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このシリーズでは、高校生が志望大学を考えると
きに、どのような情報を提供し、指導に生かしてい
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＜図＞学生の中途退学の理由（2012 年度）

くのか、高校の先生方へのインタビューやアンケー
トの結果などを中心に紹介する。
今回のテーマは、「学生や教員に関する数値情報」
である。具体的には、学生の中途退学率、留年率、
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そして、中途退学、休学、留年は、一般的には学生
にとっても大学にとっても好ましくないこととされ
ている。また、教員１人あたりの学生数（ST 比）
については、一部の大学・学部等ではその値が大き
い。つまり学生への丁寧な指導ができていないので
はないか、という指摘もある。
これらの数値データは、教育情報の公表が進む中
で目にする機会も増えてきたが、中途退学、休学、
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3.97％は留年を経験した学生である（コラム参照）。
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（2014 年９月）より）

留年などに至る理由にはさまざまな理由がある＜図＞
こと、ST 比については学部・学科によって大学設
置基準の規定が異なることなどから、数値の読み解
き方が難しい。そこで、こうした情報が進路指導に
活用できるか、活用する場合にはどのような点に注
意するべきか、ガイドライン読者アンケートやイン
タビューから考えていく。

大学生の中途退学、休学、留年の状況

「学生の中途退学や休学等の状況について」（2014 年９

て調査している。

月）によると、2012 年度の全学生数（中途退学者、休学

「2014 年度学校基本調査」によると、2014 年５月１

者を含む）2,991,573 人のうち中途退学者は 79,311 人

日時点で学士課程に在籍する学生は 2,552,022 人で、う

（2.65％）、休学者は 67,654 人（2.26％）である。なお、

ち最低在学年を超過した、つまり留年を経験した学生は

中途退学者については 2012 年度中に中退した者、休学者

101,336 人（3.97％）である。なお、休学した期間は大

については 2012 年度３月末時点で休学している者につい

学の在学年に含まない。
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高校教員アンケートより
ガイドライン編集部では、教員や学生に関する数
値情報（中途退学率、留年率、ST 比など）を進
路指導に活用できるか、読者の先生方にアンケー
トを実施した。先生方のコメントを紹介する。
可能な範囲で調査し生徒に提供する
▶読売新聞社の『大学の実力』などを用いて、生徒が第一志望に
している大学は、すべて確認している。昼休み等に「学問系統

▶進路学習の際に用いている大学調べのワークシートに、中途退
学率、学生数、図書館の蔵書数などを記入する欄を設けている。
そして、進路指導室に置いてある『大学の実力』
（読売新聞社）
、
『大学ランキング』
（朝日新聞出版）や、パソコンで自由に使え
るようにしている『ひらく 日本の大学データベース』
（朝日新聞
社・河合塾）などを使って、生徒に調べさせている。
▶朝日新聞出版の『大学ランキング』や、各大学の大学案内など
で調べさせている。

別ガイダンス」を実施し、ＳＴ比だけでなく、特に文系はゼミ
への参加率、卒業論文・卒業研究が必修か、理系は中途退学
率、修業年限内での卒業率などに注意するよう、具体例を挙

▶ホームページで公開している大学のうち、中退率と就職率、大
学教育に対する学生の満足度等については見るように促します。

げながら注意を促している。

情報の見方に注意する

▶『大学の実力』の冊子を購入し、進学する生徒の多い地元の
大学の退学率等について、職員会議で取り上げている。

▶退学率などは数字の高さを見るだけでなく、なぜそのような数
値になっているのか、背景まで考える必要があることを話す。

▶こうした数値情報は大学案内には書いていないことが多いので、
大学の担当者に詳しく聞いている。

▶特に積極的に活用しているわけではないが、例えば退学率の
低さなどの数字が強調されていたら、数値の計算方法など、そ

▶大学案内を見ることが多い。大学によっては学校説明会で資料

の陰に潜んでいるものにも注意するようにしている。

を入手している。
▶『Guideline2014 年９月号』に掲載された、中途退学率の全
▶大学案内やホームページを参考にするが、あまり公開されてい

国的な傾向などを、面談や保護者懇談会で示したことはある。

ない。そこで、本校の卒業生から周りの学生の状況などを聞き、

ただし、中途退学率やゼミへの参加率などはあくまでも全体に

生徒に情報提供している。

おける傾向であり、その生徒自身が必ずしも退学したりゼミに
参加しなかったりするわけではないので、あまり活用していない。

▶あまり重視していないが、進学を希望する生徒が多い大学や、
退学者が多い大学については調べるようにしている。

▶主にインターネットで調べ、学年集会等で紹介している。ただし、
生徒には ｢あくまで数値なので、惑わされるな。大切なのは個

▶学生や教員に関する数値情報は、もっと注目されるべきだと考

人である｣ と注意している。

えている。大学にはホームページや募集要項等でわかりやすく
公開してほしい。現在は情報が入手できた範囲で、生徒にも知

あまり活用しない

らせている。

▶ ST 比はともかく、その他の数字の必然性に疑問を感じていま
▶推薦入試を受験する生徒には、退学率などについて調べること
ができた範囲で担任から提供するようにしている。
▶退学率や ST 比などは公開している大学が多くないが、情報を
得られた場合は面談等で生徒に紹介するようにしている。

すので、個人で調べることはあっても、それを判断基準にはして
いません。
▶自分自身では ST 比や国家試験合格率・合格者数などに注目し
ているが、生徒には提供していない。入試情報などを中心に
指導している。

生徒に調べさせる
▶特に理系の生徒に対しては、大学調べの際に、学生に対する

▶大学入学後のイメージまで具体的に描けている生徒は少なく、
ここまで指導していない。

教員数に注目するように伝えている。実験や実習の際に、どれ
だけ丁寧な指導を受けられるか、イメージする指標になると考
えているからである。
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▶活用したいと考えているが、あまり公開されていない情報なの
で、難しいと感じている。
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Interview １
退学率などは数値の読み解き方などが難しく
大学選びには活用しにくい
私は個別の大学の退学率などについて個人的に調べ
ることはあっても、あまり生徒に紹介することはあり
ません。理由としては４点あります。
１つ目は、退学率などはあくまでも全体の傾向であ
り、個々の生徒が退学するかどうかは別の話だからで
す。過去に指導した生徒を振り返ると、退学率が全
国平均を超える大学に進学したとしても、高校時代に
基本的な学習習慣と将来の見通しを持っていた生徒は、
大学を卒業できています。重要なのは全体の数値では
なく、その生徒自身がどう頑張るかです。
２つ目は、数値の捉え方が難しいからです。大学に
よっては、たとえ退学率が全国平均より高くても自分
のウェブサイトなどでしっかり公開しています。例え
ば近年、いじめの認知件数を各都道府県が調査・公
表していますが、件数が多いイコール悪い、ではなく、
どんなに小さなことでも取り上げて改善しようとする
意識の表れでは無いでしょうか。同じように、各大学
の退学率の高さだけを見ると良くない大学だと早合点
しがちですが、公表することによって自大学の現実を
見つめ、改善に向けて取り組んでいこうとしていると
いうポジティブな捉え方もできます。
３つ目は、大学により退学の事情が異なると考えら
れるからです。例えば海外留学や、学ぶうちに本当に
学びたい分野を見つけて転学部するなど、前向きな理
由による退学にはむしろ野心的で歓迎すべき点もある
ように思います。学業不振での退学が多い場合は要注
意ですが、学業不振に至った理由も、大学の教え方だ
けが原因ではなく、入学前の基礎学力や生活習慣、コ
ミュニケーション能力、大学へのイメージと実際の内
容が食い違うなど多くのミスマッチが起こっているこ
とがほとんどであり、出身高校での進路指導の責任も
大きいはずです。
そうした事情を知るためにも退学の理由を見る必要
がありますが、例えば教授や友人レベルで個人的に事
情を知ることはあっても、大学が組織レベルで理由を
把握し公開することはほぼ不可能です。そのため、気
になる大学についてはオープンキャンパスなどの機会
に、普段学生に接している教職員などに直接聞くこと
などが限界です。退学に至る経緯は一人ひとり異なる
ので、そうした部分は今後も数値では示しにくいと思
います。
４つ目は、退学する学生は昔からいたと思うからで
す。長年にわたって退学状況を調査している大学は多
くなく、以前と比べて増えているかどうかは明らかに
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なっていない可能性もあります。近年注目が集まるよ
うになったものの、実は新しい問題ではないのかもし
れません。
退学率８％の実態を踏まえ
進路変更にも対応できるようにすることが重要
大学ごとの退学率を生徒の大学選びに生かすこ
とは難しいとしても、教員が全国的な傾向を知って
おくことは非常に重要です。現在、大学４年間の間
に退学する学生の割合は８％程度と言われています
（Guideline2014 年９月号「ひらく 日本の大学」参照）
。
私は高い数値だと思います。仮にクラス 40 人のうち
卒業までに３～４人がどのクラスでも退学していた、
と考えれば、それは驚くべき状況です。今日の大学で
はそれくらい退学していること、ミスマッチの可能性
があることを踏まえた上で進路指導をすることは非常
に重要だと思います。
大学進学後のミスマッチが起こらないように生徒に
進路を考えさせることが大原則ですが、もしミスマッ
チが起こった場合にも、安易なドロップアウトの力で
はなく、何かつかむまで歯を食いしばってそこで耐え
る根性と、ステップアップのチャンスとして何ができ
るか考える力を子どもに身につけさせることも、高校
の進路指導や教科指導を通して一緒に考えておくべき
です。例えば、退学するにしても、その後の具体的・
挑戦的な目標を持つ力です。大学が自分と合わないと
感じたとき、明確な理由を持たずに退学したら、そこ
で生徒の成長が止まってしまいますが、
次の目標をもっ
ての退学は、今の時代、新たな前進の一歩目という見
方にはならないでしょうか。
退学率を大学ごとに公表することは、それぞれの大
学の教育改善につなげるためには重要だと思います。
ただし、私は元々会社員で、退社を決意して教員になっ
たという過去も大いに関係がありますが、一律に退学
率を下げることばかりに注目することにも違和感があ
り、進路変更をしたり寄り道をしたりといった多様性
を認める部分も残しておきたい気もします。高大接続
と同様、退学も他の進路との接続であり、発展や成長
の１つとしては、必要な場合もあります。
退学後の状況を把握することの難しさなどの課題は
ありますが、今後は個々の学校の数値をただゴシップ
的に比較したりランキングしたりするだけでなく、そ
の数値を受けて、結果として一人ひとりの若者が高校、
大学等を通じてどのような人生を送っていくのかしっ
かり見守るように、視点を変えていくべきだと思います。
ちなみに、今回のテーマに関して、私は２年生理系
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クラスの授業で、
「４年間の退学率」
「修業年限内の卒
業率」
「ST 比」といったデータを生徒に紹介し、大学
選びにおいて気になるデータかどうか、聞いてみまし
た。彼らは ST 比については「実験などで手厚く指導
してもらえそう」などの理由から気にしていましたが、
退学率や修業年限内卒業率については、
ほとんどが「ま
だ気にならない」
、もしくは「何となく気になるが理由
はわからない」という回答でした。生徒にとっても進

Interview ２
学習習慣の重要性を伝えるために
退学率などのデータを活用する
私は中途退学率や修業年限内での卒業率などを、大
学進学について少し甘く考えている生徒に対して提示
して気をひきしめ、学習を促すために使っています。
文部科学省「学生の中途退学や休学等の状況につ
いて」のデータによると、2014 年度の大学生の中
退理由は「学業不振」は 14.5％であり、経済的理由
（20.4％）
、
転学（15.4％）に次いで割合の高い項目です。
学業不振に至る大きな理由の一つが、高校時代に学習
習慣が身についていないことだと思います。大学では
学ぶ内容も学び方も、高校までほどには丁寧に教えて
もらえません。アルバイトやサークル活動など、勉強
以外の活動も増えますから、自ら学ぶ姿勢や習慣がつ
いていなければ、大学での学びにはついていけなくな
るでしょう。
退学率が高い大学は、推薦・AO 入試で入学する学
生の割合が高い印象があります。教育系企業の調査
によると、高校３年の 12 月の家庭学習時間の平均は、
一般入試での合格者は 4.8 時間程度だったのに対し、
推薦・AO 入試での合格者は 1.6 時間と大きく差が開
いており、家で全く勉強しない生徒も 25％程度いた
そうです。私立大学を中心に、学力試験を課さない推
薦・AO 入試も多く見られますが、そうした大学では
入学者の基礎学力をしっかりと把握できていないので
はないでしょうか。基礎学力の不足と学習習慣の欠如
が、大学での学業不振の大きな原因となっていると考
えられます。近年では大学入試の選抜方式について就
職活動時の面接で聞いたり、エントリーシートで書か
せたりするなど、企業も推薦・AO 入試での合格者に
疑問の目を向けていると聞きます。
そのため本校では、安易に推薦・AO 入試を選ぶこ
とがないように指導するとともに、推薦・AO 入試で
の合格者には、英語科を中心に課題を出すなどして、
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路選択において判断基準にはなりにくそうだ、という
印象です。
そうした状況もあり、私としては退学率などの数値
よりも、例えばさまざまな大学の GP の採択状況や地
域貢献活動の内容といった、これまで紹介しきれてい
なかった研究や教育の特徴を伝えることで、より夢を
もって大学を選ぶ力、耐える根性、考える力を生徒に
身につけさせたいと考えています。

愛知県公立高校 教諭

大藪 弥

先生

基礎学力と学習習慣の定着に努めています。
学習習慣をつけることは、退学予防以外の点でも非
常に重要です。以前、私は学年主任だったときに、東
京大学大学経営・政策研究センターの「全国大学調査」
（研究代表者：金子元久教授）の結果を、学年集会や
保護者会で紹介しました。この調査によると、高校時
代の家庭学習の時間が１時間以下の学生と１時間超の
学生を比べると、学習時間の長い人の方が大学卒業後
の進路の決定率（大学４年 12 月時点）も、内定先へ
の満足度も高い傾向があります。大学卒業１年後の調
査でも「高校卒業時に考えていた方向に進んできた」
や「大学時代に人間的に成長した」という項目に差が
あり、高校時代の学習習慣はその後の目的意識やキャ
リア形成に大きく影響するとのことです。
そうしたデータも紹介しながら、生徒に家庭学習の
大切さを訴えています。
生徒の状況に合わせて
提供する情報を考えるべき
個別大学の退学率などは、あまり生徒に紹介する必
要がないと思います。例えば『大学ランキング』
（朝日
新聞出版）や『大学の実力』
（読売新聞社）などには
大学別の退学率が掲載されていますが、生徒の目標と
なるような大学にも退学率が高い大学があります。実
際には推薦・AO 入試での入学者などの退学率が高く、
一般入試での入学者はそこまでではない場合もある
のですが、数値が高いと生徒も気にしますし、それで
大学への関心が薄れてしまうのも避けたいと思います。
見方が難しいこともあり、こうした数値は生徒の状況
に合わせて、使い方を考えて提供するべきでしょう。
個別大学の情報については、大学院への進学率、少
人数教育の状況、学費や奨学金制度、科学研究費補助
金の採択状況などにも注目しています。客観的なデー
タを複数組み合わせ、多面的に大学を選べるように生
徒に促していきたいと考えています。

