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Ⅰ 沖縄県の高校改革と高校中退 ･ドロップアウト

藤 原 幸 男

はじめに

沖縄県の高校中退率の高さは沖縄県の文

化 ･社会 ･経済構造とも関連があるが､直渡

には､高校新設と改革が急激に進むなかで高

校の地域との結びつきが弱まり､高校の序列

化が定着したことと高い関連がある｡沖縄県

のばあいには､72年に日本復帰するとともに､

全国平均に比べて著しく低かった高校進学率

をあげるために高校新設 ･増設を急速度で達

成するとともに､一定程度高まったあとに急

激に質的転換を追求した｡そのために､ひず

みがさまざまな形で生じた｡その一つの現れ

が高校中退 ･ドロップアウトである｡ ドロッ

プアウトは､中途退学だけでなく､原級留置

による留年､休学などを含む｡以下では､ま

ず沖縄県における高校中退の歴史的展開を述

べ､それとの関わりにおいてM高校をとりあ

げ､学校における高校中退 ･ドロップアウト

の事例研究をしていきたい｡

1 沖縄県における高校改革の歴史的

展開

(1)高校新設を中心にした高校改革と高校中

退 ･ドロップアウト

1972年5月15日に沖縄県は日本復帰した｡

71年度時点で高校進学率は全国平均が85.0%

に対して､沖縄県は67.9%であった｡72年7

月に策定された ｢沖縄県振興開発計画 (教育

関係資料)｣では､｢進学率を昭和51年度まで

に85%に高めるため､既設校の整備充実を図

るとともに､学級規模の適正化を図る上から

新設5校を計画する｣としていた｡(r教育行

政のあゆみ ･復帰後十年』沖縄県教育委員会､

1984年､117頁)0

しかしその後の人口の都市集中による過

密 ･過疎などがあり､沖縄県教育委貞会はさ

きの計画を見直し､74年3月に81年までの｢県

立学校編成生備計画｣を策定した(同､118頁).

そこでは､81年度を目標にして本土水準をめ

ざし､高校進学率は95%以上にまで高めるこ

とを目標とした｡そして ｢学校の適正配置を

図り､地域間の進学率の格差是正につとめる｣

とした｡

そこでめざされたのは､まず､進学率の本

土並達成である｡73年度において高校志願率

は88.5%であるのに対して､進学率は74.7%

であった｡この時点で全国平均の進学率は

89.4%で､15%の差がついていた｡このこと

もあって､81年度には96.3%の予想志願率を

満たすように､進学率を96.3%に設定した｡

同計画は75年12月に見直しが行われ､当面､

79年度までに全国予想進学率94%に連するよ

うに努力するとした｡

進学率を急上昇させるとともに､現在抱え

ている1501人以上の大規模校10校を縮小し､

適正規模に近づけるには､81年度までにあと

7校新設が必要としたが､75年12月の見直し

で､76年4月開校予定の2校を含めてあと8

校の高校新設が必要であるとした｡適正規模

化のための入学定員の減少は､｢県内進学率

の早期引き上げを第1義とする｣ために､79

年度以降に後回しになった｡また進学率の上

昇にともなって定時制高校への志願者が減少

するとして､20校ある定時制高校を高校新設

を進める段階で整理縮小することを提起 し

た｡こうして急な速度で高校の新設がなされ
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ていった｡このことがあとで問題になる｡

普通科と職業科の比率については､復帰に

ともなって､旧産業技術学校 5校を廃止して

工業高校に昇格､旧商業実務専門学校を商業

高校に転換したことなどがあり､普通科46%

職業科54%になった.全国的には普通科58%

職業科42%であり､この比率に近づけること

がめざされた｡また ｢普通科高校への志向と

要請｣もあり､それを考慮 しつつ､｢地域の

実態に即した普通科､職業科の適正な構成に

努める｣とし､普通科に重点を置いて高校新

設がなされた｡

では高校の新設はどうだったのか｡72年度

から81年度までの高校新設は､普通科8校､

職業科2校､定時制 1枚であった｡このうち

普通科は､那覇近郊の西原村､南風原村､浦

添市､豊見城村に1校ずつ､中部の北谷村､

具志川市､沖縄市､勝連町､宜野湾市に1校

ずつ､そして定時制が那覇市に1校であった｡

高校進学希望者の多かった那覇市には普通

科､職業科は1校も新設できず､近郊の市町

村に1校ずつ新設された｡このために､那覇

近郊の新設校が那覇 ･浦添地区の普通科をめ

ぐる競争のなかにまきこまれていった｡

生徒の普通科志向の強まりにつれて､那

覇 ･浦添地区の大学区が問題になった｡復帰

前の政府立高校の通学区域は､60年に制定さ

れた ｢政府立高等学校の通学区域に関する規

則｣によって､普通科高校の場合､那覇 ･浦

添地区は大学区､島尻地区は小学区 (一部中

学区)､本部半島地区は中学区 (名護､北山､

本部のうち1校)であった｡復帰後もこの通

学区がひきつがれた｡そのために那覇 ･浦添

区域は､新設校をその区域にとりこみ､都市

地区における学校間格差が問題になった｡

沖縄県教育委員会は74年7月に公立高等学

校通学区研究委貞会を発足させ､各地区の通

学区について検討を依頼した｡審議中にも那

覇 ･浦添区域は､高校新設にともない75年度

には区域内の普通科高校は7校になり､新設

校は格差競争にまきこまれ､8流校という言

葉さえ生まれた｡

75年9月22日に高教組は県教育委員会に対

して①高校増設､②小学区制の確立､(卦過密

校の解消などを要請した｡そのなかで､｢小

学区制の確立｣について､次のように述べて

いる｡｢那覇市内に高枚用地が確立できず学

区制の改革は暗礁に乗り上げている｡那覇､

浦添の学区は中学区になっているため行き違

い通学が起こり､学力の学校間格差が拡大し

てそのまま放置できない事態に立ちいたって

いる｡那覇地区の昭和49年度高校入学者選抜

における学力検査をみると､A校の合格者平

均点は180.8､B校は94.1となり学校間の学

力差がはっきりしてきている｡現在の学区制

のもとでは､新設校ほどその被害をもろに受

け､新設校を受け入れた地元住民から強い不

満が起こっている｡従って高校増設は､同時

に学区制の民主的改革- 小学区制の確立を

めざすものでなければならない｣(r沖縄年鑑

-1977年版』沖縄タイムス社､1976年､326

-327頁)0

77年3月に､公立高等学校通学区研究委員

会から最終答申があり､これをもとに県教育

委貞会は次のような案を作成した｡それは､

那覇 ･浦添及び関連地区の普通科を大学区か

ら中学区に改正し､2校選択制としたもので

あった｡中頭地区は小学区とし､西原 ･宜野

湾校区の一部は2校選択とした｡離島は中学

区を県全域の学区とした｡同年4月趣旨説明

会をふまえて､77年11月に ｢公立高等学校の

通学区域に関する規則｣を改正した｡この規

則は78年度の入学者から適用された｡

こうして､那覇 ･浦添区域は､｢那覇 ･小

禄｣､｢首里 ･真和志｣､｢豊見城 ･南風原｣､

｢浦添 ･西原｣の4学区となった｡この2校

選択制に対して､父母は国費学生や琉球大学

への合格者の多い高校への進学希望者が多
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く､新学区は学校選択の自由を奪うものだな

どと不満の声が多かった｡とくに､｢浦添 ･

西原｣｢豊見城 ･南風原｣という従来の進学

校がはいっていないブロックに入れられた安

岡中 ･古蔵中 ･寄宮中の父母の不満は強かっ

た｡沖縄県教育庁は全体的に賛成が多かった

ことによって､学区制改正による入試を78年

度実施に踏み切ったが､越境入学問題とも合

わせて今後に問題を残 した｡(r沖縄年鑑､

1978年版』沖縄タイムス社､1977年､300-

301頁)

その後の高校新設により､2校選択制には

一部変動があった｡大平高校の設置 (79年度)

にともない､｢浦添 ･西原｣は ｢浦添 ･大平｣

｢西原｣に分かれた｡首里東高校の設置 (84

年度)にともない､｢首里 ･美和志｣は｢首里 ･

真和志 ･首里東｣になった｡

学区の問題とも関連して､その当時､中学

浪人が問題になった｡沖縄県の高校志願率は

全国平均より若干下がる程度なのに､高校進

学率が全国平均より大幅に下がっている (75

年度で16%差)のは､高校の絶対数の少なさ

の問題の他に､学区制にからむ一流校への志

望の強さがあり､中学浪人してでも一流校に

進学したいという風潮があったからである｡

沖縄県において中学浪人 (志願者のうち不合

格者の数)が18.2% (75年3月卒業者)と多

かった｡沖縄県は中学浪人の全国平均が1.6%

なので､はるかに多い状況であった｡文部省

は77年10月に昭和52年度学校基本調査を発表

したが､そのなかで中学浪人のもっとも多い

地域として沖縄県があげられた｡全国 トップ

の1153人で､2位の東京都655人を大きく引

き離していた｡ここで中学浪人というのは､

昭和52年春に全日制に入学した生徒のうち､

過年度卒業者の数字であるor沖縄年鑑､

1978年版』では､｢受験戦争の教育体制の中で､

有名校集中現象があらわれ､沖縄でもことに

那覇 ･浦添およびその関連地区では､8高校

がそれぞれ格差を生じ､"一流校"から "八

流校"にランクづけされる状況になっている｡

このため一浪､二浪しても "一流校"へと考

え､塾ブームが生 じた｡｣(r沖縄年鑑､1978

年版』､313頁)と述べている｡ここに､学区

制をめぐる論議の底流に､父母 ･子どもの進

学意識の高まりが潜んでいたことをうかがわ

せる｡

進学率の向上をめざして､沖縄県教育委員

会は75年度入学試験より志願変更制を採用し

た｡これは､高校進学希望者の増加にともな

い､志願状況が不均衡になり､競争率の高い

高校と定員に満たない高校とがでて､かなり

の偏 りがあるために､応募期間中において志

願変更を認めるというものである｡これは､

明らかに､高校増設が進学希望者の急増に追

いつかない現状から一人でも多 くの志願者を

県立高校に定員内で入学させたいとの配慮に

よるものである｡しかし第2志望への志願変

更については､これで入学した生徒が2学期､

3学期と進むにつれて不適合症状を起こし､

学習に行き詰まってやめるケースもでている

との指摘もあった｡この点については今後追

跡調査をすることにして､76年度には､競争

立が1.2倍以上になったコースについて認め

るという志願変更制を継続することになっ

た｡(r沖縄年鑑､1977年版』､313頁)

この時期の高校中退については､76年度ま

では教育統計がなく､77年度2.3%､78年度

2.3%､79年度2.7%､80年度2.5%､81年度

3.2%であった｡

(2) 特色ある高校の設置と高校中退 ･ドロッ

プアウト問題

第2次沖縄振興開発計画にともない､第2

期 ｢県立学校編成整備計画｣を策定するため

に､81年度に県立学校編成整備計画協議会が

設置され､第1期計画の反省と82-91年度の

第2期の計画が話し合われた｡

第1期にひきつづき､生徒の進学志願率の
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高さに対応して､普通科高校が次々に新設さ

れた｡那覇 ･浦添区域で首里東､中部区域で

具志川､北中城､嘉手納､宮古区域で伊良部

の各高校が新設された｡職業科として､名護

商業 (北部地区の商業科を統合)､浦添工業

が新設された｡また､あとでみるような高校

中退者の増加への対策として､社会人の積極

的な受入れの要請に応えて､88年度より定時

制高校に単位制が導入された｡

志願者の増加に対応するとともに､｢特色

ある高校｣の設置に着手したことが､第2期

の大きな特徴である｡

沖縄県では､私立沖縄高校のあとを受けて､

83年に私立沖縄尚学高校が発足し､有名大学

進学に対応した指導を始めた｡同じような学

校として､私立昭和薬科大学附属高校があり､

これまで県外の有名私立進学高校に行かせて

いた階層の子弟をそれらの学校が吸収しはじ

めた｡私学のこのような転換を受けて､県立

高校も量から質への転換を考えるようになっ

た｡その象徴的な現れが､85年3月に地元新

聞にすっぱ抜かれた､那覇H高校問題であっ

た｡那覇 ･浦添地区に普通科を要望する声は

高く､その声を受けて那覇H高校の建設が進

められてきた｡学校用地も確保され､校舎も

完成に近づいた頃､沖縄県教育委員会は同校

を ｢特色ある学校｣として構想していること

が明らかになってきた｡

県教育長は､沖教組との面談のなかで､那

覇H高校は目的意識をもった｢特色ある学校｣

にする､理数科､英語科､芸術科といった｢特

色ある専門学科｣を教育課程のなかに位置づ

け､学区を全県区にしたい､ということを明

らかにした｡こうして､沖縄県では初の全県

1区の ｢特色ある学校｣の構想が浮上したの

であった｡

｢県立那覇H高校 (仮称)設置計画につい

て(莱)｣では､82年改訂高等学校学習指導要

領の基本方針 ｢特色ある学校づ くり｣｢個性

を生かす教育｣をあげるとともに､｢社会の

変化により高校への進学率の上昇に伴って､

高校生の個性 ･能力 ･進路等が多様化してき

たこと及び社会の進展に伴い生徒の要求､時

代のニーズが変わってきたこと｣をあげ､

｢多様化してきた生徒の要求に応え｣るため

に那覇H高校を設置する､としている｡

この那覇H高校の ｢構想｣に関して､沖教

組は那覇H高校問題等研究委員会を設置して

検討し､｢那覇H高校県立高校問題について｣

という小冊子を出した｡そこでは､県立高校

中退立が82年度3.1% (全国平均2.0%)､82

年度3.2%(全国平均2.0%)､83年度2.9%(全

国平均1,9%)と全国平均よりもかなり高く､

｢今､切実に求められ､ニーズとされるのは

こうした高校教育のかかえる問題点を早急に

解決していくことであり､教育現場も教育行

政もそのための方途をみつけ出し､解決のた

めに努力していくことである｡ 1%にも満た

ないごく少数の生徒のための学校をつくるこ

とではない｣と同研究委員会の見解を述べ､

普通科高校の新設を要望した｡さまざまな論

議があったが､結局､｢理数科｣｢英語科｣

｢芸術科｣といった専門学科を擁する開邦高

校(86年度)が設置された｡同様に ｢体育科｣

｢国際人文科｣を擁する那覇西高校(87年度)

が設置された｡こうして､沖縄県教育委員会

は｢特色ある学校づくり｣｢個性を生かす教育｣

の名のもとに､進学校であった那覇 ･首里よ

りも上位に位置する進学校を設置 したので

あった｡財政難で困窮していた私立沖縄高校

の進学高校への転換(83年度)への対抗や､

有名大学への進学をめざして県外有名私立中

学 ･高校 (とくに中 ･高一貫校)への進学の

動きの阻止を求めて､従来の進学校を超える

進学校を設置したのであった｡この ｢特色あ

る高校｣は､那覇 ･浦添地区だけでなく､中

頭地区に球陽高校(89年度)､南部地区に向陽

高校 (94年度)を設置し､それぞれの地区に
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拠点となる超進学校を設置したのであった｡

県立那覇H高校の動きが表面化するなか

で､沖縄県教育委貞会は学区制の見直しに着

手した｡/｣､学区を中心とした現行学区制では､

学校選択の幅が狭くて希望学校に進学できな

くなったり､逆に学校内格差は大きくなり､

学習指導の困難度が高まったことなどの問題

が生じたとして､85年7月に県立高等学校入

学者選抜方法検討委貞会を発足させ､通学区

の変更を論議した｡

86年10月7日に同委員会より第2次答申が

なされ､そこで ｢那覇およびその周辺地域の

通学区域については､現行制度の枠を広げ､

適正な通学区域を設定する必要がある｣と答

申した｡こうして､那覇地区を中心として､

学区拡大が決定された｡那覇市の学区は東ブ

ロック ｢首里 ･首里束 ･真和志 ･南風原｣､

西ブロック ｢豊見城 ･小禄 ･那覇西 ･那覇｣

に大きく分けられ､寄宮中 ･仲井真申のみは

｢真和志 ･南風原 ･那覇 ･豊見城｣の南ブ

ロックとした (r教育行政のあゆみ､復帰後

二十年』沖縄県教育委貞会､1993年､390-

391頁)｡いずれのブロックにも､那覇または

首里という進学校を1校ずつ配置 したので

あった｡87年6月の県教育委貞会定例会議に

おいて高等学校の ｢通学区の拡大｣が決定さ

れ､88年4月より実施された｡

｢通学区の拡大｣は､実は､84年7月20日

の文部省通知｢高等学校入学者選抜について｣

にもりこまれていた｡同通知では､学区につ

いては､｢通学区域の設定にあたっては､生

徒の居住地によって高等学校受験の機会が大

きく異なることがないように留意し､特色あ

る高等学校の学科などについては､可能な限

り広い範囲から受験できるようにすることが

望ましい｣とされていた｡沖縄県教育委員会

の県立高等学校入学者選抜方法検討委員会答

申は､この通知にそった形で ｢学区の拡大｣

を答申したのであった｡

高教組は学区制特別対策委貞会を組織して

検討を進めた｡同委員会は86年11月に ｢現行

学区制の諸問題と改善について｣という冊子

をまとめ､現行学区制については ｢那覇 ･浦

添地区では当面2-3枚の地域総合選抜制を

とる｣との具体的改善案を捷起した｡だが､

この提起は受け入れられなかった｡88年4月

の ｢学区の拡大｣を前にして､高教組は ｢r学

区制』拡大とは何か- 学習資料- ｣とい

う冊子をまとめ､広く討議にかけた｡高教組

によれば､学区拡大によって高校間の序列化

がすすみ､高校中退などの問題を深刻化した

とされる｡

84年7月20日の文部省通知 ｢高等学校入学

者選抜について｣は､｢学区の拡大｣だけで

なく､推薦入学､受験機会の複数化について

も言及していた｡推薦入学については､84年､

沖縄県教育委員会の高校入試制度検討委員会

において ｢職業高校への20%推薦制の導入｣

が答申され､85年度より実施された｡

高校中退については､82年度3.1%､83年

度3.1%､84年度2.9%､85年度3.1%､86年

度3.2%､87年度3.1%､88年度3.0%と3%

台であった｡このような状況に対して､沖縄

県教育委員会では､｢高校生の退学に関する

調査研究｣(82年 5月､沖縄県立教育セン

ター)､｢高等学校中途退学者追跡調査報告｣

(84年3月､沖縄県教育庁学校指導課)を行い､

84年8月には､｢高等学校生徒の中途退学に

関する指導の強化及び今後における教育課程

等の改善 ･充実について (通知)｣を出し､

教育課程の編成の多様化､実施上の弾力化､

教科指導の改善充実､基礎学力の向上､評価 ･

評定の工夫､進路指導の充実 ･強化､基本的

生活態度の育成と父母との連携 ･協力体制の

確立､教育相談の充実 ･強化などに留意して､

｢全職員の共通認識のもとに生徒の実態に即

した改善策を早急に講じるように通知した｣｡

このような通知にもかかわらず､高校中退率
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は低くならなかった｡そこで､87年6月に沖

縄県立高等学校中途退学対策委員会が設置さ

れ､88年3月に答申が出された｡そこでは､

沖縄県の文化的 ･歴史的背景として夜型社

会､社会規範遵守の認識の低さ､｢テ-ゲ-(こ

となかれ)主義｣の風潮､共同体における逸

脱行動の容認傾向､失業率の高さなどが挙げ

られた｡中途退学対策としては､さきにあげ

たような取り組みをあげるにとどまった｡総

じて､学校生活への不適応というとらえ方で

あった｡

この答申のあと､教育庁の取り組みとして､

88年11月､89年9-10月に､中途退学者の多

い学校 (12校)を対象として､教育庁高校教

育課と高校との話し合いをもった｡90年12月

には､中途退学の多い高校(19校)の校長と

高校教育課のあいだで､中途退学対策の研究

協議が行われた｡さらに､教育庁は高等学校

中途退学対策研究推進校を指定した｡1991年

には､大平高校､南部農林高校を研究推進校

に指定し､中途退学対策を学校ぐるみで進め

る方向にすすんできた｡ここでは､高校中退

が特定の高校に集中していることを認識し､

学校を特定し､それらの学校にしぼって対策

を研究協議し､学校全体で対策を考える方向

に進んでいることに注目したい｡対策を模索

中で､有効な対策はみあたらなかったが､こ

のような研究協議､中退者の多い高校での全

教負の取り組みのなかで､高校中退のとらえ

直しがなされるとともに､高校教育の制度的

改革やリストラも浮上するのである｡これら

は､事実上､文部省の高校教育改革とも連動

するものであった｡

(3) 高校のリストラと高校中退 ･ドロップア

ウト問題

81年に策定された第2期 ｢県立高等学校編

成整備計画｣は進学率の停滞にともない､

｢量から質への転換｣のもとで再編成された｡

89年に､第2期 ｢県立学校編成整備計画｣を

見直した､87年から96年までの ｢県立学校編

成整備計画｣が策定された｡｢時代の進展､

産業経済の変化や地域､父母 ･生徒の要請等

に対応するために学科改変を積極的に推進｣

する､というのである｡

同計画は､普通科 (理数科を含む)の比率

を70%まで引き上げるという名目で､まず､

職業科の削減を打ち出した｡家庭科を普通科

高校から職業科高校に移し､｢家政科｣を29

学級を7学級に削減する｡農学科を31学級か

ら26学級に､水産科を9学級から8学級に､

工業科を54学級から42学級に､商業科を52学

級から40学級に削減する｡職業科175学級か

ら123学級に削減するというのである｡実に､

30%の学級減である｡

それに対 して､普通科高校においては､

｢理数科｣を北部 (北山)､宮古､八重山に

1校ずつ設置し､沖縄県の全域にわたる拠点

校に ｢理数校｣を設置するというのである｡

これは､これまでの開邦高校にはじまる超進

学校路線を拡大するものである｡

新構想高校についても､単位制高校の90年

度導入を提起し､6年制中等学校の検討の開

始を述べている｡さらに､既設の職業科高校

において学科改編を推進し､｢個性的な学校

づくり｣を図るとともに､普通科においても､

生徒の多様な能力､適性､進路等に対応する

｢特色づくり｣に努力する､としている｡

そして､｢志願者が2年連続､走貞の過半

数に満たない学科については､原則として3

年目から志願者の募集を停止する｣としてい

る｡まさに､志願者減は学科の存続さえ危く

するという状況をつくりだし､各学校が学科

の生き残りをかけた学科再編への乗り出しに

向かうように仕向けている｡こうして､これ

までにないような､県立高校のリストラが開

始されたのである｡

｢県立学校編成整備計画｣の策定後､｢6

年制中等学校｣､｢南部総合高校｣の設置計画
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はその後断念に追い込まれ､95年開校予定の

那覇G高校の(｢インテリジェンス構想高校｣)

も開校の目処が立たなかったが､94年度に沖

縄水産高校に総合学科が設置された｡同校で

はこれまで入学定員が埋まらず､中退者が多

くて問題視されていたが､学科の一部を総合

学科に転換して新入生の1学期終了時点にお

ける中退者も前年の4分の1に大幅に減少､

成果をあげている｡

94年度から南風原高校が普通科のなかに

コース制を導入し､入学時から文理､体育､

郷土文化､教養の4コースに分けて募集して

きている｡目的意識をもった生徒が増え､中

退者の減少､勤怠状況の好転が報告されてい

る｡コース制については他に､前原高校が人

文､英語､理数､体育の4コースを設置して

いる｡96年度に大平高校が総合学科に転換し､

陽明高校に名称を変更している｡

95年10月に､96年度から01年度までの第4

期 ｢県立学校編成整備計画｣の基本方針が決

まり､同計画が策定された｡同計画では､前

期と同じく､特色ある学科新設 ･改編 ･特色

あるコースなどの新設を積極的に推進し､全

日制課程における単位制高枚の導入を図るこ

とを基本方針とした｡特色ある学校として那

覇G高校が那覇国際高校として設置が計画さ

れている｡志願者が連続して定員の過半数に

満たない学科は､原則として3年日から募集

停止ということは､これまでと同じである｡

この計画を受けて､近年､中程度以下の普

通科高校の｢特色ある学校づくり｣がすすみ､

入学時からコースに分けて募集するコース制

の導入､単位制への移行をする高校も増えて

きた｡97年度より豊見城南高校が普通科にお

けるコース制 (特進､普通､特進スポーツ)

を導入､98年度より小禄高校､宜野湾高校が

コース制に移行の計画を発表し､1年前から､

真和志高校は98年度より普通科における単位

制に移行の計画を発表している｡また特色あ

る学校として､那覇国際高校が98年度より開

校予定である｡

入学試験制度の改革に関して､推薦入学に

ついては､93年8月17日に県教育庁の高等学

校入学試験制度検討委員会において普通科-

の推薦入学の導入が答申され､94年3月の高

校入試から導入された｡しかし､実施2年目

においても､中学校側と高校側とで推薦制を

めぐってずれが生じてきている｡中学校側で

学力以外のスポーツ･芸術などで優れた者を

推薦しても､高校では入学後ついていける学

力をまず要求し､せっかく推薦しても不合格

になる事例が続出している｡このずれの調整

が今後の課題になった｡94年3月の同委員会

最終答申で受験機会の複数化 (二次募集)が

答申された｡これについてはさまざまな課題

が残されていて､95年度 ･96年度入試では見

送りになり､97年度入試から導入 ･実施され

た｡

高校中退については､県立高等学校中途退

学対策委員会の答申にもとづいてさまざまな

取り組みがなされたにもかかわらず､沖縄県

の高校中退率は全国一高 く､大きな問題と

なってきている｡89年度3.4% (全国平均

2.2%)､90年度3.8%(同2.2%)､91年度3.9%

(同2.1%)､92年度3.9% (同1.9%)､93年

度3.4%(同1.9%)､94年度2.8% (同2.0%)､

95年度2.9% (同2.1%)､96年度3.2% (同

2.5%)であった｡

改めて､92年5月25日に県立高等学校中途

退学対策推進委員会を設置し､具体的な改善

方策について検討し､93年2月に答申した｡

この答申において､生徒本人の努力不足のみ

に原因を求めるのではなく､学校の努力不足

もその要因であることを明確化し､学校が生

徒に適応 していない側面があると指摘 し､適

格主義の教育観からの脱皮を提起した｡学校

の取 り組みとして､｢学校に入学を許可した

生徒には､その能力に応じた指導を行い､す

ー 7 -



ベての生徒を卒業させるという基本姿勢を全

教師がもち､校内に r中途退学対策委貞会｣

を設置して指導体制を確立する｣ことを真先

にあげている｡そして､｢不本意入学｣｢無目

的入学｣生徒の指導､欠席 ･欠課 ･遅刻の多

い生徒 (怠学)の指導､原級留置者の指導に

ついて､きめこまかく述べている｡この答申

を受けて､沖縄県教育庁は ｢高等学校中途退

学対策の基本方針と具体的取り組み｣という

文書を作成し､93年7月に各県立高等学校長､

市町村教育長､教育事務所長に ｢高等学校中

途退学対策の強化について｣という通知を出

した｡

これを受けて各高校では､94-95年にかけ

て､答申にそって原級留置に関わる学校内規

の見直し､卒業修得単位数の弾力化､転編入

学規程の見直しが進んだ｡それとともに補習

授業や､単位保留懸念科目での再考査実施な

どの試みがなされた｡また94年度より休学規

定が従来の1年間から3年間に延長された｡

このような措置によって､高校中退は減少し､

ピークからは脱 したが､94年度2.8% (同

2.0%)､95年度2.9%(同2.1%)､96年度3.2%

(同2.5%)としだいに増えつつある｡休学

者が増加したが､依然として本質的な問題は

解決していないとする見方もある｡

｢志願者が連続 して定員の過半数に満たな

い学科は､原則として3年日から募集停止｣

という基本方針を受けて､県立高校は ｢特色

ある学校づくり｣に追い込まれている｡とく

に普通科の中位ないし下位に位置する高校で

は､中退者も多く､改革を迫られている｡近

年､中位 ･下位の普通科高校のいくつかは

コース制､単位制への転換を自主的に構想 ･

計画し､新開紙上に発表しているのだが､多

くの場合､そうした転換が大学進学に照準を

合わせたものになっている｡特進コースの設

定がそうである｡もっと生徒の側に立って地

域にねぎしたコースを考えたり､進学以外の

道を模索し､生徒の自分さがLを支援するよ

うな方途を考えないと､ついていけない生徒

は行き場がなくなってしまうだろう｡

2 高校改革とドロップアウ ト

(1)高校中退とドロップアウト

こんにち､高校中退は大きな社会問題に

なっている｡毎年1月下旬に､地元新聞に沖

縄県の県立高校の中退状況が発表され､県民

の関心を集めている｡このデータは､文部省

が毎年5月1日現在で沖縄県県教育委員会に

調査を依頼している r学校基本調査Jにもと

づくものであり､高校中退の指標になってい

る｡

このデータは､当該年度中の高校中退者を

算出している点に特徴がある｡単年度の集計

である｡沖縄県教育委貞会のデータによれば､

80年度までは2%台前半だったが､81年度か

らは2.9-3.2%､89年度からは3.4-3.9%に

上昇している｡94年度からは2.8%にさがっ

たが､その後上昇し96年度には3.2%に至っ

ている (表 1)0 96年度の沖縄県の県立高校

の中退率は3.2%で､全国平均よりも0.7%高

い｡全日制でみると､91-92年度にかけて3%

台に達したが､その後2%後半になり､しだ

いに上昇してきている｡沖縄県の高校中退率

は全国一高い｡しかし､こんにち高校進学率

が全国平均で96%を越え､沖縄県でも92%に

達していることをみると､3%程度の中退率

は大したことはないとみる人がいるかもしれ

ない｡このデータは､そのような印象を与え

ている｡

高校現場からみると､単年度で中退率をみ

ることにはあまり意味はない｡学校と生徒 ･

父兄の側からみると､1学年に入学したとき

から卒業するまでに､どれだけ学級 ･学年の

人数が減少しているかが問題である (大勝司

｢r高校中退現象』の社会学的研究序説｣r九
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表 1 沖縄県の県立高校中退率

年度 全日制 沖縄県

80 2.■1 2.5

81 2.8 3.2

82 2.7 3.1

83 2.7 3.2

84 2.5 2.9

85 2.6 3.1

年度 全日制 沖縄県

86 2.7 3.2

87 2.7 3.1

88 2.5 3.0

89 2.9 3.4

90 3.1 3.8

91 3.2 3.9

州教育学会研究紀要J第19巻､1991年)｡入

学時の学級 ･学年人数から卒業時の学級 ･学

年人数を引いたものをみていくというデータ

の出し方がある｡これをドロップアウト率と

いっておく｡沖縄県の県立高校 (全日制)の

ドロップアウト率をみると､75年度は8.0%

と高いが､そのあと80年度までは5-6%で､

その後7-8%､85年度より9%台に上昇し

ている｡90-91年度には8%台に下がってい

るが､それ以後は9%台となっている｡ほぼ

着実に増加してきている｡95年度は､10.0%

のドロップアウト率である｡

このドロップアウト率をそのまま中退率と

みることはできない｡このなかに､原級留置

による卒業延長者､休学による卒業延長者を

含んでいる｡沖縄県教育委貞会の発表した96

年度の単年度計算データによれば､高校中退

者､休学者､原級留置者を含めると6.8%に

なり､三者の割合は､中退者は46.7%､休学

者は30.3%､原級留置者は23%になっている｡

入学から卒業までのあいだに中退者はこれ以

上に増加するし､休学者､原級留置者は中退

年度 全日制 沖縄県

92 3.4 3.9

93 2.9 3.4

94 2.6 2.8

95 2.7 2.9

96 2.8 3.2

につながることが多いので､中退者はかなり

の割合になると予想される｡だが､三者の割

合は基礎データがないために不明である｡か

なりの割合で中退者が含まれていると推定で

きるが､ ドロップアウト者がそのまま中退者

だとはいえない｡

このデータは単年度の高校中退率よりも現

実感覚に沿うものであり､実感と一致する.

しかも､こんにち高校教育が大衆化 した状況

にあって､これだけのドロップアウトがでて

いることの重さが感じられる｡高校中退のす

そ野にはこのようなドロップアウトが潜んで

いることを認識し､そこから問題を考えてい

く必要があると考える｡

高校中退 ･ドロップアウトは所属する学校

の学校文化問題である｡学校間格差からくる

その学枚の地位 (進学校か就職校か､教育容

易校か教育困難校かなど)､その学校のもっ

ている雰囲気 ･伝統､その学校に所属する教

師の意識と生徒の意識との一致 ･不一致が左

右する｡普通科をみても､特定の学校の中退

率 ･ドロップアウト率が極端に高いことが判
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明する｡中退率 ･ドロップアウト率が高い学

校の特定化は､プライバシーの問題があると

して県教育委員会は教えてくれなかったが､

沖縄県教育委員会が毎年発行 している r学校

基本調査報告書』をみれば､学校ごとの在籍

生徒数 ･卒業者数がでていて､それをもとに

ドロップアウトの学校別算出データをだすこ

とができる｡それをもとに､中退率 ･ドロッ

プアウト率が高い学校は推定できる｡

沖縄県全日制県立高校 (59校)の95年度学

校別 ドロップアウト率の上位 ･下位20校は表

3のとおりである｡これをみると､ ドロップ

アウト率の格差は大きい｡最下位では､半数

近くが ドロップアウトしているのに対 して､

上位では0である｡下位の学校をみると､水

産､農林､商業､工業の専門高校が多く含ま

れているが､普通科高校もそのベス トテンの

なかに入っている｡このあたりが問題になっ

ている｡上位になると普通科高校がほとんど

であるが､そのなかに工業高校が一つ入って

いるのが目立つ｡

教育政策 として打ち出された高校改革が

個々の学校にどのように反映しているかを､

特定の学校を取 り出してみていくことによっ

て､そのリアルな把握が可能になるように思

われる｡学校教職月の自主的な努力もみる必

要がある｡しかし､高校改革を進めてきてい

るにもかかわらず､ ドロップアウト率はほぼ

一貫して増加しつづけてきている｡このこと

の意味を見ていく必要があろう｡

(2) 高校の地位低下とドロップアウト

- M高校を事例として-

高校改革とドロップアウトの関連をみるた

めに､那覇学区にあり67年度に開校されたM

高校 (普通科中心で一部家政科を含む)を事

例としてとりだしてみる｡沖縄県教育委員会

が発行している各年度の r学校基本調査報告

書』のデータをもとに､ ドロップアウトの変

表2 沖縄県の県立高校 ドロップアウト率 (全日制)

年度 ドロップアウト率

75 8.0

76 6.2

77 5.8

78 6.6

79 6.5

80 6.0

81 7.4

82 7.2

年度 ドロップアウト率

83 8.1

84 8.4

85 9.0

86 9.2

87 8.5

88 9.3

89 9.1

90 8.0

- 10-

年度 ドロップアウト率

91 8.5

92 9.0

93 9.7

94 9.8

95 10.0



表3 95年度 (92年度入学95年度卒業)の県立高校 (全日制) ドロップアウト率

下 位 上 位

1 G商業高校 45.7 1 KA高校 0.0

2 0水産高校 40.8 2 S高校 0.6

3 C農林高校 32.8 3 KY高校 1.5

4 0高校 29.8 4 U高校 1.6

5 HE高校 26.4 5 HU高校 1.6

6 N農林高校 25.1 6 SH高校 1.7

7 HA高校 21.9 7 CH高校 2.2

8 M高校 21.9 8 G高校 2.2

9 H工業高校 19.7 9 Ⅰ高校 2.2

10 Y農林高校 19.5 10 NA高校 2.4

ll N工業高校 19.4 ll NG高校 2.7

12 C商業高校 18.3 12 CA高校 2.8

13 N商業高校 17.8 13 MⅠ高校 2.9

14 C工業高校 17.6 14 ⅠT高校 3.0

15 N工業高校 15.5 15 MO高校 3.1

16 Y商工高校 14.0 16 U工業高校 3.7

17 M工業高校 13.9 17 Y高校 3.9

18 G高校 13.0 18 K高枚 4.8

19 H工業高枚 12.9 19 NN高校 5.0

化をみていく (表4)0

72年度をみてみると､M高校は入学志願者

868人入学者540人であり､競争率1.6倍であっ

た｡この入学者のうち3年後 (75年度)の卒

業者は522人で､ ドロップアウト率は3.3%で

あった｡ところが ドロップアウト率は翌76年

度に11.9%､77年度14.3%､78年度52.4%､

79年度12.8%と高 くなっている｡77年度では､

入学志願者は810人に対 して入学者は539人

で､競争率は1.5倍であった｡この入学者が

卒業する80年度をみると､卒業者数は483人

で ドロップアウト率は10.6%にまであがって

きている｡

学区制が変更され､小学区になった78年度

からみてみると､M高校は入学志願者582人

に対 して入学者540人で競争率1.08倍であっ

た｡前年の77年度と比べるとかなり下がって

きている｡小学区の良さが現れている｡78年

度の入学者が卒業する81年度をみると､卒業

者499人であ り､ ドロップアウ ト率7.6%で

あった｡ ドロップアウト率は大幅に下がって

いる｡79年度入学82年度卒業の ドロップアウ

ト率は6.5%､83年度5.6%と下がってきてい

るものの､しかしじきに問題が生 じてくる｡

81年度入学84年度卒業の ドロップアウト率は

ll.5%と上がり､82年度入学85年度卒業の ド
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ロップアウト率8.1%､83年度入学86年度卒

業の ドロップアウト率9.1%と高 くなってい

る｡

84年度には同一学区に普通科高校としてS

H高校が新設された｡SH高校の開校年度に

は､84年度入学志願者553人 (定員540人)入

学者528人と大きな影響を受けず､84年度入

学87年度卒業の ドロップアウト率は5.0%と

低かった｡しかし､翌年の85年度入学88年度

卒業のドロップアウト率は11.3%､86年度入

学89年度卒業のドロップアウト率14.5%と高

くなり､しだいにM高校の入学者の質的低下

が生じ､地位の低下が顕在化してきていると

いってよい｡

表4 M高校の志願者 ･入学者 ･3年後卒業者 ･ドロップアウト率

年度 志願者 入学者 定 員 定貞倍率 3年後卒業者 ドロップアウト率

72 868 540 540 1.61 522 3.3

73 68.7 540 540 1.27 476 ll.9

74 821 540 540 1.52 463 14.3

75 852 540 540 1.58 257 52.4

76 587 540 540 1.09 471 12.8

77 810 539 540 1.50 483 10.6

78 582 540 540 1.08 499 7.6

79 662 540 540 1.23 505 6.5

80 619 540 540 1.15 510 5.6

81 568 540 540 1.05 478 ll.5

82 553 540 540 1.02 496 8.1

83 668 628 630 1.06 571 9.1

84 553 528 540 1.02 502 5.0

85 630 539 540 1.17 478 ll.3

86 563 538 540 1.04 460 14.5

87 561 532 540 1.04 483 9.2

89 616 539 540 1.14 479 ll.1

90 566 536 540 1.05 441 17.8

91 531 522 540 0.98 425 18.6

92 463 448 540 0.86 350 21.9

93 411 389 470 0.87 284 27.0

94 391 352 400 0.98

95 350 299 400 0.88

96 264 236 400 0.66

97 231 176 400 0.58
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87年度にはドロップアウト率は9.2%に低

下したが､学区が拡大された88年度は､入学

志願者579人で入学者539人､競争率1.07倍で

あり､普通であったといえる｡この入学者が

卒業する91年度をみると､卒業者473人とな

り､ドロップアウト率12.2%､89年度入学92

年度卒業11.1%七再び高くなっているO学区

の拡大の影響があったといえる｡91年度では

じめて､入学志願者が531人 (定員540人)に

なり､定員を割っている｡以下92年度463人(定

点540人)､93年度入学志願者411人 (定点470

人)､94年度入学志願者391人 (定員400人)､

95年度入学志願者350人 (走月400人)､96年

度入学志願者264人 (定員400人)､97年度入

学志願者231人 (定点400人)で競争率0.57%

にまで落ち込んだ｡ ドロップアウト率をみる

と､90年度入学93年度卒業17.8%､91年度入

学94年度卒業18.6%､92年度入学95年度卒業

21.9%､93年度入学96年度卒業27.0%にまで

高くなっている｡こうして県内普通科高校で

は､入学定員の6割しか志願せず､ ドロップ

アウトの可能性がかなり高い学校として評判

になっている｡このような状況のなかで､同

校は98年度から単位制普通科への転換が予定

されている｡

M高校は､八流校が生じたとまでいわれた

大学区の時代には､まだ学校の評判はさほど

悪 くなく､競争率も1.5倍程度あり､ ドロッ

プアウト率も10%程度であった｡小学区 (2

校選択)になって､競争率が下がり1.08%か

ら77年度には定点割れの状況までいたった｡

しかし､ドロップアウト率は大学区のときと

ほぼ同じ10.4%であった｡中学区 (4校選択)

になって3年後に志願者が大幅に減少､入学

試験時点ですでに走貝割れを起こし､95年度

87.5%､96年度66%､97年度57%と極端に下

がってきている.｡定員の半分しか志願しない

ほどの悪評判の学校になってしまったのであ

る｡そのために､98年度から同校普通科は単

位制に転換がなされることになっている｡

M高校が属する学区には､S高校､SH高

校の二つの普通科高校がある｡S高校は家政

科 ･職業科を一部含んでいたが､伝統校であ

る｡ ドロップアウト率は学区の拡大された88

年度入学91年度卒業だけが3.9%と高かった

のを除けば､92年度卒業1.8%､93年度卒業

1.6%､94年度卒業0%､95年度卒業0.6%､

と低 くなっている｡S高校の次のランクに位

置するSH高校は純粋の普通科のみだが､開

校時の84年度入学87年度卒業2.5%､89年度

入学92年度卒業3.4%を除けば､ 1%台の ド

ロップアウト率である｡S高校､SH高校の

いずれも､ ドロップアウト率は低いのに対し

て､M高校のドロップアウト率の高さは異常

である (表5)｡学区の拡大にともなってこ

の学区での最底辺の普通科高校という評判と

位置が確定し､ ドロップアウトの高さがその

評判と位置をますます確信させていったとい

える｡M高校の進学率をみると､72年度は

52.9%で､S校の26.5%よりも高く､それぞ

れの良さをもっていた｡ところがしだいに進

学率が低 くなり､学区の拡大された88年度に

は12.1%､志願者が入学定員を大きく割った

92年度入学95年度卒業では9.4%､93年度入

学96年度卒業では8.5%の進学率にまで落ち

込んだ｡同学区における学校評価が進学率S

高校40.4%､SH高校27.0%､M高校8.5%

によって裏付けられている｡(表6)

M高校と同一学区に同程度の普通科H高校

がある｡ここは､90年度入学志願者464人 (定

貞460人)､91年度志願者434人 (定員405人)

と定員を上回っていたが､92年度入学志願者

397人 (定員405人)､93年度入学志願者365人

(定点400人)と2年連続 して走月を下回っ

た｡そこで94年度よりコース制に転換し､入

学時からコースに分けて募集した｡そのため

に､94年度入学志願者426人 (定員400人)入

学者400人､95年度入学志願者469人 (定員
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表5 S校 ･SH校 ･M校の ドロップアウト率

年度 S校 SH校 M校

75 1.6 3.3

76 3.0 ll.9

77 1.3 14.3

78 2.1 52.4

79 0.5 12.8

80 2.9 10.6

年度 S校 SH校 M枚

82 1.7 6.5

83 1.1 5.6

84 0.2 ll.5

85 1.3 8.1

86 0.3 9.1

87 3.4 2.5 5.0

表6 S校 ･SH校 ･M校の進学率 (大学 ･短期大学)

年度 S校 SH枚 M校

75 26.5 52.9.

76 39.1 38.7

77 26.3 25.3

78 31.9 46.3

79 28.9 27.2

80 28.3 28.6

81 33.6 28.1

82 32.9 19.6

年度 S校 SH校 M校

83 33.5 28.4

84 36.6 25.7

85 45.8 24.6

86 30.1 30.0

87 35.1 29.4 22.3

88 25.2 43.3 20.7

89 37.4 39.2 13.5

90 32.7 34.7 15.5
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年度 S校 SH校 M校

89 1.4 1.0 14.5

90 0.0 0.2 9.2

91 3.9 0.0 12.2

92 1.8 3.4 ll.1

93 1.6 1.9 17.8

94 0.0 1.5 18.6

95 0.6 1.7 21.9

96 1.9 1.3 27.0

年度 S校 SH校 M校

91 35..4 34.6 12.1

92 47.1 34.3 10.6

93 43.1 26.3 12.2

94 36.1 22.2 13.6

95 40.1 27.6 9.4

96 40.4 27.0 8.5



400人)入学者400人､96年度入学志願者458

人 (定員400人)入学者400人と志願者が定月

を大幅に上回った｡H高校のコース制は評判

がよく､95年度から入学志願者が大幅に増加

した｡このあおりを受けて､M高校は95年度

より同一学区の普通科の最低位に位置づき､

以後大きく落ち込むことになった｡ここに､

志願者の獲得をめ ぐる学校間競争の激しさ､

高校のリス トラの焼烈さをみることができ

る｡

(3)M高校の取り組みと改革

95年12月に､藤原と三村の二人でM高校に

聞き取り調査にでかけた｡同校教諭より､親 ･

家庭の問題として､｢高校に入学した事実だ

けが世間体として大事だと思う親がいる｡だ

から入学式の翌日から来なくなる生徒がい

る｡｣｢中退者の4割は家庭に恵まれていな

い｡｣｢親が子どもを指導しきれない｡子ども

が怖い､朝起こしきれないなど｡｣があげら

れた｡M高校の序列が普通科高校の最下位と

して定着するなかで､貧困家庭からの入学者

が増加してきている｡そうした家庭への学校

側のきめこまかな対応が充分でなく､｢この

ような親 ･家庭だから無理はない｣という見

方にとどまっているように思われた｡

このような生徒に対しての学校側の取 り組

みとして､中学で習ったことの復習への取り

組みがあげられた｡しかし｢高1の1学期に､

英数では中学の内容の復習から行うことがあ

るが､学習習慣ができていないので､無駄に

終わる｣と話していた｡また､｢遅刻指導に

教師のエネルギーの多くが割かれている｡時

間通り登校することが学校教育の出発点だと

考えるので､遅刻指導は止められない｡授業

をおもしろくしてしていこうということにつ

いても､まだ全体的雰囲気になっていない｣

と話していた｡高校中退対策として､｢加配

教員が2名おり.(全県で14名)､その敦月は

授業は8時間だけで､のこりは担任に代わっ

て家庭訪問などをしている｣と話していた｡

私たちが離島に調査にいったときに､離島

からM高校へ進学 した生徒の中退が話題に

なっていた｡それで､離島出身生徒について

開いたところ､｢北部離島出身者には中退者

が多い｡M高校にくる生徒には､低学力と都

市の誘惑という悪要因が集中しているためだ

ろう｡島の風土もあろう｡今から考えると､

離島出身者に全県に学区を広げたのが良かっ

たかどうか疑問に思う｡｣と話していた｡

私たちは進路指導についても聞いた｡同校

の大学 ･短大進学率が急速に低化しているに

もかかわらず､M高校の教師は大学 ･短大へ

の進学に関心があり､意識は進学指導に傾い

ていた｡生徒の実態に合っていないように思

われた｡大学 ･短大への進学よりも専門学校

進学 ･無業者の割合がかなり高いにもかかわ

らず､学校側は大学 ･短大への進学に力を入

れていて､一部の生徒のみに期待をかけてい

るように思えた｡進学しない ･できない大多

数の生徒の進路をどう保障するかという点で

弱きがあるように感じた｡

私たちが聞き取りに行ったあと､97年度入

試から2次募集が導入 ･実施された｡96年12

月に､普通科の単位制への移行が打ち出され

た｡新聞報道によれば､97年度の入試では､

定員360人に対し201人の志願､競争倍率が県

内高校では最低の0.57倍を記録した｡だが､

2次募集で184人の定点に対 して298人が志

願｡倍率1.59倍｡恒常化した定員不足を解消

し､入試の平均点で1次志願者平均の約30点

を上回る生徒が集まったという｡学区内の進

学校S高校を受験して落ちた生徒も入学して

きた｡このことから､同校のばあい2次募集

はよい方向に働いているようである｡

S高校を不合格になった生徒がM高校受験

の決意をした背景には､M高校普通科の翌年

の98年度からの単位制移行がある｡進学にも

就職にも対応したとされるコース制をとり､
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進学対応コースの他に､個性伸長コースを設

定 して､多様な自由選択科目を用意 している｡

個性伸長科目には､多様な類型 (文学系 ･社

会系 ･環境系 ･バイオ系 ･科学系 ･スポーツ

系 ･芸術系 ･舞台系 ･福祉系 ･家庭系 ･商業

系 ･国際系 ･教養系)のもとに生徒の興味 ･

関心を呼ぶような科目をたくさん用意 してい

る｡

また､学年枠をとりはず した単位制が打ち

出されている｡原級留置がなくなる｡制服の

廃止､授業を1コマ90分に変更などの改革を

すると報道されている｡このことをめぐって

も､｢制服があっても乱れているのに廃止す

ると収拾がつかなくなる｣｢ただでさえ集中

力のない子が90分 も授業を受けられるのか｣

などの疑問もあがっているようである｡

これまで以上に多様な生徒に教師の側が対

応できるのか｡さらに単位制 というシステム

は学級 という枠が弱いために生徒の側に強い

自律が要求されるが､生徒の側に自律の志向

性はあるのか､また不充分だとしたら学校の

側でケアをしていく体制が取れるのかなどの

課題が残されている｡長年､M校区の中学校

で進路指導を担当 してきた教師は､｢これま

でのイメージを消 して評価されるまでに時間

がかかる｡その間､中学でも様子見が続 く｣､

｢Mのイメージは現実以上につくられた部分

が多い｡それをぬぐうには単に単位制を導入

しました､では駄目｡高校の先生方 も生徒を

大切に扱ってほしい｡中学校の教師も保護者

も､子 どもと何度も対話を重ね､目標を持た

せるのが重要｡校区内の地域が意識を変える

ことも欠かせないことだ｣と述べている (｢沖

縄 タイムス｣97年 4月29日付)｡今後の推移

を見守 りたい｡
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