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第１章 高等学校における指導の努力事項 
 

第 1 節 生徒指導の充実 ～キャリア形成につなげる生徒指導～  
 

 学校の教育活動全体を通して，一人ひとりの生徒が心身ともに安定し，充実した学校生活を送る

ために，生徒が自ら考え，判断し，主体的に行動できる自己指導力の育成が重要である。 

 この目標に向け，学校においては，生徒理解をはじめとし,「生徒指導提要」を踏まえた生徒指導

及び教育相談体制の充実を図るとともに，一人ひとりのキャリア形成に向けた生徒指導の充実を図

る必要がある。  

 

１ 生徒指導・教育相談体制の充実を図る                                  
（１） 問題行動等の未然防止及び早期解決に向け，全職員が共通理解，共通実践ができる生徒

指導体制の更なる充実を図る。 

（２） 教師は日頃から生徒の個性や能力等を多面的に評価するとともに，生徒個々の内面理解

を深め，共感的な理解と受容的な態度で接し，望ましい人間関係を基盤に個別指導の充

実を図る。 

（３） いじめや不登校，中途退学等の学校不適応については，ゆとりを持って適切な指導・支

援を行うとともに，学校における教育相談体制の充実及び家庭・関係機関との連携を図

る。 

（４） 飲酒・喫煙，出会い系サイト等に絡む性の逸脱行為 ，危険ドラッグ・薬物乱用等の懸念

事項，暴力行為，深夜外出等の生徒指導上の諸問題行動に適切に対応するため，生徒指

導の充実を図る。 

（５） アルバイトは「原則禁止」の基本方針で指導する。やむを得ない理由でアルバイトをす

る場合は，学校へ届け出ることとし，職種の安全・健全性，学習とのかかわり等に充分

留意し，保護者，雇用主及び学校三者の連携を密にした効果的な指導を推進する。 

（６） 生徒指導をより効果あるものにするため，学校，家庭，地域社会，警察，社会教育関係

団体等との連携，並びに中・高校間の行動連携を強化する。 

（７） 生徒指導等地区講座の充実を図り，校内外での生徒指導研修会を深める。  

（８） 長期欠席者や休学生について個人記録簿を作成するなど,実態把握及び就学支援に努め

る。 

 

２ 「キャリア形成」に向けた生徒指導の充実  
（１） 「生きる力」を身に付けさせ，モラル・マナー・思いやりなど豊かな人間性をはぐくむと

ともに，権利と義務，行動に対する自己責任等について規範意識の高揚を図る。 

（２） 学校教育活動全体を通して，学校や社会における基本的なルールを遵守することの意義・

目的を十分理解させるとともに,生徒の自律心及び自己指導力の育成に努める。 

（３） 高校中途退学や長期欠席者の学校不適応等に関して校内外の研修を深め，生徒一人ひとり

の発達に即して，好ましい人間関係を育て，自己理解を深めさせるとともに，人格の成長

を援助する教育相談の充実に努める。         
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第 2 節 中途退学対策の強化 

～存在感や自己実現の喜びを実感できる指導の充実～ 
 

中途退学問題の改善を図るためには、生徒一人一人が存在感や自己実現の喜びを実感できるよう

な指導体制の充実を図ることが重要である。県の「高等学校中途退学問題の解決に向けて－対策の

基本方針と具体的取組－」に基づき、入学を許可した生徒全員を進級・卒業させるという基本姿勢

をもって指導に当たる必要がある。 

 

１ 学校の課題を明確にし，指導体制の充実を図る 
① 校内の「中途退学対策委員会」を強化し、学年会・拡大学年会の充実や各分掌間の連携に

よるホームルーム担任を支援する指導体制の確立を図る。 

② 校内の教育相談体制を強化し、計画的・組織的な教育相談活動の実施、教育相談室の整備、

保護者や関係機関・団体等との連携の充実を図る。 

③ 校内研修を充実し，教職員の資質能力の向上と意識改革を図る。 

 

２ 指導の改善に努め，全員進級・卒業を目指す 
① 生徒の能力・適正、興味・関心、進路等に応じて幅広い選択ができる多様で弾力的な教育

課程を編成し、魅力ある学校、楽しい学校作りに努める。 

② 習熟度別授業の推進や形成的評価などを導入し、「参加する授業」「わかる授業」の創意工

夫に努め、個別指導の充実を図る。 

③ 学習の遅滞している生徒に対しては、補習授業等を通して「基礎的・基本的事項問題集」

を活用し、基礎的・基本的な知識・技能の定着を図る。 

④ 欠席・欠課・遅刻等を定期的に点検し、生徒が抱えている問題の早期発見に努める。基本

的生活習慣の確立を目的とした指導体制の充実を図り、未履修による原級留置等を防ぐ。 

 

３ 個別指導の充実を図る 
① 全教師がカウンセリング・マインドを生かした教育活動に努める。 

② 定期相談（三者面談）、呼出相談による指導の充実を図る。 

③ 長期欠席者、休学者等には、個人記録簿を活用した指導の充実を図り、生徒の実態把握に

努める。 

 

４ 家庭や地域社会，小・中学校等との連携の推進を図る 
① 家庭、地域社会、関係機関・団体等との連携を強化する。特に深夜外出、アルバイト等に

ついては、それぞれの役割を認識し、指導の充実を図る。 

② 校区内の小・中学校と定期的に情報や意見の交換を行い、生活指導、進路指導等各校種間

で抱える問題をより具体的に明らかにし、課題解決に向け連携した指導に努める。 

③ ホームルーム担任は欠席等の多い生徒には家庭訪問等を行い、家庭との連携による指導を

強化する。特に不登校等指導困難な生徒については、スクールカウンセラー配置事業や専

門機関等とも連携し、ねばり強く指導する。 

④ 高等学校生徒就学支援センターの活用や地域のＮＰＯ等との連携により，生徒の居場所づ

くりを促進する。 
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警察職員による授業 
①安全学習支援隊による授業

②Ｈ28 は延べ約 23 万人受講

SNS 被害防止に係る連携 
①サイバーセキュリティー動

画コンテストを実施 

①「学校いじめ防止基本方針」の策定(HP 掲載)
②「いじめ問題対策組織」の設置(既存組織の活用可)

第 3 節 問題行動等の現状と生徒指導関係研修事業 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャリア形成につなげる生徒指導 

～「学校規律の徹底」「わかる授業の追求」「自己指導力の育成」の３本柱～

生徒指導連絡協議会 
①生徒指導の諸課題について

研究協議を行う。 
②平成 29 年度は 4 月 25 日教

育センターにて実施 
 

中学校・高等学校地区講座 
地区ごとに、中高の生徒指

導、進路指導、キャリア教育

の各担当が会し、生徒のキャ

リア形成に向けて各分野で連

携した取組ができるよう、研

修・実践する。 
 

カウンセリング実践講座 
①多様化した生徒の悩み等に

対応できる専門的な知識を

有する教職員を養成する。 
②修了者 623 名(H6～H29 年度) 

場所:総合教育センター 
受講:小中高特 28 名(H29 年度) 

時数:4ｈ×27 日=108ｈ 
 

教育相談実践事例研修会 
①各学校が抱える教育相談上

の諸課題を持ち寄り、具体

的事例をもとに研究協議を

行う。（悉皆研修） 
②平成 30 年度は 4 月・9 月の

年 2 回開催する。 

高校生代表者会議 
①各学校代表者が一堂に集い、

沖縄県の高校生全体の規範

意識の高揚に向けて「提言」

をまとめる、自律的活動 
②「ちゅらﾏﾅｰﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」を制

作 
 

特別活動連絡協議会 

①生徒会担当が特別活動の活

性化について、実践報告に基

づく事例研究を行う。 
②高校生代表者会議等の生徒

の自主的活動を支援する教

職員の研修 

高等学校生徒就学支援ｾﾝﾀｰ 
休学生や不登校、中途退学懸

念の生徒を受け入れ、面談や体

験入学などを通して、生徒の就

学する意欲を支援する。 
中途退学対策等加配 

中途退学対策に係る時間数

を確保し、中途退学対策の強化

を図る。平成 30 年度は 15 校

配置 
地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝとの連携

不登校生徒、中途退学者をｻ

ﾎﾟｽﾃと連携して職業的自立を

支援 

県立高等学校生徒数（平成２９年度） 
・ 全日制  44,979 人 
・ 定時制   1,520 人 
・ 全定合計 46,499 人(5.1 現在) 

県立高校における問題行動等の現状 
不登校(＋187 人) 

・ 平成 28 年度 1,455 人（3.31％） 
・ 平成 27 年度 1,268 人（2.72％） 

休学者(＋174 人) 
・ 平成 28 年度  690 人 
・ 平成 27 年度  516 人 

中途退学(＋16 人) 
・ 平成 28 年度  723 人（1.6％） 
・ 平成 27 年度   707 人（1.6％） 

暴力行為（器物損壊を含む）(＋30 人) 
・ 平成 28 年度 79 件 
・ 平成 27 年度 49 件 

いじめ認知件数(－84 人) 
・ 平成 28 年度  173 件 
・ 平成 27 年度 257 件 

県警資料（高校のみ）（1～12 月） 
深夜はいかい(－2,529 人) 

・ 平成 28 年 4,069 人 
・ 平成 27 年 6,598 人 

喫 煙(－118 人) 
・ 平成 28 年 1,189 人 
・ 平成 27 年 1,307 人 

飲 酒(－103 人) 
・ 平成 28 年   184 人 
・ 平成 27 年   287 人 

[刑法犯少年に占める小中高生の人数･割合] 
 H28 年 

←

H27 年 
小 学 校 72 人( 7.1%) 35 人( 3.3%)
中 学 校 552人(54.2%) 647 人(60.6%)
高等学校 209人(20.5%) 177 人(16.6 %)

｢規律徹底｣｢わかる授業｣｢自己指導力｣

(モラル確立)  (居場所づくり)   (自律的活動)
３本柱で図るキャリア形成 

自立できる人材を育成
（自らの進路を自ら切り開く力）

人材配置で支援（相談業務）

人材配置で支援（中退対策）

関係機関との連携 

生徒の自己指導力の育成 

教職員のスキルアップ 

いじめ防止対策推進法による学校の義務

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ配置事業 
①生徒の臨床心理に関する専

門的な知識や経験を有する

有資格者を配置し、学校にお

けるカウンセリング機能の

充実・支援を図る。 
②のべ相談回数 7,170件(H28 度)

③平成 29 年度は 47 校 53 課程

に配置 
就学支援員配置事業 
①不登校傾向や中途退学懸念

のある生徒に対し、就学支援

員を配置し、訪問型の就学支

援を行う。 
②平成 29 年度は 13 校に配置 
教育相談・生徒指導主任負担

軽減非常勤配置 
①ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ実践講座修了生を

教育相談担当として位置づ

け、相談時間を確保し、個別

相談や家庭との連携の充実

を図る。 
②平成 29 年度は教育相談担当

及び生徒指導主任それぞれ

４時間の軽減を 18 校に配置

し、相談体制・生徒指導の充

実を図る。 
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第 4 節 生徒指導及び対策 
１ 各学校における生徒指導の充実・強化 
①【早期発見・早期対応】 問題行動の早期発見、早期対応に努める。 

②【生徒理解】 日頃から、個々の生徒理解に努める。 

③【情報の共有化】 日頃から、教職員間で生徒個々についての情報交換ができる

ようにする。 

④【生徒に即した指導】 生徒の指導にあたっては、生徒の実応に即した適切な指導を

行う。 

⑤【指導方針・方法の検討】 指導の方針、方法については、教職員間で意見・情報交換を

し、また適切な指導が行われるように指導検討委員会を持つ。

⑥【役割・機能の明確化、相互 
連携の強化】 

指導にあたっては､関係教職員の役割・機能を明確にし、有機

的連絡・連携を密にする。 

⑦【共通認識に立った防止指導】 暴力やいじめ問題、不登校等の学校不適応の問題は、「いつで

も、誰にでも起こり得る」との認識をもって未然の防止のた

めの指導にあたる。 

⑧【毅然たる態度による 
指導・対応】 

暴力やいじめの指導については、「絶対許さない」という毅然

たる態度で指導及び対応を行う。 

⑨【対策委員会の設置】 暴力やいじめ問題、不登校等の学校不適応の問題に関する「対

策委員会」等を設置し、その防止対策及び指導を推進する。

⑩【学校危機管理体制の確立】 暴力やいじめ等の問題に関する「学校危機管理体制」を整備・

確立する。 

⑪【校内研修の充実】 生徒指導及び教育相談に関する教職員の資質向上のための校

内研修の充実を図る。 

⑫【教育相談の充実】 個別指導の充実を図るため、学校における教育相談の充実を

図る。 

⑬【関係機関との連携】 家庭、地域社会及び教育センターや警察等の関係機関、団体

等との「開かれた連携」による指導体制等の強化を図る。 

 

２ 組織的な生徒指導等対応の流れ 

 
・平成 26 年 10 月 23 日付、事務連絡「「組織的な生徒指導等対応の流れ」の送付について」より 
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３ 生徒の懲戒処分の手続きの流れ 
 

生徒の懲戒処分の手続きの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法令等をチェック！ 
 

□ 学校として十分な指導を行ったか 

□ 教職員が十分な討議をした上で、校長が

合理的に判断したか。（長期の家庭待機、

処分決定まで時間がかかりすぎる等は望

ましくない） 

□ 特別指導の内規があるか 

（他の事例との整合性） 

□ 懲戒指導の根拠となる沖縄県立高等学校

管理規則第 44 条（懲戒処分） 
□ 必要に応じて「沖縄県児童生徒健全育成

サポート制度」による相互連絡票を活用

・就職や他の高校卒業方法などの説明や相談にのる。

・再入学制度を説明する。 

当該生徒・関係者

から事情聴取 

（事実確認） 

まず、チェック！ 

□ 過去の指導経歴はどうで

あったか 

□ 繰り返し指導をしている

か 

□ 年度を通した一貫性のあ

る指導になっているか 

□ 家庭訪問などを通し、保

護者と話し合ったか 

□ 時系列で記録をとってい

るか 

 

※生徒が逮捕された場合は、

警察、家庭裁判所、鑑別所、

保護司などと連携し、裁判や

措置について情報交換する。

生徒指導委員会または職員会議

（指導方法の再検討） 

不服なし

不服あり

連絡なし

「本人（生徒）からお話はありましたか。」

「実は、○○ということがありました。」 

「詳しい内容や指導方法についてお話した

いので御都合をお伺いしたいのですが。」 

など 

・詳しいことは管理者や生徒指導など担当職

員と一緒に学校で話し合うということを伝

える 

・すでに指導方法（特に懲戒処分）が決まっ

ているような伝え方にならないよう注意 

･事実確認事項の説明 

･家庭での様子の確認 

等を踏まえて… 

言い渡し 

保護者及び本人に対し､必要に応じて

校長が文書で処分を通告する。（直接通

告することが望ましい。面会等が断ら

れた場合は、内容証明通知） 

退学処分について検討する場合は、生徒に｢改善の見込みがない｣とする根拠･証拠があ

るか、説明責任が果たせるか等の点について慎重に行うこと。 

教育委員会へ 

報告・相談 
校長による決定

職員会議 
学校から連絡があるこ

とを生徒から保護者に

伝えるよう話しておく 

指導方法の説明 

または、言い渡し 
（生徒・保護者同席）

・基本的には、”困り事を一緒に解決する”というスタンスで 

・保護者も困っていることがあるのではという気持ちで 

・対応は複数で行い、記録をとる 

□ 生徒、保護者に十分な説明を行ったか 

□ これまでの指導は、段階的･継続的であったか 
 

□ 生徒、保護者に弁明や反論の機会を十分用意したか

 

保護者への問題行動の連絡･事実確認

学級担任

問題行動によっては、職員会議

前に保護者に連絡し、情報共有 

生徒、保護者の弁明や反論の内容を学

校で十分検討したか 

退学処分の場合 

・訓告 

・停学 

・退学 

懲戒処分 

生徒指導委員会 

事実確認 

＆ 

指導方法 
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４ ｢児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査｣の結果をうけた生徒

指導の充実  
 

 「平成 28 年度『児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査』結果

により、暴力行為、いじめ、不登校、中途退学、自殺等の各状況に係る平成 28 年度の調査

についての結果が発表され、下記の生徒指導の一層の充実についての対応が求められてい

ます。 

 

１．暴力行為への対応について 

 本調査結果によれば、本県の県立高等学校における暴力行為（器物損壊含む）の発生件

数は、前年度より30件増加の79件となっている。増加の背景においては様々な要因が考え

られるものの、未だ多くの暴力行為が現に発生しており、憂慮すべき状況にある。 

 学校にあっては、下記①・②の考え方に基づき、教職員が一体となって、未然防止と早

期発見・早期対応の取組や家庭・地域社会等の理解を得て地域ぐるみで取組を推進するこ

と。 

① 「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」 

  （平成19年2月5日付け文具科学省初等中等教育局長通知） 

②「生徒指導提要」（平成23年7月暴力行為のない学校づくり研究会） 

  また、暴力行為等の問題行動を繰り返す児童生徒に対しては、警察等の関係機関と連

携した取組を推進し、き然とした指導を粘り強く行うなど的確な対応をとること。 

 

２．いじめの問題への対応について 

（1）いじめの認知件数について 

 いじめを漏れなく認知するためには、全ての教職員が改めて法におけるいじめの定義を確認し、

いじめの定義を満たす事実関係が確認されていながらそれをいじめと認知しないという事態が起こ

らないようにすることが重要である。 

 学校においては、平成29年度中にいじめの認知漏れが起きていないかどうかを速やかに点検し、

認知漏れがあった場合は、法第23条第2項に基づき、県教育委員会に速やかに報告すること。 

 また、平成28年度中にいじめを認知していない学校にあっては、真にいじめを根絶できている場

合も存在するであろうが、認知件数が零であった学校においては、当該事実を児童生徒や保護者向

けに公表し、検証を仰ぐことで、認知漏れがないかを確認すること。 

 今後、県教育委員会としましては、学校間における認知件数の格差についての分析、必要に応じ、

指導助言を行うものとなっています。 

 なお、下記の資料を参考にして、学校での取組の充実に努めること。 

① 平成27年8月17日付け初児生第26号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知 

② 国立教育政策研究所作成生徒指導リーフ 

「学校の「組織」で行ういじめ「認知」の手順 Leaf. 19」 

「いじめに関する「認知の共有」と「行動の一元化」 Leaf. 21」 

  をいじめの正確な認知のために積極的に活用する 

③ 別添のいじめの認知のためのアンケート様式（京都府、熊本県、鹿児島県より情報提供を受けた

もの） 

 ※ いじめの認知のためのアンケート調査は、学校の実情に応じて学期毎に実施すること。 
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３．不登校に対する取組の充実について 

 不登校児童生徒への対応は、「不登校への対応の在り方について」（平成15年5月16日付け文部科

学省初等中等教育局長通知）、「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～」（平成27年8月不登校に関する調査研究協力者会議

）等に基づき、学校や教育委員会等は、魅力あるよりよい学校づくりの推進や個に応じた学習支援の

実施など学校教育を一層充実すること。 

 また、児童生徒が社会的に自立することを目指して、組織的・計画的に支援を実施し、きめ細かな

相談体制の整備を含めた学校における指導体制を充実すること。 

 指導に当たっては、児童生徒本人のみならず家庭への適切な働き掛けや支援を行うなど、未然防止

や早期発見・早期対応につながる適切な支援の一層の充実を図ること。 

 

 

４．自殺について 

 標記調査によれば、全国では多くの児童生徒が自殺に及んでおり、憂慮すべき状況にある。 

 下記の資料及び平成30年2月1日付け教県第2002号「児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態、強い

心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育の推進について」、平成

30年3月5日付け教県第2200号「児童生徒の自殺予防について」を踏まえて、児童生徒の自殺予防の取

組を充実させること。 

・平成21年3月作成の「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」、 

・平成22年3月作成の「子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き」 

・平成26年7月作成の「子供に伝えたい自殺予防」、「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針（

改訂）」、「子供の自殺等の実態分析」 

 

 

 

５．生徒指導上の諸問題への組織的な対応及び関係機関との連携強化について 

 いじめ、不登校、暴力行為その他生徒指導上の諸問題への対応に当たっては、管理職を中心に、学

校が組織的に行うことが必要であり、事案に応じて教育委員会への報告及びその指示に基づく対応が

求められている。 

 その際、児童生徒の問題行動等の背景には、家庭環境など様々な要因が考えられるところ、事案に

応じて、スクールカウンセラー等の外部専門家を活用するとともに、警察、児童相談所、福祉・医療

等の関係機関との連携を積極的に図ること。 

（2）ネットいじめについて 

 全国におけるインターネット上のいじめについては、ＳＮＳ等を用いたいじめについては、児童

生徒本人からの申告がない限り学校が認知し得ないという特質を有しているため、そうした態様の

いじめを学校が認知しきれていない可能性もある。しかし、そうした態様のいじめについても、学

校として組織的に対処する必要があることは言うまでもなく、日頃から児童生徒の見守りや信頼関

係などの構築等に努め、いじめの訴えやすい体制を整えることが重要である。 

 同時に、情報モラルやインターネット、携帯電話・スマートフォン等の利用について関係機関と

連携するなど指導の充実に努めること。 

・参考：「あんしんネット 冬休み・新学期一斉緊急行動」について 
（平成 29 年 12 月 5 日付・教県第 1719 号） 
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５ 県教育委員会の取組 
 

① 生徒指導に関する連絡協議会の充実・強化 
(ア) 「高等学校生徒指導連絡協議会」の充実・強化 

(イ) 「中学校・高等学校生徒指導主事連絡協議会」の充実・強化 

 

② 「スクールカウンセラー配置事業」｢教育相談・就学支援事業｣を活用した、「教育相談

実践事例研修会」「カウンセリング実践講座」「専任カウンセラーの配置」等による学校に

おける教育相談の充実 
 

③ 「県立学校生徒指導の手引き」｢高校生ちゅらマナーハンドブック｣等の発行による、

生徒指導や教育相談の充実及び生徒の自己指導力の育成。 
 

 

 

６ 関係機関・団体との連携強化 
 

① 学校・地域の警察署・関係機関・団体との連携強化 
(ア) 「教育庁・警察本部連絡協議会」 

(イ) 「学校・警察連絡協議会」(各警察署と所在地域にある中学校及び高等学校との連

絡協議会) 

(ウ) 「沖縄児童生徒健全育成サポート制度」に基づく各警察署との連携の強化 

(エ) 県警察本部、少年サポートセンター、「安全学習支援隊」との連携の強化 

 

② 学校・家庭・地域社会との連携強化 
(ア) 「学校及び PTA」「地域教育懇談会」「学区内の中学校・高等学校の連絡協議会」「地

区生徒指導連絡協議会」等を通して連携の強化  

(イ) 地域の青少年育成団体との連携の強化 

 

③ その他の相談機関・団体との連携強化 
(ア) 県立総合教育センター、市町村教育相談機関、児童生徒相談所等との連携の強化 

(イ) 学校問題解決支援チーム 

 

 


