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「朝日中退予防ネットワーク」での活動について

このたびは当ネットワークに関心を持っていただき、ありがとうござ
います。
当ネットワークはオンライン上の研究会です。教育関係者が集って

「中退予防」に関する研究や成功事例等を共有し、体系化に取り組みま
す。
めざすところは、若者が安易に中退を選ぶようなことがない学校や社

会のあり方を模索し、教育機関が提供する豊かな学びを享受した若者が
自身のキャリアを積極的に形成していけるようサポートしていきたい、
というものです。
「中退を予防すること」の意義を社会の共通理念とするよう、社会発

信もしていきます。

■会員になってできること
（大学、短大、専門学校、高校、高専、サポート校の教職員、
教育行政機関、教育系NPO,NGOの職員が対象です）

１．オンラインサロンに参加できます
参加申し込みいただいた方はFacebook上の非公開ページにご招待し

ます。中退予防に関する研究や実践を行っている委員から、定期的にコ
ラムや参考文献などが掲載されますので、それについて皆で議論したり、
関連情報を持ち寄ったりし、「集合知」を形成していきます。

２．オンラインセミナーを視聴できます
サロンに掲載するコラムなどのテーマと呼応させた形で、年間14回程

度のセミナーを開催する予定です。具体的な中退予防対策や研究成果を
学べる内容で、委員らが登壇。中退率を下げた実例や押さえるべきポイ
ント、高校生の進路決定の際に注意するべき点や、高校と高等教育機関
が連携すべき点などを話します。第１回は４月17日(土)13時からです。

３．個別相談（別途有料）
団体会員、個人会員にかかわらず、学校として会員になった場合は、

中退予防に必要な初年次教育、修学支援、データ分析など、委員が個別
相談に応じます。

2021年３月５日
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2021年度の学びについて

活動の初年度のめざすところを明確にし、そのために段階的に取りく
む課題を整理した年間スケジュールを組んでいます。当ネットワークで
１年間活動いただくことで「中退予防」に関する専門知識・スキルを身
につけていただけると考えております。

■中退問題は３領域
各領域にそれぞれファシリテーターを置き、議論を深め、「果実（集

合知）」を実らせていきます。
①大学・短大・専門学校からの中退について
②高校と大学等高等教育機関との接続（高大接続）について
③高校・高専からの中退について

■活動のサイクル
議論が活発に行われ，実り多きものになるように、オンラインサロン

内での情報発信・議論と、オンラインセミナーが相乗効果を発揮するよ
う組み立てていきます。月ごとにメインとなる「テーマ」を設定。１年
間を通して各領域のまとめができるようになっています。

なお、１カ月間の基本となる流れは以下です。コラム掲載のタイミング
を把握していると、議論の流れがつかみやすくなります。

毎月１週目（第１木曜）：委員のコラムや小論文掲載
→ ２週目 ：関連書籍や資料の紹介
→ ３週目 ：オンラインセミナー
→ ４週目 ：クロージングと翌月のテーマについて

※投稿されるトピックには「ハッシュタグ（＃）」がつけられます
ので、いつでも検索可能です。

このサイクルを踏まえた上で、次ページ以降の各領域ごとの年間スケ
ジュールをご覧下さい。
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2021年度の学び：大学･短大･専門学校からの中退について

大学・短大・専門学校からの中退について、「中退ゼロ」の理想状態
とはどういう状態なのかを考え、課題を探っていきます。この領域では、
宮本みち子委員長、山本繁副委員長、合田哲雄・アドバイザーのほか、
研究・実践経験のある委員が８名います。ファシリテーターは白鳥成
彦・嘉悦大学教授です。

お名前 肩書 経歴

委員長 宮本　みち子
放送大学名誉教授

千葉大学名誉教授

非正規雇用、生活困窮者・貧困、社会的孤立等の問題について、日本及び国際比

較の研究に従事。社会保障審議会委員、中央教育審議会委員、子どもの貧困対

策に関する検討会座長等を歴任。著書に「若者が《社会的弱者》に転落する」他。

副委員長 山本　繁 大正大学特命教授

社会起業家。若年無業者の支援を行ってきた中で2007年から中退予防に取り組

み、大学などで中退者を減らしてきた。又、中央教育審議会の委員なども歴任。高等

教育のあり方を提言している。１７年から現職

アドバイザー 合田　哲雄
文部科学省科学技術

・学術総括官

福岡県教育庁高校教育課長のほか、文部科学省において2008年と2017年の学

習指導要領改訂や高校修学支援制度などを担当

ファシリテータ－ 白鳥　成彦 嘉悦大学教授

経営経済学部教授 兼 FD・IR推進室室長。大学における中退がなぜ起きるのか、ど

う防止できるのかを考え、デザインと人工知能研究をベースにおいた教学施策、中退

防止施策の実践を行っている

池本　修悟
首都圏若者サポートネット

ワーク事務局長

2017年、「社会的養護」と呼ばれる公的な支援のもとで育った子ども・若者たちが、社

会のなかで自らの力を発揮して生きていくことを応援する民間のネットワーク「首都圏若

者サポートネットワーク」を設立。委員長は宮本みち子先生。

木枝　暢夫 湘南工科大学副学長
東京工業大学大学院修了後、同大学助手を経て、1993年に湘南工科大学へ移

る。2013年から工学部長として教育改革を推進し、中退率を半減させた

桑木　康宏
学びと成長しくみデザイン

研究所代表

2001年、九州工業大学 情報工学部卒業。瀬戸内グローバルアカデミー 教学担当

理事。日本高等教育開発協会 正会員・事務局。九州アプリチャレンジキャラバン発

起人。多くの大学で教学マネジメントの支援を行っている。

沢崎　達夫 目白大学学長

筑波大、大正大を経て、2000年から目白大教授。14年、15年と特命学長補佐とし

て中退対策を推進し、中退率を大幅に減少させた。18年から現職。専門はカウンセリ

ング心理学。長く教育相談、学生相談に関わってきた。

白崎　雄吾
ビジネス・ブレークスルー大学

事務局長

リクルートグループを経て、100%オンライン授業のBBT大学（文部科学省認可）統

括に携わり、教員採用やカリキュラム開発に従事する。スポーツチームの研修講師とし

ても活動。アスリートのセカンドキャリアを支援する「APOLLO PROJECT」理事。

高石　恭子 甲南大学教授

専門は臨床心理学。学生相談室カウンセラーとして長く学生と親の相談に従事し、発

達障害の学生への支援の研究も行ってきた。文部科学省の有識者会議委員などを

歴任。2019年より日本学生相談学会理事長

平田　豪成 まなばんば葉山代表

1983〜2019年、滋慶学園グループで教育改革・組織変革に取り組む。2017年よ

り、現職。神奈川県葉山町で、小学生の生きる力を育むアフタースクールを主催。著

書に「中退０(ゼロ)の奇跡へ――　組織変革３つの原則　20のセオリー」

「大学・短大・専門学校からの中退について」を担当する委員の先生方
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2021年度の学び：大学･短大･専門学校からの中退について

目標：
学生、大学・短大・専門学校、教職員が納得する中退ゼロの実現
・進学ミスマッチをなくすことで、望まぬ中退を減らす
・高校生の段階で、進路について十分な気づきや学びを深められる
進路学習や学生募集・入学者選抜、入学前教育を実現する

初年度の目指す成果 → 中退ゼロの状態とそれに対する課題の共有
・中退ゼロとはどのような状態なのか共通認識をつくること
・中退ゼロを目指すための現状の課題を整理・共有すること

サロンが生み出す成果（サロン参加で得られるメリット）
・他組織における取り組みを共有
中退ゼロにむけて、課題解決のためのグッドプラクティスを共有

・自組織における課題・取り組みの明確化、フィードバック
自組織における課題・取り組みをメンバーと共に明らかにしていく

・参加メンバー間での共有と問題解決
参加メンバーで中退をゼロにする活動を共有し、皆で取り組む

【２年目以降の進行イメージ】

2022年度 中退を予防する行動の共有
→ １年目に整理した課題を解決する行動の共有

2023年度 アクションしよう！
→ アクションワークショップ



2021年度の学び：大学･短大･専門学校からの中退について

今起きている「中退」の基本的な情報や構造を把握し、課題を共有。

「中退ゼロ」という理想の状態はどういうことなのか、考えていきます
・「中退ゼロ」の理想状態と課題の共有
・日本における中退予防知識と行動の共有

※予定は変更の可能性があります

月 テーマ

設立シンポ

2021年4月
大学・短大・専門学校からの中退の現状と課題

コラム＆セミナー

５月

初年次教育・教学施策として解決したい課題１

：初年次教育における学業不振等とその解決方法

：卒業後の職業イメージが明確な学科における中退

コラム＆セミナー

７月

初年次教育・教学施策として解決したい課題２

：初年次教育における学業不振等とその解決方法

：卒業後の職業イメージが多様な学科における中退

コラム＆セミナー

９月
初年次教育・教学施策として解決したい課題３

：職員中心のアプローチ

コラム＆セミナー

11月
カウンセリングから解決したい課題

：学校生活不適応の解決

コラム＆セミナー

2022年1月
中退における経済的問題の整理

コラム＆セミナー

３月

教学マネジメントと中退問題

：中退問題のPDCA、教学IRと中退

：組織的な取り組みと情報共有



2021年度の学び：高校と大学等高等教育機関の
接続について

高校３年間と大学や短大、専門学校の在籍期間を合わせた年限で、成
長を最大化する高校と大学・短大・専門学校の接続（高大接続）の実現、
を目標の柱として、進学のミスマッチをなくし、学生本人が自身のキャ
リア形成に気づきを得るような社会をめざします。そのために、高校と
大学等高等教育機関の教職員が、安心して、忌憚なく意見を交わせる場
を作っていきます。ファシリテーターは倉部史記・NPO法人NEWVERY
理事が務めます。委員は７名です。

お名前 肩書 経歴

委員長 宮本　みち子
放送大学名誉教授

千葉大学名誉教授

非正規雇用、生活困窮者・貧困、社会的孤立等の問題について、日本及び国際比

較の研究に従事。社会保障審議会委員、中央教育審議会委員、子どもの貧困対

策に関する検討会座長等を歴任。著書に『若者が《社会的弱者》に転落する』」他。

副委員長 山本　繁 大正大学特命教授

社会起業家。若年無業者の支援を行ってきた中で2007年から中退予防に取り組

み、大学などで中退者を減らしてきた。又、中央教育審議会の委員なども歴任。高等

教育のあり方を提言している。１７年から現職

アドバイザー 合田　哲雄
文部科学省科学技術

・学術総括官

福岡県教育庁高校教育課長のほか、文部科学省において2008年と2017年の学

習指導要領改訂や高校修学支援制度などを担当

ファシリテーター 倉部　史記
NPO法人

NEWVERY理事

主体的な学習者を育てる高大接続の環境整備が重要という観点から全国の高校、

大学、NPOなどと連携してプログラム開発や情報発信を行う。著書に『ミスマッチをなく

す進路指導』（ぎょうせい）ほか

高校・高専中退

兼任
内田　康弘 愛知学院大学専任講師

専門は教育社会学。通信制高校・サポート校や居場所支援など、多様な学びの場へ

のフィールドワークに基づく研究に従事。論文に「サポート校生徒は高校中退経験をど

う生き抜くのか」（2015年『子ども社会研究』）など。

飯塚　秀彦 国立教育政策研究所

群馬県の公立学校で教員として長くキャリア教育・進路指導に携わる。伊勢崎市立

四ツ葉学園中等教育学校では、生徒達が中退率などをリサーチして大学へインタ

ビューする「大学突撃取材」などをはじめ、ユニークなキャリア教育を展開。偏差値や知

名度だけではなく、大学の真の実力を見極める取組を進めてきた。

一ノ瀬　大一 九州産業大学学生係長

全学共通カリキュラムである「KSU基盤教育」や育成型入試の導入など、中退予防に

関する13件のプロジェクトで中心的役割を担ってきた。その結果、同大学の中退率は

5年連続減少している。

杉岡　秀紀 福知山公立大学准教授

大学コンソーシアム京都高大連携推進室コーディネータ、京都府教育委員会WWLコ

ンソーシアム運営委員のほか、京都府立鳥羽高校、兵庫県立生野高校などの探究

学習に関わる。

西村　準吉
佼成学園女子中学高等学

校教頭・学園統括進路指

導部長

進路指導に長く取り組んできた。OB・OGの大学生がチューターとなって後輩の進路相

談や学習指導にあたる、教育研究が充実した遠方の大学を生徒に体感させる、第一

志望だけではない「最高の併願校」を考えさせるなど、様々な取組で生徒の進路実現

の支援を展開している。

浦部　ひとみ
東京都立

葛飾総合高等学校

進路多様校を中心に都立高校で長くキャリアを積む。教育委員会や各種の行政機

関、NPOと連携しながら、進路指導・キャリア教育の充実に取り組んできた。都高等学

校進路指導協議会事務局次長も務め、精力的に問題提起や発信を行っている。

「高校と大学等高等教育機関との接続について」を担当する委員の先生方
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2021年度の学び：高校と大学等高等教育機関の
接続について

目標：
成⻑を最大化する⾼校と大学等⾼等教育機関の接続（⾼大接続）の実現
・進学ミスマッチをなくすことで、望まぬ中退を減らす。
・高校生の段階で、進路について十分な気づきや学びを深められるような
進路学習や学生募集・入学者選抜、入学前教育を実現する。

初年度の目指す成果 → 問題提起と、対話の場づくり
・高校と大学・専門学校の関係者が対等な立場で課題や悩みを共有できる
場の創設

・高校生の進路検討に関する課題の抽出と整理
・サロンメンバー間の相互協力による効果的な高大接続教育の実践

サロンが生み出す成果（サロン参加で得られるメリット）
【高校・大学等高等教育機関関係者共通】
・進学の過程で生じる中退について、エビデンスに基づいたアクションを
立案できる人材を育成できる

・長期的な視点で経営と教育を考えられる人材を育成できる
・外部組織を巻き込める人材を育成できる
・所属組織を動かすスキルを磨くことができる

【大学・短大・専門学校】
・高大接続についての基本的な知識・スキルを組織として学習できる
・高校と長期的な信頼関係を築く方法を学べる
・中退予防を踏まえた、持続可能な学生募集を企画・立案・実行できる人
材を育成できる

・次世代の大学改革を担うエース人材を育成できる
【高校・高専】
・中長期的な視点に立ったキャリア教育および進路指導を実現し、自校の
教育上の特色にできる

・大学と長期的な信頼関係を築くことで、生徒の学びや進路選択のあり方
をより豊かにできる

・3年間を通じた進路指導を、より効果的に実行できるようになる
・進路決定後の生徒も最後まで真剣に学び続ける進路指導を実現できる
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2021年度の学び：高校と大学等高等教育機関の
接続について

※予定は変更の可能性があります

月 テーマ

設立シンポ＆コラム

2021年4月

（現状の共有）

「高校と大学、専門学校、それぞれの課題を共有する」

コラム＆セミナー

６月

（現状の共有）

大学等の中退者に欠けていたのは高校時代の学習機会

コラム＆セミナー

８月

（事例から考える）

後悔しない大学進学のために進路指導部がやったこと

コラム＆セミナー

10月

（事例から考える）

大学が高校生の学びに提供できるもの

　　　　　　　――探究学習と高大連携

コラム＆セミナー

12月

（事例から考える）

「大学突撃取材」は生徒達をどう変えた

コラム＆セミナー

2022年2月

（若者を知る）

大学に進学するのは「普通の高校」の生徒だけですか？

　　　　　――通信制高校・サポート校から得られるヒント



2021年度の学び：高校･高専からの中退について

高等学校・高等専門学校からの中退について、集合知の形成を目指し
ます。家庭環境や経済状況など個々の複雑な事情が絡むケースが多々あ
る中で、教育機関には何ができるのか。この領域での研究はあまり多く
ないため、初年度は現状の把握や課題の分析を中心に行います。この領
域のファシリテーターは教育プランナーの羽田野祥子さん、委員は８名
です。

お名前 肩書 経歴

委員長 宮本　みち子
放送大学名誉教授

千葉大学名誉教授

非正規雇用、生活困窮者・貧困、社会的孤立等の問題について、日本及び国

際比較の研究に従事。社会保障審議会委員、中央教育審議会委員、子どもの

貧困対策に関する検討会座長等を歴任。著書に『若者が《社会的弱者》に転落

する』」他。

副委員長 山本　繁 大正大学特命教授

社会起業家。若年無業者の支援を行ってきた中で2007年から中退予防に取り組

み、大学などで中退者を減らしてきた。又、中央教育審議会の委員なども歴任。

高等教育のあり方を提言している。17年から現職

アドバイザー 合田　哲雄
文部科学省科学技

術

・学術総括官

福岡県教育庁高校教育課長のほか、文部科学省において2008年と2017年の

学習指導要領改訂や高校修学支援制度などを担当

ファシリテーター 羽田野祥子 教育プランナー

宮崎県キャリア教育コーディネーター、日南市巡回相談員など兼任。教育行政と連

携して小中高のキャリア教育や探究活動、不登校の子どもたちの支援など様々な

分野で現場と仕組み作りの両面に携わっている。

荒井優
札幌新陽高等学校

校長

ソフトバンク入社後、グループ企業の役員を歴任。2016年から現職。同校の中退

率を激減させる。2019年より佐賀県にある学校法人東明館学園理事長を兼任。

磯村元信
八王子拓真高等学

校校長

2008〜18年、学び直しのための教育を行う都立高校（エンカレッジスクール）の

校長として中退率を激減させた。19年から現職。中退防止を最重要課題として、

学び直し、特別支援教育の高校への普及・啓蒙を推進するために教員集団の意

識改革に努めている。

井村良英
認定NPO法人育て

上げネット執行役員

高校を中退し少年院を経験した若者も含め、10代専任のキャリアコンサルタントとし

て、教育機関内・外で若者自立支援に従事。東京都教育庁都立学校「自立支

援チーム」スタッフ研修統括スーパーバイザーもつとめている。

「高校と大学等

接続」と兼任
内田　康弘

愛知学院大学専任

講師

専門は教育社会学。通信制高校・サポート校や居場所支援など、多様な学びの

場へのフィールドワークに基づく研究に従事。論文に「サポート校生徒は高校中退

経験をどう生き抜くのか」（2015年『子ども社会研究』）など。

梶野光信
東京都教育庁地域

教育支援部主任社

会教育主事

2012年、都立高校の中途退学者を対象に追跡調査を担当。結果を踏まえ、中

途退学の未然防止と都立高校生の学校から職業への円滑な移行を支援するた

め、東京都独自の制度「ユースソーシャルワーカー」を発案し、毎年3000人以上の

都立高校生の生活・福祉・進路の支援に取り組む。

日野公三
明蓬館高等学校

校長・理事長

発達障害の生徒のための補習支援・伴走センターSNEC（すねっく、スペシャルニー

ズ・エデュケーションセンター）を全国18か所に開設している。著書に「発達障害の

子どもたちの進路と多様な可能性（WAVE出版）」

松本智春
川崎市立高津高等

学校（定時制）教

諭

市内中学校から定時制へ異動。中学校から送り出した生徒の多くが退学している

ことに衝撃を受ける。中退防止策としてキャリア教育に希望を見出し、最近では地

域の協力を得て「TEAM NETSUGEN」を立ち上げ、地域ぐるみのキャリア教育を

模索中。

「高校・高専からの中退について」を担当する委員の先生方
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2021年度の学び：高校･高専からの中退について

目標：中退を自己責任で終わらせない社会の実現
・望まぬ中退を引き起こす構造的な問題を明らかにする
・望まぬ中退を防ぐための高等学校・高等専門学校および関係機関の取
り組みを集合知化し、広く展開する

初年度に目指す成果 → 議論の土台作り
・中退の現状の見える化
→どんな高校生がどのような経緯で中退に至っているのか整理分析

・中退を取り巻く課題や理想状態についての意見交換、整理

サロンが生み出す成果（サロン参加で得られるメリット）
・自分の持っている経験や課題の整理ができる
・他者の持っている知識や経験の情報を得ることができる
・委員および参加者の見識や事例を通じて考え方や実践のヒントを得
ることができる

【年間の流れのイメージ】
•実態の把握（議論の土台作り）
中退のケース（どんな高校生がどんな高校生活を経て中退に至って
いるのか）を収集する。委員やサロンメンバーに定量情報（データ
分析など行っていれば）や定性情報（事例や経験談）を提供しても
らい、中退要因の分類や体系化を図る。研究資料や文献など、参考に
なりそうな資料についても情報収集を行い、互いに紹介しあう。

•あるべき姿と課題の検討
上記の実態把握を踏まえて、どのような高校生活・卒業時の姿が理想
なのか、高校の果たすべき役割とは何なのか、中退に至るにはどんな
課題があるのか、洗い出し、検討する。

•解決策の検討
委員を中心に事例を提供してもらいながら、高校中退予防の具体策や
おさえるべきポイントについて研究する

４月

10月

１月
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2021年度の学び：高校･高専からの中退について

この領域では、オンラインセミナーは高校の教職員の皆様がご参加しや
すい７月下旬と３月下旬に開催予定です。それ以外は、下記のタイミン
グでコラムを掲載していきます。

※予定は変更の可能性があります

（ご参考）２年目以降は以下のような学びを予定しています。
【２年目】解決の方向性やポイントを把握（集合知化）
【３年目】高校中退予防の議論に、高校関係者や社会を

広く巻き込む

月 テーマ

設立シンポ

2021年4月

高校中退の現状と課題

　中退率が高かった高校で起きていたこと

コラム

６月

数字で見る中退の現状と課題

　公立高校のデータを基に高校中退を俯瞰する

セミナー

７月

学力不振・意欲の低下とどう向き合うか

　高校生の実態と現場の試行錯誤を紐解く

コラム

９月

一人ひとりの教員ができること

　現場の教員として何を見て、どう行動してきたか

コラム

11月

キャリア形成と、社会との接続

　出口から高校の役割や課題を考える

コラム

2022年1月

新学習指導要領から見る高校の役割と課題

　学校への要求が増える中で優先すべきことと

セミナー

３月
これまでの活動報告とアウトプット



2021年度の学び：全体スケジュール

委員がオンラインサロンに投稿するコラムやセミナーでの話をきっか
けとして、忌憚ない議論が交わされるようファシリテートしていきます。
表中の①～③は以下の領域を示します
①大学・短大・専門学校からの中退
②高校と大学等高等教育機関との接続

③高校・高専からの中退について

※予定は変更の可能性があります

月 テーマ アクション 内容

2021年4月 ①②③現状把握
設立記念シンポ

②はコラムも

①大学中退の現状と課題

②高校と大学、専門学校、それぞれの課題を共有する

③高校中退の現状と課題

５月 ①初年次・教学 コラム＆セミナー
①初年次教育・教学施策として解決したい課題１

　卒業後の職業イメージが明確な学校の場合

６月 ②③現状把握
②コラム＆セミナー

③コラム

②大学中退者に欠けていたのは高校時代の学習機会だった

③数字で見る中退の現状と課題　公立高校のデータを基に高校中退を俯瞰する

７月
①初年次・教学

③現状把握
コラム＆セミナー

①初年次教育・教学施策として解決したい課題２

　　　卒業後の職業イメージが多様な学校の場合

③学力不振・意欲の低下とどう向き合うか

８月 ②事例から考える コラム＆セミナー 後悔しない大学進学のために進路指導部がやったこと

９月
①初年次・教学

③現状把握

①コラム＆セミナー

③コラム

①初年次教育・教学施策として解決したい課題３　職員中心のアプローチ

③一人ひとりの教員ができること　現場の教員として何を見て、どう行動してきたか

10月 ②事例から考える コラム＆セミナー 大学が高校生の学びに提供できるもの  探究学習と高大連携

11月
①個別対応

③課題の検討

①コラム＆セミナー

③コラム

①カウンセリングから解決したい課題　学校生活不適応の解決

③キャリア形成と、社会との接続　出口から高校の役割や課題を考える

12月 ②事例から考える コラム＆セミナー 「大学突撃取材」は生徒達をどう変えた

2022年1月
①経済的支援

③課題の検討

①コラム＆セミナー

③コラム

①中退における経済的問題の整理

③新学習指導要領から見る高校の役割と課題

２月 ②若者を知る コラム＆セミナー
大学に進学するのは「普通の高校」の生徒だけですか？

　　　　　　　　　　　　　〜通信制高校・サポート校から得られるヒント

３月
①PDCA

③年度まとめ
コラム＆セミナー

①教学マネジメントと中退問題　中退問題のPDCA、教学IRと中退など

③これまでの活動報告とアウトプット


