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「朝日中退予防ネットワーク」での活動について

朝日中退予防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

会のあり方の提案と、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く、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
当会は、大学や短大、専門学校、高校やサポート校の教職員、
教育行政機関、教育系NPO,NGO等に関わる教育関係者が対象です。
ご入会いただくと下記の学びを享受できます。

１．オンラインサロンに参加できます
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投稿さ
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．オンラインイベントに参加できます
オンラインセミナーやワークショップなどが毎月１回以上開催されま

す。具体的な中退予防対策や研究成果などを学べる内容です。また、
ワークショップなどより具体的な施策を体感できるイベントも計画中で
す。コロナ禍がおさまれば、リアルに集まる場も設定したいと考えてい
ます。

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、入学前教育、データ分析、組織作り等、
委員が個別相談に応じます。
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2022年度の学びについて

活動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。

■主な活動
オンラインセミナー：約９０分。テーマに合わせた委員らが登壇。
基本的な考え方、実践例を学ぶ事ができます。
ワークショップ：約６０～９０分。参加者がワークできるイベント。
セミナーやコラムで学んだ内容をより理解するのに役立ちます。
コラム：オンラインサロン内にファシリテーターや委員が定期的に投
稿します。セミナーやワークショップとも連動した内容です。

■扱うテーマが自分の関心事なのか、一目で分かるタグ付け機能
初年度は３領域（【大学中退】【高大接続】【高校中退】）に分けて

活動してきましたが、今年度からは領域ではなく、テーマの内容によっ
てわかりやすいタグ付け機能を強化します。ご自身の関心事に合わせて
オンラインイベントや投稿コラム等をご活用下さい

＜タグ付け例＞＃初年次教育 ＃入学前教育 ＃個別面談 ＃FD
＃SD ＃IR ＃オープンキャンパス ＃リメディアル教育
＃探究学習 ＃経済的支援 ＃進路指導 ＃アスリート学生
＃教職協働 ＃キャリア教育（大学編、高校編） などなど

■活動のサイクル
コラムやイベントが相乗効果を発揮するよう、月ごとにメインのテー

マがあり、各月第１木曜にテーマにそったコラムを投稿します。また、
コラムやイベントのお知らせには「ハッシュタグ（＃）」をつけていま
すので、ご関心あるテーマかどうかの目安になります。サロン内でのコ
ラム検索も可能です。

毎月１週目（第１木曜）：委員らからコラム等の投稿
→ ２週目 ：関連書籍や資料の紹介や小イベント
→ ３週目 ：オンラインセミナー
→ ４週目 ：小イベントやクロージング
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2022年度：年間スケジュール ※予定は変更する場合があります
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月 イベント ファシリテーター 内容・登壇者

白鳥成彦先生

倉部史記さん

　予測不可能な時代、若者の学びをどう保障するか

　　①組織の壁を越えて、若者を育てる：白鳥先生×一ノ瀬大一さん、高原幸治さん

　　②風土を変え、先生たちも元気にする高校作り：倉部さん×磯村元信先生、梶野光信さん

白鳥先生 　中退しそうな学生の早期発見と対応――大正大学と嘉悦大学の事例から　：山本繁先生

倉部さん 　理想の高大接続を考える：一ノ瀬大一さん

倉部さん 　総合型選抜に対し、大学が考えていること：高原幸治さん、山本繁先生

白鳥先生
　初年次にキャリアデザイン力を身につける――大学生活から卒業後まで考えさせる

　：木枝暢夫先生（湘南工科大学学長）、高橋宏先生（湘南工科大学学生部長）

倉部さん 　大学の中退率の調べ方

白鳥先生 　学生の環境作り（１）クラスづくり、担任制を考える――「安全安心な場」の創出：山本啓一先生（北陸大学教授）

倉部さん 　就職率や資格合格率など、大学のデータを使った進路アドバイス

白鳥先生 　学生の環境作り（２）入学前から卒業まで長期的に考える

倉部さん 　探究学習（１） 地域の力を活用する

倉部さん 　探究学習（２） 大学の力を活用する

白鳥先生 　ＦＤを考える（１）中退予防視点を盛り込んだ研修

倉部さん 　高校・大学・専門学校による、高大接続実践発表会

白鳥先生 　ＦＤを考える（２）組織的継続的な施策について

倉部さん 　部活での成長を進路選択に繋げる

白鳥先生 　学生データを使った中退予防策――ＩＲの有効活用

白鳥先生 　＜実践編>学生データを使った中退予防策――ＩＲの有効活用

倉部さん 　スポーツ系高校生向け進路検討ワークショップ

白鳥先生 　アカデミックアドバイジングとカウンセリング――リスクのある学生への対応方法：

倉部さん 　卒業後を見据えたキャリア教育と進路指導

白鳥先生 　＜実践編＞アカデミックアドバイジング――リスクのある学生への対応方法

11月

オンラインフォーラム

オンラインセミナー

第３週に開催予定

オンラインセミナー

第３週に開催予定

＃大学中退予防　#教学的施策　＃ＦＤ

＃大学中退予防　＃ＦＤ　＃教学的施策

＃キャリア教育　＃部活　＃高大接続　#進路指導　＃高校生の進路選択　#先生支援
12月

オンラインセミナー

中旬に開催予定
＃高大接続　#探究学習　＃進路指導　＃総合型選抜　＃大学入試　#先生支援

２月

オンラインセミナー

中旬に開催予定
＃キャリア教育　＃進路指導　＃高大接続　#高校の先生支援

３月

＃キャリア教育　＃部活　＃高大接続　#進路指導　＃高校生の進路選択　#先生支援

2023年

1月
＃大学中退予防　＃大学IR　＃教職協働　＃教学的施策

ワークショップ

第４週に開催予定

＃大学中退予防　＃教学的施策　＃アカデミックアドバイジング　＃個人面談　＃経済的施策

オンラインセミナー

第３週に開催予定

ワークショップ

第３週に開催予定

＃大学中退予防　＃大学IR　＃教職協働　＃教学的施策

オンラインセミナー

第３週に開催予定

＃大学中退予防　＃教学的施策　＃アカデミックアドバイジング　＃個人面談　＃経済的施策

ワークショップ

中旬に開催予定

オンラインセミナー

第３週に開催予定

オンラインセミナー

19日
＃大学中退予防　＃教学的施策　＃クラスづくり　＃担任制　

９月

10月

＃探究学習　＃学生募集　＃高校生の進路選択　#先生支援

＃探究学習　#地域連携　＃高校生の進路選択　#先生支援

＃大学中退予防　#教学的施策　 #社会的施策　 ＃キャリア教育

８月

ワークショップ

25日
＃進路指導　＃高校生の進路選択

オンラインセミナー

中旬に開催予定

オンラインセミナー

第３週に開催予定

2022年

4月

５月

オンラインセミナー

20日

ワークショップ

28日

#大学中退予防　#教学的施策　＃初年次教育　#早期発見　＃教職協働

＃高大接続　＃オープンキャンパス　＃大学入試　＃キャリア教育　＃進路指導　＃高校生の進路選択　#先生支援

＃大学中退予防　＃教職協働　＃入学前教育　＃入試　＃高校中退予防　＃高校教育改革　＃キャリア教育　#先生支援

オンラインセミナー

17日

６月
オンラインセミナー

23日
＃高大接続　＃総合型選抜　＃大学入試　＃入学前教育

７月

オンラインセミナー

8日

ワークショップ

23日

＃大学中退予防　＃初年次教育　#教学的施策　 #社会的施策　＃キャリア教育

＃進路指導　　＃高校生の進路選択



2022年度の学び：白鳥ファシリテーターから

中退を防止するためには、教学的施策、社会的施策、経済的施策の3つを複
合的に、かつ、施策を管理していく組織と実施する教職員が連動して行っ
ていく必要があります。本サロンでは、中退施策というその性質上、他組
織への公開が難しい知見をサロン内において共有し、委員やネットワーク
内のメンバーと共に実践していきます

目標：中退を予防する行動の共有
・中退を解決する具体的な行動の共有
・自組織で行う中退につながる問題・課題の発見
・学生を成功に導くための組織、枠組み作りの促進

サロンが⽣み出す成果（サロン参加で得られるメリット）
2021年度は教学的施策・社会的施策・経済的施策・組織的な取り組み、

という中退防止施策における総論を紹介してきました。2022年度は中退を
防止するためにより具体的なテーマを設定し、そのテーマに基づいた施策
を紹介すると共に、自組織にそれら施策をどのように採り入れて取り組め
ば良いのか、ネットワーク内で考えていきます。例えば、個々の教職員が
学生に対してどのように面談をしていくのか。教職員と経営陣にとって
データを利用してどのように施策を評価するのか。事例を引いて考えてい
きます。

< 大学・短大・専門学校の教職員の方々にむけて＞
学生・生徒と直接向き合っている皆さんにとって、どのような中退防止

の施策を行うべきなのか、を知ることができます。それと同時に、個々の
学生・生徒に対して、どのように向き合い、接していけばいいのか、具体
的なハウツーを共有いたします。

<大学・短大・専門学校の経営陣の方々にむけて＞
中退防止の施策を組織的に、そして継続的にどう行っていくのかを事例

と共に知ることができます。さらに、指標となるデータの集め方・使い方
を知ることによって、施策の成果を可視化し、自組織において進めていく
べき施策・手法を客観的に知ることができます。
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2022年度の狙いについて：倉部ファシリテーターから

中退予防のためには長期的な視点で生徒・学生の成長を考える教育が必
要だ。それには高・大の相互理解、相互協力が欠かせない。課題を共有
し、解決に向けて相談し合えるネットワークを本サロンでは目指す。

目標：７年間での⽣徒・学⽣の成長最大化を目指す学校や教育者の支援
・大学および専門学校での学びと、高校での学びとの間で生じている
様々なミスマッチ（必要な学力の不一致や進路意識のズレなど）を解
消し、望まぬ中退を減らす

・大学および専門学校と高校、それぞれの教職員が抱えている問題を双
方の対話と相互協力によって解決する

・「勤務校の外に仲間ができる」機会を増やす
・大学や専門機関の力を活かした高校での教育実践例をつくる
・長期的な視点で生徒・学生の成長を支援できる学校づくりを目指す

サロンが⽣み出す成果（サロン参加で得られるメリット）
〈高校の教職員にとって〉
・校長や副校長、主幹教諭として、学校の教育活動を改善、推進
していくために必要な知見が得られる
→ 視察に行くべき学校や研修に呼びたい講師が見つかる

次年度の年間計画に必要な具体的施策のヒントが得られる 等
・生徒達の学びが変わり、卒業後も伸びる生徒になる
→ 時代に即した学びのあり方とは何か、そのヒントが得られる

３年間を通して一貫した進路指導が実行できるようになる
進路決定後の生徒が、最後まで真剣に学び続けるようになる

〈大学・専門学校の教職員にとって〉
・進学後の学びにスムーズに移行できる高校生が育つ
・高校での進路指導や教育活動を理解することにより、効果的な学生募
集や学習支援を計画できる

〈双方にとって〉
・勤務校の外に相談できる仲間、力を借りられる仲間ができる
→ 地域内、地域を越えた教職員との出会い

教育委員会などのスタッフや教育系NPOスタッフとの出会い
大学や専門学校、高校の枠を越え教育者同士としての出会い
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2022年度 朝日中退予防ネットワーク委員の皆様
※５０音順

※2022年7月1日現在
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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」ほか

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。編著に「中退白書2010」ほか。

アドバイザー
合田哲雄

内閣府（科学技術・イノベー
ション推進事務局）審議官

1992年旧文部省に入省。福岡県教育庁高校教育課長のほか、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。７月から現職

ファシリテーター
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

ファシリテーター
倉部史記

進路指導アドバイザー
追手門学院大学客員教授

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

飯塚秀彦
国立教育政策研究所・教育課
程調査官（文部科学省・教科
調査官(併任)）

公立学校で長くキャリア教育・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、生徒が中退率などを調べ大学へインタビューする「大学突撃取材」など、ユニー
クなキャリア教育を展開。大学の真の力を知る取組を進めてきた

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。

磯村元信 八王子拓真高等学校前校長

2008～18年、学び直しのための都立高校（エンカレッジスクール）、 2019～22年、
不登校のための都立高校（チャレンジ枠三部制定時制）の校長として中退率を激減。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
ために教員の意識改革に努める。

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6年連続
減少している。

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。

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



2022年度 朝日中退予防ネットワーク委員の皆様

※５０音順
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※2022年7月1日現在

お名前 肩書 経歴

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と進路未決定卒業者を対象とした初の追跡調査を担当。
また、中退防止のため、学校の組織の中に入り込みながらアプローチをしていく「ユー
スソーシャルワーカー（YSW）」という専門職を都教委非常勤職員として学校に派遣す
る取り組みの実施に関わった。

木枝暢夫 湘南工科大学学長
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・事務局長。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

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

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室員、京都府教育委員会WWLコンソーシアム運
営委員、同府立高校のあり方ビジョン検討会議委員のほか、福知山高校、宮津天橋高校
など北近畿管内の高校における学校運営協議会や探究学習に伴走。

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

高原幸治
桜美林大学入学部部長・学長
補佐（入学・高大連携）

国際交流、改組準備室、就職支援、学生支援などの部署を経て2018年から現職。2021年
からは学長補佐（入学/高大連携担当）も兼務。2016年より高校生のキャリアや探究学習
の支援プログラム・「ディスカバ！」を立ち上げ、高大接続の取り組みを進めている。

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

OB・OGの大学生がチューターとして後輩の進路相談や学習指導にあたる施策を採り入れ
たり、教育研究が充実した遠方の大学を体感させるなどして「最高の併願校」を考えさ
せたりするなど、様々な取組で生徒の進路実現の支援を展開している

日野公三 明蓬館高等学校校長・理事長
広域通信制の明蓬館高校に併設する形で、発達障害生徒のための補習支援・伴走セン
ターを全国29か所に開設。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）。石川県白山市教育特区アットマーク国際高校理事長。

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、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宰。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」ほか

松本智春
川崎市立高津高等学校
(定時制)教諭

中学校から定時制へ異動後、中学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


