコンと情報を共有して生徒に話をします。つい先週の金曜日も、このキャリア

カウンセラーの方と私とで１人の生徒と面談しました。この子も生活保護世帯の子どもで

す。当初は「フリーターでいくからいいよ」と言っていた子を、何とか就活まで引っ張り

上げてきました。この子の家もすさまじいです。でも、世帯の中でこの子だけが何とか就

職ができそうなんですよ。ただ、放っておいたら、この世帯に必ず飲み込まれるという、

はっきり言って確信があります。そういう話を生活保護のケースワーカーの方と共有しな

いと支援ができません。私はそのケースワーカーの人に電話連絡をしています。お母さん
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からいろいろな話が来て「就活にお金がかかってもうできない」と言うと、お母さんに「い

や、就活を熱心にやっていれば、就活にかかる交通費が出るんですよ。ワーカーさんに私

のほうから連絡をして、交通費を出してもらいましょうね」という話をして、お母さんの

気持ちをつなぎ止めながら、この子の就労の支援をしていく。そういうことをしないと就

職につなげていけません。 

 かつては、こういう子どもたちは「卒業おめでとう」で終わりました。でも今は何とか

しようという気持ちで我々はやっています。この時も我々だけでは無理です。ワーカーの

人と話をして、「交通費出してください」「交通費出しますよ」となって、そしてお母さん

の信頼が得られ、この子とも話ができる、そういうことの繰り返しです。この子とキャリ

コンの方とも共有しながら支援をしていきます。 

 こういうことが今、この全日制の普通科の高校の中で起きています。これが起きている

ことをはっきり知って、支援の仕組みを作っていかなければなりません。もし何もしない

で引きこもってしまったら、外へ出てくるのは何年後でしょうね。よくうちに来ている支

援の方が「高校を卒業して 10 年引きこもって、また出てきた時にはもうどうしようもな

いんですよね」とおっしゃっています。だからチャンスはここにあるのかなと思います。

高校にとりあえず来ている。我々と信頼関係がある。我々もかなりのデータを把握してい

る。このチャンスを使わないことはない、使えばいいと思っているわけです。 

 今、就労支援の中心のカウンセラーの方は、「やりがいがある」とおっしゃっています。

「支援が必要な子どもたちが目の前にいる。この子たちを見てしまった以上、何とかしな

ければいけない」とおっしゃってくれています。だから私は本当にこれからもこの方と一

緒に仕事をしていきたいと思っています。春にこの１名の方に、私の無理なお願いで 100

人の就職希望の生徒のアセスメントをやってもらいました。その宝のような記録が今、私

のところにあります。そのようなことができる、実力のある方です。 

 この方は緊急雇用対策事業での雇用で、この 10 月で終わってしまいます。これはもう

ずっと課題でした。終わることが分かっていて、何とかしなければいけないということで

活用したのが高校連携事業です。厚生労働省のサポステの報告の中に出てくる高校連携事

業です。これが目に入り、これしかないと、実はこれで始めました。この間、半年間くら

い本校に支援をいただいているサポステの方にお願いをして、雇用をつなげてくれないか

と。うちで雇い止めになってしまうから、翌日からおたくの雇用にしてくれないかと、本

当に無理なお願いをしますよね。人件費なんてうちは何にも出さないわけです。要するに
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100 万単位で人件費がかかるから、人件費を出してくださいとお願いをしました。お願い

をして引き受けてもらいました。このキャリコンの方は、既にこの 10 月からうちの雇用

ではなく、サポステの雇用になって本校でお仕事をされています。11月からは、毎日は無

理なので週 3日にはなるのですが、無事に来ていただけることだけは確保しました。 

 こう考えていく背景に、先ほど言ったように、学校を切り口にして就労支援でやってい

くことが非常に効果的ではないかと思っています。それはなぜかというと、学校はハロー

ワークから職業紹介を委託されているわけです。つまり私たちは職業紹介業務をできるわ

けです。これを使って生徒の支援をしていけば非常に効果的なのです。ものすごく効果が

あると思います。 

 毎日、毎日このキャリコンの方はコンピューターの画面で「この生徒に合う求人票がな

いか」「この生徒の求人票はないか」といつも見ています。「いい求人票があればすぐに私

に連絡して呼んでください」ということで、呼んでその生徒と話をします。そうするとそ

の生徒と気持ちがこちら側につながるじゃないですか。つながっていきますよね。そうす

ると、この就職希望者の中のリスクの高い子どもが、我々につながったままの状態でずっ

といけるんです。 

 そしてさらに、これは私が今、考えているのですが、このようにつながっていった生徒

を更に卒業後、サポステにデータと共につなげていったら、これはイギリスにあるような

コネクションズになるのではないかと考えています。日本型のコネクションズになってい

けるのではないか、予算もあまり使わずにいけるのではないかという思いが今、ちょっと

あります。学校が信頼できる場所になっていて、生徒が教員を信用している状態の中で、

このかたちに入っていけば、我々が情報を把握して、その情報をサポステに共有していっ

てもらって、卒業後もサポステから声かけをしてもらえれば、これはいい仕組みになるの

でないかと。でも、必ず何か切り口が必要です。その切り口が就労支援、そして我々が持

っている無料職業紹介業務を活用してやっていけばいけるのではないかと、今、そういう

実感を持ってやっているところです。 

 しかし高校連携事業、サポステはそう簡単に高校に入ってきていません、入れませんよ

ということを、１つ 2011 年の高校中退者等アウトリーチ事業に関するアンケートから出

してきました。そう簡単にはサポステの方が高校に行ってトントンとノックして、「お手伝

いしますよ」と言っても、さっきの外部支援の話ではないけれども、なかなかうまくいか

ないと思います。ここにもそういうアンケート結果が出ています。 
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 実はこういう高校中退のアンケート結果の背景には、現場感覚もあるんですよ。中退を

していく生徒の支援というのはとても難しいです。私も何人か生徒を支援してきましたが、

中退をしていく場合は非常に難しいです。我々は中退をさせない指導の仕方もやります。

もう学校にいることができない、学校で成績上、進級ができない、卒業の目途が立たない

時にやる手法の１つとして、転学というのがあります。広域通信制・単位制高校に転学を

させる。この場合は、割合と先につながっていくから問題ありません。ただ、そういうつ

ながりもなく中退をしていく場合は、完全に気持ちが切れているので、もう言葉が入りま

せん。中退する直前の生徒に「ちょっと面談する？」と言っても「ふざけるな」という言

葉が返ってくるだけです。「面談するくらいなら俺を置けよ」と、それは当然ですよね。今

までも成功した例はあまりありません。だからむしろ、先ほどから言っているような中退

をさせない早期支援の取り組みが必要なわけです。中退をさせない支援をどのように作っ

ていくかがやはり重要です。それでも中退リスクがある場合はどうするかといえば、在学

中から関係づくりをしています。数少ない中退者の支援で成功した例は、在学時からの関

係性です。私との関係性、それから相談支援をしている方との関係性、それがある生徒は、

何らかのかたちでもう一度学校に戻ってきて次につながります。 

 今年、20歳になって通信制の学校に入った男の子がいました。その間、ずっと私と携帯

でやり取りしていました。肉屋でバイトをしていて「そろそろ金貯まったから、学校に行

きたいから行くよ。空いてるか、時間？」と急に電話が来るんですよ。「空いてるよ」と言

うと「じゃあ行くぜ、これから」と、もうバイクでそばまで来てるんです。それで「いく

ら貯まったんだ？」と話をして「何十万と貯まったよ」と。それで「ううん。俺は公立の

先生だけど、私立のほうが卒業しやすいとこがあるから、そこへ行ってみろよ」と言った

ら、「行ってみるよ」と言ってちゃんと行きました。自分で行って入学もして、その学校か

ら問い合わせもきて、「こんなにいい生徒さんがなぜ中退したんですか」と聞かれました。

「２年たったからいい生徒になったんですよ」と言いましたけど。 

 それから最近来た女の子で、２年で中退した子がいました。この子は私とずっとやりと

りしていて、本校の相談にも入っていて、私と相談することを普通に考えていた女の子で

す。この子は高卒認定試験を受けるということで、この前、私に相談に来て願書の書き方、

写真の撮り方から、封筒の書き方も「御中って書くんだぞ」とか言いながらやりました。 

 ですから、在学時から関係性を作っておくと中退した生徒の支援は割合できます。でも

中退してしまうとなかなか難しいです。やはり早期支援で中退させないかたちが必要なの
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だと思っています。 

 参考として、どのくらいの中退生が神奈川にいるのかを出してきました。これもすべて

インターネットに公開されているものです。神奈川の定時制、通信制での 2012 年度の中

退者は 1790人で、４月の在籍比率では 14%が中退しています。全日制では 1070人です。

でもこれはまんべんなくではありません。最初にお見せした表のように、１%未満の高校

がだいたい３分の２です。１%を超える高校が３分の１、２%を超える高校がほんの少数、

そして最後が５～６%の大きなところです。 

 ですから、これから外部からいろいろな支援をする場合には、変な言い方ですが選択と

集中だと思います。まんべんなくすべての学校に行って「よろしく」では、あまり効果も

上がらないし、現状のさまざまな資源の在り様では無理です。今、支援を必要としている

定時制や通信制、それから本校のような特殊なクリエイティブスクールのようなところを

選択して、集中的に支援をして、そこでまず支援の仕組みづくりなりスキルを上げるなり

して広がっていくほうが、私はいいのではないかと考えています。そういうかたちでこれ

から是非、高校連携はいろいろな場面でお願いしたいと思っています。 

 この 18 番目のスライドで、どうしてそれが必要かを言っています。これはサポステの

厚生労働省の資料から持ってきたものです。15～19歳というのがやはり少ないです。しか

し先ほども申し上げたようにこの 15～19歳、高校生のところは進学率が 95～98%ですか

ら、だいたい困難を有する子どもたち、生徒たちが私たちの前を通過していきます。だか

らここを僕らは伸ばすことができるんですよ。つまりリファーでき、一緒に支援すること

ができます。 

 県内にあるサポステの利用者をちょっと調べてみたところ、2012 年度で利用者 315 名

中、高校在学者は 3名でした。ところが本校の就職支援員の方がサポステの方になります。

そうすると、その方が扱う子どもはすべて高校在学中のサポステ利用者になって、データ

をサポステと共有して支援ができるわけです。つまりここが本校との連携だけで一気に２

桁、場合によっては３桁に増やすことができます。そうやって早期発見、早期支援、伴走

支援で長く支援できるように作っていくことができるわけです。 

 このサポステの生活保護世帯は全体の 10%くらいだと聞いています。ケースワーカーの

紹介が多いという話が出ています。本校は現在、少しですがケースワーカーと連携しなが

ら支援していこうと思っています。最近、横浜市の青少年局の青少年課の係長さんが熱心

に動いてくださって、保護課の会議で「これから高校から保護課のワーカーさんのほうに
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連絡が行くかもしれない」という説明をしてくださいました。これは非常にありがたいこ

とです。突然、私からケースワーカーの方に電話がいっても「この人、誰ですか？」みた

いな感じになってしまいますので、こういう連携を横浜市の青少年局がとってくれたのは

非常にありがたいことだと思います。そういう連携があります。 

 今の高校連携の続きになります。その横浜市でも、実は横浜市子ども・若者実態調査を

見ていくと、NPO などの民間の相談機関の認知率は非常に低いです。もちろん若者サポ

ートステーションや、横浜市の独自事業の地域ユースプラザなども認知度が非常に低いで

す。高校連携をすることによって、こういう部分の認知度を上げることができ、生徒のた

めになると我々は今、考えています。その第一歩として、本校のキャリコンの方がサポス

テの雇用に入ったというかたちになります。 

 次に 20 番のスライドに行きます。高校連携でもう１つポイントになるのが、非常に重

なることです。これも厚生労働省からとってきた資料ですが、本校の生徒の実態とほぼ同

じです。『進路についてのイメージがない』『興味、関心を持っていない』、そんな子ばかり

です。そうではない子もいますが、そういう子が多いです。これらは非常に重なっていま

す。だからニーズはかぶっているということを、我々はこの資料から理解したところです。 

 次に、本校の独自事業というかたちでバイターン事業というものをやっています。実は

本校でこのキャリア支援センターをやっていく中で、１番最初に考えたことが１つありま

す。それは相談で終わらせないということです。相談の先の就労や訓練を見せなければ、

やはり生徒は動かないし、生徒の支援にはならないだろうと考えたのがこのバイターンと

いう事業です。これは NHKの画面から取った分かりやすくていいかなと思った図ですが、

ちょっとぼやけていますね。バイターンとはこのようにインターンとアルバイトをミック

スした言葉ですよというのを表で載せました。こういう仕組みをバイターンというのをや

っています。ただしこれは新しい公共のモデル事業でしたから今年の春で終わってしまい

ました。現在は企業の CSR というかたちで人材派遣のパソナなどと協力しながらやって

いるところです。 

 このバイターンに入れた１人の生徒の例で、バイターンがなぜ有効か分かるかと思って

入れています。参加生徒 A というところです。実はこの生徒はテレビにも出た生徒です。

クローズアップ現代という NHKの番組で、美容師になるといううちの生徒が出たのです

が、ひょっとしたらご覧になった方がいるかもしれません。NHK のクローズアップ現代

のホームページで探せば、まだその子の記録が残っていますので、もし詳しくお知りにな
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りたければ、そこを見ていただけば分かると思います。 

 この子以外にもこういう子はいっぱいいます。３年の女子で、アルバイトの面接でこの

子は１年、２年、３年と 10 回以上落ちました。１回だけ採用されたのですが、１週間後

にクビになりました。こういう子です。さらにこの子は家が生活保護世帯です。世帯にも

様々な困難がありました。この子どもの進路実現は通常ならば「高校卒業、おめでとう」

でだいたい終わりです。それを何とかしようとして取り組んだのがこの美容師のバイター

ンになります。 

 これはどのように回してきたかというと、１年生と２年生の時は先ほど出てきたスクー

ルカウンセラー、SC がこの生徒保護者に対応しました。そこから私のほうに出てくるわ

けです。どういうところで出てきたかというと、この子が３年生になって、成績が悪く、

やる気がなくて就職活動に参加しないのです。でも、それはやる気がなくてではありませ

んでした。今でも思い出しますけれども、何度か私から「おい、もう少し就職やろうよ。

何とかやろうよ」と話している時に、廊下で振り向きざまに突然言われた一言がぐさっと

きました。「生活保護だから何やっても私なんかだめなんだ」と言われたんです。その時は

こっちもハッという感じで、何も言えなかったんです。「俺も頑張るからお前も頑張ろうよ」

と言ってその場は別れました。もう一回会った時に、今度は私のほうから不意打ちで背中

から肩をとんとんと叩いて「お前、美容師になりたいんだって。美容師になれるかもしれ

ないよ」と話をして、カウンセリングをして回してきたのがこの図になります。美容師に

対するあこがれを見つけたのは教師ではなくてカウンセラーでした。 

 現在も実は支援をしています。今週も面接をする予定です。一生懸命やっているのです

が、なかなか上手に仕事ができません。美容室のオーナーさんから「先生、もう一回、面

談してもらえませんか」と連絡が来て、「はいはい、分かりました。ちょっとカツ入れまし

ょう」という感じで話をしています。この子は卒業と同時に家を出しました。これは生活

保護のワーカーさんと本当に話し合いをして、協力していただいて、引っ越しの支援もし

ていただいて、部屋を借りて自立しました。部屋を借りる時にはサポステの方が一緒に部

屋を探しに行って、部屋をみつけました。本校の校長が実印を押して保証人になりました。

そういうことをやって、ずっと支援をしています。その時に使った手法がこのバイターン

というものです。 

 22番にキャリアカウンセリングについて出ています。今、話をしたようなキャリアカウ

ンセリングです。これは 2011 年ですが、スクールカウンセラー、就職支援員とは別にキ
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ャリアカウンセラーがいます。このキャリアカウンセラーの方はいろいろなかたちで雇用

のお金を見つけてきています。去年の９月から、50回で 20人の生徒と面談をしていろい

ろと助けてもらいました。これも外部の人材です。 

 次に出てくるのが、これは田奈 Pass といって地域若者サポートステーションからの出

張相談になります。実はここに重層的な困難を抱えた子どもたちが集まってきています。

主な相談事由で、中退しそうだ、学力の問題がある、進路が決まらない、労働相談、家族

の問題、外国へのつながり、障がいがある、病気が辛い、貧困、貧しい、生活保護だ、そ

の他いろいろなことが重なった子どもたちが入ってきます。 

 こういう話をしていくと、最初に申し上げたように、本校のようなところでは、生徒の

後ろ側にある世帯のことを考えて、場合によっては世帯の支援も入れないとだめかもしれ

ないと最近は思っています。だから難しいんですね。 

  卒業生で、生活保護の子で転出の相談に来ている子もいます。お父さんのところから

もう出たいという話できています。でもなかなか部屋を借りられません。これらは一つの

事例として出しているのですが、このような事例が、この田奈 Pass に集まってきていま

す。 

 その田奈 Passですが、このような感じです。ある日の田奈 Passのスケジュールが出て

います。お１人の方は今年の途中で変わったのですが、今年の前期、９月まではこの２人

のチームでやりました。この写真は、文化祭に登場しているものです。私は顧問です。今

度の文化祭にも出ます。文化祭でこうやって歌っていますが、これが大事なんです。これ

も一つの生徒との関係性を作る武器です。歌が歌えるというのはいいですね。石井さんと

いう方なのですが、歌が歌えて、歌を作れます。田奈高ソングとか作っているのですが、

これは武器ですね。図書室の自由相談を昼休みにやっているのですが、よく生徒と一緒に

歌っています。その図書室の自由相談で、また難しい子どもが発見されていきます。私は

知らなかったのですが、最近は若手の教員が石井さんに悩みごとの相談に行っているそう

です。生徒の相談もやるし、教師の相談もやる。「マルチになったね」とこの前、話をしま

した。 

 下のほうに職員の懇談、懇親会と書いてあります。これは最初、「宴会」と書いてあった

んですけど、宴会をよくやります。お酒を飲んでいろいろな話をして、そういう打ち解け

た感じです。私とだけではなく、12月 20日の忘年会にももちろん来て大騒ぎします。そ

うやって学校の一員という感じになっています。 
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 これは介護プログラムという本校独自のプログラムになります。これも横浜市と専門学

校と高齢者施設のご協力を得て回しているプログラムです。これは家庭の事情で進学がで

きない、あるいはいろいろな事情を抱えた生徒に紹介をしているプログラムです。先ほど

言ったように、お金がないとなかなか進学できません。特に本校では生活保護世帯が多い

という話をしました。生活保護世帯の進学の仕方は、今日の皆さんはご存知ですよね。世

帯分離をして学生支援機構の奨学金を満額借りて、生活費、医療費、健康保険、そういう

ものを自分で工面しなければ進学できません。そういう進学はできるんですよってワーカ

ーの方が生徒に言う場合なんかもあります。そういう相談が私のところにきます。「先生、

ワーカーさんから進学できるって聞いたよ」「そうか、進学できるよ」とその時は言います。

それで２人で「じゃあ計算してみようか」と計算を始めます。そうすると「無理かなあ」

という話になります。 

 つまり卒業で切らさずにいろいろな手法で支えていけば、高校生のところからだと自立

ができます。簡単ではないですが、こんな感じで生活保護からふっと自立してアパートで

独り暮らしを始めることが可能なんです。 

 次に保育プログラムです。保育士になりたいという女の子の話を一番最初にしましたよ

ね。女の子の進路のキーワードは子どもと動物です。キャリア教育で夢探しをやると、幼

稚園、保育園、動物園、イルカのトレーナー、こんなのばかり出てきます。幼稚園と保育

園はまだいいです。イルカのトレーナー、ドッグトレーナー、小鳥と出てきて、どうする

の、どうやってご飯食べるのとは言いません。一応聞いて「うん。それも選択肢だよね」

という話をします。そういう女の子の中で、保育士は根強く出ています。でも専門学校に

行くお金がありません。ある程度、家にもお金を入れないといけないからアルバイトをし

ながら専門学校にも行けない。でも生活保護でもない。ギリギリのところの子どもたちが

います。その子たちのために横浜市のほうに支援をいただいてやっているのがこの保育の

プログラムになります。 

 アルバイトで保育園に卒業と同時に入れます。そして２年間で既定の時間数を取ると、

国家試験の受験資格がもらえるので、そこを目指します。ただそれでは相当、難しいので

最近は通信教育に入ったらどうかという話をしに行っています。この子たちが非常に頑張

っています。当初の１年間はいろいろと教えてもらうのですが２年目はほとんど戦力だと

保育園の園長先生から言われています。「おたくの卒業生さんがいないとうちの保育園が回

らないんですよ」とこの前も言われました。でも残念なことに無資格なんですね。この資
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格と言うのは一体何なんだろうと時々考えます。この保育プログラムがあるために頑張ろ

うという気持ちで、フリーターにならずに１年目、２年目と頑張っている子どもが今、６

名います。今年も今、２名が希望者として出てきています。そんな感じで回している保育

プログラムです。 

 それから本校には先ほどから話が出ているように障がいを持った子どもたちがいます。

これは全日制の普通科で、これはきついです。正直言って、特別支援学校にはかないませ

ん。週に２回くらい職場実習に行っている学校にはまずかなわないです。でも何とかして

あげなければいけないので、こういう流れで１人の生徒を今年の春に支援しました。この

子で私たちはケーススタディをして、全日制の普通科はまだやり方としては未熟だけど、

こうやれば何とかなりそうだなというかたちで作ったモデルです。 

 まず１年生と２年生は教育相談で支えます。そして３年生になったらキャリア支援とい

うことで田奈 Pass の中で、できれば障がい受容をして、そして手帳取得に向けた診断書

を取り、手帳を取得して、そしてハローワークで登録をして、そして合同面接会などに行

く。可能性があれば求人票に応募する。今回はバツがついているのでだめだったのですが、

これをやってみました。これは全部だめでした。それで我々が次に考えたのが特例子会社

で、これもやってみましたがだめでした。もう１つだけ最後の一手として在学中にやって

おいたのが就労移行支援です。ウイングルさんという就労移行支援の会社を早いうちに面

接をしておいてもらい、半年、順番待ちをしておいてもらいました。それで、ちょうど半

年の４月末か５月頭ぐらいに空きが出来て入ることができて、今も就労移行の訓練を継続

中です。私が２度ほど呼ばれて評価会議、家族面談の会議に参加しています。学校でどう

だったか、学校で支援をした内容も含めてお話をする。そのようにこの子を支援をすると

いうかたちで回しています。全日制普通科では、ぎりぎりこのくらいのところかなと思い

ます。 

 また身体障がいの子がもう一人いたのですが、この子は一般求人票から学卒求人票に変

えて一発で内定しました。 

 生活保護については先ほどから話が出てきていることです。校内で少しずつ支援を始め

ているというところをここにまとめてあります。我々のほうで生活保護の家庭の子どもと

話をしていきます。簡単に生活保護の家庭の生徒と話をすると言いますが、生活保護だと

カミングアウトするのは実はかなりのことです。友達には言っていません。先ほどの美容

師の子も「お前、友達に言ってるの？」と言うと「誰にも話したことはない」と。我々に
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しか話さないんですよ。でもそういうふうに話してくれるから支援ができます。そして話

してもらった以上は何とかしないといけません。そういう仕組みをこれからさらにワーカ

ーさんと協力しながら作っていけたらと思っています。ただこの間、ワーカーさんと話を

していますが、100世帯以上をお持ちなんですね。児相のワーカーさんも 100人以上をお

持ちなんですね。話を聞いて本当に頭が下がりました。「うちでできることはうちもやりま

すから」と言いながらやっています。 

 先ほどの美容師の子どもも、繰り返しになりますが、ワーカーさんが保護課の会議でも

一生懸命話をしてくれて、引っ越しまで引っ張ってくれたということは本当に感謝ですね。

そういう連携を保護課のほうと学校ができたらいいな。正直言って、若いこの子たちの支

援というのは、税金を払う期間が長いですから、絶対に効果があると思います。是非そう

いう仕組みを作っていきたいと思ってワーカーさんに声掛けをしているところです。 

 そういうことをいろいろとやってきて、うちの自慢になりますが、進路状況で「その他」

というこのバツの線、紫の線が進路未決定になりますが、それが劇的に下がってきていま

す。そしてこの「その他」の子たちがどうなっているのかも、ほぼ全数把握しています。

だから放っておいているという意味の「その他」ではありません。 

 キャリア支援センターを作って全数把握をして、いろいろなキャリア支援の仕組みを作

る中で一番伸びたのがこの就職のラインです。V字の回復をしています。 

 それで隣の表をちょっとご覧ください。これは恐ろしい表なのですが、奨学金の伸び率

です。本校の進学者の中の奨学金の占める割合というのを出しています。これが右肩上が

りで昇っていって、これは課題で、非常に難しいと思います。下の線は授業料免除者の線

で、途中で黄色になっているのは捕捉ができなくなったからです。捕捉する方法として一

つだけ、安全振興会の返金があり、これが生活保護世帯に入るので、その部分から推計さ

れる数値です。しかしこれはたぶん実数ではないと思います。 

 進学のリスク、これは我々教員が知らなかったことです。キャリア支援センターのほう

から担任にこの資料を渡して、安易な進学がどのようなリスクがあるかという話をしてい

ます。これは有名なものですから、ご覧になっている方もいるかと思います。これはなか

なかよくデータを出してもらったと思います。偏差値で未就職者の率を出しています。こ

れは現実的ですよね。うちの生徒が入る大学はこのくらいです。この子たちは卒業時で未

就職です。実はうちの子たちは進学をして中退、除籍になる子がかなりいます。ある大学

の資料を見ていたら、この 10 年間で３分の１が中退、除籍でした。残りの３分の２もほ
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とんどの子が就職をしていませんでした。つまりそういうところに行かせるということで

あり、これは果たしていいのか。これはもう大学の課題で、大学でちょっと頑張ってくだ

さいというところです。あと社会科系、人文科系に未就職者が多い。先ほど私が言った英

語を勉強したいという女の子はまさにここに該当しています。こういう状況の中で 600万

の借金を背負ったらどうなるのかということです。 

 最後に思いつくままに、まとめに代えてというかたちで少し整理をさせてください。困

難を有する生徒にはやはり教育、労働、福祉、これを一体化してワンストップでまとめ上

げてやらなければいけません。今日も最初のほうで厚生労働省、文科省、内閣府さんの話

がありました。そこに横串を通してみんなで揃って支援をするかたちに、これからはしな

いといけないのではないかと我々はこれを実感しています。 

 我々は全日制の普通科です。非常に支援のツールが少なく、考えるのが辛く、お金もあ

りません。だから皆さんにお願いしても仕方がないのですが、是非、人的、物的な支援を

お願いしたいというのがあります。 

 それから卒業で途切れない若者の支援を構築しなければいけません。イギリスでいうコ

ネクションズのようなかたちのものをもう日本は作らなければいけないのではないか。す

ぐに作ることができないのであれば、サポステや高校連携を使ってやったらどうかという

提案です。 

 全日制普通科から円滑に職業に移行する方法、うちの保育プログラムとか介護プログラ

ムのようなもの、バイターンのようなものをもっと開発しなければいけないのではないか。

リスクの高い進学と向き合う。就職ができなければ進学をすればいいということは多くの

高校でやるのですが、もうそれも考えなければいけないのではないか。生徒だけではなく、

世帯への支援を考えなければいけないのではないか。そうすると、これはワーカーさんと

か外部の方と話をしなければ絶対に無理です。こういうかたちで支援の仕掛けを作る必要

があります。生徒だけではなくその背景の世帯、世帯がないようなところに対する支援、

これをやらなければいけません。 

 そして最後に、我々の問題です。教師の意識転換が急務だと思っています。我々は教育

をやりますが、調整をする者として外部の皆さんのような方達と、学校を取り持つことも

我々教師の役割なんだと意識転換しなければいけないのではないかと思っています。 

 まとめに代えて課題というかたちでいくつかお話をさせていただきました。本当は途中

で休みを入れようと思ったのですが、休みを入れると全部話せないと途中で思い、休み抜
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きで１時間 50 分に渡りご清聴いただき、本当に感謝です。それだけ本校が要するに困っ

ているということです。正直言って成功はしていません。毎日悩みながら、眠れない日を

過ごしながら生徒と向き合っています。共に一緒に生徒と向き合っていただける外部の方

を我々は欲しています。よく「先生たちは大変だから、楽をするために外部の人を入れた

らどうですか」と言われますが、これはアピールしません。心ある教師なら、一緒に苦労

する方と仕事をしたいと思うはずだと考えています。 

 長い間、ご清聴ありがとうございました。以上で私の話を終わらせていただきます。（拍

手） 

 

 


