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1980 年代以降高校生の学習時間変容と「学校化」
学校内活動（授業・部活動）の拡大に注目して

（加藤一晃）

1. 高校生の学習時間問題

　本稿では，生活時間配分の観点から，1980 年代以降の高校生の学校内活動

の拡大と，学校外学習時間およびその他の生活時間の関連を分析する。それを

通じて，高校生の学校外学習時間の減少要因の一端を明らかにするとともに，

高校生の「学校化」について考察する。

　これまでに高校生の学習時間は，減少傾向が指摘されている。NHK 放送文

化研究所（2013）が継続的に行ってきた全国調査によると，1982 年の高校生

の一日当たり学校外学習時間は平均 1 時間 39 分だったが，2012 年には 1 時間

6 分と，30 分ほど少なくなっている。また，苅谷（2000）は 1979 年，1998 年

に同じ高校の生徒を対象に行った質問紙調査を分析し，学習時間の大幅な低下

を確認している。その後 2009 年に再び同一の高校で調査したところ，1998 年

よりは向上しているものの，1979 年の水準には達していないという（樋田ほ

か 2014）。こうした学習時間の減少は，「学びからの逃走」すなわち高校生の

知的関心の低下として問題視されている（佐藤 2000）ほか，高大接続改革の

中でも改善すべき課題として認識されている（山村ほか 2019）。

　学習時間の減少について，これまでの研究が指摘してきた主な要因は，受験

プレッシャーの減圧である(1)。1990 年代の教育改革は，高校入試からの偏差値

追放，学校 5日制，新学力観といった「過度の受験競争」の緩和を目指す試み

が進められてきており，それが学習時間の減少となって表れたとされている（苅

谷 2000）。さらに，学力試験に代わって推薦入試や AO 入試といった非学力選
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抜の普及もまた，学習時間に影響を及ぼしたとされる。苅谷（2002）は推薦入

試を希望する高校生の学習時間が少なくなることを明らかにしており，「学習

面で見るかぎり，推薦入試は『楽をして』大学に進学しようとする生徒を増や

していると推論することもできる」と述べている（p.132）。

　こうした指摘は，高校生が学習から退いていった構造的要因を明らかにして

おり，一定の説得力がある。しかし，説明の対象が学習時間
4 4

の変化であるだけ

に，一点不満が残る。すなわち，時間に関する議論であるにもかかわらず，学

習以外の生活時間との関連が考慮されていない点である。

　当然のことながら，1 人に与えられる 1 日当たりの時間は，平等に 24 時間

である。もしある行動の時間を増やせば，別の行動を減らさざるを得ない。こ

こで本稿が注目するのは，学校内で行われる諸活動の拡大である。次節で述べ

るように，高校生が学校内で過ごす時間は拡大してきた。そうした変化は，高

校生の学習時間やその他の行動にどのような影響を及ぼしているのだろうか。

　また本稿では，学校内の活動の拡大と学習時間の関係に加えて，高校生の「学

校化」についても考察する。1970 年代後半ごろに海外から輸入されたこの言

葉は，近年ではあまり耳にしなくなった。しかし，学校内の活動の拡大は，高

校生の「学校化」がより強力に進行していることを示唆している。本稿では，

この概念が近年の高校生像をより有効にとらえる可能性を持つことを示す。

　本稿の流れは，以下のとおりである。次節では，学校内の活動の拡大の様相

を示し，本稿の検討課題を明らかにする。第 3節では，その課題に取り組むた

めの分析手法である差分生活時間構造グラフを紹介する。第 4節では分析に使

用するデータについて概要を示し，第 5節では平均時間，時刻別行為者率，な

らびに生活時間構造の時点間比較を行い，学校内の活動の拡大の影響を明らか

にする。得られた知見から，第 6節では学校外学習時間の減少と高校生の「学

校化」について考察する。

2. 学校内の活動の拡大

　矢野（1995）は，「個人から家族，コミュニティー，組織，国家，さらに世

界へと空間が広がるにつれて，個人の質的時間の『共時化』が要請され，時間
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の重ね合わせと調整が行われることになる」という（p.16-17）。高校生の間でも，

学校内で過ごす時間の増大という形で時間の「共時化」が進んできた。

　第一に，部活動の拡大である。戦後の運動部活動の変化をまとめた中澤（2014）

によれば，運動部に参加する中学生・高校生の割合や活動頻度は上昇してき

た。表 1 は，NHK 放送文化研究所が継続的に行っている調査から，1982 年と

2012 年の間の部活動加入率の変化をまとめたものである。部活動に「入って

いない」がいずれの学年でも減少し，より多くの高校生が部活動（特に運動部

活動）に参加するようになったことがわかる。こうした変化は，授業時間内に

加えて放課後においても，友人や教員と学校で過ごす時間が増えたことを意味

する。

　第二に，1990 年代から進められた学校週 5 日制も，高校生の生活時間に影

響を及ぼしたと考えられる。1992 年 9 月から月 1 回で始まり，1995 年 4 月か

ら月2回，2002年4月から完全実施された。その目玉は土曜日の授業廃止であっ

たが，影響は平日の生活時間にも及んだ。土曜日が休日になることによって減

る授業時間を，平日の時間割を調整することで確保しようとしたのである。
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表表   11 高高校校部部活活動動加加入入率率のの変変化化   
年生 年生 年生

年 年 年 年 年 年

運動部に入っている

文化部に入っている

入っていない

わからない，無回答

計

※ 年の数値は 世論調査部編（ ）から， 年の数値は個票データから算

出した。また 時点とも調査時点は 月であるため， 年生については引退済みの者が

多く，学年当初より数値が低くなっていると考えられる。

表表   22 公公立立高高校校ににおおけけるる週週当当たたりり授授業業時時数数，，平平日日のの授授業業時時数数のの変変化化   
普通科 専門学科 総合学科

年 年 年 年 年 年

週当たり

授業時数

以下

以上

計

週当たり

平日の

授業時数※

以下

以上

計

（出典：昭和 年度公立高等学校教育課程編成状況調査，平成 年度公立高等学校

における教育課程の編成・実施状況調査より作成 ）

※ 年のカテゴリーについては，週当たり授業時数から土曜日の時数（ 時限）を

差し引いた。

 

表 2 に，文部（科学）省が 1984 年と 2010 年に公立高校を対象に実施した教

育課程調査の結果をまとめた。学校週 5 日制の影響により，週当たり授業時数

は減少している。しかし，平日の授業時数で比較すると，普通科では「 31 以上」

の学校が 8.5%から 60.2%へ増えている（専門学科は 6.7%→27.7%）。50 分授業

を前提にすると，平日の授業時数が 30 までならば，毎日 6 時限以下で済む。

しかし，平日の授業時数が 31 以上になると，平日いずれかの曜日で 7 時限の

日が必要になる。近年は，7 時限目まで授業をする学校も珍しくないのである。  

こうした部活動の拡大や平日の授業時間の延長は，高校生の学校外学習のあ

り方に重要な影響をもたらしうる。授業の時間や部活動へ参加する時間が長く
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　表 2に，文部（科学）省が 1984 年と 2010 年に公立高校を対象に実施した教

育課程調査の結果をまとめた。学校週 5日制の影響により，週当たり授業時数

は減少している。しかし，平日の授業時数で比較すると，普通科では「31 以上」

の学校が 8.5% から 60.2% へ増えている（専門学科は 6.7% → 27.7%）。50 分授

業を前提にすると，平日の授業時数が 30 までならば，毎日 6時限以下で済む。

しかし，平日の授業時数が 31 以上になると，平日いずれかの曜日で 7 時限の

日が必要になる。近年は，7時限目まで授業をする学校も珍しくないのである。

　こうした部活動の拡大や平日の授業時間の延長は，高校生の学校外学習のあ

り方に重要な影響をもたらしうる。授業の時間や部活動へ参加する時間が長く

なれば，それだけ家に帰る時間が遅くなり，食事や入浴といった生活上必要な

行動が後ろ倒しにならざるをえないからだ。そうなれば，かつてであれば学習

に充てることができていた時間帯に，別の行動をせざるをえなくなる。

　ここで参考になるのは，成人労働者の残業時間増加の影響に関する研究であ

る。藤原（1995）は NHK 国民生活時間調査を分析し，1975 年から 1985 年に

かけて生じた事務・技術職労働者の残業時間増加の影響を明らかにしている。

それによれば，17 時以降に「しごと」の行為者率が増加した結果，「帰宅」や「食

事」の行為者率は減少した。しかし，より遅い時間帯の 19 時ごろ以降に，そ

れらの行動の行為者率が増加していたという。つまり，「しごと」のために一

時的に行為者率が減少した行動の後ろ倒しが確認されたのである。さらに，こ

の後ろ倒しの影響は他の行動にも及び，19 時台の「テレビ視聴」や 21 時台の「す

いみん」の行為者率が減少していた。

　授業や部活動といった学校内の活動が拡大したとき，高校生の学習時間やそ

の他の生活行動はどのような影響を受けるのだろうか。これは，高大接続や高

校生活のあり方を考えるうえで，重要な問いである。

3. 分析の視点

3.1. 「平均時間アプローチ」と「時刻別行為者率アプローチ」

　生活時間を比較する方法はいくつかある。矢野（1995）は，生活行動の特徴

を記述するための代表的な指標として，平均時間・行為者率・行為者平均時間
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の三つをあげている。平均時間は，ある行動を行った人の総時間合計を，対象

者の人数で割った時間であり，その行動を行っていない人も含めた平均値であ

る。また，行為者率はある行動を選択した人の割合，行為者平均時間はある行

動を選択した人だけを取り出した平均時間を示す。

　この中でも特に平均時間は，「生活時間の分析は、行動別の平均時間数を集

計するところからスタートする」（矢野 1995，p.53）と言われるほど重要な指

標である。これまでの研究が使用してきたのも，主にこの平均時間であった。

時点間で比較できるようにデザインされた調査をもとに，時点ごとに平均学習

時間を算出し，比較することで，学習時間の変化を捉えてきたのである。

　しかし，平均時間を使用した分析には，ある限界も指摘されている。それは，

平均時間の場合，その算出過程で時刻の情報を失ってしまうことである（藤原 

2014）。生活時間の分析手法を研究する藤原（2014）は，平均時間に基づく分

析手法を「平均時間アプローチ」，時刻ごとの行為者率に注目した生活時間研

究の手法を「時刻別行為者率アプローチ」と呼び，後者の重要性を指摘している。

　多くの生活時間調査では，1 日を 15 分ごとに 96 区分に分割し，それぞれの

時刻区分の間に何をしていたのかを，調査対象者に記録してもらう方法をとっ

ている。調査後の集計では，各種行動分類の時刻ごとの行為者率が算出される。

それをまとめたのが，時刻別行為者率表である。藤原（2014）は，この時刻別

行為者率表が十分に活用されてこなかったとし，時刻別行為者率表は「日記帳

形式の調査票でしか入手出来ない集計値」であり，「時間調査の核心に位置す

る，他の調査では見られない特異なデータである」（p.72）と指摘する。では，

どうしたら時刻別行為者率表を有効に活用することができるだろうか。

3.2. 生活時間構造とその比較

　藤原（2014）が具体的に提案しているのは，氏のいう「差分生活時間構造グ

ラフ」の使用である。先に紹介した成人労働者の残業時間増加の影響について

の知見も，この手法を利用して得られた（藤原 1995）。その作成方法を，仮の

数値を入れて作成した図 1を用いて，説明しよう。

　まず，生活時間調査の結果をまとめた報告書等から，図 1の上側と真ん中に

ある①，②のような時刻別行為者率表を得る。時刻別行為者率表は，区切られ
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た時間帯の中で調査対象者のうちある行動をとっている割合をまとめたもの

であり，表①②は，4 種類の行動分類× 1 時間ごとの 4 時間帯の場合の例であ

る。これを読むと，たとえば，17 時台に「学校内活動」を行っていた割合は，

X 年時点で 30%，Y 年時点で 80% ということがわかる。

　次に，比較したい 2 時点の差分（Y 年－ X 年）をとって作成したのが，図 1

の下側にある③差分の表である。これは，特定の時間に特定の行動をとる割合

が，比較している 2時点の間でどれほど増加／減少したのかを示している。た

とえば，17 時台に「学校内活動」を行っていた割合は，X 年から Y 年までの

間に 50 ポイント上昇している。また，「移動」は X 年から Y 年までに 25 ポイ

ントの減少となっている。

　最後に③差分の表を，図 1右側にあるようなグラフにまとめる。このグラフ

からは，2 時点間で，どの時間帯でどの行動をとる割合が増加／減少したのか

を見ることができる。

　特にこの分析方法が優れているのは，ある時間帯の行動の変化がその後の行

動に及ぼしている影響を確認できる点である。たとえば，図 1右側のグラフで

は，17 時台から 18 時台で「学校内活動」の行為者率が上昇しており，「移動」

の行為者率は減少している。しかし，19 時台，20 時台には「移動」の行為者

率が上昇している。これは，17・18 時台から 19・20 時台へと，「移動」を後

ろ倒しにする者が増えていることを意味している。このように，ある時間帯の

行動の変化が次の時間帯の行動の変化へと連鎖する様を読み取ることができる

のが，差分生活時間構造グラフを用いる利点であり，平均時間を用いた分析に

はない強みである。本稿では，この方法を用いて学校内活動拡大の影響を分析

したい。
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4. 使用するデータ

　本稿で使用する資料は，NHK 放送文化研究所が行ってきた「国民生活時間

調査」の報告書（1990 年までは『国民生活時間調査』，1995 年以降は『データブッ

ク国民生活時間調査』）に掲載された集計結果である。同研究所は，1960 年以

来 5年おきに大規模な生活時間調査を実施し，その詳細な集計結果を毎回公表

している。その報告書の中には，高校生だけを対象とした集計結果も掲載され

ており，高校生の生活時間配分を経時的に分析するのに適した資料である。

　なお，日本の代表的な生活時間調査にはほかに，総務省が 1976 年から行っ

ている「社会生活基本調査」もある。しかし，同調査では調査時に使用される

行動分類が，「国民生活時間調査」とは異なっている。特に，本稿の関心を持

つ部活動については，独立したカテゴリーがなく，スポーツや趣味として集計

されている。この場合，学校外でのスポーツ，趣味と区別することができない

ため，本稿の関心に照らして都合が悪い。

　それに対し，国民生活時間調査の場合，部活動の時間は 1980 年調査から

1990 年調査まで「課外活動」として集計されていた。また 1995 年以降は独立

したカテゴリーではないものの，「授業・学校内の活動」の中に含められ，学
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（表中の数値は ）

① 年 時台 時台 時台 時台

学校内活動

学校外学習

移動

生活行動

② 年 時台 時台 時台 時台

学校内活動

学校外学習

移動

生活行動

③差分 時台 時台 時台 時台

学校内活動

学校外学習

移動

生活行動

図図   11 時時刻刻別別行行為為者者率率表表とと差差分分生生活活時時間間構構造造のの例例   
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ック国民生活時間調査』）に掲載された集計結果である。同研究所は，1960 年
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校外で行われるスポーツ等とは区別されている。1995 年以降，授業と部活動

の時間を厳密に区別することはできない限界はあるが，時間帯を見ればある程

度は授業と部活動のいずれが行われているのかを判断することができる。

　調査はいずれの実施年も，実施者側が調査日を指定し，調査員が調査日の前

日に調査票を配布，調査日の翌日に回収する形で行われた。対象者は，10 月

中のある連続する 2日を指定され，その指定された各日に行った行動をそれぞ

れ記録する（ただし 1980・1985 年の平日の対象者は 1日分だけ回答）。行動の

記録に当たっては，時刻を 15 分単位で区切った表に，各時刻に行った行動を

記入するように指示されている。その他の調査の概要は，表 3にまとめた通り

である。

　注意しなければならないのは，1995 年にアフターコード方式からプリコー

ド方式への変更があった点である。1990 年調査までは，調査対象者に自由に

行動を記入してもらい，それを回収後にいくつかの行動分類へと分類する作業

を行っていた。それを，「分析とりまとめをもっと早くしたいなどの理由で」，「あ

らかじめ行動と時刻が印刷してある調査票の該当する欄に線を引いてもらう方

式」へと切り替えられた（NHK 放送文化研究所 1995，p.3）。そのため調査報

告書では，1990 年以前の結果と 1995 年以降の結果を直接比較することはでき

ないとされている。

　しかし，ある程度同じ調査デザインで繰り返し行われている点は貴重であり，

過去にさかのぼって調査を行うことができない以上，入手可能な中では最善の

データである。そのため本稿では，一定の限界があることを認めながらも，国

民生活時間調査を分析対象とすることとした。

　また，同調査は平日に加え土曜，日曜も対象としている。しかし土曜，日曜

については，サンプルサイズが著しく小さい調査年がある。そのため，ある程

度のサンプルサイズが確保された平日を分析の対象とする。

　以下では，学習時間や学校内活動，その他の生活行動について，時点間比較

を行う。ただし調査時点で行動の分類がやや異なるので，報告書の内容をその

まま比較に用いることはできない。そこで表 4のように行動分類を統合した。

　まず，本稿において最も重要な行動分類の一つである学校外学習は，1980

年以降，一貫して「学校外の学習」という分類で調査されている。これには，
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自宅で行う宿題や予復習，塾での学習時間等が含まれている。

　次に重要な「学校内活動」については，1990 年までは「授業・学校の行事」と「課

外活動」の二つに分けられていた。その二つは，1995 年以降「授業・学校内

の活動」に統合され，授業，学校行事や部活動等を含む分類となっている。本

稿では，1990 年代までの「授業・学校の行事」と「課外活動」を合わせたも

のと，1995 年以降の「授業・学校内の活動」を，「学校内活動」として扱う。

　その他の行動については，結果の解釈を容易にするため，各分類をさらに大

きな分類へ統合した。調査実施者が 1995 年以降用いている大分類を参考に，

本稿の関心に合わせて独自の分類を作成した。詳しくは表 4のとおりである。
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表表   33 「「国国民民生生活活時時間間調調査査」」のの概概要要   
調査年

調査実施月 月

サンプリング方法 層化二段階無作為抽出法

調査方法
配布回収法

アフターコード方式 プリコード方式

高校生のサン
プルサイズ

（単位：人）

平日

土曜

日曜
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表表   44 分分析析にに使使用用すするるカカテテゴゴリリーー   

本研究での分類
～ 年

の中分類
年の小分類

～ 年

の小分類

学校内活動
授業・学校の行事 授業・学校の行事 授業・学校内の活動

課外活動 課外活動

学校外学習 学校外の学習 学校外の学習 学校外の学習

 

本研究での分類
・ 年

の大分類
年の大分類

～ 年

の中分類

睡眠 すいみん すいみん 睡眠

生活行動

食事 食事 食事

身のまわりの用事 身のまわりの用事 身のまわりの用事

休養（療養・静養） 療養・静養 療養・静養

家事 家事 家事

仕事 仕事 仕事 仕事関連

移動

移動 通勤 通勤

通学 通学

その他の移動

自由行動

交際 会話・交際 社会参加

レジャー活動 レジャー活動 会話・交際

新聞・雑誌・本 マスメディア接触 レジャー活動

ラジオ 休息 マスメディア接触

テレビ その他の自由行動 休息

休養（くつろぎ・休息）

その他・不明 その他・不明

 

5. 分析  
5.1. 各種行動の平均時間の変化  

まずは，先行研究と同様に，各種行動の平均時間の推移を確認しておこう。

表 5 は，調査年ごとに各生活行動の平均時間をまとめたものである。「学校外学

習」に注目すると，先行研究で示されているのと同様に，1980 年代をピークに

減少傾向にある。1980 年の 177 分（2 時間 57 分）から，2005 年には 108 分

（1 時間 48 分）へと，1 時間ほどの減少となっている。その後 2010，2015 年

はやや上昇している（約 2 時間）が，1980 年代の水準には戻っていない。  

次に「学校内活動」を見ると，1980 年から 1990 年までは約 340 分を維持し

ていたが，その後上昇傾向にある。特に，2000 年から 2005 年の間に大幅に伸

びており，この間に高校生が学校で過ごす時間が増大したことがうかがえる。

2015 年にはさらに上昇し，1980 年の 340 分（5 時間 40 分）から 438 分（7 時

間 18 分）へ，1 時間半以上上昇している。つまり，「学校外学習」の時間数が

減少する一方で，「学校内活動」の時間数が上昇してきたということである。  
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5. 分析

5.1. 各種行動の平均時間の変化

　まずは，先行研究と同様に，各種行動の平均時間の推移を確認しておこう。

表 5 は，調査年ごとに各生活行動の平均時間をまとめたものである。「学校外

学習」に注目すると，先行研究で示されているのと同様に，1980 年代をピー

クに減少傾向にある。1980 年の 177 分（2 時間 57 分）から，2005 年には 108

分（1 時間 48 分）へと，1 時間ほどの減少となっている。その後 2010，2015

年はやや上昇している（約 2時間）が，1980 年代の水準には戻っていない。

　次に「学校内活動」を見ると，1980 年から 1990 年までは約 340 分を維持し

ていたが，その後上昇傾向にある。特に，2000 年から 2005 年の間に大幅に伸

びており，この間に高校生が学校で過ごす時間が増大したことがうかがえる。

2015 年にはさらに上昇し，1980 年の 340 分（5 時間 40 分）から 438 分（7 時

間 18 分）へ，1 時間半以上上昇している。つまり，「学校外学習」の時間数が

減少する一方で，「学校内活動」の時間数が上昇してきたということである。

　なお，表の一番下の行には，「学校内活動」と「学校外学習」を合わせた時

間数を「学業」として記載しておいた。2010 年以降，「学校外学習」が増加し

たのに加え，2015 年には「学校内活動」が増加したため，二つを合わせた「学

業」の時間数は 1980 年代以降最も多くなっている。言い換えれば，近年の高

校生はかつてよりも多くの時間を学校関連の活動に使っているのである。

　その他の行動については，「学校内活動」「学校外学習」ほど大きな変化は見

られない。「仕事」と「移動」は 10 分程度の振れ幅が見られるに過ぎない。「睡

眠」や「生活行動」は 1980 年代から近年にかけてやや減少傾向が見られるが，

変化の幅は数十分程度に収まっている。

　比較的変化が大きいのは「自由行動」である。1980 年から 1995 年にかけて

40 分ほど増加し，その後は減少傾向にある。ピークの 1995 年（304 分，5 時

間 4分）から 2015 年（235 分，3時間 55 分）へ，1時間ほど減少している。
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5.2. 時刻別行為者率

　以上の変化は，時間帯を加味するとより具体的に把握することができる。図

2 ～ 4 は，平均時間に変化のあった「学校内活動」「学校外学習」「自由行動」

の時間帯別行為者率をそれぞれ図にしたものである。時代による変化がわかり，

かつ比較的サンプルサイズの大きい，1980 年，1990 年，2005 年，2015 年の結

果を示している。

　なお，アフターコード方式からプリコード方式への変更の影響を確認するた

め，1995 年の結果も示した。調査方式の変更の影響が大きければ，調査時点

が近い 1990 年と 1995 年の間であっても結果に違いが見られるだろう。しかし

図 2~4 を見ると，1990 年と 1995 年の時間帯別行為者率に微細な変化は見られ

るものの，際立って大きな変化は確認できない。むしろ変化が大きいのは，同

じ調査方式の時点間である。以上を踏まえると，以下に見る時点間の差異は，

少なくとも調査方式の変更だけによってもたらされたわけではなく，時点間で

生じた高校生の生活の変化をある程度反映していると考えられる。
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表表   55 調調査査年年別別にに見見たた各各種種行行動動のの平平均均時時間間（（平平日日，，単単位位：：分分））   

年 年 年 年 年 年 年 年

睡眠

生活行動

仕事

学校内活動

学校外学習

移動

自由行動

その他・不明

学業
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　「学校外学習」についての結果（図 2）を見ると，21 時以降の変化が顕著である。

1980 年時点では，21 時台から 22 時台にかけての行為者率が 45% ほどであっ

たが，2005 年，2015 年には 20 ～ 30% と，半分ほどに低下している。

　図 3 の「学校内活動」についてみると，13 時台から 18 時台ごろにかけて，

行為者率が増加している。これらの増加は，学校週 5日制による授業日程・時

間割の変更や，部活動の拡大によるものだと思われる。本稿の冒頭で示したよ

うに，1980 年代に比べ 2010 年代の高校では，7 時限目まで授業が行われるよ
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近い 1990 年と 1995 年の間であっても結果に違いが見られるだろう。しかし図
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ものの，際立って大きな変化は確認できない。むしろ変化が大きいのは，同じ

調査方式の時点間である。以上を踏まえると，以下に見る時点間の差異は，少

なくとも調査方式の変更だけによってもたらされたわけではなく，時点間で生

じた高校生の生活の変化をある程度反映していると考えられる。  

 

 
図図   22 時時間間帯帯別別にに見見たた「「学学校校外外学学習習」」のの行行為為者者率率（（単単位位：：%%））   

 
図図   33 時時間間帯帯別別にに見見たた「「学学校校内内活活動動」」のの行行為為者者率率（（単単位位：：%%））   

 
図図   44 時時間間帯帯別別にに見見たた「「自自由由行行動動」」のの行行為為者者率率（（単単位位：：%%））   
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うになったのに加え，より多くの高校生が部活動に参加するようになった。そ

れにより，1980 ～ 90 年代の高校生であれば学校を出ていた時間帯に，授業を

受けたり部活動に参加したりするケースが増えたのだと解釈できる。

　最後に，図 4は「自由行動」についての結果である。上の二つよりも変化が

複雑なので，1980 年と 2015 年だけに注目する。大きな変化が見られるのは 15

時台から 20 時台にかけてである。この時間帯に，1980 年に比べて，2015 年は

行為者率が減少している。しかし，21 時以降にはむしろ行為者率は増加して

いる。「自由行動」を行う時間帯が，より遅い時間帯に変化してきているとい

える。

　ここまで，平均時間，時刻別行為者率に注目して高校生の生活時間の変化を

確認してきた。わかったのは，主に次の 3 点である。第一に，「学校外学習」

の時間数は減少しており，それは主に 21 時以降の行為者率の減少によるもの

である。第二に，「学校内活動」の時間数が増加し，午後の時間帯に学校内で

活動する高校生が増えている。第三に，「自由行動」の時間数は 1990 年代にや

や増加したのち近年まで減少し，行われるのがより遅い時間帯になってきた。

　それでは，これら三つの変化は相互にどう関連していたのであろうか。「学

校内活動」は，自由意志ではなく社会的拘束を受ける活動であるという点で，

先述の藤原（1995）が成人労働者について研究した際の，「残業」に相当する。

したがって，「残業」の増加が他の生活行動に連鎖的に影響を及ぼしたように，

「学校内活動」の増加もまたその後行われる生活行動に影響を及ぼしていると

考えられる。そこで次に，差分生活時間構造グラフを用いてこの点を検証しよ

う。

5.3. 1980 年から 2015 年にかけての生活時間構造の変化

　3.2で説明した方法で，図5と図6を作成した(3)。使用したのは，「学校外学習」

の時間数が減少する以前の 1980 年と，最も新しい結果である 2015 年の時刻別

行為者率である。行動分類が多すぎると解釈が難しくなるので，時間数が少な

い「仕事」と 2015 年にだけある「その他・不明」は除外した。具体的な手続

きとしては，まず，1980 年と 2015 年それぞれの時間帯別行為者率表，すなわ

ち行動分類（6 種類）ごとに時刻別行為者率（96 区分）をまとめた 6 × 96 の



102

子ども社会研究 26 号　研究論文

表を作成した。そののち，2015 年から 1980 年の差分をとり，図の右側に各時

刻における増加した行動を，左側に減少した行動を配置した。右側にグラフが

長く伸びているほどその行動をとる割合が増加していることを意味し，左に長

く伸びるほどその行動をとる割合が減少していることを意味する。

　午後の結果（図 5）から確認しよう。まず目を引くのは，「学校内活動」である。

1980 年から 2015 年にかけて，15 時台から 18 時台における「学校内活動」の

行為者率の増加が著しい。この部分は，より多くの生徒が授業を受けたり，部
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刻における増加した行動を，左側に減少した行動を配置した。右側にグラフが

長く伸びているほどその行動をとる割合が増加していることを意味し，左に長

く伸びるほどその行動をとる割合が減少していることを意味する。  

 

図図   55 差差分分生生活活時時間間構構造造，，午午後後（（22001155 年年－－11998800 年年，，単単位位：：%%））   
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活動に参加するようになったりしたことによると考えられる。また，この時間

帯に行為者率が増加した活動は「学校内活動」以外にほとんどない。

　逆に，同じ 15 時台から 18 時台での時間帯に，多くの行動の行為者率が減少

している。最も減少が目立つのは「自由行動」であり，その行為者率は 15 時

台から 20 時台の時間帯で大きく減少している。かつてであればレジャー活動

や趣味，マスメディア接触等の「自由行動」が行われていた時間帯に，近年の

高校生は「学校内活動」を行うようになってきているのである。

　また，注目されるのが 15 時ごろから 16 時 30 分ごろまでの「移動」と，15

時から 19 時台までの「生活行動」の行為者率の減少である。これらの行動は，

いわば必需行動であり，授業や部活動により一時的に犠牲になったとしても，

省略することはできない。そのため，2015 年時点では，より遅い時間にこれ

らの行動がずれ込んでいる。18 時から 23 時ころまでの時間帯で「移動」や「生

活行動」の行為者率が増えている。授業や部活動によって学校に滞在する時間

が増えた結果，帰宅や食事といった必需行動を遅い時間にずらさざるをえなく

なっているのだと推察される。こうした生活行動の「遅延」は，放課後の可処

分時間の減少を意味している。

　最後に，「学校外学習」の行為者率は，21 時以降の時間帯で大きく減少して

いる。「移動」や「生活行動」の遅い時間帯へのずれ込みにより可処分時間が

減少し，その結果連鎖的に「学校外学習」の時間が減少したのだと考えられる。

　ただし，21 時以降から「自由行動」の行為者率が増加している。かつてで

あれば「学校外学習」に充てられていた時間帯に，代わりに「自由行動」が充

てられている。この変化から，「現在の高校生は勉強しなくなった代わりに遊

ぶようになった」と解釈するのは，一面的には正しい。しかし，さきほど確認

したように，午後の時間帯における「自由行動」の行為者率は減少している。

また，表 5 で確かめたように，2015 年の「自由行動」の平均時間数は 1980 年

以降最も少なくなっている。それを踏まえると，近年の高校生は，かつてのよ

うに夕方以降にレジャー活動や趣味を楽しむことができなくなり，その埋め合

わせとして，深夜に自分の楽しみに興じているのだと解釈できるのではないだ

ろうか。

　ところで，遅い時間帯に「自由行動」を行う高校生が増えたとはいえ，夜ふ
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かしをするようになったわけではないようだ。図6の午前の結果を見てみよう。

0時から 3時ころまでの傾向として，「睡眠」の行為者率が増え，「学校外学習」

の行為者率が減っていることがわかる。両者の増減率はほぼ対応しており，「学

校外学習」の減少分がそのまま「睡眠」の増加分になっている。近年の高校生

はかつてのように深夜に勉強するのではなく，より早く就寝するようになって

いる。

　しかし，2015 年の高校生の睡眠時間は長くなってはいない。それは，表 5

の平均時間の比較にてわかったことであった。図 6からは，早く寝る高校生が
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てのように深夜に勉強するのではなく，より早く就寝するようになっている。  

 

 

図図   66 差差分分生生活活時時間間構構造造，，午午前前（（22001155 年年－－11998800 年年，，単単位位：：%%））   
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増えた分，早く起きる高校生もまた増えていることが読み取れる。5 時台から

6時台で「生活行動」，「移動」の行為者率が増えており，代わりに同時間帯の「睡

眠」の行為者率は減っている。つまり，1980 年当時は睡眠に充てられていた

時間帯に，2015 年の高校生たちはすでに起床するようになってきたのである。

　さらにそのあとの時間帯を見ると，なぜ彼らが早く起きるようになってきた

のかが理解される。6 時台から 7 時台の「移動」と，7 時台から 8 時台の「学

校内活動」の行為者率が増加している。つまり 2015 年時点には，7時台から 8

時台までの比較的早い時間から，学校に向かい，何らかの学校内の活動を行う

ようになったということだ。その学校内の活動は，主に部活動の朝練だと推測

される。1980 年から 2015 年にかけて，部活動の朝練をはじめとした学校内で

の活動に参加する高校生が増え，そのために起床や朝の身の回りの支度，通学

も早い時間に行われるようになったのだと考えられる。

6. 考察

6.1. 知見の要約

　以上，本稿の知見を要約すると，以下のようになる。

　平均時間と時刻別行為者率の比較から，1980 年から 2015 年にかけて主に

「学校内活動」「学校外学習」「自由行動」の三つに変化が見られた。「学校内活

動」の時間数は 2005 年に顕著に増加し，最近の 2015 年に最も長くなっている。

「学校外学習」の時間数は 1990 年代以降低下し，2005 年に最低となったのち，

2010 年以降やや上昇している。時間帯で見ると，主に減少したのは 21 時以降

に「学校外学習」に取り組む高校生であった。

　次に，以上の行動の変化が相互にどのように影響しているのかを検討するた

めに，差分生活時間構造グラフを利用して 1980 年と 2015 年の生活時間構造を

比較した。その結果，「学校内活動」の拡大が，その他の生活行動に影響して

いることがうかがわれた。夕方以降も学校内で授業や部活動に参加する高校生

が増えたことで，同時間帯にレジャー活動や趣味，マスメディア接触などの「自

由行動」を行う高校生は減少した。また同じ時間帯に「移動」や「生活行動」

ができなくなったことで，それらの行動が遅い時間帯にずれこみ，放課後の可
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処分時間が減少している。「学校外学習」の減少はこれが一因となっていると

考えられる。また，夕方以降の「自由行動」の時間の減少を埋め合わせるよう

に，夜間の「自由行動」の行為者率が増加していた。

　また，午前の行動にも変化が見られ，かつてであれば学校外学習が行われて

いた深夜帯に，睡眠をとる高校生が増えていた。早く寝たのち，より早い時間

帯に起床，身の回りの支度や食事，通学を行う高校生が増加していた。こうし

た変化は，朝早い時間帯に部活動の朝練等を行う高校生が増えたことによるも

のと推察される。

　以上の結果からは，学校内活動の拡大が高校生の学習時間の減少をもたらし

ていることが示唆される。午後の授業や部活動の時間の拡大は，その後行われ

る必需行動の遅延とあわせて可処分時間の減少をもたらした。さらに，早朝の

部活動の朝練の普及により，より早く就寝するようになった。これらにより，

かつてのように夜間や深夜帯の学習ができなくなったのではないだろうか(4)。

　以上の知見は，先行研究のように受験プレッシャーの減圧や，非学力選抜の

普及といった構造的要因だけを見ていては気づくことができない，生活時間配

分に着目した本稿だからこそ得られたものである。

6.2. 高校生の「学校化」

　分析の結果得られた 1980 年代から近年にかけての変化は，高校生活におけ

る学校の比重の高まりである。部活動の朝練等によって朝早くから学校に行く

高校生が増え，夕方以降も授業や部活動によって，より遅くまで学校で過ごす

高校生が増加した。これらの変化は，近年はあまり取り上げられることもなく

なった，「学校化」という概念に再び目を向ける必要性を生じさせる。

　「学校化」という言葉は，すでに埃をかぶったものであるかもしれない。海

外で展開された学校化論が日本に盛んに紹介されたのは，1970 年代後半以降

のことである。一度学校が受け入れられてしまえば自発的な成長を放棄してし

まい，はては学校以外の制度への依存をもたらすとして「脱学校」を主張した

イリッチの『脱学校の社会』（訳書 1977）や，学校が子どもを隔離し，それが

近代特有の〈子ども〉という存在の形成に寄与したことを示して見せたアリエ

スの『〈子供〉の誕生』（訳書 1980）がある。
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　これらが受容されたのには，当時の教育をめぐる時代状況がある。藤田（1992）

によれば，これらの業績が示した〈隔離・規律・抑圧・強制〉という学校のイ

メージは，「1970 年代半ば以降社会問題化してきた校内暴力，いじめ，登校拒否，

高校中退などの…現象に裏打ちされ，また，激化する受験競争，画一的・硬直

的な教育，抑圧的な管理主義教育に対する批判と共鳴し，1980 年代以降の教

育論・教育研究に，…〈学校の廃絶こそが人間の解放をもたらす〉という新し

い教義，『大きな物語』を提供することになった」という（p.147，一部省略）。

　ところが，その輸入のされ方が時代状況と不可分であっただけに，学校教育

をめぐる状況が変化すると同時に，「学校化」概念は進んで取り上げられるも

のではなくなってしまった。校内暴力は沈静化し，勉強を煽るシステムの崩壊

により勉「弱」社会（竹内 2003）とまで言われるようになり，管理主義的で

あるよりも「生徒支援型」を志向した指導が行われるようになった（大多和 

2014）。「学校化」論は輸入当時のようなリアリティを持たなくなったといえる。

　しかし，近年の高校生の生活行動には，「学校化」と呼ぶにふさわしい様相

が見受けられる。表 6に平日，土曜，日曜，週全体の「学校内活動」の平均時

間数の推移をまとめた。第 5節の分析ではサンプルサイズの問題から土曜，日

曜を含めなかったが，今後の展望を得るための参考として掲載している。

　注目されるのは，週全体の平均時間が大幅に上昇していることである。週休

2 日制によって土曜の平均時間は減少している。しかし，それを上回る形で平

日と日曜の平均時間が上昇したことで，週全体としては学校内の活動を行う時

間が増加しているのである。1980 年から 2015 年の間に 497 分（8 時間 17 分）

の増加となっている。

　こうした変化は，アリエスが言った学校への「囲い込み」の意味での「学校

化」が，より極端な形で進んだことを示唆している。またこの「囲い込み」は，

イリッチが指摘したように，自発的成長の放棄や制度への依存を帰結している

かもしれない。こうした意味では，輸入された当時よりも現在の方が「学校化」

をよりアクチュアルな課題として位置づけ得る。この点について，より詳細な

検討を今後の課題としたい。



108

子ども社会研究 26 号　研究論文

〔付記〕

　表 1の作成に当たり、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカ

イブ研究センター SSJ データアーカイブから「NHK 中学生・高校生の生活と

意識調査，2012」（NHK 放送文化研究所　世論調査部）の個票データの提供

を受けました。

　また、匿名の 2名の査読者の先生方、編集委員会の先生方からは、本稿の完

成度を高めるために有益なコメントをいただきました。

　記して感謝申し上げます。

〔注〕

(1)  このほかに，高卒就職市場の低迷により，高卒就職におけるメリトクラシー規範（苅谷 1991）
が有効に機能しなくなった，という要因もあげられる。

(2)  『月刊高校教育』1985 年 10 月号，ならびに「平成 27 年度公立高等学校における教育課程の編成・

実施状況調査の結果について」（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1368209.htm，

2019 年 9 月 18 日閲覧）を参照。

(3)  藤原（2014）は行為者率の差分を文字（アルファベット）を積み上げることで表しているが，

積み上げ棒グラフでも同様の表現ができる。

(4)  山村ほか（2019）は，首都圏の高校生を対象としたパネル調査から，部活動参加頻度が上昇し

た場合，学習時間が減少する傾向を明らかにしている。氏らの研究は同一の高校生に対する繰

り返し調査から得られたものだが，本稿では異なる世代の高校生の比較から，部活動の時間と

学校外学習の時間のトレードオフ関係を描き出したといえる。
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Ariès, P. 1972 L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime: du Seuil（アリエス，杉山光信・杉
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表表   66 「「学学校校内内活活動動」」のの平平均均時時間間   
年 年 年 年 年 年 年 年

平日

土曜

日曜

週全体※

※平日の平均値に をかけ，土曜の平均値と日曜の平均値を加えた。

 

〔付記〕  

二次分析に当たり、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイ

ブ研究センターSSJ データアーカイブから「NHK 中学生・高校生の生活と意

識調査，2012」（NHK 放送文化研究所 世論調査部）の個票データの提供を受

けました。  

 

〔注〕

(1) このほかに，高卒就職市場の低迷により，高卒就職におけるメリトクラシ

ー規範（苅谷  1991）が有効に機能しなくなった，という要因もあげられる。  

(2) 『月刊高校教育』1985 年 10 月号，ならびに「平成 27 年度公立高等学校に

おける教育課程の編成・実施状況調査の結果について」（http://www.mext.g

o.jp/a_menu/shotou/new-cs/1368209.htm，2019 年 9 月 18 日閲覧）を参照。  

(3) 藤原（2014）は行為者率の差分を文字（アルファベット）を積み上げるこ

とで表しているが，積み上げ棒グラフでも同様の表現ができる。  

(4) 山村ほか（2019）は，首都圏の高校生を対象としたパネル調査から，部活

動参加頻度が上昇した場合，学習時間が減少する傾向を明らかにしている。

氏らの研究は同一の高校生に対する繰り返し調査から得られたものだが，本

稿では異なる世代の高校生の比較から，部活動の時間と学校外学習の時間の

トレードオフ関係を描き出したといえる。  
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子ども社会研究 26 号　研究論文

 In recent years, Japanese high school students have begun to spend more 
time on in-school activities, such as coursework and clubs. This study analyzed how 
increases in time spent in school have affected high school students’ learning behavior.
 Since the 1990’s, high school students have spent less time studying after 
school. Previous research has suggested that this is a result of national educational 
reform, which reduced the pressure placed on high school students by university 
entrance examinations. This explanation is plausible; however, these studies have not 
considered decreases in students’ daily free time. Less free time overall means students 
have less time available for studying.
 This paper analyzed data from the NHK Japanese Time Use Survey, which 
has been conducted every five years since 1960 by the NHK Broadcasting Culture 
Research Institute. The data are nationally representative and contain detailed 
information about daily time use among Japanese.
 Comparison of data from 1980 and 2015 revealed that over this time frame, 
increasing numbers of students began to engage in school activities between 3 P.M. 
and 7 P.M. As a result, fewer students traveled, performed necessary daily activities, 
or engaged in free time activities during the same period. These activities were instead 
done later, reducing the amount of time students spent studying after school.
 The study’s results indicate that, although the pressure imposed by university 
entrance examinations has been reduced, expansion of in-school activities has also 
made it difficult for students to maintain time to study after school. This paper also 
suggests the necessity of exploring “schoolization” among high school students.

Changes in High School Students’ Learning Behavior and “Schoolization” 
Since the 1980’s:

Focusing on Increase in Time Spent on In-School Activities (Coursework and Clubs)

KATO, Kazuaki
(Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University)


