表1

登校問題の危険因子と保護因子

登校の問題に関連する要因

オッズ比

登校の問題に関連する要因

オッズ比

性別（男子の場合）

1.2

抑うつ尺度の得点（1 点ごと）

1.10****

国籍（日本以外の場合）

2.07*

不安尺度の得点（1 点ごと）

1.07****

成績（自己評価で 50 点未満の場合）

2.32****

肥満傾向

1.67*

疑い

3.07

世帯収入

0.74****

診断

4.33**

父親の教育歴

0.88***

疑い

1.81

母親の教育歴

0.81****

診断

13.89****

父親の年齢

0.81**

疑い

3.35****

母親の年齢

0.77***

診断

7.71****

一人親家庭（推定）

1.62***

いじめ被害経験（１ヶ月に 2,3 回以上）

1.97****

2.37****

いじめ被害経験（2,3 ヶ月に 1 度でも）

2.24****

全体的な支援の必要性（子ど high need
もの強さと困難さ尺度／自己
some need
評価）

いじめ加害経験

1.33

8.29***

友達の人数

0.70****

全体的な支援の必要性（子ど high need
もの強さと困難さ尺度／保護
some need
者評価）

孤立（友達がいないと回答した場合）

4.30***

学校風土合計点（児童生徒の評価による）

0.98****

インターネット使用の有無

1.1

学校風土合計点（保護者の評価による）

0.97****

インターネットの時間

1.22*

学校風土合計点（担任の先生の評価による） 1.0

自閉スペクトラム症（ASD）
ADHD
知的障害

1.88***

2.62****

＊は統計学的有意差があることを示します。オッズ比の値と＊の数は、関連の強さを示します。
オッズ比は、登校問題が起こる確率が起こらない確率の何倍かを示します。例えば、国籍が日本以外の場合、登校問題を引き
起こすオッズは 2.07 倍になります。また、自己評価で成績が 50 点未満と回答している場合、50 点以上と回答した場合と比
較して登校問題を引き起こすオッズは 2.32 倍になります。一方、友だちの人数を多く回答している場合、登校問題を引き起
こすオッズは 0.7 倍と減少します。

学校風土（School Climate）とは？
学校風土（School Climate）とは、学校の規律、安全、児童生徒同士の関係、児童生徒と教師の関係、
学習環境など、学校の持つ雰囲気全体を言い、既に欧米では 100 年前から注目されてきています。
これまでの研究から、学校風土が児童生徒の成績、行動と相関関係があることが証明されており、良い
学校風土は、児童生徒の成績の向上、いじめ、不登校、暴力行為といった問題行動の予防につながること
がわかっています。
よって、OECD 各国をはじめ、世界中の国では、学校風土の向上こそ、教育成果に直結すると注目を集
めている状況です。
一方、我が国では、学校風土の研究は、ほとんどされておらず、科学的に計測する方法もありません。
そこで、子どもみんなプロジェクトでは、我が国特有の教育制度、文化の中で、科学的に正確に学校風
土が計測できる、
「学校風土測定尺度」の開発を行うことにしています。

Vol.1
子どもみんなプロジェクトとは
不登校、いじめなど、子どもの問題を、
こころの発達の科学的な視点から解決する、
子どもと先生を支える全員参加のプロジェクトです。

平素は、文部科学省委託事業「子どもみんなプロジェクト」にご理解とご協力を賜り、大変感謝致し
ております。お陰様で本プロジェクトは発足から、間も無く一年を迎えます。昨年度は、各地でシンポジウムを行い、
教育関係者、研究者をはじめ、多くの皆さまにご参加を頂き、貴重なご意見を頂きました。今年度は、皆さまから頂
いたご意見をもとに、子どもたちを継続的に見守る追跡調査と、教育現場で使いやすいプログラムの開発の実現等を
目指し、教育現場、研究者の方々から構成されるワーキンググループを結成し、活動を行って参りました。教育現場
の先生方、研究者と連携教育委員会、保護者の方々、そして子どもたちの協力のもとに行われた研究によって、どの
ような成果が得られたのか、その取り組みの一部をご一読頂けましたら幸いです。
子どもみんなプロジェクト企画運営協議会 会長 片山泰一

・「教師向け基本研修プログラム」(基本的な知識の提供を目的としたもの)と、
「教師向け対応研修プログラム」(磐田モデルを参考に、問題行動への対応を
中心にしたもの)の、２つに分けて整理しました。
※磐田モデルにつきましては次ページに記載しています。
・
「教師向け基本研修プログラム」としては、各大学の専門家に知識提供をお願いしながら、今年度は 3 つ以上
の講座を作ることにしました。
・児童生徒の支援に直接使えるプログラムとして、既に開発済みである千葉大学の「勇者の旅」、兵庫教育大学
の「START」をメニューに入れさせていただくこととして、整理を始めました。
・質とわかりやすさを担保するための仕組みとして、両方の研修共に、フォーマットとチェック項目を明らかに
し、審査会を経る仕組みを作ることにしました。
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不登校を科学する

子どもみんなプロジェクト
は、様々な課題に翻弄さ
れる教育現場に対して、
研究者が科学的な方法
を駆使してその解決に協
力するという、まさに「子ど
もたちの将来のために、全
ての人の力を結集する」プ
ロジェクトです。
その先進的な事例とし
て、静岡県磐田市を舞
台に、不登校への対応に
ついての実践が行われて
いることを報告します。

１）我が国における不登校の現状
不登校は我が国の教育現場が抱える非常に深刻な課題です。文部科学省の調査 １）によりますと、平成 26 年
度の小中学校における不登校児童生徒数は 122,897 人であり、率にして 1.21％です。これは過去 10 年で最
も多いと言うこともできます。
この状況に対して、文部科学省や各教育委員会、学校現場では様々な支援策を繰り出してきています。たとえ
ば、国立教育政策研究所の生徒指導・進路指導研究センターでは、平成 24 年 6 月に「不登校・長期欠席を減
らそうとしている教育委員会に役立つ施策に関するＱ＆Ａ」 ２）を発表していますし、不登校に関する調査研究協
力者会議は、平成 27 年８月に「不登校児童生徒への支援に関する中間報告～一人一人の多様な課題に対
応した切れ目のない組織的な支援の推進～」 ３）を公表しています。教育委員会、現場でも様々な取り組みがな
されています。
では、こうした取り組みの効果はなかったのでしょうか？ 確かにここ 10 年の不登校児童生徒の数に大きな変化は
ありません。しかし、だからといってこうした取り組みに効果がなかったと言い切ることもできません。なぜなら子どもを巡
る状況は変化しており単純に比較することができないからです。
また、文部科学省の調査では、不登校のきっかけと考えられる状況として、本人の不安など情緒的混乱
（29.8%）を最も多く報告していますが、これは担当教師の回答であり、本人の意図とずれている可能性がありま
す。
つまり、現在の文部科学省の調査では、毎年の不登校の数や傾向を知ることはできても、様々な対応策がどの程
度、効果を上げているのか、もしくは、不登校のメカニズムがどうなっているのか、について十分な回答を得られない状
況にあると言えるでしょう。
２）諸外国の取り組み
一方、諸外国では、不登校を「義務教育制度を揺るがす深刻な問題」と位置づけて、そのメカニズムや対応策の
効果について、科学的研究を行っています。
たとえば、Garry ら（1996）４）は、アメリカ司法省、司法局、少年司法・非行防止室（U. S. Department
of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention）
の少年司法広報（Juvenile Justice Bulletin）に、「不登校：人生の最初の問題」と題したレポートを掲載し、
その中で不登校が政府予算の使途から考えて社会的な損失であること、不登校の予後が悪いことを示した上で、い
くつかの科学的根拠のある不登校予防プログラムを紹介しています。
また、Jaafar ら（2013）５）によるマレーシアのクアラルンプール郊外の学校の生徒を対象とした研究では、子ど
もの抑うつなどの精神的な問題よりも暴力や非行などの問題行動が不登校に結び付きやすいこと、それ以上に両親
の離婚や、両親が学校に行くことの意義を理解していないことが不登校を予測するとしています。
さらに注目すべきは、キャンベル共同計画（社会・教育政策の効果に関する研究のシステマティック・レビューを
作成、維持、提供する国際的な組織）の一つとして発表された Maynard ら（2012）６）による研究です。この
研究では、1990 年から 2009 年の各国の不登校予防プログラムに関する研究のうちエビデンスの高いものを選択
し、それらをメタ分析しています。その結果、不登校予防プログラムには効果があること、不登校予防プログラムには、
地域、教育委員会、学校といった各レベルで行われているが、どのレベルでの実践でも、同じように効果が現れている
とのことです。

４ 結果
１）学年・男女別の登校の問題
図１は、学年別に、登校問題あり群の割合を示したものです。1 ヶ月の欠席日数 3 日
以上、遅刻 2 日以上、早退 2 日以上を登校問題あり群としたところ、そのいずれかに該
当する児童生徒の割合は、全体で 10.4％でした。男女別では、男子の方がやや多く
11.3％、女子では 9.6％でした。学年別では小学 4 年生で 13.5％と最も多く、中学 3
年生では最も少なく、7.5％でした（図 2）。
２) 登校問題の危険因子と保護因子
登校の問題については、国籍が日本以外であること、自己評価による成績が低いこと、
自閉スペクトラム症・ADHD・知的障害の疑いもしくは診断を受けていること、抑うつ傾向、
不安傾向、特別な支援の必要性（子どもの強さと困難さ尺度において high need また
は some need である場合）、肥満傾向などが危険因子となっており、児童生徒個人の
要因がリスクとなる傾向が強くみられました。登校の問題はいじめ被害とも関連していて、
いじめ被害体験は登校問題の危険因子となっていました。また、インターネットの使用時間
が長いことも登校問題と関連していました（表 1）。
保護因子としては、世帯収入が多いこと、母親の教育歴が高いこと、両親の年齢が高
いこと、学習塾に通っていることなど、家庭背景に関する因子が多く特定されました。また、
友だちの人数が多いと回答していること、児童生徒と保護者については学校風土が良いと
回答していることも、保護因子であることが分かりました（表 1）。

登校の問題（％）

１ 背景

児童生徒用質問紙：登校の状況、いじめの状況、学校風土、抑うつと不安、子どもの強さと困難さ尺度
保護者用質問紙：学校風土、いじめの状況、我が子の障害、保護者の学歴・年齢・職業、年収、子どもの強さと困難さ尺度
教職員用質問紙：学校風土、いじめの状況、教師自身の年齢・経験年数
平成 27 年 11 月に質問紙を配布し、約２週間後に回収しました。回収率は以下の通りでした。また本研究は、浜松医科大学の倫理委員会
の承認を受けて行いました。
中学校回収率 生徒 96.4%、保護者 88.2%、教職員 100%
小学校回収率 児童 99.1%、保護者 90.3%、教職員 98.2%
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図 1.学年別の登校問題を示した児童の割合
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不登校のメカニズムを解明し、根拠に基づいた対応を行う
－何が子どもたちを学校から遠ざけるのか－
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図 2.学年・男女別の登校問題を示した児童の割合

５ 考察と今後の取り組み
この研究で見いだされた登校問題に対する危険因子、保護因子をまとめると、以下の 4 点になります。
① 低学力、発達障害
② 不安や抑うつ、友達からの孤立
③ 学校風土の問題
④ 保護者と家庭の問題
つまり、登校の問題への対処には、①特別支援教育（低学力児への支援を含む）の充実、②児童生徒への心理教育（不安対処など）、
③学校風土の改善、④保護者への予防的働きかけ、の４点を重点として取り組む必要があります。
このことから、私たちは現在、2 つの取り組みを始めています。
１つは、磐田市の希望する中学校区における「学校風土の改善」と「不登校の初期対応システムの構築」を目的にしたプログラムの実施です。
科学的根拠の明らかな欧米のプログラムを参考にしたもので、我が国においての実効性を証明するべく、進んでいきたいと考えています。
もう１つは、我が国の学校風土を科学的に測定できる「学校風土尺度※」の開発です。（磐田市の調査で使った「学校風土」の尺度は暫定
版であり、標準化はされていません。）2016 年度中の開発を目標にして、現在標準化を進めています。
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