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要約 

本研究では通信制高校の生徒を対象とし、入学前・後の心の問題に関わる体験や、精神健康の実態把

握のための調査を行った。対象は、私立の広域通信制高校2キャンパスに所属する全生徒1,086人であ

った。調査票については、基本項目に、通信制高校入学前の体験や通信制高校入学理由が含まれていた。

精神健康関連項目として、現在の悩みに加えて、K6 を用いて精神健康度を尋ねた。結果として、入学

前には友人関係や不登校、親との問題を経験した生徒が多かった。通信制高校入学の主な理由について

は、学力や学習上の理由や、前校での不適応となっていた。現在の悩みについては、将来の進路が高か

った。精神健康については、K6 による比較で、日本の同年代の精神健康度よりも低くなっていた。通

信制高校生徒の精神健康の維持・向上のためには、それまでの学校体験や、生活背景を考え対応してい

くことが必要であることが示唆された。 
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1．はじめに 

近年、児童生徒の精神健康の維持・増進は、学校における課題として認知され、さまざまな対応がな

されるようになってきている。高等学校においても、学校不適応をはじめとした精神健康上の問題の予

防・対応のための対策がなされている。 

通信制高等学校（以下：通信制高校）は、1961年の学校基本法の一部改正により、全日制、定時制に

次ぐ第三の課程として成立した。その後、学校数は、ほぼ横ばいが続いたものの、近年は増加している。

文部科学省の学校基本調査によると、2000年には113校であったものが、2014年現在で231校（独立

校98校、併置校133校）と倍以上となっている 1,2)。この増加は、私立高校の増加、その中でも広域通

信高校の増加に依るところが大きい。生徒数も、少子化の影響で高等学校全般の生徒数が減少傾向にあ

るのに比して、通信制高校では増加傾向にあり、2014 年度では 183,840 人であった。日本における高

校数からすると、通信制高校の割合は 5%未満であり、非常に少ない。しかし、生徒数が年々減少する

高校の中で、通信制高校における生徒数の増加は、特徴的である。 

日本の社会の変化を背景とした、通信制高校の機能の変化については、従来指摘されていることであ

る 3)。その成立当初、日本は高度経済成長期にあり、通信制高校は勤労青年の学校としての役割が大き
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かった。しかし、高校進学率が高まり、そのような生徒が減少する一方で、全日制高校を退学した生徒

や、不登校経験を持つ生徒が通信制高校を選択するようになってきた。全国高等学校定時制通信制教育

振興会（2012）では、通信制高校入学の理由として、勤労および経済的理由によるものは10%に満たな

いと報告している。一方で、卒業資格の必要性が45.8%、学習ペースの理由が17.7%、健康上の理由が

8.6%である。通信制高校が多様な事情を持つ生徒を受け入れ、教育するという機能を持つようになって

いることが窺える。また、現在通っている通信制高校が、高校として2校目以上である者が50.3%、不

登校経験のある者が14.6%となっており、それ以前の学校での不適応を経験したと推測される生徒が多

くなっていることも、大きな特徴となっている 4)。 

このように、現在の通信制高校は、精神健康上の問題を抱えた生徒にとっての受け入れ先として、さ

らには、そのような生徒達を次のライフステージへと繋ぐ重要な機能がある。しかし、通信制高校の卒

業者は、進学するのでもなく、就職するのでもない者が全体の4割強となっており、全日制・定時制高

校の5%弱という数値と比較して突出している 2)。この中には、卒業後自宅に引きこもってしまう者も少

なくないと指摘されており 5)、通信制高校を卒業できたとしても、精神健康上の問題により、社会生活

に支障が生じている者の多いことが示唆されている。精神健康の問題を持つ生徒を受け入れ、教育を行

う中で、いかに進学率や就職率を上げていきつつ、生徒達の在学中・卒業後の生活の質（Quality of Life; 

QOL）を高めるかということが、大きな課題である。 

その中で、通信制高校において、どのような精神保健活動を行うべきかを考えることが必要となる。

その活動は、全日制高校や定時制高校のそれとは異なった方法論を検討せざるを得なくなる。定時制高

校と比較したデータでは、通信制高校における特別な配慮を要する生徒に対する支援として、「カウンセ

ラー等との相談」が 56.6%、「個別補習等の取り出し」が 10.9%、「専門機関との連携」が 7.0%となっ

ているが、これらのさまざまな支援は定時制高校と比較して、すべて低くなっている 4)。これは、精神

面で配慮の必要な生徒が多い一方で、通信という形態であること、かつ、１人の教員が対応すべき生徒

数が非常に多い学校であるということから、生徒への関与度合いや方法などには限界があることを示し

ている。通信制高校の形態や特色に合った精神保健活動を行っていくことが重要である。 

限りある資源で、どのようなサポートを行っていくかを考えるためには、まずその実態把握が必要で

ある。しかし、先行研究では、生徒の不登校経験に注目した報告などはあるものの 6)～8)、より広い生徒

の精神健康の現状について検討した研究は多くない 9)。学校現場で、生徒の精神健康に配慮した対応を

考えるためには、不登校といった個別の課題のみを扱うのではなく、より総合的に生徒の経験や精神状

態を把握することが必要となる。 

本研究では通信制高校の生徒を対象とし、入学前・後の心の問題に関わる体験や、精神健康の実態把

握を行い、その対策のための基礎データを得ることを目的として調査を行った。本論では、その結果を

概観し、通信制高校の生徒の精神健康の維持・向上のための方策について検討していく。 
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2．方法 

(1)対象 

対象は、A 通信制高校の生徒であった。A 通信制高校は全国に 10 キャンパスを有する、私立の広域

通信制高校である。そのうち、関東圏 2 キャンパスに、2014 年 7 月時点で所属する全生徒 1,086 人を

対象とした。倫理的配慮として、フェイスシートに、得られたデータを生徒支援に活かすこと、その上

で回答は任意であること、回答しなくても学校生活で不利益になることのないことを明記した。データ

は ID 処理により、匿名化して分析した。また、本研究については東京未来大学倫理審査委員会で承認

を受けた（承認番号15号）。 

(2)調査方法 

調査時期は 2014 年 7 月であった。全生徒を対象とする、クラスごとの一斉ホームルーム時に、担任

教員が、調査票を直接配付・回収した。対象校には、登校時間が自由に選んで個別学習をする個別学習

コース、週3日登校しクラスでの学習をする週3日コース、週5日登校しクラスでの学習をする週5日

コースがあり、その全てのコースを対象とした。ホームルームを欠席した生徒については、その後の個

別対応時に、調査票への回答を依頼し、できる限り回収できるようにした。 

(3)調査票の構成 

調査票は、基本項目、精神健康関連項目から構成されていた。 

基本項目は、学籍番号、性別、年齢、クラス、コース、入学年月、入学形態、在籍高校数、通信制高

校入学理由、通信制高校入学前の体験であった。コースは、前述した3つのコースのいずれに所属して

いるかを尋ねるものであった。入学形態は、「新入学」、「転入学」、「編入学」の 3 つから選択する項目

であった。在籍高校数は、現在所属している通信制高校が何校目の高校かについて、実数を尋ねるもの

であった。通信制高校入学理由は、「金銭的な理由」、「仕事上の理由」、「学力上の理由」、「年齢上の理由」、

「家庭上の理由」、「学習時間・ペース上の理由」、「友人関係上の理由」、「前校での不適応」、「身体の病

気」、「心の病気」、「その他」から、複数回答可で回答を求めた。高校入学前の体験は、現在の高校入学

前に、「教師との関係の問題」、「友人関係の問題」、「異性関係の問題」、「親との問題」、「身体の病気」、

「心の病気」、「不登校」、「いじめ被害」、「その他」の中から、体験したことがあるものを複数回答可で

尋ねた。 

精神健康関連項目については、精神健康度、現在の悩みについて尋ねた。精神健康度については、

Kessler （2002）らが提案した、精神疾患のスクリーニング尺度を古川ら（2003）が邦訳し、信頼性・

妥当性を検討した K6 を用いた 10,11)。K6 は、厚生労働省が実施している国民生活基礎調査でも用いら

れており、全国的なデータとの比較が可能である。得点が高いほど、精神健康度が低いことを示す。現

在の悩みについては、「将来の進路」、「身体の病気」、「心の病気」、「家庭」、「金銭問題」、「勉強」、「友人

関係」、「異性関係」、「仕事」、「その他」、「特になし」の中から、複数回答可で尋ねた。 
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(4)解析方法 

データ解析にはSPSS ver.20 (IBM Corp., Armonk, NY)を用いた。本研究の回答者数に性別で偏りが

あったこと、性別で特徴が異なったことから、解析は全て性別ごとに行い、男女の比較ができる形で行

った。連続変数では平均値と標準偏差、カテゴリー変数では度数を示した。また、男女の比較を行うた

めに、連続変数では t 検定、カテゴリー変数ではχ2 検定を行った。加えて、精神健康度については、

K6の得点を、男女別に平成25年国民生活基礎調査の結果 12)と比較検討した。国民生活基礎調査の公表

の形式と合わせ、4段階で得点分布を算出し、有意性の検定にはχ2検定を用いた。 

 

3．結果 

(1)調査の回収状況 

2014年7月のホームルーム中に、745人からの回答を得た。回収率は68.6%であった。 

(2)回答者の基本情報 

回答者の基本情報を表 1 に示した。性別では、男性 36.9％、女性 63.1%と、女性が多くなっていた。

性別は未回答者が2人いた。「全体」は、男性、女性、性別未回答も含めた745人のことを指している。

平均年齢±SD は、17.0±2.0 歳であった。コースでは、個別学習コースが 80.2％と多くなっていた。

入学形態では、全体で新入学が 45.3％、転入学で 39.3％となっていた。編入学は 15.4％であった。性

別の比較は有意であった。新入学は女性の方が多く、編入学は男性の方が多いという傾向が見て取れた。

在籍高校数では、全体では現通信制高校が2校目であるという回答者が57.6％で、1校目であるという

回答者が39.8％であった。性別の比較は有意で、男性で在籍校数が多いという傾向が見られた。 

表1 回答者の基礎情報 

 
注 1)性別の％は横 100％、それ以外は縦 100％である。 

注 2)男女の比較には a)t 検定、b)χ2 検定を用い、*: p<0.05, **: p<0.01,  
***:p<0.001 を示す。 

項目 有意差

性別 [人数(％)] 274 (36.9) 469 (63.1)

年齢 [歳:平均±SD]a) **

コース [人数(％)]b) n.s.

個別学習コース 217 (79.5) 377 (80.6) 594 (80.2)

週3日コース 49 (17.9) 77 (16.5) 126 (17.0)

週5日コース 7 ( 2.6) 14 ( 3.0) 21 ( 2.8)

入学形態 [人数(％)] ***

新入学 100 (37.2) 233 (50.0) 333 (45.3)

転入学 108 (40.1) 181 (38.8) 289 (39.3)

編入学 61 (22.7) 52 (11.2) 113 (15.4)

在籍高校数 [人数(％)] *

1校目 82 (33.3) 176 (39.8) 258 (39.8)

2校目 154 (62.6) 219 (57.6) 373 (57.6)

3校目 9 ( 3.7) 7 ( 2.5) 16 ( 2.5)

4校目 1 ( 0.4) 0 ( 0.0) 1 ( 0.2)

男性 女性 全体

17.3± 2.6 16.8± 1.6 17.0± 2.0
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(3)通信制高校に入学した理由 

通信制高校に入学した理由を表2に示した。通信制高校入学の理由の有無については、何らかの理由

のある人が全体の88.1%であった。性別では、男性よりも女性の方がその割合が有意に高かった。具体

的な理由としては、全体では学習時間・ペース上の理由が36.8％、学力上の理由が32.7％、前校での不

適応が25.7％と高くなっていた。性別の比較では、仕事上の理由、年齢上の理由において、男性の方が

女性よりも有意に割合が高かった。一方で、学習時間・ペース上の理由、友人関係上の理由、心の病気

では、女性の方が男性よりも割合が高かった。総じて、精神健康に関わる部分については、男性よりも

女性の方が、入学理由として高い割合で選択していた。  

 

 

 

表2 通信制高校に入学した理由 

 
注 1）全体 745 人には、性別未記入の 2 人も含んでいる。 

注 2）χ2 検定で、*: p<0.05, **: p<0.01,***:p<0.001 を示す。 

注 3)具体的内容のパーセンテージは、男性、女性、全体の人数から無回答を除いた数を分母にしている。 

有意差

入学理由

あり 233 (85.0) 421 (89.8) 656 (88.1) **

なし 40 (14.6) 40 ( 8.5) 80 (10.7)

無回答 1 ( 0.4) 8 ( 1.7) 9 ( 1.2)

入学理由の具体的内容（複数回答可）

金銭的な理由 15 ( 5.5) 21 ( 4.6) 36 ( 4.9) n.s.

仕事上の理由 33 (12.1) 21 ( 4.6) 54 ( 7.3) ***

学力上の理由 90 (33.0) 150 (32.5) 241 (32.7) n.s.

年齢上の理由 18 ( 6.6) 13 ( 2.8) 33 ( 4.5) *

家庭上の理由 20 ( 7.3) 25 ( 5.4) 45 ( 6.1) n.s.

学習時間・ペース上の理由 73 (26.7) 197 (42.7) 271 (36.8) ***

友人関係上の理由 19 ( 7.0) 87 (18.9) 106 (14.4) ***

前校での不適応 69 (25.3) 120 (26.0) 189 (25.7) n.s.

身体の病気 12 ( 4.4) 32 ( 6.9) 44 ( 6.0) n.s.

心の病気 16 ( 5.9) 66 (14.3) 83 (11.3) ***

その他 28 (10.3) 63 (13.7) 91 (12.4) n.s.

あり：人数(％)

男性(n=274) 女性(n=469) 全体(n=745)
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(4)通信制高校入学前の経験 

通信制高校入学前の経験については、何らかの否定的な体験を通信制高校入学前に経験したかどうか

を尋ねた（表3）。まず、何らかの経験があった者が、全体の76.8%であった。性別に見ると、女子では

84.4%が何らかの否定的な経験をしていたが、男子では 63.5%と、経験した割合が女子よりも有意に少

なくなっていた。経験の内容については、全体では友人関係の問題が50.5％と最も高く、次いで、不登

校が43.3％と高くなっていた。性別の比較では、友人関係の問題、親との問題、身体の病気、心の病気、

不登校、いじめ被害で男性よりも女性の方が高くなっていた。特に、女子では半数近くが不登校の経験

者であった。 

 

表3 通信制高校入学前の経験 

 
注 1）全体 745 人には、性別未記入の 2 人も含んでいる。 

注 2）χ2 検定で、*: p<0.05, **: p<0.01,***:p<0.001 を示す。 

注 3)具体的内容のパーセンテージは、男性、女性、全体の人数から無回答を除いた数を分母にしている。 

 

 

有意差

入学前の経験の有無

あり 174 (63.5) 396 (84.4) 572 (76.8) ***

なし 93 (33.9) 63 (13.4) 156 (20.9)

無回答 7 ( 2.6) 10 ( 2.1) 17 ( 2.3)

入学前の経験の具体的内容（複数回答可）

教師との関係の問題 81 (30.3) 153 (33.3) 235 (32.3) n.s.

友人関係の問題 84 (31.5) 282 (61.4) 368 (50.5) ***

異性関係の問題 36 (13.5) 72 (15.7) 108 (14.8) n.s.

親との問題 64 (24.0) 163 (35.5) 227 (31.2) **

身体の病気 22 ( 8.2) 65 (14.2) 87 (12.0) *

心の病気 33 (12.4) 113 (24.6) 147 (20.2) ***

不登校 90 (33.7) 224 (48.8) 315 (43.3) ***
いじめ被害 36 (13.5) 119 (25.9) 156 (21.4) ***
その他 13 ( 4.9) 8 ( 1.7) 21 ( 2.9) *

男性(n=274) 女性(n=469) 全体(n=745)

あり：人数(％)
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(5)現在の悩みについて 

現在の悩みについて表4に示した。現在の悩みについては、何らかの悩みがある者が全体では80.0%

であった。性別で見ると、女子では83.6%が何らかの悩みを持っていたが、男子では73.7%と、悩みを

持っている割合が女子よりも有意に少なくなっていた。悩みの内容については、全体では将来の進路が

61.0%、勉強が38.2%、金銭問題が33.6%であった。性別に見ると、将来の進路、友人関係、心の病気、

身体の病気において、女性の方が男性よりも悩みありの割合が大きかった。 

 

表4 現在の悩み 

 
注 1）全体 745 人には、性別未記入の 2 人も含んでいる。 

注 2）χ2 検定で、*: p<0.05, **: p<0.01,***:p<0.001 を示す。 
注 3)具体的内容のパーセンテージは、男性、女性、全体の人数から無回答を除いた数を分母 

   にしている。 

 

有意差

現在の悩みの有無

あり 202 (73.7) 392 (83.6) 596 (80.0) ***

なし 69 (25.2) 65 (13.9) 134 (18.0)

無回答 3 ( 1.1) 12 ( 2.6) 15 ( 2.0)

現在の悩みの具体的内容（複数回答可）

将来の進路 144 (53.1) 300 (65.6) 445 (61.0) **

身体の病気 15 ( 5.5) 45 ( 9.8) 60 ( 8.2) *

心の病気 26 ( 9.6) 69 (15.1) 96 (13.2) *

家庭 46 (17.0) 93 (20.4) 140 (19.2) n.s.

金銭問題 82 (30.3) 162 (35.4) 245 (33.6) n.s.

勉強 101 (37.3) 176 (38.5) 279 (38.2) n.s.

友人関係 39 (14.4) 101 (22.1) 141 (19.3) *

異性関係 40 (14.8) 70 (15.3) 111 (15.2) n.s.

仕事 70 (25.8) 93 (20.4) 164 (22.5) n.s.

その他 7 ( 2.6) 12 ( 2.6) 19 ( 2.6) n.s.

あり：人数(％)

男性(n=274) 女性(n=469) 全体(n=745)
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(6) K6の分布 

精神健康度について、図1に示した。2013年の国民生活基礎調査における、15-19歳の年代のK6の

分布と比較した。男性では、国民生活基礎調査の結果では、0-4点が77.5%、5-9点が14.4%、10-14点

が6.1%、15点以上が2.3%であった。一方で本調査の男性は、0-4点が51.1%、5-9点が19.9%、10-14

点が17.3%、15点以上が11.7%であった。女性では、国民生活基礎調査では0-4点が73.4%、5-9点が

16.7%、10-14 点が 7.4%、15 点以上が 2.4%であった。一方で、本調査の結果では、0-4 点が 33.3%、

5-9点が28.9%、10-14点が23.8%、15点以上が14.0%であった。男女ともに、国民生活基礎調査の結

果よりも精神健康度は低い傾向にあった。また、本調査における性別の比較では、男性よりも女性の方

が、精神状態の悪い傾向にあった。 

 

 
図1 K6の得点分布 

 

4．考察 

本研究では、通信制高校の生徒に対して、精神健康に関する調査を行い、その実態について検討した。

通信制高校入学前の経験については、友人関係や不登校、親との問題を経験した生徒が割合として多か

った。通信制高校入学の理由については、学力や学習上の理由が多く、ついで、前校での不適応となっ

ていた。現在の悩みについては、将来の進路が高く、進路面でのサポートの必要性が高かった。精神健

康については、K6 を用いて、国民生活基礎調査の同年代の結果と比較すると、本研究の回答者は、日

本の同年代の精神健康度よりも低くなっていた。また、男性よりも女性で精神健康度が低くなっていた。 

(1)本研究の対象者について 

2014 年度の学校基本調査によると、全国の通信制高校の生徒数は 、性別では男子がやや上回ってい
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る 2)。一方で、本研究の回答者は、女性の方が多くなっており、全国の分布と比較すると偏りがある。

この男女比の偏りは、2 つの点から説明できる。まず、調査対象校自体は、女子の入学率の高い高校で

ある。元来の男女比の偏りに加え、ホームルームに出席する生徒の割合が女子の方が多いという傾向も

ある。一般的にこのような精神健康上の訴えは、女性の方で強く訴える傾向があるため、本研究の回答

者全体で見たときに男女割合を考慮する必要がある。そこで、本論では、性別の比較を主に結果を記述

した。 

また、本調査は、ホームルームに出席した生徒が回答をしている。これは、対象校の生徒の中でも、

回答者が健康な方向に偏っていることが考えられる。この偏りは、国民生活基礎調査との精神健康の比

較の結果を、むしろ弱める方向に働いているため、結果に与える影響は少ないと考えられる。 

(2)入学理由、入学前の経験、現在の悩みについて 

本研究では、通学制ではなく通信制高校を選択した理由、通信制高校に入学する前のネガティブな経

験、入学後の現在抱えている悩みについて質問をした。通信制高校を選択した理由は、学業上の理由と

前校での不適応が多かった。通信制高校で自分のペースを守りながら学習できることが、メリットであ

ることが窺える。また、中学校や高校での不適応を理由としている生徒も多く、そのような生徒の受け

入れ先となっていた。入学前の経験を見ても、半数以上は友人関係の問題を抱えていたことが示されて

いる。また、回答者の 4 割強が不登校、2 割強がいじめ被害の経験者であるなど、学校にまつわる問題

を抱えていたことが窺える。不登校については、文部科学省の厳密な定義に合うものではなく、回答者

が不登校をどのように捉えているかということに回答が左右される値であることは考慮しなくてはなら

ないが、平成25年度の小学校の不登校率が0.36%、中学校の不登校率が2.69%となっていることから 13)、

この数値は高いと言える。また、現在の悩みについては、将来の進路が6割強となっており、さまざま

な背景を持ちながら、その後のライフステージにつなげる支援が必要であることが示されている。心の

問題を抱える中で、通信制という形であるために、学校生活を送ることができている生徒が多いという

ことが考えられる。先述した、卒業後進学も就職もしない生徒の割合が 4 割強ということを考えると、

いかに進路の悩みを取り扱っていくかということが大きな課題である。小川ら（2014）では、通信制高

校の教員が生徒や保護者から受ける相談の内容として最も多いのが「進路に関する自分の適性がわから

ない」であり、次が「将来の自分の生き方のイメージが抱けない」であった 9)。生徒の進路相談は、全

日制や定時制の高校においても、教職員にとって重要な役割である。通信制高校においては、とりわけ、

進路の悩みの背景にある、さまざまな心の問題を配慮することが必要である。 

(3)通信高校生の精神健康について 

K6 を用いて、通信高校生の精神健康度を測定した。男性においても、女性においても同年代の全国

平均と比較して、精神健康度が低いことが窺えた。厚生労働省では、昭和 61 年から毎年、全国で国民

生活基礎調査を実施している。国民生活の基礎的な事項を調査するものである。3 年ごとに大規模調査

の年には、抽出された世帯の世帯員に対して健康票の調査を行い、自覚症状、日常生活への影響、健康
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意識、悩みやストレスの状況、こころの状態等を調べている。こころの状態については、K6 の項目を

使用している。結果の公表では、性別、年齢群別の結果を示しており、ここでは、今回の研究対象者に

近い15歳～19歳の年齢群の結果との比較を行った。その結果、男性においても、女性においても、本

調査の回答者は、国民生活基礎調査の回答者よりも精神健康状態が良好ではないという結果が見られた。

入学前に経験した問題や、入学後に抱えている悩みが、精神健康度の低さと関わっていることが考えら

れる。 

(4)通信高校生への精神保健的関わりについて 

通信制高校における精神保健活動について考察する。通信制高校においては、カウンセラーを設置し

ている学校は多いものの、その対応の中心は教職員ということとなる。教職員がさまざまな内容の相談

に乗り、対応を考えて行くことが必要となる。そのような考え方から、教員の教育相談に関する論考は

数多くなされている 10,14,15)。心の専門家の支援が難しい通信制高校という場において、日常生活の相談

を受けながら、学校生活を支えていくことは重要であり、それがひいては通信制高校生の精神健康につ

ながっていくと考えられる。 

一方で、小川ら（2014）では、通信制高校の生徒は、高校入学以前や以後において、全日制高校や定

時制高校の生徒と比較し、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーや、教育センター、行

政の相談機関、病院・医院（心療内科等）などの外部機関を多く利用していることが報告されている 15)。

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーは学内のスタッフとして考えられるが、それ以外

の学外機関との連携も生徒のサポートには必要となる。教員の業務としての教育相談で担える部分、担

えない部分についての役割分担が重要である。通信制高校の教職員の7割弱の職員が、他機関と連携し

て生徒支援を行った経験があるが、一方で連携体制が整っていないと答えている教職員も3割強に上っ

ていると報告されている 14)。専門機関との連携体制を整えることは今後の課題であると考えられる。ま

た、近年多くの通信制高校に配置されているスクールカウンセラーも、面接室での相談だけではなく、

教員や家族や他機関との連携、その仲介、より広い精神保健活動が必要となる。 

(5)本研究の意義と限界について 

本研究の意義は、通信制高校に通う生徒の精神状態を検証し、全国的な同世代のデータとの比較を行

ったことである。前述のように、近年の通信制高校の特色から、その生徒の精神健康度は、他の同世代

の人口と比較して低い傾向があると考えられる。しかしながら、通信制高校の生徒の精神健康を調べ、

実際に比較検討を行った研究は日本においては見られない。本研究では、国民生活基礎調査で使用され

ている K6 を通信制高校の生徒に対して行うことで、その比較が可能になり、実際に通信制高校の生徒

の精神健康度が低い傾向のあることが明らかになった。そのことが実際に数値上で示されたことで、通

信制高校の生徒に対する精神保健上の配慮の必要性が、改めて明確になったことが本研究の最も大きい

意義であると考えられる。 

本研究の限界は、対象校が関東の2県にある通信制高校ということで、地域性が結果に影響を及ぼし
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ていたことが考えられる。今後の課題としては、より広い全国的なデータを採取する必要がある。また、

今回は横断研究であったため、通信制高校で生徒がどのように変化していくかということは検討できな

かった。通信制高校での精神保健活動を検討するときには、生徒が在学中にどのように変化するのか、

そして卒業後の進路はどのようになるのか、などについて検証する必要がある。従って、今後は縦断研

究を行っていくことが考えられる。これまで、日本では通信制高校の生徒に対して、縦断研究で変化を

追った研究は見られない。このような観点から、通信制高校生徒の精神健康をよりよく検討できるため

のデータを採取し、より効果的な精神保健活動を考えることが重要である。 

 

5．結論 

学校精神保健の観点から、通信制高校生徒の精神健康の維持・向上のためには、それまでの学校体験

や、その他生活上の背景を考え対応していくことが求められる。通信制という特徴を考慮し、教職員や

学内のスクールカウンセラーなどの専門家、外部機関などが連携して精神保健活動をしていくことが重

要である。 
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