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中退者をめぐる支援環境の疎外

• 家族の構成から見ても，父親同居率が６割弱，母親同居率
が８割強であり，家庭の暮らし向きにゆとりがあるとする者も
３割強に過ぎず，経済的文化的な階層問題の深刻さが読み
取れた。

• 困難を抱える若者を家族が支える構図が崩れていくという懸
念が生じる結果であった。退学を相談する人がいなかった若
者も２割近くいる。

• そのため，フリースクールなど援助機関の利用も経済的に
困難という声があがった。もちろん公的機関の理解は保護者
も含めて乏しく、支援の場の選択にも、社会環境が影響を与
えてしまう。（スクールソーシャルワーカーが必要）
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図表 高校タイプ別の家庭的背景

高校タイプ
有効
回答
数

父親同
居率

母親
同居
率

父親
大学

在学
率

母親
大学
在学
率

暮らし向き
（ゆとりが

ある）

全日制普通科・総合学科 159 78.3% 90.6% 32.1% 16.4% 31.5%

「進路多様校」 110 60.9% 80.9% 10.0% 3.6% 30.0%

エンカレッジスクール 31 63.3% 93.3% 23.1% 14.8% 37.9%

チャレンジスクール 108 52.3% 86.0% 37.5% 15.5% 33.9%

定時制・昼夜間 111 54.6% 84.3% 17.6% 12.4% 34.5%

定時制・学年制（夜間） 250 54.7% 86.8% 17.3% 11.0% 32.2%

職業学科 174 69.0% 82.2% 17.2% 6.3% 31.6%

通信制 39 44.7% 71.1% 28.6% 21.4% 38.5%

全体 988 59.6% 85.7% 23.9% 11.9% 33.1%
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図表 退学時に相談した人
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就業・学習
双方あり

就業のみ 学習のみ 双方なし

有効回答数 363 427 109 77

ハローワークやジョブカフェ 16.1% 16.5% 6.5% 14.3%

病院(心療内科など)や精神保健福祉センター 9.6% 4.5% 21.3% 16.9%

退学した高校 11.8% 2.4% 10.2% 3.9%

カウンセラーや心の相談機関 7.0% 2.4% 13.0% 6.5%

予備校、学習塾、サポート校 5.6% 0.5% 8.3% 1.3%

若者のための居場所・フリースペース 1.4% 1.4% 5.6% 3.9%

職業訓練支援センター 3.4% 0.2% 0.9% 1.3%

地域若者サポートステーション 0.8% 0.2% 3.7% 0.0%

40

図表 退学後の進路タイプ別・退学後の利用機関・サービス（とても＋まあの合計％）
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図表 退学後、悩んではいたが「何もしなかった」
インターバル期間の長期化
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図表 聞き取りした退学者の退学後のジグザグなライフコース

（ ）内は該当者の人数
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• 高校１校目を中退以降に進路の選択を幾度となく繰り返しな
がらジグザグなライフコースを歩んでいく者が多い。中退を
複数した経験者も多い

• 学習志向の強い者は、教師の紹介などを通して次の再入学
先を見つける場合が多い

• 就業指向の強い者は中退後長い期間をおかず就労するが、
厳しい職務環境を経て、再度学習指向（定時・通信制）に転
ずる事例が多い

• 男女で、無就業・無就学者の意味は異なり、女子は出産など
家族形成に向かう場合も多い

• 例えば、同じ高校中退した者といっても、問題の力点は多様
である。いじめや対人不安など非社会的行動から医療機関
やカウンセリングを必要とする者もいれば、非行や逸脱行動
など反社会的行動から警察やハローワークでの援助を必要
とする者もいる。中退後の進路についても、再就学を望む者
と就労を望む者とでは、必要な支援の場が異なる。
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図表 今後求める支援（各項目への有効回答率）と学習・就業経験

双方あり 就業のみ 学習のみ 双方なし

職業や資格取得の指導をしてくれる 85.6% 77.8% 87.9% 74.3%

大学や専門学校の授業料を無料にしてくれる 82.2% 70.6% 81.7% 65.8%

仕事に就くための相談やアドバイスをしてくれる 73.6% 64.0% 78.7% 74.3%

若者向けの公営の住宅を設置してくれる 71.7% 72.5% 62.0% 64.9%

世の中で役立つ知識や能力を高めるための教室を開いてく
れる

66.9% 51.3% 78.0% 58.9%

再入学や高卒認定のための補習をしてくれる 65.1% 57.7% 61.1% 64.4%

将来のために自由に使えるお金を区役所や市役所などが提
供してくれる

64.4% 67.7% 61.4% 63.0%

世の中のマナーやルールを学べる機会を提供してくれる 57.0% 49.4% 65.7% 56.0%

居場所やフリースペースを提供してくれる 49.8% 46.9% 68.5% 56.7%

人間関係を円滑にできるような講習をしてくれる 40.8% 34.8% 52.3% 56.0%
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• 次の図は、不登校・中途退学者＝学校からの離脱者＝のため
に構成された支援ネットワークの事例である（東京都不登校・
中途退学者対策委員会2015）。この対処施策では、支援のま

とめ役や懸け橋となる「教師のコーディネーター」が校内にいる
と同時に、教育委員会内部の「支援チーム」（スクールソシャル
ワーカーなどを含む）が重要なワンストップ窓口としての役割を
担っている。

• 指導困難な児童生徒個々の課題を正確にアセスメントし個別
情報の特徴＝インテークを核としながら、学校―保護者―地域
の関係機関相互間の連携（リファー先の確保）を促している。

＝地域ネットッワーク組織化

• さまざまな社会参加・社会関係からの資源を獲得し、自らの問
題の意味を見直し新たな生き方を発見する機会の拡大を促す
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• 「ハイリスクな生徒」（ターゲットアプローチの対象）は社会へ出
てどうなっていくのか。10年間のパネル型事例調査の結果をみ
よう（古賀2013）。問題は時系列的に現れる。

• 困難校の３年生在学時の秋から５回の聞き取り調査（2003、06
、07、08、12年）を実施し、進路先とそれを取り巻く社会状況・家
庭環境・対人関係の変化をつぶさに追い続けた。

• 昼の正規就業と夜のアルバイトの二重労働など、アンケートだ
けでは把握しきれないジグザグなライフコースの事実に肉薄し、
トランジション（高校から社会への移行）の現実を把握しようと努
めた。

• 調査結果から卒業生の就学・就業の状況を年次別に比較したも
のが表である。
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５ 困難校卒業後の10年とソーシャルスキル認識
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自己申告による東京・宮城２校の進路状況（04 年と 08 年、12 年） 

                                   （％） 

（％）（ （（（）％） 
東京 A 校 宮城 B 校 

（55 名） (31 名） 

卒業時・第 1回調

査の進路状況    

2004.03 

大学・短大 18.2  3.2  

専門学校 40.0  12.9  

正規就職 21.8  74.2  

フリーター・非正規 12.7  9.7  

進路未定・その他 7.2  0.0  

    （30 名） (10 名） 

第４回追跡調査時

の進路状況 

2008.11 

大学・短大 20.0  0.0  

専門学校 6.7  0.0  

正規就職 23.3  60.0  

フリーター・非正規 43.3  40.0  

その他 6.7  0.0  

    （19 名） (9 名） 

第５回追跡調査時

の進路状況 

2012.03 

大学・院  5.3 0.0  

専門学校・大学校  15.8 0.0  

正規就職  31.6 44.4  

フリーター・非正規  42.1 55.6  

その他（自営・主婦等）  5.3 0.0  
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A
校

対象
者

学歴
婚姻
（子）

現在の主な職業（正
＝自己申告による）

これまでの主なキャリア （→の右側が「過去」）
高校・成績
（出欠）

1 男性A 高卒 有・子 飲料メーカー（正） 飲料メーカー（学校推薦） D （D）

2 男性B 高卒 無 町工場工員（正）
生協・嘱託→自動車販売・正社員→アルバイト転々→
石油会社・正社員（学校推薦）

B （C）

3 男性C 高卒 無 留学斡旋会社自営
米国・飲食業・店員→米国・語学学校、コミュニティカ
レッジ在学→女性スカウト業

D （D）

4
男性
D

専門
中退

無
職業能力開発センター在
学

アルバイト転々→コンピューター関連専門学校 D （A）

5 男性E 専門卒 無 整体師 整体師・見習い→整体関連専門学校 C （A）

6 男性F 専門卒 有・子 郵便配達員 「ニート」→鉄道会社・正社員→音響関連専門学校 C （B）

7
男性
G

専門・
大卒

無 郵便配達員 アルバイト転々→工科系大→コンピューター関連専 C （A）

8
男性
H 大卒 無 大学院在学 ミニコミ誌編集・バイト→経営系大学 D （B）

9 女性I 専門卒 無 調理師（正） 保育園調理・栄養士→休職→栄養系専門学校 D （B）

10 女性J 専門卒 無 看護師 病院看護師→看護系専門学校 C （B）

11
女性
K 専門卒 無 障害者施設職員（正） 個人経営の派遣介護・福祉会社→福祉系専門学校 B （A）

12 女性L 専門卒 無 学童保育臨時職員 学童保育臨職→保育系専門学校 B （A）

13
女性
M 専門卒 無 風俗嬢 飲食店店員→栄養・調理系専門学校 B （A）

14
女性
N

他専門
卒

無 看護学校在学 ペットショップ店員→ペットトレーナー専門学校 B （A）

15
女性
O 大卒 無 フリーター アルバイト転々→臨床心理系大 C （C）

インタビュー対象者のキャリア変化の過程（聞き取り調査からの整理）
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• いくつかの事例を分析してみると、具体的なトラブルとなる職場
課題の存在とその解消が若者を襲ってきて、状況の中での対人
関係に伴う 「ソーシャルスキル」の具体的な体得が必要に感じら
れるという流れになっている。

・ 社会環境、特に対人関係への能動的な関わりが困難に思える

ことによって、広く多様な他者に依存したり援助されたりすること

で自分が生きられるという認識が持ちにくくなっていく。
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もう１つの事例は、キャバクラ嬢になった東北のＵさんである。

彼女は高校時代に医療系の仕事に就きたいと思い、友達と一
緒に医療秘書専門学校に進学することにした。そこでのカリキ
ュラムは医療支払いの得点換算など事務仕事の学習が中心で
あり、取得できる資格がなくても秘書になれることがわかってし
まう。

また、専門学校では「接遇やマナー」の教養が必修の授業とし
て組み込まれており、お茶やお花などの学習も課された。彼女
は、病院勤めの秘書にとって、「これらが当然必要な技能なの
だ」と思うようになった。

だが、かえってこうした態度をとって職場で「いじめ」にあってし
まったと話す。

重要なことは、教育を受けたことがそのまま活かせると思い込
む者が多いことであり、場の文脈に応じた活かし方＝スキルの
リテラシーがわからない。
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＜D 君へのインタビュー＞                 INT＝インタビュアー                    
D （就職の面接も）全部落ちました。・・・・・ 

INT どうしてだと思いますかね？ 

D 自分よりも他の人のほうがいろいろ「やる気」、そういうのがあった気がしますね。・・・・ 

・・・・ （略）・・・ 

INT それで、「したいこと」について、いつ結論が出るんだろう？ 

D 
いつ結論出るんでしょうね・・・もしくは、趣味の延長で、そこからどっか、なにかいい仕事が見つかれ

ばいいなというのは、たまに、あり（ます）。そう、思いますけど。 

INT うーん・・・ 

D まあ、そう世の中甘くないですし・・・・ 

 
この会話で D 君が問題としているのは、就職の不合格がやる気を発信することの下手さに

よっているという解釈である。同時にそれは彼にとっての「甘くない世の中」や「趣味の対

人関係との違い」を体現する出来事として発言されている。 
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• 卒業生の事例を分析してみると、具体的なトラブルとなる職場・
就労課題の存在とその解消が先にあって、状況の中での対人
関係に伴う 「ソーシャルスキル」の具体的な体得が後付けで自
覚されるという構造になっている。

• いいかえれば、社会の課題への対応対処の結果としてしか、自
己の能力が伸長した／しなかったという自己啓発的な（○○力
の）視点（牧野2012）は獲得されにくい。

・ 社会環境、特に対人関係で能動的な関わりが困難になり

孤立すると、広く多様な他者とかかわること（依存したり援助

されたり・・）で自己が成長していくという認識が形成されにくく

なってしまう。
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• ネットワーク論の知見は、学校（「閉じた組織」）等がさ
まざまな外部の人々や組織とかかわることで相互に変
化し続けていることを教える。組織を単体として捉えず

関係の束のなかにあるプラットフォームとみる必要。

• 支援の実践は、関わり合う人々や組織が違いその中
心となる人や組織が変わるだけで、あるいは入ってい
るネットワークの課題設定の経緯が違うだけで変化し
てくる。

• そこには相互関係による「創発特性」が働いており、協
働・連携の前提として、すでに社会的に埋め込まれて
いる問題解決へのネットワークの有用性を知る必要が
ある。 54

ネットワーク組織という考え方
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６ ネットワーク組織の展開と評価の時代



• ネットワーク論の視点に立ち、例えば、学校の支援活動
と外部の社会環境とのつながりを考えてみよう。「連携」
の理念論とは別に、すでに学校は社会の文化や構造の影響
を受けて具体的な社会関係を形成しており、「社会に埋め
込まれた組織」として存立していることがわかる

• 学校の支援活動が硬直化しているという問題が起こった
としよう。たいてい学校の運営方針や組織体制、教師のや
る気など、学校組織内部の問題に注目が集まりやすい。

• だが、学校のネットワークに目を向けると、他の学校の
指導方法との横並びはどうか、地域住民の参加参画はどう
か、NPOとの連携はどうかなど外部との関係を理解する必
要が出てくる。「関係の連鎖」が生じて、前例踏襲を是と
するネットワークの中にすでに学校が埋め込まれていたと
いう実態がわかることも多い。
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ネットワーク組織として学校などを位置づけなおすと、

• 第１には、一方的な命令系統ではなく、関係者相互のコミュニケーショ
ンやアドバイス、キャリア（経歴）などを大切にする水平的でフラットな
結びつきを重視するようになる。

• 第２には、問題対処的に、指導支援課題の特徴に即して、それぞれの
集団や組織の壁を越えて協働できるつながりをみつけるようになる。

• 第３に、ネットワークの力を通じて指導課題に応じた支援の資源や人
材、情報を動員できると考えるようになる。

• 第４には、個別な学校などの閉じた実践ではなく、ネットワークを伴う他
校の実践との比較から、支援課題達成の現状を評価することができる
ようになること。

• 第５には、ネットワーキングという進行形の視点に立って、学校の自己
組織的で柔軟な変化しつつある出来事を大事にみることができるよう
になること、などである。

ネットワークは協力・連携だけを生むのではなく、利害の葛藤や
調整・棲み分けの方法も生み出すことに注意

562020/1120 有識者会議12



内閣府の子ども・若者支援地域協議会の事例
＝地域ネットワーク支援の要請

→要保護児童対策地域協議会との協働・連携イメージ
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• 子どもや若者のケイパビリティ（可能性）形成や逸脱
行動の改善など指導支援の課題を、ネットワーク組
織に即して達成させると考えることが大切になる。

• 経営学者センゲ（Senge et.al 2000）が主張する「学習する学

校」のアイデアが参考になる。例えば、学校は児童生徒と同
時に地域社会の人々の学習にとっても重要な場（プラットホ
ーム）であり、自己充足的に独立して改善される組織ではな
く、活動自体を外部と協働することで初めて相互に学習し変
容する組織であると位置づけられる。これを「組織学習」とい
い、組織を外部環境にプラグインして考えることである。

（古賀2017「児童生徒理解とNPO・地域社会とのネットワーク」

『現代社会の児童・生徒指導』放送大学振興会）
58

「組織学習」とネットワーキング化
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• 指導支援の実践は、政策的理念や組織構造だけを外側から
変えても、そこに関わる人々の考え方や相互関係が変わら
なければ変われない。

• 指導支援の場面で活かされる知識、いわゆる「場面情報」は
、現場の文脈に依拠した人々の日常的な言動の集積から理
解・活用されているからである。

• それゆえ、指導活動の参加メンバーを変え現場のネットワー
ク（関係の全体性）の見え方を変えることで、互いの目標の
擦り合わせが生まれ、支援の改善が進むといえる。

• 図表は、学校とコミュニティとの関係を例示したものである
。この図からは、学校と社会のネットワークシステムから見た
人々の相互関係の複雑性・多重性を理解することができる。
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自分がしたい教育の方向（「自己マスタリー」と呼ぶ）と、全体で
したい方向（「共有ビジョン」と呼ぶ）を意識しつつ、繰り返し学校
というプラットホームで実践してみることが肝要である。よりよい
ネットワークの力なしに、児童生徒が「社会関係資本」を理解し
獲得する実践に至ることは困難である。
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学校のプラットホーム化＝セーフティネット化の例
東京都は学校を「支援の入り口」（ワンストップ）にしようとコーディネーター等
を置いて、児童・生徒の実態把握に努めるとともに、総合的学習の時間等で
外部機関（NPO,企業,大学等）との連携による活動を導入する試みを行って

いる

青少年育成組織幼稚園

保育所

同窓会

町会

商店会

コミュニティ

地域密着型
コーディネーター

学校 NPO

サポートステーション

事業所

大学福祉事務所
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• 社会学者ブルデューが指摘するように、「知り
合い承認している者同士の、制度化された持
続的関係のネットワークを所有することによる
、個人や集団に蓄積される現実的仮想的資源
の総和」と社会関係資本を定義しておくことが
できる。個々人の能力を超えた他者との関係
の力が若者の行動特性や将来生活を変えて
いくという見方であり、新たな関係の価値と獲
得の戦略を示唆する点で重要である

622020/1120 有識者会議12

評価の時代と社会関係資本



2020/1120 有識者会議12 63



• 評価の時代と説明責任 （古賀、『刑政』2006年）

• 世の中あげて「評価の時代」である。いまや、どのような教育実践にも組織活動にも、評価は避
けて通れない。客観的に評価しきれないことが多々あるといくらわかっていても、何とか俎上(そじ
ょう)にあげ、評価を活かしていかなければならない。こうした説明責任の気分が広がっている。

• かくいう筆者も、昨年来、総務省が初めて行った「少年の非行対策に関する政策評価」の研究
協力者として、この作業に携わってきた。新聞紙上で「非行対策“効果薄い”」（朝日、二〇〇七年
一月三〇日）といった見出しとともに、再犯率の低下に取り組む大阪や山形の事例が紹介されて
いたのをご覧になった方もいるだろう。

• この研究ではこれまで啓発的な育成運動に依存して、さみだれ的に行われてきた活動を総合的
に整理分類し、過去五年間の非行やいじめなどの発生状況と結び付けてみるという試みが行わ
れた。統計的な関係は断定しにくいので、「施策群評価」という手法で、効果の程を推計したので
ある。

• 先の見出しではわかりにくいが、いじめや薬物防止など具体的な課題が設定されている実践で
は効果が高く、防止活動のリーダーシップをとる組織体制が明確なほど有効であるという結論で
あった。印象論だけではみえにくい県ごとの対応の差異が浮き彫りになって、興味深い結果であ
った。

• こうした評価が行われると、たいてい効果が薄いといわれた部署や活動が槍玉に上がる。成果
主義の文脈で、これまでの実践が意味を失ったように感じる現場の方もいることだろう。何とかし
ようと、説明に汲々とする人たちも現れてくる。これが困る。

• 評価はいつでもオールマイティではない。すべての立場の人を納得させる評価などない。時代
や地域に応じて、評価すべき課題さえ違ってくる。

• むしろ評価は、慣習化して見えにくい課題や問題を掘り起こすためにこそある。例えば、部署ごと
に非行防止ポスターを作成して、なぜか安心してしまうというのでいいのだろうか。これまで長く実
践してきたことを振り返ってみることが必要なのである。
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評価の課題として

• いじめなど個別の課題が先鋭で重ければ重いほど、
総体的な広い問題群と支援戦略とを結び付ける視点
は形成されにくい。

• あるいは、支援の評価が制度的政策的な目標に向
かうと、問題を一義的にとらえた効果測定の視点ば
かりが強まる傾向も少なくない。

• 社会参加へ向かうための関わりの履歴や意思決定
のあり方など困難を有する若者・当事者の認識にま
で踏み込んで、問題と支援の相互関係を構造的に読
み解く臨床的な理解が問われている。
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• そこで、生きづらさを抱えていると読み取れる時，本
人の自己責任と切り捨て排除することなく，困難な
課題に応じた包摂のための支援のセーフティネット
を提供し続けること（切れ目ない支援）が必要となっ
てくる。

• 「青少年健全育成」の基本的ミッションは，社会的に
排除される者（古賀2006＝「刑政」）の生まれない安

全安心な社会を構築するため，育成環境の総合的
な調整や整備にあたるもの (例えば、少年法第１条
の精神）なのだから。
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学校・地域／行政・家庭のネットワーク支援へ



さまざまな困難を有する子ども・若者が「社会的・職業的自立」を達成
するには・・・

↓
これまでの個人責任的な、あるいは家族責任的な問題の理解を離れ
て（努力すれば個人や家族でやれるはずをやめて）、

他者の立場を理解し他者との関係性を育み、彼らの

有する経験知を社会を生き抜く資源・資本に変えていく過程や
方法が必要

＝終着点は、ＱＯＬ（生活の質の向上）のためのケイパビリティ
↓
逆説的ないい方だが、ネットワーク支援の構築を促進しつつ

「能動的な依存」（うまく頼る方法）の学習こそが、
いまの若者に求められていることといえる
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• 崎山（2008）が指摘するように、学校現場を含めて支援問題を巡る「臨床

的展開」（心への支援・関係性の重視・当事者視点など）は拡大し続け、
大別して2つの流れに向かってきた。

• 第1は、現場で実際に困難な社会生活を送る当事者の子ども若者への改

善効果を意識した、臨床心理学的アプローチを含む実践の支援である。
もう一つは、社会病理学的な知を処方箋とした改良主義のアプローチで
ある。前者が、心に病を抱える人々に矯正の方法論や場を提示するのに
対して、後者は福祉や労働など制度的資源を欠いている人々にそれを
是正する施策や場を提供することになっている。両者は、ロジックにおい
て共通しており、介入や解決のよりよい達成が当事者の幸福に貢献する
という前提に立っている。

• しかしながら、困難を有する当事者の経験にどれほど寄り添うことができ
るのかというもともとの問いは依然残っていく。いじめの心理相談に躊躇
する子ども若者がいるように、回復の論理がむしろ苦しみの増幅となる
事例もある。同様に、貧困家庭の経済援助が行きわたっても、虐待等の
家族の喪失体験からずっと解放されない若者の事例もある。

• 困難体験をどのように経験的に把握可能なのか、何を支援とするかが、
改めて問われる。
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「包摂」のためのネットワーク型支援へ

当事者（＝ニーズの帰属する主体）の視点を重視
例えば、閉鎖的な医療から脱却する精神障害者の対応のケース

『べてるの家から吹く風』 （北海道浦河町）の事例

「私は苦しんでいる人に何かしてあげたいビューキから解放され、共に絶望し、
共に笑えるようになりました。分かち合うことを知りました。」

↓

「包括型地域生活支援プログラム」

ACT ＝ Assertive Community Treatment

積極的に地域社会に打って出る、アウトリーチ型支援

によって若者の社会参加・参画をめざす方法もある

問題の性格を正確に理解することで方法が選択でき、

「能動的に依存できる若者」が増える
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• 内閣府の調査に参加した。「ネットワーク分析」「レリジエンス
の分析」と呼ばれる若者の社会関係の現状を調査するもの

生きずらさや自己否定を語るより、能動的に依存できる若者を育
成する必要がある だが、若者が狭い世界にしか生きられない社
会の現状は無視できない これに伴う家族の負担や瓦解もある

・ 関わりの広がりが、問題解決・回復過程にとって重要である

「多くの他者とのコミュニケーションが緊密であり、さまざまな場を
居場所と感じ取れる若者群の存在を指摘してきた。ここでは、一
種群のように、家庭でのコミュニケーションに多くを依存し広がり
のない若者層が、概して基点となる家庭についても多種群より低
い評価をしていることを指摘した。多元的で緩やかな関係性のも
つ「生きやすさ」の効用を改めて指摘することができる。」

（子ども若者白書・令和元年度も参照） 70
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