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Ⅰ 沖縄県の高校教員は高校中退の実態 ･問題の

性格をどのように捉えているか

長谷川

1 研究の目的と方法

私たちは､研究の一環として､沖縄県の高

校教員を対象とした質問紙調査を実施した｡

この調査の目的は､

①沖縄県の高校数月の目を通して高校中退

の実態を把握する

(参沖縄県の高校数月は､その実態をどのよ

うにみているか､また高校中退問題をど

のような開港として捉えているかを把握

する

③そうした認識を規定する要因はどのよう

なことかを把撞する

ことであった｡

調査は結果的に､回収率が21.7%と低 く､

十分に信頼のあるデータを得ることができな

かった｡しかし少なくとも､今後同種の調査

を行う際の何らかの手がかりを提供すること

はできると思われるので､以下調査の結果を

報告することにしたい｡

調査の対象 ･方法等は､以下の通りである｡

(1)質問紙

｢沖縄の高校教師の高校中退問題について

の意識｣｡本章末に添付 してある｡なお､こ

の質問紙を作成する際､以下で発表された教

員を対象とした調査の質問紙の質問項目､質

問文を参考にした｡

明石要一他 1983 rモノグラフ･高枚生

裕

'83 Vol.10高校教師の教育観とライフサ

イクル』福武書店｡

明石要一他 1990 rモノグラフ･高校生

'90 Vol.28高校教師の生徒観とライフ

スタイル』福武書店｡

久冨善之 1992 ｢日本の教員文化 -

その実証的研究(2トー｣一橋大学 r一橋

大学研究年報 社会学研究』30号｡

久冨善之他 1994 ｢教月文化の現実 一

一首都圏F市調査から- ｣久冨善之編

著 r日本の教員文化 - その社会学的

研究- J多賀出版.

油布佐和子 1994 ｢Privatizationと教員

文化｣久冨善之編著 r日本の教月文化

- その社会学的研究- J多賀出版｡

(2) 対象者とサンプリング

対象者は､沖縄県の県立高校教員である｡

ただし､講師､非常勤講師､FET･AET･

ALT､助手は､対象者から除外した｡

勤務校での中退者の多少が､中退の実態や

この間題の性格の捉え方に影響を及ぼすであ

ろうと考え､このことを考慮して次のような

手続きでサンプリングを行った｡沖縄の仝県

立高校を､中退率の多少を基準に6グループ

に分けた｡*各グループに勤務する教員の人

数の比率が､母集団とサンプルとの間ででき

るだけ近似するように学校を選び出し､選び

出された学校の全教月をサンプルとした｡結

*データの分析を行う際は､6グループのままこの変数を用いたクロス集計を行うと､セルの期待値

が低くなりすぎる場合が出てくるので､4グループに分けなおした｡
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図1 勤務校での中退周題の重要度の認識
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未として抽出されたサンプル数は､38校に所

属する1934名となった｡

なお各校の中退率は､1994年3月の卒業者

数と､全日制についてはその3年前､定時制

については4年前の入学者数とから推定して

算出した｡

(3) 質問紙の配布と回収

質問紙は､沖縄県高等学校 ･障害児学校教

職員組合の各学校の分会役員に､その学校の

教員に配布してもらい､その学校分の回収も

依頼した｡なお､質問紙の配布時期は､1996

年2月であった｡

同年4月はじめの時点で質問紙が戻ってき

ていない分会宛に督促状を送ったが､最終的

に､有効回収数419名､回収率21.7%であった｡

2 分析結果

(1) 中退問題の重要度のとらえ方について

図1は､回答者が勤務校において中退問題

がどのくらい重要な間蓮として位置づけられ

ているとみているかその認識と､回答者の勤

務校における中退の多少との間の相関を示し

たものである｡当然といえば当然のことなが

ら､中退率が高い学校に勤務している教貞ほ

ど､勤務校において中退問題が重要な問題と

して位置づけられているとみる傾向が強 く

なっている｡

では､回答者本人の中退問題の重要度の認

図2 回答者自身の中退問題の重要度の認識
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識はどうなのか｡それを示したのが図2であ

る｡

この場合も､中退率が高い学校の教員の方

が､中退率が低い学校の教員に比べて､中退

問題をより重要とみる傾向があることがわか

る｡ただし､中退率が低い学校の教月であっ

ても､回答者が推測する自分の勤務校での中

退問題の重要さの程度以上にその人自身はこ

の間題をより重要であるとみる傾向があり､

逆に中退率が高い学校の教員は､その人が推

測する勤務校での重要度に比べてこの間題を

あまり重要ではないとみる傾向があることが

わかる｡中退間道は重要な問題であるという

認識が､中退率の低い高校の教貞も含めて広

く教員たちの間で共有されていると同時に､

中退率の高い学校の場合この問題以外にも多

くの困難な問題が集中して現れているという

ことが､こうした回答の傾向を生んでいるの

だろうと考えられる｡

(2) 中退理由の認識について

図3は､20の項目について､勤務校におい

て中退の理由としてどの程度よくあることか

を尋ね､｢よくある｣｢時々ある｣という回答

の割合を表したものである｡この図をみると､

上から9番目の ｢本人も自覚していない｣の

箇所で回答の多少に段差がみられるが､これ

ら9つの項目からは全体として､高校に対す

る何らかのはっきりとした不満があったり､

はっきりと心に決めて進路を変更したりとい

うような理由ではなく､高校に在籍している

ことについての無目的感､漠とした不全感と

いった理由が読みとれる (｢複雑な家庭事情｣

はこれにあてはまらないが)｡正確にいえば､

教員たちが中退理由としてそのようなことを

感じとっているように読みとれる｡*

同じ質問項目について､その回答と勤務校

の中退率とをクロスさせてみると､｢病気や

けが｣｢大検受験をめざす｣｢結婚あるいは同

図3 中退理由の見方
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*なお､これら9項目は､この問いの20項目すべてに対する回答結果を因子分析 (主成分分析｡なお､

変数間の相関は､Kaiser-Meyer-01kinMeasure-0.90937であった)にかけた際､固有値の最も高

い因子 (固有値7.29207)についての因子負荷量が最も高い9項目となっていた｡
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図4 勤務校の中退率と中退理由の見方

棲｣を除いた17項目については､カイ二乗検

定で危険率 1%以下の水準で統計的な有意差

がみられた｡それら17項目については､当然

といえば当然なのだが､中退率が高い学校の

教月の方が中退率の低い学校の教月に比べ､

中退の理由としてより頻度が高いとみている

という一般的な傾向がみられた｡

ただし､やや細かくみてみると､次のよう

な結果が出ている｡① ｢授業についていけな

い｣｢先生とうまくいかない｣｢友人とうまく
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いかない｣｢本人も自覚 していない｣では､

｢よくある｣｢時々ある｣の回答を合わせた

場合､これらを中退理由とみる教員は､中退

率5%-7.5%の学校の方が7.5-10%の学校

よりも多くなっている｡② ｢他の高校 ･専修

学枚に移る｣｢学校の規則が肌に合わない｣

｢離島出身で環境変化に適応できず｣につい

ては､同じく ｢よくある｣｢時々ある｣の回

答を合わせた場合､中退率5%-7.5%の学

校の教負が最も多くそれらを中退理由とみて

いる｡③ ｢先生とうまくいかない｣｢友人と

うまくいかない｣｢他の高校 ･専修学校に移

る｣｢問題行動｣では､｢よくある｣の回答に

ついては､中退率5%～7.5%の学校が､そ

れ以上の中退率の学校 より多 くなっている

図5 各高校の中退対策 (｢中退対策として熱心に

取り組まれている (いた)｣の割合)

(図4)｡これらからわかることは､中退率

5%～7.5%の学校では､それ以上の中退率

の学校に比べて､中退の理由として多様な理

由がみられるということである｡少なくとも

それらの学校の教員の目にはそのように映っ

ていることが回答の結果からうかがえる｡

(3) 学校における中退間箆に対する対策とそ

の有効性の捉え方について

高校現場では､中退問題への対策としてど

のようなことが試みられているのだろうか｡

そのことを示しているのが図5である｡この

図では､｢ここ数年の間に､あなたの勤務校

では､中退問題の対策の方法として､次のよ

うなことが取り組まれている､あるいは取 り

図6 中退対策として有効だと思うこと

(選択した回答者の割合)
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図7 教育行政が取 り組んで有効だと思う中退対策
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組まれていましたか｣という質問の回答項目

19項目について､｢中退対策 として熱心に取

り組まれている (いた)｣と回答する教員の

多少が表されている｡

図6は､この質問の19の回答項目のうちか

ら中退問題に対する対策の方法として特に有

効だと思われるものを5つ以内で選択しても

らった結果を表したものである｡

図5と図6とを比べてみて気づくことは､

中退対策として実際に取 り組まれている項目

と､高校教員たちが中退問題への対策として

有効だと考えている項目とは､必ずしも一致

していないということである｡｢r不適応Jの

生徒に対するカウンセリング｣については､

いずれの場合 も高い割合の回答がみられる

が､それ以外では､実際に取 り組まれている

ことは､むしろ有効だとはみなされていない

場合が多い｡そして､教員たちが有効だと考

えているのは､ことさらに中退問題に対 して

採られるような対策ではなく､むしろ日常的

な教育活動の充実というような性格のもので

あることがわかる｡

なお､各事項について､それの中退問題へ

の対策としての有効性の認識が､回答者の勤

務校の中退の多少によって変わってくるかど

うかをみてみたが､｢r中退対策委員会』等の

組織を設ける｣以外､統計的な有意差がみら

れなかったO｢r中退対策委員会J等の組織を

設ける｣という項目については､中退率の高

い学校の教員ほど､有効だとみる度合いが高

くなっている｡ただし､この項目を有効な方

法と見る回答者の絶対数は少ない｡

(4)教育行政に期待されている中退問題の対

策

高校中退開溝への対策は､学校現場だけで

できることではない｡教育行政が取 り組むべ

きことも多々あるはずである｡そこで､教員

が､中退問題への対策として行政に対してど

のような取 り組みを期待 しているかをみてみ

た｡その結果が図7である｡上位 2位に上がっ

ている項目からは､教員たちは､中退者の多

い学枚で教員スタッフを人数的に充実 し彼

ら･彼女らの負担を軽減して中退問題に集中

して当たれるような体制の整備を､何よりも

望んでいることがわかる｡
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なお､各事項について､教育行政に対して

期待する度合いが回答者の勤務校の中退の多

少によって変わってくるかどうかをみてみた

が､どの事項についても統計的な有意差はみ

られなかった｡

(5)高校中退問題の捉え方について

高校中退問題についての考え方を10項目あ

げ､それぞれについての回答者の考えを問う

てみた｡その結果を示したのが､図8である｡

回答の多い第1､2位の項目からは､高校教

員たちが､中退問題の一定の度合いでの発生

をある意味でやむをえないこととみた上で､

たとえ生徒が中退してもそのことがハンディ

キャップにならないような力を学校で身につ

けられることを志向しようとしていることが

うかがえる｡

なお､各項目に対する回答者の考えが､回

答者の勤務校の中退の多少によって変わって

くるかどうかをみてみたが､｢現代では､高

校を卒業することが社会生活をうまくやって

いくための力をつける上で必須であり､その

点で中退は問題が大きい｣という項目は危険

率 1%未満の水準で､｢中退率の高さは､沖縄社

会の病理現象のひとつであり､何としても引き下

げるべきである｣という項目は危険率5%未満の

水準で統計的な有意差がみられたが､他の項目で

は有意差がなかった｡この2つの項目については､

両者とも中退率の高い学校の教員ほど､それぞれ

の考え方に賛成する教員が多いという傾向がみら

れた｡

3 あわりに

回答に協力いただいた質問紙の質問項目は

かなり多岐にわたっていたが､今回の報告書

では､紙数の都合もあり､それらへの回答の

ごく一部の分析しかできなかったし､その分

析も十分なものになっていない｡他の質問項

目に対する回答も加えて分析していけば､沖

縄県における高校中退の実態､沖縄県の高校

数負のこの実態やこの間題の性格の把握とそ

の規定要因について､もう少し多くのことが

明らかになるだろうと考える｡別の機会に期

したいと思う｡

図8 中退問題についての考え方
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