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１．はじめに

　教育基本法第１条によると，「教育は，人格の

完成を目指し，平和で民主的な国家及び社会の形

成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な

国民の育成を期して行われなければならない。」

とある１）。そのため，学校における生徒指導もそ

の一端を担う大きな役割を果たしてきた。

　近年，児童生徒を取り巻く社会環境の変化に

伴い，生徒指導上の課題も学校を超えた取り組

みが必要となり，文部省（現文部科学省）の実

施する調査内容や対応も変化してきた。昭和41年

頃に家出少年の増加及び登校拒否（50日以上）が

１万６千人を超えた際には登校拒否（50日以上）

に関する調査，昭和57年頃に生徒間暴力が増大し

た際には校内暴力や高校の中途退学調査，昭和60

年頃のいじめ事件が増加した際にはいじめ問題の

調査が開始され現在に至っている２）。つまり，児

童生徒の問題行動が表面化し，かつ社会問題化し

た時に，国として実態把握を図ることを目的とし

て，これらの実態調査を開始し，学校現場ではそ

の実態に応じた対応を図ってきた。そして，昨今

のグルーバル社会の進展，高度情報化社会の到来

等大きな社会環境の変化の中で，新たな問題や課

題が社会問題化してきた。
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Abstract

Purpose of the Study: The main purpose of this study is to report the status quo and issues on 

School Guidance in high schools in Okinawa based on the result of questionnaire survey.

Design and Methods: The authors carried out the questionnaire survey on student guidance in high 

schools in Okinawa.  Fifty-nine high schools completed the questionnaire and respond rate was 

85.5％．Questions of each question were considered to find relationships and the results were 

considered to find suggestions for high schools.

Results: The problems on SNS, the violation of discipline such as manner and morale in schools, 

developmental disorders such as ADHD and LDs, motivation toward subjects are found as issues 

teachers face in schools. Of which, the issues on SNS are related to other problems teachers 

guessed.

Implications:  It is the best time that high school teachers and guardians teach students how to use 

SNS and smartphones at schools and homes to keep time for study to keep the good relationships 

with their friends. 
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　2007年，アップル社が米国でiPhoneを開発・

発売して以来，Androidを含むスマートフォンが

世界中で急速に普及し，小型でコンピュータ並み

の機能とアプリケーションの充実，そしてイン

ターネットにいつでもつながる利便性が増してき

た。日本においても，普及率が高まり，内閣府の

平成30年度版「子供・若者白書」によると，スマー

トフォンの利用率は，小学生が29.9％，中学生が

58.1％，高校生が95.9％に至り，どの校種も増加

している３）。

　このような状況の中，厚生労働省研究班は,2012

年に病的なインターネット依存（以下，「ネット

依存」という。）が疑われる中高生について調査

を行った。その結果，ネット依存が疑われる中高

は，全国で推計51万８千人にも上るという調査結

果を公表した。そして，尾崎（2018）は，2017年

に比較調査を行った結果，ネット依存が疑われる

中高生が７人に１人，推定93万人に跳ね上がった

とする新たな調査結果を公表した１。このことに

ついて，清川・内海（2018）は,５年前の調査か

らほぼ倍増しており，児童生徒の「発達への多面

的な悪影響がスマホ社会の副作用として，ますま

す無視できない」と警笛を鳴らしている４）。

　文部科学省では，「生徒指導上の諸課題の現状

を把握することにより，今後の施策の推進に資す

るものとする」ことを目的に，「児童生徒の問題

行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

を毎年度実施している５）。この調査の内容は，暴

力行為，いじめ，出席停止（小・中学校），中途

退学等（高等学校），長期欠席（不登校等），自殺，

教育相談の７項目があり２，過去５年間の推移を

みると特に「いじめ」，「不登校」，「自殺」の３点

が増加傾向にある（別紙資料１）。

　これらのうち，「暴力」，「中途退学」，「不登校」

に関しては全国平均及び各都道府県の結果が公表

されており，この結果を基に沖縄県と全国の調査

結果を比較すると特徴が明らかになる（別紙資料

２）。「暴力」に関しては，千人当たりの発生件数が，

小学校の全国平均が4.4名に対して沖縄では12.4

名と約３倍，中学校でも全国平均が8.5名に対し

て沖縄では14.6名と約２倍近くとなっている。「中

途退学」に関しては，高等学校の中途退学率は全

国平均が1.3％であるが，沖縄では2.0％と高い割

合となっている。「不登校」に関しては，千人当

たりの数が，小学校の全国平均が5.4名に対して

沖縄では7.8名，中学校の全国平均が32.5名に対

して沖縄では37.0名，高等学校の全国平均が15.1

名に対して沖縄では27.6名となっている。特に，

全国平均と比べて「暴力」については小学校が約

３倍，中学校が約２倍となり，「不登校」につい

ては高等学校が約２倍となっており喫緊の課題だ

といえよう（別紙資料２）。

　沖縄県教育庁（2017）によると，不登校の要因

は「あそび・非行」が33.1％，「無気力」27.1％，「不

安」9.4％であった。また，平成27年度の中途退

学の主な理由は，「進路変更」57.9％，「学校生活・

学業不適応」12.3％であった６）。

　沖縄県高校生の大学進学率は39.2％（平成28

年度）と向上しているが，全国比（54.7％：平

成28年度）では最下位であった。大学等志願率

は48.1％（41位：全国61.0％）で，平成28年度入

試大学センター試験現役志願率は28.7％（全国

43.4％）で全国最下位であった６）。

　この背景要因として，下地・島袋（2019）は，

経済的理由（66.1％），学力（66.1％），学習意欲

（61.9％）を挙げており，学校生活及び家庭学習

環境も高校生の進路決定に大きな影響を与えてい

ることが考えられる７）。　

　このような状況の中，学校現場においては，直

面する生徒指導上の課題が新たに浮上していると

考えられる。そこで，本稿では，沖縄県立高等学

校の学校現場における生徒指導上の現状や課題を

把握することを目的としている。また，生徒指導

上の課題に関連が大きいと考えられるネット依存

やネットトラブル，またはネットを介した問題行

動等についても述べるものとする。

２．研究方法

　本研究は，安里（2019）による沖縄県高等学校

生徒指導研究会における生徒指導上の課題につい

て調査したデータに基づいている３。調査は，生

徒指導上の課題や研究等のニーズを把握するた

め，沖縄県立高等学校（全日制59校・定時制８

校・通信制２校）の生徒指導主任69名に対して行

い，69校中59校より回答があり，回答率は85.5％

であった。アンケート調査はインターネットを使
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用して実施し，実施期間は，平成30年12月４日か

ら12月14日までであった（別紙資料３）。

　質問内容は，①「貴校の生徒指導上の課題は何

ですか（複数回答）」，②「情報共有をしたい事案

や困った事例等があれば一つ選択して下さい」，

③「その『問題内容』と『対応･取組』の２点に

ついて記入して下さい」，④「生徒指導上の課題で

保護者等とトラブルとなる場合，その原因は何だ

と思いますか（複数回答）」，⑤「懲戒の言い渡し

の際，指導方針に理解を得られない場合，どのよ

うに対応（解決）していますか」，⑥「生徒指導に

関するどのような内容の研修を受けたいですか（複

数回答）」，⑦「生徒指導に関する職員研修を行う

際の課題等は何ですか（複数回答）」であった。

３．結果

　⑴　生徒指導上の課題

　「貴校の生徒指導上の課題は何ですか（複

数回答）」について，342件の回答があった（図

１）。内訳は，多い順に次のとおりであった。

　生徒指導上の課題は，「⑨SNSトラブル：

課金，誹謗中傷，肖像権侵害等」及び「⑮校

内マナー・モラル違反：スマホの授業中使用，

授業妨害，カンニング等」が各32件（各9.4％）

と回答が最も多く，以下「⑫発達障害等：

ADHDやLD等の発達障害やそのグレーゾー

ン等」と「⑰勤怠･単位修得：遅刻，無断欠

課･欠席，未履修，単位修得」が各31件（各

9.1％），「⑤不良行為：深夜はいかい，飲酒，

喫煙，家出，無断外泊，不健全性的行為等」

28件（8.2％），「⑦交友関係：友人関係，異

性関係等」25件（7.3％）と続いた。

　これらの中で，生徒指導担当者が情報共有

をしたい事案や困った事例等は37件の回答が
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図１　生徒指導上の課題（複数回答）
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あり，「SNSトラブル：課金，誹謗中傷，肖

像権侵害等」が９件（24.3％）と最も多く，

以下「服装容儀：服装，頭髪・茶髪，化粧，

ピアス，タトゥー等」６件（16.2％），「不良

行為：深夜はいかい，飲酒，喫煙，家出，無

断外泊，不健全性的行為等」５件（13.5％），「発

達障害等：ADHDやLD等の発達障害やその

グレーゾーン等」４件（10.8％）等が続いた。

　⑵　学校間で情報共有をしたい内容・取組

　学校間で情報共有をしたい内容・取組につ

いては，11件中の４件がゲーム課金，SNS上

の誹謗中傷や写真掲載のトラブル，ネット依

存等の課題であった。その他には，いじめ関

連が２件，発達障害，指導拒否，深夜はいか

いが各１件，他２件があった。

　つまり，ネットを介したトラブルやネット

依存等が，様々な生徒指導上の課題となって

いると推察できる。「情報共有をしたい事案

や困った事例等（項目）」を回答した学校の

うち，ネット問題に関する「問題内容」と「対

応・取組」について記述式の回答のあった内

容の一部は，表１のとおりであった。

表１　情報共有をしたい事案や困った事例等

No ｢①問題内容」と「②対応･取組」

１

①他人の電話番号とピンコードを使い，

ゲームの課金をして相手に支払いをさ

せた。

②警察と連携して対応した。

２

①インスタグラムのストーリー等で誹謗

中傷や無断での写真掲載

②24時間以内に全てが消えるため加害者

に事実確認をするが，証拠が残らない

ため指導が困難な状況にある。

３

①SNSで誹謗するイジメをした場合の加

害生徒の指導方法，事例が有れば知り

たい。ある程度統一した指導，理解に

繋がればとの思いからです。

４

①ゲーム依存による，睡眠障害やマナー

違反

②専門講師による講話

　⑶�　生徒指導上の課題で保護者等とトラブルと

なる場合の原因（複数回答）

　「生徒指導上の課題で保護者等とトラブル

となる場合，その原因は何だと思いますか

（複数回答）」に対して，114件の回答があっ

た（図２）。内訳は，「③学校・教員の初期対応・

指導法の段取りのまずさ」34件（29.8％）が

最も多く，「①年度当初の生徒・保護者に対

する生徒指導方針・規則等の説明不足」25件

（21.9％），「⑤指導方針（処分内容）の理解

を得られない」19件（16.7％），「⑥生徒・保

護者の責任転換（他の生徒の責任，教員の指

導不足等）」17件（14.9％），「②教員の危機

管理意識の甘さ」10件（8.8％），「④加害生

徒の保護者等へ弁明の機会を与えない」５件

（4.4％），「⑦その他」４件（3.5％）であった。

　⑷ 　懲戒言い渡しの際の指導方針に理解を得ら

れない場合の対応

　「懲戒の言い渡しの際，指導方針に理解を

得られない場合，どのように対応（解決）し

ていますか（選択）」に対して，59件の回答

があった（図３）。「①根気よく説明し，保護

者等に理解を得る」40件（67.8％），「③毅然

とした態度で指導方針（処分内容）の言い渡

しを行う」７件（11.9％），「②保護者等に理

図２　�生徒指導上の課題で保護者等とトラブルと

なる場合の原因（複数回答）

①

②

③
④

⑤

⑥
⑦

①「年度当初の生徒・保護者に対する

　　　生徒指導方針・規則等の説明不足」�… 25件（21.9％）

②「教員の危機管理意識の甘さ」�…………… 10件（�8.8％）

③「学校・教員の初期対応・指導法の段取りのまずさ」� 34件（29.8％）

④「加害生徒の保護者等へ弁明の機会を与えない」� ５件（�4.4％）

⑤「指導方針（処分内容）の理解を得られない」�… 19件（16.7％）

⑥�「生徒・保護者の責任転換

　�　（他の生徒の責任，教員の指導不足等）」�17件（14.9％）

⑦「その他」�…………………………………… ４件（�3.5％）

N=114
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解を得られない場合，指導方針（処分内容）

を一旦取り下げ，再度，職員会議等で議論し，

言い渡しを行う」４件（6.8％），「④その他」

８件（13.6％）であった。

　⑸　生徒指導に関する希望研修（複数回答）

　「生徒指導に関するどのような内容の研修

を受けたいですか（複数回答）」に対して，

139件の回答があった（図４）。「①学校の指

導に関する法的根拠」が30件（21.6％），「⑥

発達障害等支援を要する生徒への対応」27件

（19.4％），「③生徒指導に関する判例」25件

（18.0％），「②保護者とトラブルが発生しな

い指導方法」17件（12.2％），「⑦クレーム対

応」16件（11.5％），「⑤生徒理解の方法（面接，

観察法，調査，心理テスト等）」11件（7.9％），

「④被害・加害生徒へのケアに関する内容」

９件（6.5％），「⑧特になし」４件（2.9％），「⑨

その他」０件（０％）であった。

　⑹�　生徒指導に関する職員研修の課題等（複数

回答）

　「生徒指導に関する職員研修を行う際の課

題等は何ですか（複数回答）」に対して，94

件の回答があった（図５）。「②時間の確保」

38件（40.4％），「④職員の意識」25件（26.6％），

「①講師の確保」23件（24.5％），「③予算の

確保」８件（8.5％），「⑤その他」０件（０％）

であった。

図３　�懲戒言い渡しの際の指導方針に理解を得ら

れない場合の対応（選択）

図４　生徒指導に関する希望研修（複数回答）

　図５　生徒指導に関する職員研修の課題等

　　　　（複数回答）

①
②

③

④

①

②

③④

⑧
⑨

⑤

⑥

⑦

①

②

③

④

⑤

①「根気よく説明し，保護者等に理解を得る」�

　　……………………………………………… 40件（67.8％）

②「保護者等に理解を得られない場合，指導方針

　　（処分内容）を一旦取り下げ，再度，職員会

　　議等で議論し，言い渡しを行う」�……… ４件（�6.8％）

③「毅然とした態度で指導方針

　　　（処分内容）の言い渡しを行う」……… ７件（11.9％）

④「その他」�…………………………………… ８件（13.6％）

①�「学校の指導に関する法的根拠」�………… 30件（21.6％）

②「保護者とトラブルが発生しない指導方法」�… 17件（12.2％）

③「生徒指導に関する判例」�………………… 25件（18.0％）

④「被害・加害生徒へのケアに関する内容」� ９件（�6.5％）

⑤�「生徒理解の方法（面接，観察法，調査，

　　心理テスト等）」…………………………… 11件（�7.9％）

⑥「発達障害等支援を要する生徒への対応」�… 27件（19.4％）

⑦「クレーム対応」�…………………………… 16件（11.5％）

⑧「特になし」�………………………………… ４件（�2.9％）

⑨「その他」�…………………………………… ０件（���0％）

①「講師の確保」�……………………………… 23件（24.5％）

②「時間の確保」�……………………………… 38件（40.4％）

③「予算の確保」�……………………………… ８件（�8.5％）

④「職員の意識」�……………………………… 25件（26.6％）

⑤「その他」�…………………………………… ０件（���0％）

N=59

N=139

N=94
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４．考察
　⑴　生徒指導上の課題等

　生徒指導上の課題では，「SNSトラブル：

課金，誹謗中傷，肖像権侵害等」と「校内

マナー・モラル違反：スマホの授業中使用，

授業妨害，カンニング等」の回答が計64件

（18.7％）と多く，スマホ及びSNSに関連す

る課題が喫緊と考えられる。以下「発達障害

等：ADHDやLD等の発達障害やそのグレー

ゾーン等」と「勤怠･単位修得：遅刻，無断

欠課･欠席，未履修，単位修得」の計62件

（18.1％），「不良行為：深夜はいかい，飲酒，

喫煙，家出，無断外泊，不健全性的行為等」

28件（8.2％），「交友関係：友人関係，異性

関係等」25件（7.3％）となっている。この

ように，勤怠状況に関連した日常生活習慣の

確立及び発達障害等に関する対応等，従来の

生徒指導に加えて，より専門的な対応を必要

とする課題が伺える。生徒指導上の課題の多

くが，スマホ等との関連が深いことが推測さ

れ，スマホの授業中使用，授業妨害，カンニ

ング等の学校生活における課題から課金，誹

謗中傷，肖像権侵害等の社会的課題まで多岐

に亘っていることが伺える。

　これらの中で，生徒指導担当者が情報共有

をしたい課題は，「SNSトラブル：課金，誹

謗中傷，肖像権侵害等」が９件（24.3％）と

最も多く，以下「服装容儀：服装，頭髪・茶

髪，化粧，ピアス，タトゥー等」６件（16.2％），

「不良行為：深夜はいかい，飲酒，喫煙，家出，

無断外泊，不健全性的行為等」５件（13.5％），

「発達障害等：ADHDやLD等の発達障害や

そのグレーゾーン等」４件（10.8％）等と続

いた。また，学校間で情報共有をしたい内

容・取組については，11件中４件がゲーム課

金，SNS上の誹謗中傷や写真掲載のトラブ

ル，ネット依存等の課題であった。つまり，

ネットを介したトラブルやネット依存が，生

徒指導上の共有したい課題となっており，学

校だけでは解決することが厳しく，警察や司

法，その他医療の専門機関等との連携協力が

必要な対応であると推察できる。

　⑵　生徒指導上の保護者とのトラブル等

　生徒指導上の課題で保護者等とトラブルと

なる原因として，「学校・教員の初期対応・

指導法の段取りのまずさ」が最も多く34件

（29.8％），「年度当初の生徒・保護者に対す

る生徒指導方針・規則等の説明不足」25件

（21.9％），「指導方針（処分内容）の理解を

得られない」19件（16.7％）であった。この

３項目で78件（68.4％）を占めている。この

ことは，迅速かつ的確に対応することの重要

性及び新学年度のPTA総会や学級PTA等で

の保護者への説明，学校便り等の印刷物での

周知等の必要性を明らかにしている。つまり，

教員の迅速で的確な初期対応及び保護者との

共通理解を図ることで，学校と関係保護者等

とのトラブルを減少させることができると考

えられる。

　また，懲戒の言い渡しの際，学校の指導方

針に理解を得られない場合の学校の対応とし

ては，「根気よく説明し，保護者等に理解を得

る」が40件（67.8％）を占めていた。このことは，

新学年度で保護者に指導方針を周知すること

で，理解や協力を得ることが期待でき，多く

のケースに対応できるものと考えられる。

　⑶ 　生徒指導に関する希望研修と職員研修の課

題等

　現場教員が研修を受けたい内容について

は，「学校の指導に関する法的根拠」が30件

（21.6％），「発達障害等支援を要する生徒へ

の対応」27件（19.4％），「生徒指導に関する

判例」25件（18.0％），「保護者とトラブルが

発生しない指導方法」17件（12.2％）であった。

　このように，事例や指導内容の法的根拠に

関する研修及びADHDやLD等の発達障害の生

徒の増加に伴う特別支援教育に関する研修を

通して，指導のあり方や的確な生徒の実態把

握と適切な対応が求められている。このこと

は，従来の研修に加えて，法律及び発達障害

の専門家による研修の必要性が高まっている

ことを示唆している。

　しかしながら，職員研修を行う際の課題等

については，「時間の確保」38件（40.4％），
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「職員の意識」25件（26.6％），「講師の確保」

23件（24.5％），「予算の確保」８件（8.5％）

が挙げられており，研修時間の確保に加え，

課題に対する職員の意識改革も必要であると

している。しかしながら，「時間の確保」と「職

員の意識」は，学校現場で克服できる課題で

あり，管理職のリーダーシップと職員の意欲

に期待したいものである。また，「講師の確保」

と「予算の確保」は，行政の支援及び地域連

携も必要であり，予算確保及び人材バンク作

成による学校現場への講師紹介等も不可欠で

ある。

５．まとめ

　今回の調査結果から，沖縄県立高等学校の生徒

指導上の課題の多くがスマートフォンやインター

ネットとの関わりが大きいことが推測できる。

　学校における児童生徒の問題行動等に対する生

徒指導のあり方は，その社会的背景の影響により

変化する。沖縄県の高等学校における生徒指導の

課題を考慮しても，文部科学省が実態調査を行っ

ている調査項目だけでは，全体を網羅できていな

い。今回の調査においても，本県の高等学校の課

題は，「SNSトラブル」と「校内マナー・モラル

違反」を筆頭に，「発達障害等」，「勤怠・単位修得」

等であり，その他にも様々な課題を抱えているこ

とが明らかになった。

　また，昨今の社会的背景の変化に伴い大きな課

題が浮かび上がっている。厚生労働省による「飲

酒や喫煙等の実態調査と生活習慣病予防のための

減酒の効果的な介入方法の開発に関する研究」の

研究班研究代表者の尾崎（2018）によると，病的

なネット依存が疑われる中高生の病的使用者は

2012年と2017年の調査結果を比較すると，この５

年間で倍増していることが判明した（表２）。

　さらに，男子よりも女子の方が多い傾向にあり，

病的なインターネット依存が疑われる中高生の病

的使用者は，全国で93万人と推計されると発表し

ている。

　加えて，インターネットの使い過ぎに関する問

題の経験者割合では，「成績低下」や「（授業中の」

居眠り」，「欠席」，「友人とのトラブル」，「暴言暴力」

などの問題も発生していた。「居眠り」や「遅刻」

「欠席」は，学年進行とともに増加しているが，「成

績低下」は中学１年から50％を超えるなどの高い

割合となった。「遅刻」は男子の割合が高く，「友

人とのトラブル」は女子の割合が高かった。つま

り，ネット依存によって，「成績低下」や「（授業

中の）居眠り」，「遅刻」，「欠席」，「友人とのトラ

ブル」，「暴言暴力」などの問題にも発展する恐れ

がある。（尾崎：2018，表65）

　また，スマホ等と学力の関係については，川島

（2018）の研究においても，スマホの所持や使用

によって明らかに学力への影響がある４。

　これらのネット問題について，まとめると次頁

の表３（インターネットを介した問題：安里作成）

のようになる。

　尾崎（2018）によると，インターネット利用に

表２　病的なネット依存が疑われる中高生の不適応使用者・病的使用者

不適応使用者（YDQ3-4点） 病的使用者（YDQ5点以上）

2012年 2017年 倍率 2012年 2017年 倍率

中学生

男子 10.9％ 20.8％ 1.90倍 4.4％ 10.6％ 2.40倍

女子 14.4％ 22.9％ 1.59倍 7.7％ 14.3％ 1.85倍

全体 12.6％ 21.8％ 1.73倍 6.0％ 12.4％ 2.06倍

高校生

男子 15.9％ 24.3％ 1.52倍 7.6％ 13.2％ 1.73倍

女子 21.1％ 29.9％ 1.41倍 11.2％ 18.9％ 1.68倍

全体 18.5％ 27.1％ 1.46倍 9.4％ 16.0％ 1.70倍

（※「倍率」は筆者が挿入）
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使う機器については，「スマートフォン」が中学

校では70％を超え，高校では90％を超え，携帯電

話，パソコン，タブレット等と比較して圧倒的に

多かった１（尾崎：2018，表61）。また，利用す

るインターネットサービスについては，「LINE

等」「動画サイト」「情報検索」が多く，男子では

「オンラインゲーム」も多かった（尾崎：2018，

表60）。

　これら尾崎（2018）の指摘と安里（2019）が調

査した学校の課題を考えると，スマートフォンを

介した課題やトラブルが根源としてあるように考

えられる。例えば，今回の調査で課題として１番

多かった「SNSトラブル」及び「校内マナー・モ

ラル違反」では，ネット環境にアクセスできる端

末としてスマートフォンの割合が高いことから，

誹謗中傷や肖像権侵害等の様々なトラブル，ス

マートフォンの授業中使用や授業妨害等へと発展

する。「校内マナー・モラル違反」の内訳は今回

の調査では分類できないが，スマートフォンの授

業中使用のマナー・モラル違反が多いことが予想

される。また，３番目の「勤怠・単位修得」は，ネッ

ト依存による弊害が考えられる。５・６番目の「不

良行為」や「交友関係」は，モバイル端末がない

時代には同じ学校に通う生徒による不良行為がほ

とんどであったが，モバイル端末が普及している

昨今においては，学校内外を問わずネット上で連

絡を取り合い，深夜はいかいや集団飲酒，喫煙等

といった不良行為で補導されることも多くなって

おり，友人関係トラブルの広域化が進んでいる。

８番目の「基本的生活習慣」は早寝早起き等，10

番目の「ネット依存②」は，家族的・社会的問題

としての家族関係の悪化，遅刻，不登校，成績不

振，退学等としての項目であり，尾崎（2018，表

65）が指摘するインターネットの使い過ぎによる

遅刻や居眠り，成績低下への影響であると推測さ

れる。

　よって，今回の調査で明らかになった生徒指導

上の課題は，その多くがスマートフォンを介した

ネット社会に深く関連していると考えられる。清

川・内海（2018）は，スマートフォン・ネットゲー

ムの長時間接触による問題点と危険可能性につい

て，生活リズムのみだれ，学力の低下，外遊びの

減少による筋力の低下，視力低下，自己コント

ロール能力の低下，言葉の力・コミュニケーショ

ン能力の低下，ネット依存・ゲーム障害，体調不

良，いじめなどの人間関係トラブルを指摘してい

る。また，ネットを介した事件の被害者・加害者，

有害情報へのアクセス，課金問題，迷惑メール，

 

 

インターネットを介した問題 
ネット犯罪・事故 SNS トラブル ネット・ゲーム依存 

学力への影響 
加害 被害 加害 被害 精神的影響 身体的影響 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

いじめ 

暴力 

不登校 

転学・編入・休学・退学 

自殺 

家庭内暴

詐欺 

ワン 
クリック 

詐欺 

昼夜逆転・基本的生活習慣の逸脱 

誹謗中傷 

脅迫 

ながらスマホ 
交通事故 

(重症・死亡) 

体力低下 

視力低下 

意欲低下 

うつ症状 

学業への影響（居眠り・遅刻・欠課）・成績不振 

個人情報・写真
等の流出 

高額課金 

学力低下 

 

表３　インターネットを介した問題（安里作成）
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チェーンメールによるトラブル，SNSでの危険な

出会いなど，様々な危険可能性も指摘している。

　清川・内海（2018）は，子どもたちを「ゲーム

障害」から守り，学力低下を防ぎ，不登校の減少

につながる以下の５つの具体的な課題を示してい

る。

①　学校教育の場に「ゲーム障害」「ネット依

存症」から子どもを守る予防・啓発の場（時

間）を設定する

②　これまで文部科学省が推進してきた「情報

モラル教育」を根本的に転換し，「ゲーム障害」

「ネット依存症」の予防啓発のための新たな

カリキュラム，テキストを作成する

③　教職員に対する研修をすみやかに実施し，

早期の予防啓発教育の開始を目指す

④　「ゲーム障害」「ネット依存症」と不登校・

ひきこもり，学力低下との関係を明らかにす

る調査・研究を実施して学校現場に結果を

フィードバックする

⑤　ネット社会の進展に伴って進行している子

どもの心身の「劣化」。青少年の自殺の増加

や自己肯定感の低さ，史上最悪レベルの視力

の悪化，1985年のピークから大幅に低下して

いる50メートル走やソフトボール投げなどの

運動能力……，これらとネット接触との関係

を調査・研究し，ネット社会における子ども

の育ちを保障する知見を明らかにする

　今回の調査結果及び文部科学省や尾崎（2018）

等の調査結果を踏まえ，昨今の生徒指導上の課題

を解決するためには，以下の取組が急務であると

考える。

　⑴　文部科学省の取組

①　ネット依存やゲーム障害等と不登校や学力

低下，その他の問題行動やトラブル等との関

係を明らかにする調査・研究を実施し，関係

省庁と連携した取り組みを図る

②　教職員に対する上記の調査・研究のフィード

バック及び関係省庁との連携した研修を実施

し，児童生徒の問題行動等の未然防止を図る

　⑵　学校の取組

①　ネット依存やネットトラブル等に関する職

員研修を実施し，常に最新の事例や対処方法

の共通理解を図る

②　ゲーム障害，ネット依存症，ネットトラブ

ルやネットを介した犯罪等の被害者・加害者

にもなり得ることについて予防・啓発を行い，

児童生徒の問題行動等の未然防止を図る

　⑶　家庭の取組

　清川・内海（2018）はメディアの使い方ルー

ルとして，次のように述べている。

　スマートフォンの使い方ルールとして，①

スマホを何に使うか目的を決める，②スマホ，

ネットトラブルについて親子で勉強してから

使用する，③使用する時間帯，場所を決めて

おく，④生活リズムを乱さない，困ったこと

が起きたら相談する，であった。

　また，電子ゲームの使い方ルールとして，

①毎日使わない，②使用時間を決める，③場

所を選んで使用する，④暗い場所，明るすぎ

る場所で使わない，⑤おうちの人にいわない

で勝手に買ったり，友達と交換をしたりしな

い，⑥ゲームを自分の部屋に持ち込んで１人

で使わない，⑦ゲームをしない，持っていな

い友だちを仲間はずれにしない，⑧決めたルー

ルが守れなかったときには，大人の人にゲー

ム機を預かってもらう，であった。

　また，テレビ・タブレットの使い方ルール

として，①時間を制限する，②目的を持って

見る（見る必要のない番組をつけない），③家

族（親子）で一緒にみる，④食事中は消す，

⑤明るい部屋で見る，⑥テレビなどの情報を

そのまま信じないように伝える，等であった。

　このように，児童生徒がインターネットやス

マートフォンを健康的に使用し，トラブルに巻き

込まれないようにするためには，文部科学省や教

育委員会及び学校並びに家庭・地域が連携協力

し，実態把握及び課題に迅速かつ的確に対応する

とともに生徒指導に深く関連していると考えられ

るネット環境に影響されない社会構造の構築と教

育環境の構築が必要となっている。学校教育の充

実と生徒の将来のために，関係者全員が英知を結

集しなければならない重要な課題でもある。
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【別紙資料１】

『平成29年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について』文科省

表１

小学校 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

暴　　力 10,896（　1.6） 11,472（　1.7） 17,078（　2.6） 22,841（　3.5） 28,315（　4.4）

い じ め 118,748（　5.6） 122,734（　5.9） 151,692（　7.4） 237,256（11.7） 317,121（15.7）

出席停止 0 0 1 4 1

不 登 校 24,175（0.36） 25,864（0.39） 27,581（0.42） 30,448（0.47） 35,032（0.54）

自　　殺 4 7 4 4 6

表２

中学校 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

暴　　力 40,246（11.3） 35,683（10.1） 33,073（　9.5） 30,148（　8.8） 28,702（　8.5）

い じ め 55,248（　5.2） 52,971（　5.0） 59,502（　5.6） 71,309（　6.8） 80,424（　7.7）

出席停止 47 25 14 14 7

不 登 校 95,422（2.69） 97,033（2.76） 98,408（2.83） 103,235（3.01） 108,999（3.25）

自　　殺 63 54 56 69 84
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表３

高等学校 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

暴　　力 8,203（　2.3） 7,091（　2.0） 6,655（　1.9） 6,455（　1.8） 6,308（　1.8）

い じ め 11,039（　1.9） 11,404（　2.0） 12,664（　2.2） 12,874（　2.3） 14,789（　2.6）

中途退学 59,923（　1.7） 53,391（　1.5） 49,263（　1.4） 47,249（　1.4） 46,802（　1.3）

不 登 校 55,655（1.67） 53,156（1.59） 49,563（1.49） 48,565（1.46） 49,643（1.51）

自　　殺 173 171 155 172 160

※ 「暴力」は，学校の管理下・管理下以外における暴力行為発生件数の推移［（　）は,1,000人当たりの暴力行為発生件数］，「いじめ」は，

いじめの認知件数（国公私立）［（　）は,１校当たり認知件数］，「出席停止」は，出席停止の件数，「中途退学」は，中途退学者数［（　）は，

中途退学率］，「不登校」は，不登校の児童生徒数［（ ）は，不登校発生率］，「自殺」は，自殺人数（「教育相談」については省略）

【別紙資料２】

沖縄県と全国の比較

H29 年度
小学校 中学校 高等学校

備　　考
全国 沖縄 全国 沖縄 全国 沖縄

暴　　力 4.4 12.4 8.5 14.6 1.8 1.5 千人当たりの発生件数

中途退学 1.3 2.0 中途退学率

不 登 校 5.4 7.8 32.5 37.0 15.1 27.6 千人当たりの数

沖縄県高等学校生徒指導研究会　平成30年度アンケート調査

　本調査は，本県高等学校の生徒指導上の課題や研修等のニーズを把握するため，アンケートを

実施します。下記の質問に回答いただき，送信していただくようお願いします。

　なお，本調査の結果は，本研究会の会誌「志」にて掲載予定のため，記述式の項目では，個人

名が特定されないように配慮して記入して下さい。

　　・調査対象：　沖縄県立高等学校69校（全日制，定時制，通信制）の生徒指導主任

　　・質問数等：　11問・予想回答時間（３分～15分）

　　・回答期限：　平成30年12月14日（金）まで

【アンケート内容】

１．高校名を記入して下さい。（選択）

２．貴校の所属する支部を記入して下さい。（選択）

３．貴校の生徒指導上の課題は何ですか。（複数回答）

　　①暴力行為： 対教師暴力，生徒間暴力，対人暴力，器物損壊

　　②窃盗： 校内での窃盗，万引き，その他の窃盗

　　③恐喝： 人を威嚇して金品を得る行為

　　④薬物乱用： 大麻，危険ドラッグ等の違法･危険薬物

　　⑤不良行為： 深夜はいかい，飲酒，喫煙，家出，無断外泊，不健全性的行為等

　　⑥不良交友･迷惑行為： 暴走行為，暴走族，暴力団との係り，威圧行為，近隣トラブル等

　　⑦交友関係： 友人関係，異性関係等

　　⑧いじめ： 重大事態（生命･心身･財産に重大な被害，不登校を余儀なくされる），他

　　⑨SNSトラブル： 課金，誹謗中傷，肖像権侵害等

　　⑩ネット依存①： 体や心の問題（睡眠障害，感情のコントロールができない，うつ状態等）

　　⑪ネット依存②： 家族的･社会的問題（家族関係の悪化，遅刻，不登校，成績不振，退学等）

　　⑫発達障害等： ADHDやLD等の発達障害やそのグレーゾーン等

【別紙資料３】
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　　⑬車両通学： 車，バイク

　　⑭交通事故： 自転車，バイク，自動車等

　　⑮校内マナー・モラル違反： スマホの授業中使用，授業妨害，カンニング等

　　⑯服装容儀：　 服装，頭髪・茶髪，化粧，ピアス，タトゥー等

　　⑰勤怠･単位修得： 遅刻，無断欠課･欠席，未履修，単位修得

　　⑱基本的生活習慣： 朝食，早寝早起き，片付け･清潔（手洗い･歯磨き･入浴），挨拶･お礼･返事

　　⑲指導拒否： 指導に対する暴言，教員への威嚇等

　　⑳保護者のクレーム：　

　　㉑特になし

　　㉒その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

４．問３の課題から，情報共有をしたい事案や困った事例等があれば一つ選択して下さい。

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．問４で回答した方は，その｢①問題内容」と「②対応･取組」の２点について記入して下さい。

（個人が特定されないよう配慮して記入して下さい。記入内容は本研究会の会誌に掲載予定で

す。）

６．生徒指導上の課題で保護者等とトラブルとなる場合，その原因は何だと思いますか（複数回答）

　　①年度当初の生徒・保護者に対する生徒指導方針・規則等の説明不足

　　②教員の危機管理意識の甘さ

　　③学校・教員の初期対応・指導法の段取りのまずさ

　　④加害生徒の保護者等へ弁明の機会を与えない

　　⑤指導方針（処分内容）の理解を得られない

　　⑥生徒・保護者の責任転換（他の生徒の責任，教員の指導不足等）

　　⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

７．懲戒の言い渡しの際，指導方針に理解を得られない場合，どのように対応（解決）していますか。

（選択）

　　①根気よく説明し，保護者等に理解を得る

　　② 保護者等に理解を得られない場合，指導方針（処分内容）を一旦取り下げ，再度，職員会

議等で議論し，言い渡しを行う

　　③毅然とした態度で指導方針（処分内容）の言い渡しを行う

　　④その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

８．生徒指導に関するどのような内容の研修を受けたいですか。（複数回答）　

　　　①学校の指導に関する法的根拠 ②保護者とトラブルが発生しない指導方法

　　　③生徒指導に関する判例  ④被害・加害生徒へのケアに関する内容

　　　⑤生徒理解の方法（面接，観察法，調査，心理テスト等）

　　　⑥発達障害等支援を要する生徒への対応　　⑦クレーム対応　　⑧特になし　　⑨その他

９．生徒指導に関する職員研修を行う際の課題等は何ですか。（複数回答）

　　①講師の確保 ②時間の確保 ③予算の確保 ④職員の意識

　　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

（記述式）
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