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研究報告

生涯学習の視点から見た高校中退防止の取り組みに関する一考察

~r地域若者サポートステーションなはJ に於ける「高校中退者等アウトリーチ事業J から~

A Consideration on The High School Dropout Prevention for Lifelong Learning 

'" From “The Outreach Business for Prevention， such as A High School Dropout" 
in “A Local Y outh Support Station Business" '" 

秦和也1
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要旨

本論文では， r地域若者サポートステーション事業Jの付帯事業である「高校中退者等アウトリー

チ事業Jを中心に，高校中退者に対する支援に関してその意義を 貧困というキーワードの下に考察

をおこなった。その中で「地域若者サポートステーションなはJが実施している M高校に於ける「高

校中退者等アウトリーチ事業Jを取り上げ学校と外部団体等の連携のあり方から 中途退学防止の

取り組みが，生活保護受給問題や貧困の連鎖といった社会的課題解決の為の方策を示唆するものであ

ることを明らかにした。

I はじめに

現在，筆者が「地域若者サポートステーションJに於いて実施されている「高校中退者等アウトリー

チ事業」に関わり，多くの高校生(中退者含む)と接している中で，高校を中退することについて，

当事者である生徒たちはそれ程深刻に捉えていないというのが 印象である。中途退学後に仕事を探

すにしても，学歴要件として，高校卒業以上・大学卒業以上としている企業が多いのが現状であり，

目的のないままに高校を中退してしまうことは その後の安定的な自立した生活を営む上で，不利に

働くことが多い。そのため，高校を中退した後でも，貧困に陥らないためのリスクマネジメントとし

て，しっかりとした生涯学習の基盤を整備し，地域社会との関係の確保が求められている。本稿では，

地域若者サポートステーション事業の付帯事業である高校中退者等アウトリーチ事業を中心に，高校

中退者に対する支援に関して 生涯学習の視点から見たその意義を 貧困というキーワードの下に考

察していく。

元来， rNEET; Not in Education ， Employment or Training ;ニートJという概念は，イギリス

における労働政策の中で，雇用や教育，職業訓練等に包括されない層の若者達を把握するために用い

られたものである 1)。経済学者の玄田有史らがこのニートという概念を著書『ニートーフリーター

l特定非営利活動法人なはまちづくりネット
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でも失業者でもなく』によって日本に紹介し，広く知られるようになった。このニートに対する施策

は今や，若年者に対する雇用政策に包括されるかたちで進行してきでいる。また その名称もニート

だけではなく，厚生労働省では「若年無業者Jという名称も用いられている。この若年無業者という

のは，単にニートという意味をそのまま引き継ぐものではなく，そこには，ひきこもりは勿論，自身

のキャリアアップを望みながらも，叶えることが困難な者も含まれているへその若年無業者に対す

る支援事業の一つに 厚生労働省が実施している地域若者サポートステーション事業がある。

この地域若者サポートステーション(以下， rサボステJとする)事業とは，若年無業者に対する

職業的自立を支援するために， 2006年度より実施されている事業である。この事業は，地方自治体と

サポステの協働によって 地域の若者支援機関からなるネットワークを構築し その拠点となるサボ

ステを設置することにより，専門的な相談や自立に向けた支援プログラムの実施，適切な支援機関へ

の誘導などの支援を提供するものである 3)。そのサボステの数も，初年度25箇所でモデル事業として

スタートし， 2012年度現在では116箇所と大きく増加している。

その成果として，多くの若年無業者を進路決定へと導いている実績がある的。このサボステで定義

される進路決定は，単に正社員として採用されるだけでなく，契約社員，パート，職業訓練，進学と

いったものも含まれているのであるが，その多くが元若年無業者であるという点に，サボステの社会

的役割を見いだすことができる。サポステは，上記のような職業的自立をサポートするという点では

統一された目的を持っているが，全国一律の取り組みを実施しているという訳ではなく，配置されて

いる地域ごとに課題や担うべき役割が異なっているため 相談以外の機能は それぞれのサボステに

よって独自に行われている。

前述したように 若年無業者という用語が，ひきこもりやニートを包含したものであることからも

分かるように，サボステは就労支援という機能だけではなく，実情は様々な困難を抱える若者の相談

が集まる場となっている。「子ども・若者育成支援推進法Jにおいて，困難を持つ子ども・若者を地

域で可視化できる体制が目指されている現在，サボステには可視化という問題に対して有効な機能を

果たすことが期待されているへ

このような機能を念頭に置いた上で，誰が若年無業者になりやすいのかという観点から言えば，高

校中退者も将来的に若年無業者となりうるリスクが高く 6) サボステによる若年無業者への支援と同

様，地域と高校中退者を繋ぐことによる，孤立させない取り組みが必要である。以下，本稿では，高

校中退者を取り巻く現状を概観した後に アウトリーチ事業の意義と課題について考察することにす

る。

E 高校中退者の現状

1 高校中退者の抱える課題と数的推移

(1 ) 高校中退者の数的推移

2010年度現在の高校中退者数は， 5万3，245人である 7)。国・公・私立高校の総在籍者数は320万5，433

人であり，中退者の占める割合は， 1.7%となっている 8)。高校中退者数は1995年度以来、 2""3%

の範囲で推移してきたが，近年では減少傾向が見られている 9)。

中途退学の理由については， 1998年以前は「進路変更のためJという理由が多く 中途退学理由の

4割を占めていた。しかし， 1999年以降， r学校生活・学業不適応Jの割合が最も高くなり， r進路変

更のため」を上回っている 10)。この結果から読み取れるように，積極的理由ともとれる「進路変更」

よりも，現在の学校や社会に対する不満等から中途退学に踏み切る生徒が多い。このような点から，

将来的な若年無業者を増やさないためにも，中途退学者に対するしっかりとしたサポートが必要であ

ることが分かる。

更に，中途退学者に対するサポートの必要性としては，高校を辞めた後の進路決定時に苦労した
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こととして， r適切な情報を得る方法がわからないJが最も多く 19.2%， r地元に仕事がない」が

18.1%， r仕事をしていく自信がもてないJ，r保護者との問で進路についての意見が合わないJが，

それぞれ16%強 「気軽に相談できる相手がいなしリが14.1%となっている11)。

(2) 高校中退者の抱える課題と特徴

中途退学者に対して 「自分の将来に不安を感じているかJという項目に対し 「やや不安があるJ

と答えた者は43.4%，rたいへん不安だJと答えた者は26.1%おり それらを合わせると，自身の将

来に不安を感じている者は，全体の約 7割近くにものぼっている12)。この結果を 前項での退学理由

と重ね合わせると，中途退学者に対する支援の在り方が関われていることが分かる。中途退学をした

が，自身の思うような進路に進むことが困難となった場合 それが貧困へのリスクを増大させている

のであるとすれば，再び，学び直しをすることができる環境の整備が必要である。この点は，現在日

本が抱えている，就職段階での企業と求職者のミスマッチによる 若年者の失業率の増加という観点

からも，求められているものである。

2 貧困の連鎖

(1 ) 沖縄県の生活保鐙世帯と教育

平成22年度の沖縄県内被生活保護世帯の高等学校等進学率は， 75.5%であった1:1)。これは，県内一

般世帯が94.3%であるのに対して， 18.8%低い数字である。全国的に見ても，被生活保護世帯の高等

学校等進学率が，一般世帯のそれと比較して低く 上回っているのは福井県のみである。

このことから，家庭の経済状況が，高校等進学に与える影響は大きいことが読み取れると同時に

高校等へ通い続けることの困難さも浮かび上がってくる。 2009年度の沖縄県内における就学援助を受

ける小中学生は， 2万3，700人を超えている。この数は，全児童・生徒数の16%に当たり， 2009年度

は5年前の2004年度に比べて，約2割増加している。この内訳は， r要保護者」が2，313人であり， r準
要保護者Jが2万1，469人となっている14)。つまり，国の補助がない準要保護者については，各市町

村の負担増加となっていることが伺えると同時に，準要保護者・要保護者家庭共に，就学費が負担と

なっている現実があるのである15)。つまり 今後も 経済的事由による高校中退者が増加することが

予想される。

rn r高校中退者等アウトリーチ事業」実践事例

1 高校中退者等アウトリーチ事業の概要

I章で紹介したサボステの付帯事業として 現在「高校中退者等アウトリーチ事業Jと「生活支援

等継続支援事業Jが実施されている。高校中退者等アウトリーチ事業(以下 「アウトリーチ事業J

とする)とは， r高等学校と連携し，進路の決まっていない高校中退者等を主な対象に，訪問支援担

当のキャリア・コンサルタント等による自宅等への訪問支援(アウトリーチ)を実施し，学校教育か

ら地域若者サポートステーションへの円滑な誘導を行い 切れ目のない支援を通じ 早期の自立・進

路決定を促すものであるJ16)。アウトリーチ事業は2010年度より開始され 116箇所のサポステのうち，

60箇所において実施されている。

また，生活支援等継続支援事業とは 「地域若者サポートステーションの自立支援プログラムの一

環として，高校を卒業していない者に対し定時制・通信制高校、単位制高校，全日制高校，専修学校

等(以下， r定時制・通信制高校等Jとする)や高等学校卒業程度認定試験(以下， r高認試験Jとする)

の受験等の学習支援を行い サボステでの継続的，定期的なフォローを通じ，学校教育への復帰，安

定就労への円滑な『つなぎ』を目指すものであるJ17)。また「併せて公的職業訓練等の受講の意欲・

能力を備え，これら訓練受講に移行した者等であって，生活習慣や対人関係が不安定であるなどの課
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題を抱える者等を対象に，職業能力向上の前提となる基本的な生活習慣の改善・効果の定着，コミュ

ニケーション能力の向上に資する支援を付加的・継続的に実施することにより 職業訓練の効果的な

受講，ひいては安定就労実現につなげることを目指すものj18)である。

このことからも分かるように，若者が無業者となることを防ぐために，より早期の段階からサポー

トを実施しているわけである。中でも，その分岐点となるのが 後期中等教育段階でのサポートと考

えられていることは アウトリーチ事業と生活支援等継続支援事業の概要からも明らかである。

また，早くからサポートを実施する必要性として，進路が決まらないまま高校を中退すると，ー

ト状態に陥りやすく 年齢を重ねても 抜け出しにくいという実態があるからである19)。

2 r高校中退者等アウトリーチ事業Jの現在

(1) r高校中退者等アウトリーチ事業Jに関するアンケートから

前節において紹介した「高校中退者等アウトリーチ事業j について， 2011年度に日本生産性本部が

実施した，当時アウトリーチ事業を受託していたサボステ60箇所へのアンケート調査から，現在のア

ウトリーチ事業の実際について考察を行う。

アウトリーチ事業を受託しているサボステが，連携している高校の数は， 5 --9校が40%，中には

10校以上と連携しているサポステも20%あり， 5校以上と連携しているサポステが約60%あった20)。

実際に高校と連携して実施している取り組みとしては， r就労に向けた相談・支援j，rパンフレット

等の校内設置や生徒・保護者への配布j，r担当教員との定期的な情報交換や打ち合わせj，r在校生を

対象とした説明会 セミナー 講演会等Jなどが. 60--90%のサボステで実施されている21)0 r校内

での定期的な個別相談j. r中退者等に関する高校からサボステへの情報提供Jも 50%以上のサボス

テで実施されている22)。また 「家庭へのアウトリーチJを実施しているサボステは70%を超えてい

るが， rアウトリーチへの担当教員の同行Jは20%強程度となっている2:i)。

(2) r高校中退者等アウトリーチ事業Jに関するアンケート結果の考察

前項のアンケート結果からでは それぞれのサボステが 具体的にどのようなかたちでアウトリー

チ事業を実施しているのかを読み取ることは困難であるが，大まかな活動内容は認識することができ

る。やはり，アウトリーチ事業において最も必要になってくる活動としては 「就労に向けた相談・

支援Jの部分である。サボステ本来の機能としても，力を入れる部分であることは間違いないが，以

前から問題となっているサボステの認知度の低さ等から，中退者等が積極的にサボステに足を運び，

相談をするということはあまり考えられない。その為，サボステが高校へ出向き，相談・支援を実施

することの必要性が，アウトリーチ事業には，一層求められると考えられる。

そういった状況の中で， r家庭へのアウトリーチJを実施しているサボステが70%を超えていると

いう状況は必然であり. 1つの家庭に対するアウトリーチ回数や 1度のアウトリーチにかける時間や

訪問の時間帯についても，中退者等の状態に合わせて実施する必要がある。なぜなら その生徒が訪

問スタッフに抱く印象が 1度目の訪問で大きく左右される為である。その為，中退者等の必要な情報

について，学校側からの情報提供は必須事項であることは言うまでもない。そのような中で， rアウ

トリーチへの担当教員の同行Jが20%程度となっている点には，注意を払う必要があると考えられる。

なぜなら，互いの顔を殆ど認識していない状況で，中退者等の自宅へ，サボステ職員がアウトリーチ

を実施することは，それほど効果的でないと考えられるからである。アウトリーチ事業に限らず，サ

ボステがこれまで実施してきたアウトリーチは，家族等からしっかりと情報を得て， 1度目のアウト

リーチは家族が聞に入り，顔つなぎを実施する場合がほとんどである。その為，初めて会うスタッフ

が突然訪問した場合，空振りに終わる可能性が非常に高く，アウトリーチ事業の場合，最初の顔つな

ぎ役として，担当教員の同行があった方が，今後の訪問につながりやすい。つまり，そういった状況
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の中でキーパーソンの役割を果たすのは，学校の先生である場合が多い。学校において，親しくはな

くても，一度は見たことがあるであろう担当教員が，自宅へのアウトリーチにサボステ職員と同行す

ることによって， r会う」という，最初にして一番大きなアウトリーチの課題をクリアできる可能性

が高くなると想定できるからである。

そのような点を考えてみれば，高校とサボステの連携の深度は このアウトリーチ事業に大きく関

わってくる課題である。しかし，高校とサボステが連携すること自体が困難な場合があるということ

は，筆者が参加した「平成24年度高校中退者等アウトリーチ研修会J24)の中での意見として多く挙げ

られている。以前から，学校と地域の関係について，学社融合論等の文脈において多く議論されてき

ている点ではあるが，実情としてなかなか進んでいない地域があることは事実である。しかし，一人

ひとりの中退者等の将来的な可能性を考えた場合に，学校と地域の連携が困難であることは，中退者

等を未然に防ぐことを考えた場合に，有害な状況であると言うことができるのではないだろうか。学

校と地域の連携は，雇用分野ではあるが事実上，福祉的役割を担っているサボステにとっても，重大

事項であると考えられる。

3 事例「地域若者サポートステーションなは」

(1) r地域若者サポートステーションなはJの概要

こうした状況の中で， r地域若者サポートステーションなはJ(以下， rサボステなは」とする)は，

rNPO法人なはまちづくりネットJが，厚生労働省から委託を受けて運営しているものである。 NPO

法人なはまちづくりネットは，サポステなはの他にも，那覇市にある繁多川公民館の一部業務委託事

業も行っている。 2010年度には優良公民館文部科学大臣賞， 2011年度には地域再生大賞を，それぞれ

受賞しており，地域に密着した活動が行われている。そのような特徴から社会教育の視点を併せ持っ

た取り組みを行っている。

サボステなはのプログラムは，ジョブトレーニングを実施する中で 地域に貢献できる経験を中心

に組み立てられている。例えば所有者が高齢により耕作が困難となった畑での開墾作業から収穫ま

でを実施，自治会活動でのお手伝い，社会福祉協議会が展開しているデイサービス事業，グループホー

ムでの清掃ボランティア活動などの活動を行っている。また，どのプログラムも，他機関や他国体と

の連携が重視されており これは 自身の行動が実際に人の為になっているということを実感して

もらうことで， r働くJということを模擬的に経験し，サボステにおける最終的な目標である，社会

的自立に近づいていくという意図のもと プログラムが組み立てられている。

それらプログラムを支える理念に， r社会人基礎力Jの酒養がある。「社会人基礎力Jとは， 2006年

2月経済産業省が 「社会人基礎カに関する研究会」を立ち上げ 3つの能力 12の能力要素25)から

成る「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として示しているも

のである26)。サボステなはでは，自らの内聞にある社会人基礎力を導き出すために 先天的な自らの

特性に気づき，それと後天的な学び(社会人基礎力)を結びつけ，その結果，自ら選択し，自分自身

を高め，社会に向けたスキル(技術的能力)を身に付けていくことへと繋がる 「気づきJと「学び」

のプログラムを展開している27)。

また，サポステなはでは，はたらくことを 「働くJと捉える前に「傍(はた)を楽にすること」

と考えている。身近な人も顔を知らない人も，自分以外を傍と捉え，それに対して快適(楽)や楽し

みを与えることで 自分自身も楽しめることを 「はたらくJ ことの本質であり 自分自身を知る上

で重要なことであると考え プログラムでは 「遊び」の要素を加えることを大切にしている加。

(2) サボステなはの「高校中退者等アウトリーチ事業Jの概要

サボステなはでは これまでに現在の総括コーディネーターを中心として，自宅への訪問支援を積
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極的に実施してきた。この自宅訪問(アウトリーチ)において重要なキーワードとなるのが，本人と

訪問スタッフとの関係づくりである。自宅訪問(アウトリーチ)において，最初の目標となるのが， r本
人に会うJということである。多くが スタッフの訪問に不安を感じ 中には恐れを感じている人も

いる。その為，依頼家族との綿密な打ち合わせが訪問するまでの期間には必要である。本人の生活時

間帯や趣味，育成歴，家族・家族外との関係，キーパーソン(本人が心をひらける人)の有無といっ

たように，詳細に本人の状況を把握して，数度に亘る家族との面談を実施し，初めて訪問支援(アウ

トリーチ)の実施ということとなる。また，訪問支援(アウトリーチ)初回に，望まない訪問者と本

人をどのように引き合わせるのかといった計画も重要であり，本人を踊すことにならないよう，慎重

に行われなければならない。それは，初めて会うこと自体に不安を抱いている本人にとって，脇され

て会うこととなると 訪問者や訪問支援(アウトリーチ)を望んでいた家族への不信感となり，今後

の関係づくりが困難なものとなるためである。

訪問支援(アウトリーチ)によって，本人と会うことが出来た後の関係づくりで必要となるのが，

遊びである。遊びは関係を急速に近づける要素が多く内包されている。例えば，本人の趣味がゲーム

であれば，一緒にゲームをして関係づくりを行う。一緒に買い物へ行ったり，キャッチボールをした

り，本の貸し借りをしたりと，信頼関係を築いていく。つまり，本人へしっかりと気持ちを伝える役

目をスタッフは今後担っていくこととなる。更に 遊びは本人とスタッフ以外の第三者を巻き込んで

行うことが可能である。これは 仲間を見つけることに繋がり，本人の自信となっていく。このよう

に，前項で記した，サボステなはでは「プログラムに『遊び』の要素を加えることを大切にしているj

という点は， このような効果を期待しているという側面がある。

サボステなはでは これまでの自宅への訪問支援(アウトリーチ)のノウハウを活かし， 2012年度

より，アウトリーチ事業を県立M高校において，中途退学者へのフォローアップ及び，不登校・中途

退学予防の観点からアウトリーチを行っている。現在サボステなはにおいて 連携を組んでいる高校

は， M高校の l校のみである。連携の経緯としては，本NPOの代表がM高校学校評議委員メンバー

出会ったことにより 以前からM高校の抱える課題に触れる機会が多く，サボステ事業において， M

高校の抱える課題解決の一旦を担うことは出来ないかと考え実施したという経緯がある。

M高校とサポステなはの取り組みにおいて特徴的なのは，高校側が 学校内にサポステなはが自由

に活用できる空間を空き教室を用いて設置している点である。その元々空き教室であった部屋は「サ

ボステルームJと呼ばれ，毎週水曜日の昼休みにサボステなはのスタッフが解錠し，生徒達に開放し

ている。サボステルームは，生徒達が気軽に訪れることが出来る場所として，サボステスタッフと生

徒の交流の場として機能している。なぜ サボステスタッフと生徒との交流が必要かという点である

が，これは， M高校は中途退学者数が県内高校の中でも多いという課題がある。そのため，どの生徒

も中途退学のリスクが存在していると考え，生徒との関係性を構築し中途退学前の不登校となった時

点で，サポステスタッフが自宅へのアウトリーチを実施しやすいように，事前に顔見知りとなってお

く必要があるからである。

また，学校から不登校となった生徒の情報提供があれば，サボステなはへ繋ぎ，生徒は一定期間サ

ポステなはへ「登校J し，サボステなはのプログラムに参加することにより 学校の出席扱いと同等

の措置を受けることができる取り決めが学校とサボステなはとの問でなされている。サボステなはと

しても，最終的には学校への登校を促し，不登校から中途退学となることへのリスクの減少に努めて

いる。

サボステルームには，ソファ，マンガ，お菓子といった，これまでの学校においては，生徒に制限

をかけることが多かった部分に着目し，設置している。これは，生徒達がより集まりやすくする空間

づくりという面もあるが， r何か面白そうなことをしている人達がいるJという認識を持ってもらう

ことで，生徒側の興味を惹いている。このサボステルームに設置されているマンガは全て，サボステ
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なはの利用者の方々が，高校生に読んでもらいたいマンガとし

て，貸し出してくれているものである。こういった点においても，

人と人の繋がりを感じてもらい，支え支えられている関係をマン

ガを通じて，自に見えるかたちで再現しているものである。これ

ら取り組みは同時に，学校側の理解も重要となる。当然，学校側

がそういったマンガの設置等に関して サボステの活動を拒否す

れば， このようなことを実施することは不可能であるからであ

る。つまり，学校とサボステの中途退学者を減らそうという点で M高校内サポステルームの様子

のニーズの一致，また，そのための方法をサポステにある程度任

せ，学校側が現在行っている 中途退学予防の取り組み等と融合させていこうという想いがあると考

えられる。

このような空間づくりは，先にも述べたような関係づくりという観点からである。このサポステルー

ムに遊びを通した関係づくりのツールを散りばめることにより，サボステルームに来た生徒とスタ ッ

フとの関係づくりを促進させる効果がある。また，サポステルームのスタッフには大学生スタッフ 3

名も加わっており，より高校生に近い視点に立った関係づくりが可能となっている。

4 事例の課題と展望

まず， M高校とサポステなはの事例は，まだ開始されてから 1年未満ということから，今後，本来

の目的である中途退学者を減らし，若年無業者となる者の減少という点において サボステルームが

どの程度機能しているのかといった点において，まだ実績が数字として明確に現れていないというこ

とが，今後の課題を考察する上で不透明な点ではある。

しかし，その目的を達成へと導くため，学校側が外部団体を受け入れるという姿勢は，今後，後期

中等教育段階及び，高等教育段階特有の中途退学に関わる課題，高等教育に限らない学校全てにおけ

る不登校問題解決のための一つのあり方を示唆するものであると考えられる。社会教育に対する学校

側の理解を含め，学社融合を推進する上で，その学校が改善したい 課題であると考えている部分に

焦点を当て協力関係を築いていくことは必須である。

そのためには，よりサボステの機能についての理解を 生徒含め教職員の方々に周知していかなけ

ればならない。そこで課題となるのが，学校が担う部分とサボステが担う部分の線引きである。しか

し，課題を抱えている生徒に対するサポート機能を共有及び協力して築きあげていく以上，あらゆる

状況の変化や迅速な対応といった面において，グレーゾーンのような遊びの部分を残し，ある程度融

通の効く役割分担が必要である。そのため，学校側とサボステ側でどのように相互理解を深めていけ

るかという点が非常に重要となってくる。

M高校はサボステなはとの取り組みにおいて理解が深く，ソファやマンガといった学業において，

不必要とされる物であっても，サボステなは側の意図を汲み取り，設置を認めている。このような，

学校の抱える課題に対して，学校が本気で取り組もうという姿勢が， これまでの学校における良い意

味でも，悪い意味でも堅い部分が，少しずつ変化を見せてきていることは，非常に大きな成果である

と考えられる。しかし，サボステなは側は学校に対しての変化を求めるだけでなく，自身がM高校に

入ることのメリッ卜をより早い段階で生徒や教職員の方々に，数字で示すことが求められており，ま

だ.その成果がはっきりと表れていない点が大きな課題であると言える。しかし，M高校側の要請によ

り，不登校気味の生徒をサポステなはに誘導し サボステなはへ通学させるというような，アプロー

チ方法においては，ある程度の成果が出ていると言うことが出来る状況となっている点は今後への明

るい材料である。
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N おわりに

これまで，高校中退から若年無業者となるリスク，地域若者サポートステーション事業及び，高校

中退者等アウトリーチ事業の概要，事例を見ていく中で，サボステ事業やアウトリーチ事業の必要性

を述べてきた。その中で，学校と関わって問題を解決していく取り組みにおいて，学校が教育機関で

あるという性格上，生徒の将来を考えて取り組みを実施していく上で，生涯学習の視点は外すことが

できないものである。また，それと併せて，学校における課題解決策の枠に入りきれなかった生徒達

の，その後の将来のリスクをより軽減するような，アウトリーチ事業等の取り組みを深化させていく

ことの重要性が明らかとなった。

本論文において取り上げている，学校の抱えている中途退学者等の問題は，若年無業者の増加は勿

論のこと生活保護受給問題等，多くの社会問題となりうる可能性を苧んでいることが分かる。つまり，

学校教育問題は，今後かたちを変えて社会問題として表出する可能性があると言える。そのため，学

校教育問題の解決は，学校のみの問題ではなく，社会の問題として取り組む必要性があり，地域を含め，

その問題に対する専門性を持つ社会教育団体等が学校教育に対して，アブローチをしていくことが求

められると考える。勿論，その場合の課題として，単に外部に聞かれた学校ではなく 学校側がしっ

かりとした理念を持った上で，学社融合を目指す必要があるということである。そうでなければ，外

部に開いた場合の成果が見えてこないばかりか 学校内を混乱させることにも繋がりかねない。その

ため，当然ながら学校に入る外部団体等も，学校のニーズをしっかりと把握しておく必要があり，学

校に入る前での意見の擦り合わせ 調整は必須のものである。

このような課題を抱えつつも，学校教育段階から生じ，連綿と続く社会的課題に対して，生涯学習

の視点を持ったアブローチには，本稿で対象となった高校中退者や若年無業者等にとって，成功体験

を共有することが出来る場をつくりだす事につながり，また多様な年齢層との交流機会の提供，居場

所づくりといった可能性があるということである。それはつまり，長い目で見れば，若年無業者の増

加を防ぐ目的で実施されている アウトリーチ事業は勿論 その母体となっているサボステなはにお

けるプログラム等が有効であると考えられる。
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