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Ⅰ　はじめに

　近年，義務教育における不登校（1年間に
30日以上欠席した）児童生徒と高校におけ
る中途退学者の問題は，深刻な教育課題と
なっている。文部科学省の学校基本調査
（2005）（1）によると，平成 16年度，国公私
立の小・中学校における不登校児童生徒は
123,317人〔前年度 126,212人〕（小学校
23,310人〔前 年 度 24,077人〕， 中 学 校
100,007人〔前年度 102,126人〕）在籍児童
生徒数に占める割合は 1.36％（前年度

1.15％）となっている。また，公・私立高校
における中途退学者数は合計 77,897人〔前
年度 81,799人〕で，年度当初の在籍者数に
占める割合（中途退学率）は，2.16％〔前年
度 2.20％〕となっている。数字の上では，
在籍者数に占める割合では高校生の中途退学
率は，小・中学校における不登校率の約 1.6
倍を示している。
　那須（1991）（2）は，中途退学者の学習意欲，
中学の成績，学習態度，入試成績，部活動加
入が低く，出席状況が悪いほど中途退学が多
いと述べている。
　中途退学事由の「学校生活・学業不適応」
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や「学業不振」に対する先行研究として，東
京都立教育研究所（1995）（3）の高校生の意識
と動向に関する縦断的研究がある。そのなか
では，非進級群は学年における欠席日数 21
日以上が 60％を占め，家庭生活，校内生活
の親和感が低く，校外生活に興味・関心が高
いという特徴があることが指摘されている。
　山口ら（2004）（4）は，進学校では部活動の
参加不参加が学校適応にあまり影響を与えな
いのに対し，非進学校では，部活動不参加生
徒は学習への動機づけ，教師への信頼的態度
が築きにくく，不適応に陥りやすいことが指
摘されている。
　以上のような文部科学省の調査や先行研究
はあるが，実際に中途退学と部活動加入との
関連について，多くの高校を対象に調査した
ものはなく，学校の属性などによる分析も明
確にされていない。そこで，本研究では中途
退学と部活動加入の関連について，学校の属
性から考えていきたい。

Ⅱ　調査方法

１．対象者
　大阪府を中心とする 114校，各校 1名の
計 114名の教員に調査を行った。

２．調査内容
　質問紙で校種，課程，学科，生徒構成，主
な進路傾向，学校規模（生徒数），部活動加
入率，文化部加入率，運動部加入率，中途退
学率の調査を行った。

３．時期
　2006年 4月下旬～7月下旬に調査を実施
した。

４．手続き
　質問紙は 1通ずつ封筒に入れて，大阪府
を中心とする 114校（校種は公立，私立，

課程は全日制，定時制，単位制，通信制，学
科は普通科，総合学科，工業科，商業科など
の幅広い高校），各校 1名の計 114名の教員
に手渡し，もしくは郵送した。

５．分析方法
　記入もれの質問紙を除いて分析を行った。
学校の属性による部活動加入率，文化部加入
率，運動部加入率と中途退学率との相関とｔ
検定を行った。

Ⅲ　結果

　配布数 114に対し，回収数 74（回収率
64.9％）であった。有効回答数 67（有効回
答率 90.5％）であった。

１．各加入率と中途退学率
　67校全体の平均で，高校生の約半数が何
らかの部活動に加入し，そのうちの 6割強
が運動部に加入し，文化部には 3割の生徒
が加入していることが分かる。また，中途退
学率は 5.46％（SD 7.32）で，文部科学省の
調査結果（2005）の 2.16％よりかなり高い
値を示した（表 1）。
　67校のうち，定時制や工業科の高校の占
める割合が文部科学省の調査より多かったこ
とが中途退学率の高さとして表出したと考え
られる。学校の属性で考えると，私立の中途
退学率 1.69（SD 1.65）は公立の中途退学率
6.74（SD 8.04）の 1/4である。
　今回，公立の中途退学率が高い理由は，中
途退学率が高い定時制および工業科がすべて
公立だったことが影響したと考えられる。ま
た，私立の中途退学率が低い理由は，すべて
全日制および普通科であり，4年制大学に進
学する傾向の高い高校が多かったことが影響
したと考えられる。
　定時制の部活動加入率，文化部加入率，運
動部加入率は全体の平均の 1/2であり，中途
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退学率はほぼ 3倍を示している。定時制の
部活動は，授業終了後の 21時以降に行われ
るため，参加する意欲が低く，疲労が大きい
ということが影響しているのではないかと考

えられる。　
　また，4年制大学に進学する傾向の高い高
校では部活動加入率，文化部加入率，運動部
加入率が高く，中途退学率が極めて低い値に

表１　各加入率と中途退学率

学校数 部活動加入率［%］ 文化部加入率［%］ 運動部加入率［%］ 中途退学率［%］

全　　　体 67 50.24（SD 21.03） 16.99（SD 11.44） 33.40（SD 16.02）  5.46（SD 7.32）

校　　種
公　　　立 50 50.11（SD 21.96） 17.57（SD 12.05） 32.70（SD 16.11）  6.74（SD 8.04）

私　　　立 17 50.61（SD 18.65） 15.30（SD  9.55） 35.44（SD 16.04）  1.69（SD 1.65）

課　　程
全　日　制 56 54.22（SD 19.40） 18.32（SD 11.42） 36.01（SD 15.63）  3.59（SD 5.31）

定　時　制 9 25.75（SD 14.96）  9.17（SD  9.06） 16.99（SD  7.43） 17.58（SD 7.32）

学　　科
普　通　科 34 51.71（SD 21.51） 16.03（SD  9.47） 35.85（SD 17.61）  3.67（SD 6.44）

工　業　科 18 44.99（SD 22.05） 14.41（SD  9.99） 32.55（SD 16.28） 10.19（SD 8.54）

生徒構成
共　　　学 61 50.08（SD 21.73） 16.24（SD 11.48） 34.00（SD 16.11）  5.92（SD 7.52）

女　　　子 5 48.30（SD 22.44） 23.19（SD  8.55） 25.11（SD 15.63）  0.88（SD 0.88）

進路傾向
4年制大学 17 63.92（SD 18.75） 20.68（SD  9.33） 43.24（SD 15.34）  0.30（SD 0.34）

就　　　職 23 39.75（SD 20.73） 13.69（SD  9.35） 26.21（SD 15.20） 12.14（SD 8.51）

図 1　学校の属性と部活動加入率 図 3　学校の属性と文化部加入率

図 2　学校の属性と運動部加入率 図 4　学校の属性と中途退学率



132 国立青少年教育振興機構研究紀要，第 10号，2010年

なっている （図 1～4）。

２．中途退学率の低群・中群・高群と各加入
率との関係
　中途退学率を低群（X≦平均値－0.5SD），
中 群（平 均 値－0.5SD＜ X＜ 平 均 値＋

0.5SD），高群（平均値＋0.5SD≦ X）と群
分けし，部活動加入率，文化部加入率，運動
部加入率との関連を調べた（表 2）。
　67校全体をみると，中途退学率の低群―
中群間では部活動加入率 1％水準，運動部加
入率 5％水準で低群のほうに，部活動加入率

表２　中途退学率の低群・中群・高群と各加入率との関係

全　体

学校数 中途退学率 部活動加入率 文化部加入率 運動部加入率

67
低群―中群 t（52）＝ 2.94，p＜.01 t（52）＝ 2.14，p＜.05
中群―高群 t（35）＝ 2.40，p＜.05 t（35）＝ 2.86，p＜.01
低群―高群 t（41）＝ 4.56，p＜.01 t（41）＝ 2.09，p＜.05 t（35）＝ 4.89，p＜.01

校　　種

公　立 50
低群―中群 t（35）＝ 2.22，p＜.05
中群―高群 t（29）＝ 2.66，p＜.05 t（29）＝ 2.98，p＜.01
低群―高群 t（30）＝ 4.39，p＜.01 t（30）＝ 2.09，p＜.05 t（30）＝ 4.38，p＜.01

私　立 17
低群―中群 t（15）＝ 2.39，p＜.05
中群―高群 高群のデータ「なし」 高群のデータ「なし」 高群のデータ「なし」
低群―高群 高群のデータ「なし」 高群のデータ「なし」 高群のデータ「なし」

課　　程

全日制 56
低群―中群 t（49）＝ 2.47，p＜.05
中群―高群
低群―高群 t（34）＝ 2.38，p＜.05 t（34）＝ 2.27，p＜.05

定時制 9
低群―中群 低群のデータ「なし」 低群のデータ「なし」 低群のデータ「なし」
中群―高群
低群―高群 低群のデータ「なし」 低群のデータ「なし」 低群のデータ「なし」

学　　科

普通科 34
低群―中群 t（28）＝ 2.84，p＜.01 t（23）＝ 2.53，p＜.05
中群―高群
低群―高群 t（24）＝ 2.83，p＜.01 t（24）＝ 2.85，p＜.01

工業科 18
低群―中群 低群のデータ「少ない」 低群のデータ「少ない」 低群のデータ「少ない」
中群―高群 t（15）＝ 2.41，p＜.05
低群―高群 低群のデータ「少ない」 低群のデータ「少ない」 低群のデータ「少ない」

生徒構成

共　学 61
低群―中群 t（46）＝ 2.92，p＜.01
中群―高群 t（34）＝ 2.47，p＜.05 t（34）＝ 3.03，p＜.01
低群―高群 t（36）＝ 4.65，p＜.01 t（36）＝ 4.56，p＜.01

女　子 5
低群―中群
中群―高群 高群のデータ「なし」 高群のデータ「なし」 高群のデータ「なし」
低群―高群 高群のデータ「なし」 高群のデータ「なし」 高群のデータ「なし」

進路傾向

4年制
大　学 17

低群―中群 t（15）＝ 3.41，p＜.01
中群―高群 高群のデータ「なし」 高群のデータ「なし」 高群のデータ「なし」
低群―高群 高群のデータ「なし」 高群のデータ「なし」 高群のデータ「なし」

就　職 23
低群―中群
中群―高群
低群―高群
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と運動部加入率の高さで有意差がみられた。
　また，中途退学率の中群―高群間では部活
動加入率 5％水準，運動部加入率 1％水準で
中群のほうに，部活動加入率と運動部加入率
の高さで有意差がみられた。
　同様に，中途退学率の低群―高群間で部活
動加入率 1％水準，文化部加入率 5％水準，
運動部加入率 1％水準で低群のほうに，部活
動加入率，文化部加入率と運動部加入率の高
さで有意差がみられた。
　公立では，中途退学率の低群―中群間では
部活動加入率 5％水準で低群のほうに，部活
動加入率の高さで有意差がみられた。
　また，中途退学率の中群―高群間では部活
動加入率 5％水準，運動部加入率 1％水準で

中群のほうに，部活動加入率と運動部加入率
の高さで有意差がみられた。
　同様に，中途退学率の低群―高群間では部
活動加入率 1％水準，文化部加入率 5％水準，
運動部加入率 1％水準で低群のほうに，部活
動加入率，文化部加入率と運動部加入率の高
さで有意差がみられた。
　私立（17校），女子高（5校），4年制大学
に進学する傾向の高い高校（17校）では，
中途退学率の高群に属する高校がなかった
（図 5～7）。

３．各加入率と中途退学率との相関
　67校全体では，中途退学率と部活動加入
率，運動部加入率の間では，1％水準で負の

図 5　67 校全体の中退率群と部活動加入率

図 7　67 校全体の中退率群と文化部加入率図 6　67 校全体の中退率群と運動部加入率
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相関があり，文化部加入率では 5％水準で負
の相関がみられた。
　特に，私立では中途退学率―運動部加入率
間より，中途退学率―文化部加入率間のほう
に負の相関があった。公立（50校）はすべ
て男女共学であるのに対し，私立は 17校中
5校が女子校であり，女子生徒の文化部加入
率が高いことが影響しているのではないかと
考えられる。同様に，商業科の中途退学率―
運動部加入率間より，中途退学率―文化部加
入率間のほうに負の相関があったことも説明
できる。
　中途退学率―部活動加入率間では，定時制
（9校），女子高（5校）を除き，負の相関
がみられた。中途退学率―文化部加入率間で
は，公立（50校），私立（17校），男女共学
校（61校）で，負の相関がみられた。中途
退学率―運動部加入率間では，私立（17校），
定時制（9校）女子高（5校），4年制大学に
進学する傾向の高い高校（17校）を除き，
負の相関がみられた。工業科は普通科より中
途退学率―運動部加入率間のほうに負の相関
があった（表 3）。

Ⅳ　考察

１．中途退学率と部活動（文化部・運動部）
加入率
　中途退学率と部活動加入率，文化部加入率，
運動部加入率の間には概ね負の相関があっ
た。学校の属性によって相違はあるが，中途
退学率と部活動加入率，文化部加入率，運動
部加入率の平均値，中途退学率の群分け（低
群，中群，高群），中途退学率と部活動加入率，
文化部加入率，運動部加入率の間の相関から
学校教育において部活動を推奨している現状
が理解できた。
　中途退学率―運動部加入率間には，中途退
学率―文化部加入率間より負の相関があっ
た。これは，先行研究になかった中途退学と
運動部・文化部の関係の相違を示すものと
なった。

２．中途退学率と部活動（文化部・運動部）
加入率との相似相関について
　部活動を通じて自己効力感や自尊感情が育
成され，体力や精神面での成長が促進される
ことによりストレス耐性が培われ，中途退学

表３　各加入率と中途退学率との相関

学校数 部活動加入率 文化部加入率 運動部加入率

全　　　体 67 －0.557，p＜.01 －0.309，p＜.05 －0.506，p＜.01

校　　種
公　　　立 50 －0.622，p＜.01 －0.362，p＜.01 －0.572，p＜.01

私　　　立 17 －0.489，p＜.05 －0.532，p＜.05

課　　程
全　日　制 56 －0.412，p＜.01 －0.386，p＜.01

定　時　制 9

学　　科
普　通　科 34 －0.479，p＜.01 －0.459，p＜.01

工　業　科 18 －0.713，p＜.01 －0.741，p＜.01

生徒構成
共　　　学 61 －0.586，p＜.01 －0.283，p＜.05 －0.563，p＜.01

女　　　子 5

進路傾向
４年制大学 17 －0.543，p＜.05

就　　　職 23 －0.548，p＜.01 －0.546，p＜.01
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率が低下する。また，部活動での充実感や達
成感が部活動以外の学習活動へと般化され，
学習意欲が向上し，中途退学率が低下する。
部活動の友だちがいることによる安心感や自
信が，情緒的不安を抑制し，学業に対する関
心や学習意識を高めて，中途退学率が低下す
る。
　以上のようなことが部活動の効用と予想で
きるが，今回の調査では全く検証することは
できない。
　浅川ら（2003）（5）は，中学校新入生の学校
適応に関する心理学的研究で，部活動への意
欲が学校適応感を高めることを述べている。
また，粕谷貴志・河村茂雄（2004）（6）は，部
活動が中学生の学校適応に及ぼす影響の研究
で，学習意欲低得点群において部活動へのモ
ラールが高いほど学校での承認度が高く，被
侵害・不適応得点が低い傾向を示したことを
あげている。山口らも高等学校における部活
動への参加と学校適応度との関連性に関する
研究で，部活動に参加している生徒は部活動
に参加していない生徒と比較して，有意に学
校適応がよかったと述べている。
　これらの先行研究から部活動には，学校適
応度や承認度と正の相関があるように思われ
る。しかし，学校適応度や承認度を向上させ
る学校施策は部活動だけではない。
　古口ら（2000）（7）は，中学校の学校ストレ
スの研究で部活動がストレッサーになること
を示し，女子生徒は男子生徒より有意傾向が
あることを述べている。部活動には学校適応
度，承認度や学校でのストレッサーなどの見
えない要因が多くあることを理解しておかな
ければならない。

３．部活動（文化部・運動部）の先行研究と
関連について
　那須（1991）は，高校中途退学者の中退
要因と学習，生活の実態に関する研究で中途
退学者の部活動参加が低いことをあげてい

る。さらに，進学校の部活動への参加不参加
は学校適応に影響を及ぼさない。非進学校の
部活動への不参加生徒は学習への動機づけが
低く，教師への信頼的な態度が築きにくく，
全般的に不適応であったことをあげている。
中途退学率と部活動加入率の間に負の相関が
あったことは，先行研究とほぼ一致するので
はないかと考えている。しかし，4年制大学
に進学する傾向の高い高校では，中途退学率
の低群―中群の間で，部活動加入率で 1%水
準の有意がみられ，先行研究とは異なる結果
となった。

Ⅴ　結論

　本研究は，中途退学と部活動（文化部・運
動部）加入との関連について，学校の属性に
着目した。
　部活動は，学校生活をより充実し，豊かに
することを目的とする活動である。しかし，
生徒にとって部活動がストレッサーになり，
高校中途退学の原因にならないようにしなけ
ればならない。そのために，部活動の参加不
参加は生徒自身が選択でき，自分の意志で入
退部が可能で比較的安全な場でなければなら
ない。部活動を指導する教員は，部活動での
人間関係，指導計画や指導方法などといった
ことに細心の注意を払い，生徒にとって部活
動がストレスにならないように心がけなけれ
ばならない。
　高校中途退学については，その学校の風土
や歴史，施策（各教科に属する科目，特別活
動〈ホームルーム活動，生徒会活動，学校行
事〉，総合的な学習の時間）などが大きく影
響する。また，生徒自身の学習意欲やストレ
ス耐性などのさまざまな要因を含むため，多
面的な研究が必要になる。
　部活動（文化部・運動部）は学校施策の 1
項目であり，高校中途退学との関連を推察す
るには不十分である。今後は，部活動尺度を
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作成して因子構造などを分析していきたい。
加えて，多くの学校施策や生徒個人レベルの
心理的側面と高校中途退学との関連を調査・
研究していきたい。
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