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北海道の高校生におけるひきこもり親和性とその関連要因 

－性別での検討－ 

A study on related factors of with hikikomori affinity in high school students in 

Hokkaido - Examination by gender - 

 

米田政葉(北海道医療大学大学院看護福祉学研究科博士課程) 

                 志渡晃一(北海道医療大学大学院看護福祉学研究科) 

要旨： 

ひきこもり予防に向けた示唆を得ることを目的に，北海道の高校生におけるひきこもり親和性と

その関連要因について性別で検討した．調査対象は北海道内の高校 1 校に所属する生徒 951 名で

あり 864名(有効回答率 95.4％)を分析対象とした．ひきこもり親和性を目的変数，生活習慣，過去

の学校・家庭での経験，過去の父母との関係を説明変数とし性別に Fisher の直接確率検定，ロジ

スティック回帰分析(ステップワイズ法・年齢で調整)にて関連を検討した．親和群は，全体 13.5％，

男性 12.2％，女性 14.4％で有意差は見られなかった．親和群は男女共に生活習慣に乱れが見られ

る．また，男女共に過去の学校・家庭での経験や父母との関係に課題を抱えており，特に女性につ

いてこれらの影響が大きい可能性が示唆されたと考える．有効性は，1校ではあるが全数調査を行

い親和性と関連要因を検討したことである．今後，例数を増すと共に他の要因について検討するこ

とが課題である． 

 

keyword：ひきこもり親和性 高校生 生活習慣 父母との関係 性別 

 

Ⅰ．緒言 

近年，ひきこもり予防の視点からひきこもり親和

群(以下，親和群)に注目が集まっている．親和群とは，

「ひきこもり群と似た心理的側面を有しながらも、

ひきこもり状態にならずにとどまっている存在」で

あり，ひきこもり予備軍的存在として指摘されてい

る(東京都，2008；内閣府，2010)．ひきこもり親和

性(以下，親和性)を測定する尺度により推定される．

親和群の特徴について東京都(2008)及び内閣府(201

0)は女性や若い層に多くみられること，過去にいじ

めをはじめとする学校における諸課題や，家庭内に

おける諸課題を経験していることを指摘している．

 また，渡辺・松井・高塚 (2010)は東京都の調査に

おけるデータの分析を行いその特徴について，うつ・

罪悪感などの精神症状を抱えること，自分の意見に

対する評価や批判を避けていることであると推測し

ている．また，合わせて親和群に対するケアについ

ても充実化し，ひきこもりに至る前段階での介入方

法を探索する必要があると指摘している．米田・志

渡(2016a)が内閣府の調査データを二次解析し，関連

要因について，男性では学校生活における友人関係

や，家庭における社会性に関連する要因，女性につ

いては学校生活全般や家族との情緒的繋がりが影響

する可能性を示唆している． 

志渡・上原・佐藤ほか(2013)，米田・志渡(2015；

2016b)，米田(2016)が保健医療福祉系学生を対象に

行った一連の研究の結果，「生活習慣が不良であり，

抑うつ傾向が高く，首尾一貫感覚 (Sense of coher

ence：以下，SOC とする)が低いこと」が示されて

いる．過去の学校での経験について，「男性は友人関

係に関する要因，女性は学生生活全般の影響が大き

いこと」を指摘している．また，過去の家庭での経

験について，「男性では社会性に関する要因，女性で

は家族機能が不全傾向にあった可能性」が示唆され

ている．また，大学生全般に行った研究でも保健医

療福祉系と同様の結果がみられたほか，過去の両親
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との関係について父母別で関連要因が異なる可能性

が示唆されている(米田・奥田・志渡，2017)．さら

に米田・志渡(2018)は高校生を対象とし同様の研究

を行い，親和群について，睡眠を中心とした生活リ

ズムが乱れている事，過去に学校や家庭においてス

トレスフルな経験をしていると述べている．先行研

究(米田・志渡，2016a；米田，2016)において，性別

で関連要因に差があることが指摘されており，これ

について高校生でも同様のことが言えると考える．

 しかし，これまで高校生を対象とした親和性に関

する研究について性別で要因を検討したものはみら

れない．親和性とその関連要因について高校生を対

象に性別での検討を行うことで，性別による要因の

違いを考慮した，より早期からのひきこもり予防方

法の考案に向けた知見を得ることができると考える． 

そこで本研究では，北海道内の高校生における，

ひきこもり親和性とライフスタイル，過去の学校・

家庭での経験，過去の父母との関係について性別で

の検討を行い，ひきこもり予防に向けた示唆を得る

ことを目的とした． 

 

Ⅱ．方法 

1）調査期間・対象・方法 

北海道内の公立高校1校に所属する高校生951名

を対象とし 2016年 8月に無記名自記式質問紙を用

いた集合調査を行った．なお，対象高校は石狩管内

の進学校である．回収数905名(回収率 95.2%)，有

効回答数864名(有効回答率95.4％)であった． 

 

2）調査項目 

 調査項目は1)基本属性4項目，2)ひきこもり親和

性4項目，3)日常生活習慣11項目， 4)過去の学校

での経験9項目，5)過去の家庭での経験11項目，6)

 過去の家庭での経験 10 項目，7)母親との関係 10

項目，8)父親との関係10項目，9) The Center for

 Epidemiologic Studies Depression Scale(米国国

立精神保健研究所疫学的抑うつ尺度；以下 CES-D)

日本語版20項目，10)SOC日本語版13項目の計1

02項目とした． 

 

3）分類方法 

ひきこもり親和性は4件法4項目で構成される尺

度であり，すべての項目について得点を逆転処理し

たのち合計点を算出した．合計点数は4～16点に分

布し，先行研究にのっとり，4～14点を一般群，15

～16点を親和群と定義した． 

CES－D は，4 件法 20 項目であり，うつ気分(7

項目)，身体症状(7項目)，対人関係(2項目)，ポジテ

ィブ項目(4項目)の4つの下位尺度から構成される．

ポジティブ項目についてはすべて逆転処理を行った

後，他の3項目との合計得点を算出した．得点は0

～60 点までに分布し， 16 点未満に該当する群を

「低うつ群」，16点以上に該当する群を「抑うつ群」

と定義した． 

SOC は 7 件法 13 項目から構成される尺度であ

り，各項目に1点から7点を配点し既定の方法で合

計点を算出した.合計点数は13～91点であり，13～

45点を低値群，46～59点を中値群，60～91点を高

値群とした． 

 

4）分析方法 

性別に，ひきこもり親和性を目的変数，他の変数

を説明変数とし単変量解析として Fisher の直接確

率，多変量解析としてロジスティック回帰分析(強制

投入法，年齢で調整)にて関連を検討した．なお，統

計的有意水準は両側検定で 5％未満とした． 

 

5）倫理的配慮 

本研究は対象が高校生であることから，当該高校

の学校長の同意を得て行った．また，調査票の配布・

回収は，各クラスの担任に依頼した．配布時に 1）

結果の公表に当たり，統計的に処理し個人を特定さ

れることはない．2）調査によって得られたデータは，

研究以外の目的で使用しない．3）調査に参加しない

ことで不利益を被ることはなく，かつ途中での同意

撤回を認めるという条件について口頭及び書面にて

説明してもらい，同意の得られたもののみを対象と

した．収集後の調査票についてクラスごとに封筒に
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入れ集約したのち，郵送にて回収した．なお，北海

道医療大学看護福祉学部・看護福祉学研究科倫理委

員会の承認を得て行った研究である(承認番号 16N

033035)． 

 

Ⅲ．結果 

1）基本属性 

対象集団の基本属性について，性別は男性353名

(40.4％)，女性514名(58.8%)，学年は1年生295名

(36.5％)，2年生268名(33.2％)，3年生245名(30.

3％)であった．平均年齢は16.4±1.0歳であった． 

 

2）ひきこもり親和性の分布 

親和群の該当率は全体13.5％，男性12.2％，女性

14.4％であり有意差は見られなかった． 

 

3）ひきこもり親和性とライフスタイル・CES-D・S

OCの関連 

表1に性別におけるひきこもり親和性とライフス

タイル・CES-D・SOCの関係について示した．男性

について単変量解析の結果，一般群と比較し親和群

で該当率が有意に低かった項目は「現在健康である」

「朝、決まった時間に起きられる」「栄養バランスを

考える」「SOC高値群」の4項目であり，該当率が

高かった項目は，「昼夜逆転の生活をしている」「悩

みが人より多いと感じる」「CES-D高値群」の3項

目であった(表1)．また，多変量解析の結果独立した

関連が見られた項目は，「栄養バランスを考える」「悩

みが人より多いと感じる」「SOC高値群」の3項目

であった． 

女性について単変量解析の結果，一般群と比較し

親和群で該当率の低かった項目は，「現在健康である」

「朝、決まった時間に起きられる」「平均睡眠時間（6

～8時間）」「普段朝食を食べる」「趣味がある」「SO

C高値群」の6項目であり，該当率の高かった項目

は，「深夜まで起きていることが多い」「昼夜逆転の

生活をしている」「栄養バランスを考える」「悩みが

人より多いと感じる」「CES-D高値群」の5項目で

あった(表1)．また，多変量解析の結果，独立した関

連の見られた項目は，「CES-D高値群」「普段朝食を

食べる」「悩みが人より多いと感じる」「深夜まで起

きていることが多い」の4項目であった．  

 

4）ひきこもり親和性と過去の学校での経験の関連 

表2にひきこもり親和性と過去の学校での経験の

関連について示した．男性について単変量解析の結

果一般群と比較し親和群で該当率の高かった項目は，

「一人で遊んでいる方が楽しかった」「我慢をするこ

とが多かった」の2項目であり，該当率の低かった

項目はみられなかった．多変量解析の結果独立した

関連の見られた項目は，「我慢をすることが多かった」

1 項目であった．女性について単変量解析の結果，

一般群と比較し親和群で該当率の高かった項目は，

「一人で遊んでいる方が楽しかった」「不登校を経験

した」「いじめを見て見ぬふりをした」「我慢をする

ことが多かった」「学校の勉強についていけなかった」

表1．ひきこもり親和性と生活習慣・CES－D・SOCの関連

310 (100) 43 (100) p1 p2 440 (100) 74 (100) p1 p2
現在健康である 294 (94.8) 35 (81.4) * 419 (95.2) 63 (85.1) *
1回30分以上の汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施している 232 (75.3) 29 (67.4) 261 (59.3) 35 (47.3)
朝、決まった時間に起きられる 259 (83.5) 29 (67.4) * 360 (81.8) 48 (64.9) *
深夜まで起きていることが多い 207 (66.8) 33 (76.7) 283 (64.3) 61 (82.4) * §
昼夜逆転の生活をしている 36 (11.7) 10 (23.3) * 50 (11.4) 20 (27.0) *
平均睡眠時間（6～8時間） 153 (49.5) 16 (37.2) 183 (41.6) 21 (28.4) *
普段朝食を食べる 273 (88.1) 37 (86.0) 391 (88.9) 57 (77.0) * §
栄養バランスを考える 231 (74.5) 20 (46.5) * § 310 (70.5) 43 (58.1) *
悩みが人より多いと感じる 14 (4.6) 9 (21.4) * § 28 (6.4) 16 (21.6) * §
趣味がある 297 (97.1) 39 (90.7) 424 (96.4) 67 (90.5) *
ダイエットをしている 28 (9.0) 3 (7.0) 174 (39.5) 34 (45.9)
CES-D高値群 132 (45.4) 31 (73.8) * 192 (43.6) 61 (82.4) * §
SOC高値群 92 (31.0) 2 (4.8) * § 130 (29.5) 6 (8.1) *
*：p＜0.05 by Fisherの直接確率検定
§：ロジスティック回帰分析(ステップワイズ法，年齢で調整)

n(％)

一般群 親和群一般群 親和群
男性 女性
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「先生との関係がうまくいかなかった」の6項目で

あり，該当率の低かった項目はみられなかった．多

変量解析の結果独立した関連が見られた項目は，「一

人で遊んでいる方が楽しかった」「不登校を経験した」

「我慢をすることが多かった」「先生との関係がうま

くいかなかった」の4項目であった． 

 

5）ひきこもり親和性と過去の家庭での経験の関連 

表3に親和性と過去の家庭での経験の関連を示し

た．男性について単変量解析の結果，一般群と比較

し親和群で該当率の高かった項目は，「我慢をするこ

とが多かった」の1項目であり，該当率の低い項目

はみられなかった．多変量解析の結果独立した関連

が見られた項目は，「我慢をすることが多かった」の

1項目であった． 

女性について単変量解析の結果，一般群と比較し

親和群で該当率の高かった項目は「自分で決めて家

族に相談する事はなかった」「家族に相談しても役に

立たなかった」「両親の関係がよくなかった」「我慢

をすることが多かった」の4項目であり，該当率の

低かった項目は見られなかった．多変量解析の結果，

独立した関連が見られた項目は，「自分で決めて家族

に相談する事はなかった」「我慢をすることが多かっ

た」の2項目であった． 

 

6）ひきこもり親和性と過去の母親との関係の関連 

表4にひきこもり親和性と過去の母親との関係の

関連について示した．男性について，単変量解析の

結果，一般群と比較し親和群で該当率の高かった 

項目は，「母親が過干渉であった」の1項目であり，

該当率の低かった項目は見られなかった．多変量解

析の結果，独立した関連が見られた項目は，「母親が

過干渉であった」の1項目であった． 

女性について単変量解析の結果，一般群と比較し

該当率の低かった項目は「母親とは何でも話すこと

ができた」の1項目であり，該当率の高かった項目

は，「母親は学校の成績を重視していた」「母親が過

保護であった」「母親が過干渉であった」の3項目で

あった．また，多変量解析の結果独立した関連が見

られた項目は，「母親が過保護であった」「母親が過

表2．ひきこもり親和性と過去の学校での経験

310 (100) 43 (100) p1 p2 440 (100) 74 (100) p1 p2
友達とよく話した 296 (95.5) 39 (90.7) 432 (98.2) 73 (98.6)
親友がいた 264 (85.2) 32 (74.4) 396 (90.0) 65 (87.8)
一人で遊んでいる方が楽しかった 76 (24.5) 19 (44.2) * 81 (18.5) 33 (44.6) * §
不登校を経験した 7 (2.3) 2 (4.7) 5 (1.1) 8 (10.8) * §
友達をいじめた 23 (7.4) 6 (14.0) 8 (1.8) 3 (4.1)
友達にいじめられた 24 (7.7) 4 (9.3) 34 (7.7) 8 (10.8)
いじめを見て見ぬふりをした 38 (12.3) 6 (14.0) 32 (7.3) 12 (16.2) *
我慢をすることが多かった 78 (25.2) 22 (51.2) * § 140 (31.8) 48 (64.9) * §
学校の勉強についていけなかった 79 (25.5) 12 (27.9) 156 (35.5) 43 (58.1) *
先生との関係がうまくいかなかった 44 (14.2) 11 (25.6) 61 (13.9) 28 (37.8) * §
*：p＜0.05 by Fisherの直接確率検定
§：ロジスティック回帰分析(ステップワイズ法，年齢で調整)

  n(%)

一般群 親和群一般群 親和群
男性 女性

表3．ひきこもり親和性と過去の家庭での経験の関連

409 (100) 43 (100) p1 p2 440 (100) 74 (100) p1 p2
自分で決めて家族に相談する事はなかった 53 (13.0) 13 (30.2) 46 (10.5) 22 (29.7) * §
家族に相談しても役に立たなかった 51 (12.5) 12 (27.9) 75 (17.0) 25 (33.8) *
小さい頃から習い事に参加していた 231 (56.5) 31 (72.1) 325 (73.9) 50 (67.6)
両親の関係がよくなかった 31 (7.6) 5 (11.6) 46 (10.5) 17 (23.0) *
引越しや転校をした 90 (22.0) 16 (37.2) 150 (34.1) 31 (41.9)
大きな病気をした 15 (3.7) 0 (0.0) 22 (5.0) 7 (9.5)
両親が離婚した 30 (7.3) 2 (4.7) 47 (10.7) 12 (16.2)
経済的に苦しい生活を送った 11 (2.7) 2 (4.7) 23 (5.2) 7 (9.5)
我慢をすることが多かった 36 (8.8) 12 (27.9) * § 71 (16.1) 31 (41.9) * §
*：p＜0.05 by Fisherの直接確率検定
§：ロジスティック回帰分析(ステップワイズ法，年齢で調整)

n(%)

一般群 親和群一般群 親和群
男性 女性
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干渉であった」の2項目であった． 

 

7）ひきこもり親和性と過去の父親との関係の関連 

表5にひきこもり親和性と過去の父親との関係の

関連について示した．男性について，単変量解析の

結果，一般群と比較し親和群で該当率の高かった項

目は，「父親は学校の成績を重視していた」の1項目

であり，該当率の低かった項目は見られなかった．

多変量解析の結果，独立した関連が見られた項目は，

「父親は学校の成績を重視していた」の1項目であ

った． 

女性について一般群と比較し親和群で該当率の低

かった項目は，「父親とは何でも話すことが出来た」

「困ったとき父親は親身に助言してくれた」の2項

目であり，該当率の高かった項目は「父親は学校の

成績を重視していた」「父親が過保護であった」の2

項目であった．また，多変量解析の結果独立した関

連が見られた項目は，「父親とは何でも話すことが出

来た」「父親が過保護であった」の2項目であった． 

 

Ⅳ．考察 

本研究の結果，ひきこもり親和群の該当率は全体

で13.5％であり，大学生を対象とした研究(志渡・上

原・佐藤ほか，2013；米田・志渡，2015；2016b；

米田・志渡・奥田，2017)と同様の結果であった．ま

た，性別にみると男性12.2％，女性14.4％であり有

意差がみられなかった．これについても大学生を対

象とした研究(志渡・上原・佐藤ほか，2013；米田・

志渡，2015；2016b；米田・奥田・志渡，2017)を支

持する結果であった．一方，東京都(2008)及び内閣

府(2010)の調査では女性の該当率が有意に多いとい

う結果が得られておりこれと異なっていた．このこ

とから，若年層について，性別に関係なく比較的親

和性が高い可能性が示されたと考える． 

親和群のライフスタイルに関する特徴について，

男性では主観的健康感が低く，昼夜逆転の生活をし

ており，朝決まった時間に起きられず，普段からあ

まり栄養バランスを考えた食事をとっておらず，悩

みが人より多いと感じていた．女性について，男性

とおおむね同様の結果が得られており，さらに，趣

表4．ひきこもり親和性と母親との関係の関連

310 (100) 43 (100) p1 p2 440 (100) 74 (100) p1 p2
母親とは何でも話すことができた 126 (40.6) 14 (32.6) 262 (59.5) 33 (44.6) *
母親はしつけが厳しかった 21 (6.8) 4 (9.3) 36 (8.2) 11 (14.9)
困った時母親は身に助言してくれた 135 (43.5) 13 (30.2) 261 (59.3) 35 (47.3)
将来の職業などを母親に決められた 3 (1.0) 1 (2.3) 5 (1.1) 3 (4.1)
母親と自分との関係がよくなかった 23 (7.4) 4 (9.3) 39 (8.9) 12 (16.2)
母親は学校の成績を重視していた 63 (20.3) 12 (27.9) 67 (15.2) 20 (27.0) *
母親と死別した 1 (0.3) 0 (0.0) 2 (0.5) 0 (0.0)
母親から虐待を受けた 0 (0.0) 1 (2.3) 2 (0.5) 1 (1.4)
母親が過保護であった 21 (6.8) 6 (14.0) 25 (5.7) 13 (17.6) * §
母親が過干渉であった 9 (2.9) 7 (16.3) * § 8 (1.8) 9 (12.2) * §
*：p＜0.05 by Fisherの直接確率検定
§：ロジスティック回帰分析(ステップワイズ法，年齢で調整)

n(%)

一般群 親和群一般群 親和群
男性 女性

表5．ひきこもり親和性と父親との関係の関連

310 (100) 43 (100) p1 p2 440 (100) 74 (100) p1 p2
父親とは何でも話すことができた 101 (32.6) 11 (25.6) 135 (30.7) 12 (16.2) * §
父親はしつけが厳しかった 21 (6.8) 6 (14.0) 29 (6.6) 8 (10.8)
困った時父親は親身に助言してくれた 115 (37.1) 13 (30.2) 159 (36.1) 16 (21.6) *
父親と自分との関係がよくなかった 8 (2.6) 3 (7.0) 31 (7.0) 10 (13.5)
将来の職業などを父親に決められた 2 (0.6) 0 (0.0) 6 (1.4) 1 (1.4)
父親は学校の成績を重視していた 27 (8.7) 11 (25.6) * § 41 (9.3) 14 (18.9) *
父親と死別した 4 (1.3) 0 (0.0) 7 (1.6) 2 (2.7)
父親から虐待を受けた 1 (0.3) 0 (0.0) 1 (0.2) 1 (1.4)
父親が過保護であった 6 (1.9) 1 (2.3) 14 (3.2) 9 (12.2) * §
父親が過干渉であった 2 (0.6) 1 (2.3) 4 (0.9) 2 (2.7)
*：p＜0.05 by Fisherの直接確率検定
§：ロジスティック回帰分析(ステップワイズ法，年齢で調整)

n(%)

一般群 親和群一般群 親和群
男性 女性
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味がなく，普段朝食を食べておらず，平均睡眠時間

が6時間未満あるいは8時間を超過していた．また，

男女ともに親和群は，抑うつ傾向が高く，首尾一貫

感覚が低かった．また，これについて米田・志渡(20

16b)の結果を支持する結果であった．さらに，男性

について先行研究(米田・志渡,2016b)では関連の見

られていなかった，栄養バランスを考えた食事をと

っているかなどの要因との関連などがみられており，

今後年代別でのライフスタイルの特徴について加味

した検討が必要になると考える． 

過去の学校での経験について男性の親和群は総じ

て，一人で遊んでいる方が楽しかった，我慢をする

ことが多かったと感じていた．女性の親和群につい

ては，不登校の経験やいじめを見て見ぬふりをした

経験があり，一人で遊んでいる方が楽しかったと感

じていた．また，学校の勉強についていけなかった，

先生との関係がうまくいかなかったと感じていた．

これらの結果は概ね先行研究(米田・志渡，2016a，

米田，2016)と同様の結果であったと考える． 

過去の家庭での経験について男性の親和群は，我

慢をすることが多かったと感じていた．女性につい

ては，自分で決めて家族に相談する事はなかった，

家族に相談しても役に立たなかったと感じており，

さらに，両親の関係がよくなかった，我慢をするこ

とが多かったとも感じていた．これらの結果は概ね

先行研究(米田，2016)を支持する結果であった． 

過去の母親との関係について男性の親和群は総じ

て，母親が過干渉であったと感じていた．女性の親

和群では，母親とは何でも話すことが出来たと感じ

ていなかった．一方で，母親が過保護であった，母

親が過干渉であったとも感じていた．さらに，母親

は学校の成績を重視していたと感じていた． 

ひきこもり親和性と過去の父親との関係について

男性の親和群の特徴として，父親は学校の成績を重

視していたと感じていた．また，女性の親和群につ

いては，父親とは何でも話すことが出来た，困った

とき父親は親身に助言してくれたとは感じていなか

った．一方，父親は学校の成績を重視していた，父

親が過保護であったと感じていた．これらの結果か

ら男性と比べ女性では母親のみならず，父親からの

影響も大きい可能性が示唆されたと考える． 

有効性は，先行研究で行われていない高校生にお

ける親和性とその関連要因の性別における検討を行

い，早期段階からのひきこもり予防に向けた示唆を

得たこと，1 校のみではあるが全数調査を行ったこ

とである．限界として，横断研究であり因果関係の

推定までは困難であること，北海道内の1高校のみ

が対象であることがあげられる．今後，さらに対象

となる高校数を増やすと共に他の要因についても検

討を行うこと，過去の経験について小中高等学校の

いずれの段階でのエピソードかについて検討を行う

ことが課題である． 
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看護および福祉の学生における抑うつ傾向と 

首尾一貫感覚およびレジリエンスの関連 
 

Relationship between depression tendency and sense of coherence and resilience for nursing 

and social welfare students 

 

               米田 龍大(北海道医療大学大学院看護福祉学研究科修士課程) 

               志渡 晃一(北海道医療大学大学院看護福祉学研究科) 

 

要旨 

本研究では看護専攻，福祉専攻の学生を対象に，抑うつ傾向(以下；CES-D)と首尾一貫感覚(以下；SOC)およ

びレジリエンスとの関連について，専攻別の差異に着目して検討することを目的とした．2017年5～7月に無

記名自記式質問紙を用いた集合調査を行った(有効回答数：看護285名，福祉87名)．CES-Dを目的変数，

SOC，精神的回復力尺度(以下；ARS)の合計点および下位尺度を説明変数としてSpearmanの順位相関，重回

帰分析を用いて関連を検討した．重回帰分析の結果，看護では，SOC合計点，ARS合計点に負の独立性が認め

られた．福祉ではSOC合計点のみ負の独立性が認められた．下位尺度について，看護では，「有意味感」，「処

理可能感」，「感情調整」，「肯定的な未来志向」，「把握可能感」，福祉では，「有意味感」，「処理可能感」，「把握可

能感」の項目で負の独立性が認められた．本研究の結果，専攻別に抑うつ傾向の予防に有効な要因が違う可能性

が示唆された． 

 

Keyword：CES-D，Sense of Coherence，首尾一貫感覚，レジリエンス，精神的回復力 

  

Ⅰ．緒言 

高等教育機関に所属する学生を対象とした抑うつ

症状と関連要因に関する一連の研究では，半数以上

が抑うつ傾向にあるとされている(安藤・小川・米田

ほか 2017；木口・米田・安藤ほか 2017；志渡・米

田・吉田 2014；峯岸・上原・佐藤ほか 2013)．内田

(2010)は，大学生が自殺に至る一因として学業・友

人関係のストレスや，うつ病などの精神疾患との関

連を示唆しており，抑うつ傾向の予防は精神保健上

取り組むべき重要な課題だと考える． 

中野・藤生・鈴木ほか(2005)は教育学部学生を比

較し，看護学生では健康生活習慣が良好ではなく，

大きなストレスを感じている者の割合が多い傾向に

ある可能性を示唆している．また，蒲原・峯岸・上

原ほか(2013)が行なった保健医療福祉職の抑うつ症

状と関連要因に関する研究では，看護師や介護士等

の対人サービス職につくものは抑うつ度が高い可能

性が示唆されている．これらの先行研究から，在学

期間だけではなく，就職後にも抑うつ傾向を示す可

能性の高い、対人サービス職につくと考えられる，

看護および福祉専攻の学生の抑うつ傾向対策が重要

であると考え，本研究の対象とした． 

 学生の抑うつ傾向と関連要因に関する研究では，

sense of coherence(首尾一貫感覚；以下 SOC)は，

種々の要因の中でも一貫して負の関連を示している

(木口・米田・安藤ほか 2017；志渡・米田・吉田 2014；

志渡・上原・佐藤 2012)．SOCとは，A．Antonovsky

により提唱されたものであり，自分の生きている世

界は首尾一貫している(筋道が通っている)という感

覚である(山崎・戸ヶ里・坂野 2008)．また，SOCは，

「1.把握可能感」(自分の置かれている状況をある程

度予測できる，理解できるという感覚)，「2.処理可能
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感」(何とかなる，何とかやっていけるという感覚)，

「3.有意味感」（ストレッサーへの対処のしがいも含

め，日常の営みにやりがいや生きる意味が感じられ

るという感覚)の 3 下位概念から成り立つものだと

している(山崎・戸ヶ里・坂野 2008)． 

ところで，近年，逆境からの回復力やストレス下

における適応力を示す「レジリエンス(resilience)」

という概念に注目が集まっている．先行研究ではレ

ジリエンスについても，抑うつ傾向と負の関連を示

している（小高・渡邊，2005；立石・立石，2011・

田中・兒玉，2010）．米国心理学会(2012)はレジリエ

ンスを「逆境，外傷，悲劇，脅威，さらには重大な

ストレス源にも適応する能力」と定義している．今

回，調査の際に使用した精神的回復力尺度

(Adolescent Resilience Scale；以下ARS)は，小塩・

中谷・金子ほか(2002) によって作成された精神的回

復力を測定する尺度であり，国内のレジリエンス測

定尺度として代表的なものである（齊藤・岡安 2009）．

下位概念として，新たな出来事に興味や関心をもち，

様々なことにチャレンジしていこうとする「新奇性

追求」，自分の感情をうまく制御することができる

「感情調整」，明るくポジティブな未来を予想し，そ

の将来に向けて努力しようとする「肯定的な未来志

向」がある． 

高等教育機関に所属する学生の抑うつ傾向と

SOCおよびARSの関連を検討した研究では，抑う

つ傾向と SOCおよびARSが，それぞれ負の関連を

示す可能性が示唆されている(米田・児玉・小川ほか

2017)．しかし，専攻別にみた研究は十分に行われて

いるとは言い難い．そこで本研究では，以下の点に

ついて，抑うつ傾向と SOCおよびARS関連につい

て専攻別に差異がみられるか検討することを目的と

した．1) CES-D と SOC 合計点および各下位尺度

の関連，2) CES-DとARS合計点および各下位尺度

の関連，3) CES-Dに対する SOCとARSの独立性

について検討する． 

 

Ⅱ．方法 

1．調査期間・対象・実査方法 

 2017年5～7月に北海道内の看護系および福祉系

に所属する学生 410名を対象として，無記名自記式

質問紙を用いた集合調査を行った．有効回答数は

372 名(有効回答率：90.7％，看護 285 名，福祉 87

名)であった． 

 

2．質問項目 

 1)基本属性 2項目(性別，学科)，2)CES-D日本語

版 20項目，3)SOC日本語版 13項目，4) ARS21項

目の計 56項目とした． 

 

3．分類方法 

 回収した質問紙を基にデ－タセットを作成した

(Microsoft Excelを使用)．  

CES-Dは 20項目 4件法であり，規定の方法で合

計点を算出した．得点は 0～60 点の範囲に分布し，

0～15 点を「低うつ群」，16 点以上を「高うつ群」

として 2群に分類した． 

SOC は 13 項目 7 件法であり，合計点は 13～91

点に分布する．下位尺度は，戸ヶ里・山崎 (2005)を

参考に「把握可能感」5項目，「処理可能感」4項目，

「有意味感」4項目とした．Cut off値は，先行研究

(戸ヶ里・山崎・中山・ほか 2015)を参考に，58点以

下を「低 SOC群」，59点以上を「高 SOC群」とし

て 2群に分類した． 

ARSは「新奇性追求」7項目，「感情調整」9項目，

「肯定的な未来志向」5項目の計 21項目であり，各

項目 5件法で質問した．通常，全項目合計後，項目

数で除して使用するが，本研究では相関を検討する

ため素点を使用した．合計点は 21～105点に分布す

る． 

 

4．解析方法 

 目的変数をCES-D，説明変数を SOC，ARSの合

計点および下位尺度として，1)Spearman の順位相

関分析，2)重回帰分析(Stepwise法．性別を調整変数

として投入)を用いて関連を検討した(IBM SPSS 

Statistics Ver.25を使用)． 

 

5．倫理的配慮 

調査対象者には，1)結果公表に当たり，結果は統
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計的処理を行い個人が特定されることはないこと．

2)調査によって得られたデ－タは研究以外の目的使

用はしないこと．3)調査の参加，不参加関わらず不

利益はなく，かつ途中での同意撤回も認めるという

条件を書面および口頭で説明し，同意の得られたも

ののみ質問紙への記入を依頼した．なお，本研究は，

北海道医療大学看護福祉学部倫理委員会の承認を経

て行った(2017年3月22日，承認番号16N033035)． 

 

Ⅲ．結果 

1．CES-D得点の分布 

 表 1に学科別のCES-D得点，SOC得点，ARS得

点を示した．CES-D の平均値は看護 17.4±9.7 点，

福祉 19.9±10.3点であった．高うつ群の該当率は看

護 50.9％，福祉 60.9％であり，所属する学科で有意

差は見られなかった 

 

2．SOC得点の分布 

 SOCの平均値は看護 51.6±11.0点，福祉 49.5±

10.3点であった．高SOC群該当率は，看護 25.6％，

福祉 19.5％であり，有意差は認められなかった．下

位尺度についてみると，「把握可能感」でのみ看護と

比較し，福祉で平均値が有意に低かった(表 1)． 

 

3．ARS得点の分布 

 ARSの平均値は看護 71.7±12.4点，福祉 70.2±

12.4点であり，有意差は見られなかった．下位尺度

に注目すると，「肯定的な未来志向」の項目で，看護

と比較し，福祉で平均値が有意に低かった(表 1)． 

表1．学科別のCES-D得点，SOC得点，ARS得点

N 平均値±SD 高うつ群(％) P1 平均値±SD高SOC群(％) P1 Mean±SD P2 Mean±SD P2 Mean±SD P2 Mean±SD P2 Mean±SD P2 Mean±SD P2 Mean±SD P2

看護 285 17.4±9.7 145（50.9） 51.6±11.0 73(25.6） 17.9±5.0 16.1±4.9 17.6±4.4 71.7±12.4 24.9±5.2 28.3±6.1 18.5±4.0

福祉 87 19.9±10.3 53（60.9） 49.5±10.3 17(19.5) 16.6±4.6 15.5±5.1 17.4±4.1 70.2±12.4 25.5±4.9 28.0±6.1 16.7±4.2

P1：χ二乗検定，P2：ｔ検定
高うつ群：CES-D得点16点以上
高SOC群：SOC得点59点以上
把握可能感5項目，処理可能感4項目，有意味感4項目
新規性追求7項目，感情調整9項目，肯定的な未来志向5項目

0.33 0.35 0.68 ＜0.010.11 0.32 0.04 0.28 0.75

CES-D SOC ARS

全体 把握可能感 処理可能感 有意味感 全体 新規性追求 感情調整
肯定的な
未来志向

 

4．CES-DとSOC，ARSの相関 

 表 2に学科別にみたCES-Dと SOC，ARSの相関

を示した．看護に注目すると，CES-Dと SOCでは，

SOC 合計点および各下位尺度で中程度の負の相関が

認められた．CES-DとARSでは，合計点および感情

調整，肯定的な未来志向で中程度の負の相関が認めら

れた．また，新規性追求とは弱い負の相関が認められ

た． 

 福祉では，CES-DとSOCでは，合計点と強い負の

相関がみられた．また，各SOC下位尺度についても，

中程度の負の相関が認められた．CES-DとARSでは，

合計点および感情調整で，中程度の負の相関が認めら

れた．新規性追求，肯定的な未来志向では，弱い負の

相関が示された． 

 

表2．CES-DとSOC、ARSの相関
看護 福祉

合計点 -0.62** -0.71**
把握可能感 -0.41** -0.51**
処理可能感 -0.52** -0.57**
有意味感 -0.51** -0.51**
合計点 -0.52** -0.46**
新規性追求 -0.32** -0.30**
感情調整 -0.48** -0.50**
肯定的な未来志向 -0.47** -0.37**

Spearmanの順位相関分析，**：Ｐ<0.01

S
O
C

A
R
S

 

 



【調査報告】 

 

11 

 

5．重回帰分析(合計点間) 

表 3-1にSOC合計点とARS合計点について，学科

別に重回帰分析を行った結果を示した．看護では，

SOC， ARS のそれぞれに負の独立性が認められた．

福祉については， SOCのみに負の独立性が認められ

た．  

 

6．重回帰分析(下位尺度間) 

 表3-2に学科別に各下位尺度内で重回帰分析を行っ

た結果を示した．看護では，SOCで「有意味感」，「処

理可能感」，「把握可能感」の3項目，ARSでは「感情

調整」，「肯定的な未来志向」の2項目で負の独立性が

認められた．福祉についてみると，SOCでは「処理可

能感」，「有意味感」，「把握可能感」の3項目で負の独

立性が認められた．ARSでは「感情調整」の1項目で

負の独立性が認められた． 

表3-3に各下位尺度の中で独立性の認められた項目

全てで，重回帰分析を行った結果を学科別に示した．

看護では，各下位尺度内で独立性の認められた5項目

全てに負の独立性がみられた．福祉では，各下位尺度

内で独立性の認められた4項目中「処理可能感」，「有

意味感」，「把握可能感」の3項目で負の独立性が示さ

れた． 

 

Ⅳ．考察 

1．各尺度の分布 

 本研究の結果，高うつ群該当率は，看護50.9％，福

祉 60.9％であった．また，CES-D 得点の平均値は，

看護17.4±9.7点，福祉19.9±10.3点であった．これ

は看護系，福祉系の先行の学生を対象とした研究と類

似する結果であった(木口・安藤・米田・他2017)． 

表3-1．CES-DとSOCおよびARS合計点の重回帰分析結果

（下限値 - 上限値）

SOC -0.44 (-0.53 - -0.35) -0.50 ＜0.01

ARS -0.20 (-0.29 - -0.12) -0.26 ＜0.01

福
祉

SOC -0.72 (-0.87 - -0.57) -0.72 ＜0.01 0.52 0.51

重回帰分析(Stepwise法、性別、学年を調整変数として投入)
SOC：首尾一貫感覚(Sense of Coherence）：７件法１３項目．合計点は13～91点に分布する
ARS：精神的回復力尺度（Adolecent Resilience Scale）：５件法21項目．合計点は21～１０５点に分布する

R2：決定係数．Aｄｊ R２：自由度調整済み決定係数

Adj R
2

看
護

0.46 0.46

独立変数 偏回帰係数
95％C.I． 標準化

偏回帰係数
P R

2

 

表3-2．CESDと各下位尺度の重回帰分析結果（最終変数選択モデル）

（下限値 - 上限値）

把握可能感 -0.38 (-0.60 - -0.17) -0.20 ＜0.01

処理可能感 -0.50 (-0.74 - -0.27) -0.25 ＜0.01

有意味感 -0.92 (-1.13 - -0.71) -0.41 ＜0.01

感情調整 -0.55 (-0.73 - -0.38) -0.35 ＜0.01

肯定的な未来志向 -0.79 (-1.05 - -0.53) -0.33 ＜0.01

把握可能感 -0.62 (-1.03 - -0.21) -0.28 ＜0.01

処理可能感 -1.01 (-1.02 - -0.27) -0.32 ＜0.01

有意味感 -0.65 (-1.40 - -0.62) -0.40 ＜0.01

感情調整 -0.79 (-1.12 - -0.47) -0.47 ＜0.01 0.22 0.21

重回帰分析(Stepwise法、性別を調整変数として投入)
把握可能感：５項目（合計点：5～35点），処理可能感４項目（合計点：4～28点），有意味感：4項目（合計点：4～28点）
感情調整：9項目（9～４５点），肯定的な未来志向5項目（5～25点）

R
2
：決定係数．Aｄｊ R

２
：自由度調整済み決定係数

福
祉

0.520.53

0.44

独立変数 偏回帰係数
95％C.I．

看
護

0.44

0.330.33

標準化
偏回帰係数

P R2 Adj R2
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表3-3．専攻別に見たCES-Dと各下位尺度間の重回帰分析結果(最終変数選択モデル)

（下限値 - 上限値）
把握可能感 -0.30 (-0.52 - -0.09) -0.16 0.01
処理可能感 -0.39 (-0.62 - -0.16) -0.20 <0.01
有意味感 -0.66 (-0.89 - -0.42) -0.30 <0.01
感情調整 -0.25 (-0.42 - -0.07) -0.15 0.01
肯定的な未来志向 -0.38 (-0.65 - -0.12) -0.16 0.01
把握可能感 -0.62 (-1.03 - -0.21) -0.28 <0.01
処理可能感 -0.65 (-1.02 - -0.27) -0.32 <0.01
有意味感 -1.01 (-1.40 - -0.62) -0.40 <0.01

重回帰分析(Stepwise法、性別を調整変数として投入)
把握可能感：５項目（合計点：5～35点），処理可能感４項目（合計点：4～28点），有意味感：4項目（合計点：4～28点）
感情調整：9項目（9～４５点），肯定的な未来志向5項目（5～25点）

R2：決定係数．Aｄｊ R２：自由度調整済み決定係数

Adj R
2

看
護

福
祉

0.53 0.52

0.49 0.48

独立変数 偏回帰係数
95％C.I． 標準化

偏回帰係数
P R

2

 

 

SOC合計点に着目すると，高SOC群該当率は，看護

25.6％，福祉19.5％であった．SOC得点の平均値は，

看護 51.6±11.0点，福祉 49.5±10.3点であった．こ

れは先行研究と概ね同様の結果であった (安藤・小川・

米田・他2017；木口・安藤・米田・ほか2017) ．ARS

合計点についてみると，ARS の平均値は，看護 71.7

±12.4 点，福祉 70.2±12.4 点であり，有意差は見ら

れなかった．これは先行研究と概ね同様の結果であっ

た(福重・森田2016)． 

 下位尺度についてみると，SOCでは「把握可能感」

の項目，ARSでは，「肯定的な未来志向」の項目で，

看護と比較し，福祉では平均値が低かった．他の下位

尺度では，有意差が認められなかったにもかかわらず，

これらの項目で有意差がみられたことは興味深い．し

かし，下位尺度の専攻差に関する十分な知見は蓄積さ

れておらず，今後，両者のライフスタイルや教育課程

などを考慮し，更に検討する必要があると考える． 

 

2．相関関係 

 看護では，CES-DとSOC合計点および各下位尺度，

ARS合計点および「感情調整」，「肯定的な未来志向」

について，中程度の負の相関を示していた．CES-Dと

「新奇性追求」では，弱い負の相関が認められた．福

祉では，CES-DとSOC合計点に強い負の相関がみら

れた．また，SOC各下位尺度，ARS合計点および各

下位尺度とは中程度の負の相関関係にあった．抑うつ

傾向とSOC合計点および各下位尺度，ARS合計点お

よび下位尺度について，先行研究を支持する結果であ

った(藤里2015；木口・安藤・米田・他2017；小高・

渡邊2005；米田・志渡2017)． 

 

3．重回帰分析 

 合計点間の重回帰分析について，看護では SOC と

ARSのそれぞれに負の関連が示された．他方，福祉で

はSOCと負の関連が認められ，ARSと有意な関連は

みられなかった．各下位尺度内の重回帰分析の結果を

みると，看護では，SOCの「把握可能感」，「処理可能

感」，「有意味感」，ARSの「感情調整」，「肯定的な未

来志向」の項目でそれぞれ負の関連が認められた．福

祉では，SOCの「把握可能感」，「処理可能感」，「有意

味感」，ARSの「感情調整」の項目でそれぞれ負の関

連が示された．先行研究において，同じ高等教育機関

に所属する学生であったとしても専攻によって，生活

習慣や健康観などが異なるという指摘もされており

(中野・藤生・鈴木ほか 2005；大西・小林・渡邊ほか

2002)，抑うつ傾向とSOCおよびレジリエンスの関連

についても違いがある可能性が考えられる．しかし，

抑うつ傾向と SOC およびレジリエンスの関連を同時

に検討した研究は十分にされておらず，今後，例数を

増し，専攻による差について検討するとともに，生活

習慣等が交絡している可能性があるため，ライフスタ

イルなどを含めた検討が必要である． 

 

4．有効性・限界・今後の課題 
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 本研究の有効性は，高等教育機関に所属する学生の

CES-Dと SOC およびレジリエンスの関連について，

専攻により関連が異なる可能性を示したことである．

しかし，抑うつ傾向と SOC およびレジリエンスの専

攻別比較について十分な知見は蓄積されておらず，今

後，さらに検討する必要があると考える．また，他の

専攻学生とも比較し，専攻別に抑うつ傾向の予防に有

効である要因に違いがあるか検討していく事が課題

である．  
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【調査報告】 
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『民族衛生』71(4)，168-182． 

戸ヶ里泰典・山崎喜比古・中山和弘・ほか(2015)「13

項目 7 件法 sense of coherence スケール日本語版

の基準値の算出」『日本公衆衛生雑誌』62(5)，232-

237． 

内田千代子(2010)「21年間の調査から見た大学生の自

殺の特徴と危険因子―予防への手がかりを探る―」

『精神神経学雑誌』112(6)，543-560． 

山崎喜比古・戸ヶ里泰典・坂野順子編(2008)『ストレ

ス対処能力SOC』有信堂高文社． 

米田龍大・児玉壮志・小川克子・ほか(2018)「高等教

育機関に所属する学生の抑うつ傾向と SOC およ

びレジリエンスの関連」『北海道公衆生学雑誌』，印

刷校正中． 
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機関誌『北海道社会福祉研究』編集規程 

 

１．（名称）本誌は、北海道社会福祉学会の機関誌『北海道社会福祉研究』と称する。 

２．（目的）本誌は、原則として本会会員の社会福祉研究の発表にあてる。 

３．（発行）本誌は、原則として１年に１号を発行するものとする。 

４．（投稿規程）原稿の投稿は、所定の規程に従う。 

５．（編集）本誌の編集は、編集委員会が行う。編集委員は、理事会において選出する。 

６．（掲載）原稿の掲載は、審査結果に基づき編集委員会が決定する。 

７．（事務局）編集委員会事務局は編集委員会委員長の所属機関におく。 

８．（著作権）本誌に掲載された著作物の著作権は一般社団法人日本社会福祉学会に帰属する。 

（附則） 

１．本規程は、2009年 2月 28日より施行する。 

２．本規程は、2013年４月１日より施行する。 

 

機関誌『北海道社会福祉研究』投稿規程 

 

１．共同研究者も含め、投稿者は北海道社会福祉学会会員であること、または、学会への会員登録を

申請中であること。ただし、機関誌への掲載は、学会入会承認後であることとする。 

２．論文、研究ノート、調査報告、実践報告、資料解題は、原則として本会会員による自由投稿とする。 

３．投稿する原稿は未発表のものに限る。日本社会福祉学会研究倫理指針「F 二重投稿・多重投稿」を参

照し、同じデータ・事例・資料等に基づいて投稿者及びそのグループが執筆した別の論文・報告書等（共

同執筆も含む）があれば、投稿時に添付すること。なお、添付する資料には、既発表論文・報告書等の

みならず、現在査読中であるものも含む。 

４．投稿原稿は、１編ごとに独立、完結したものと扱い、審査過程に挙げる。したがって、表題に「上、

下」「１報、２報」「Ⅰ、Ⅱ」等をつけない。 

５．投稿の締切りは、毎年１１月末日とする。 

６．印刷した原稿およびUSBメモリあるいはCD-R等の提出媒体を、北海道社会福祉学会機関誌編集委員

会事務局宛てに送付する。 

７．投稿論文掲載の可否は、審査の上、編集委員会が決定する。 

８．投稿された原稿は２年間保存のうえ、廃棄する。 

９．投稿論文の審査結果に不満がある場合には、文書にて編集委員会に申し立てることができる。また、

編集委員会の対応に不服がある場合には、北海道社会福祉学会理事会に不服を申し立てることができる。 

10．研究動向欄は、社会福祉に関連する研究動向のレビュー・紹介にあて、掲載については編集委員会が

依頼を行う。 

11．書評欄は、国内外の社会福祉研究に関する批評にあて、その依頼は編集委員会が行う。 

12. なお採用された投稿論文は電子化のうえ北海道社会福祉学会HPへWEB登録される。また、J-STAGE

での閲覧が可能となる。その著作権は一般社団法人日本社会福祉学会に帰属する。 

13．本規程の改廃は、編集委員会で検討し、理事会の承認を経て行う。 

 

付則 １．本規程は、2009年 2月 28日より施行する。 

２．本規程は、2013年４月１日より施行する。 

３．本規程は、2016年４月１日より施行する。 
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機関誌『北海道社会福祉研究』執筆要領 

 

１．共同研究者も含め、投稿者は北海道社会福祉学会会員であること、または、学会への会員登録を

申請中であること。ただし、機関誌への掲載は、学会入会承認後であることとする。 

２．本誌には、論文、調査報告、実践報告、研究ノート、資料解題、研究動向、書評などの欄を設けるが、

原則として本会会員による自由投稿とする。 

３．投稿する原稿は、未発表のものに限る。もし同じデータ、事例、資料等に基づいて投稿者が執筆した

別の論文、報告書等（共同執筆を含む）があれば、投稿時に添付すること。また、投稿原稿は、1回ごと

に独立・完結したものとして扱い査読を行うので、表題に「上、下」「１報、２報」「Ⅰ、Ⅱ」等をつけ

ない。 

４．投稿原稿は、図表・注・引用文献を含めて２万字（400字詰原稿用紙換算で 50枚）以内とし、図表は

１点につき 600 字換算とし、図表込みで２万字以内を厳守すること。ただし１頁全体を使用する図表に

ついては 1600字換算とする。 

５．投稿の締切りは、7月、11月、3月の月末とする。 

６．投稿論文掲載の可否は、編集委員会による審査の上、投稿者に結果が通知される。 

７．投稿する原稿の執筆にあたって 

 ・原則としてワープロまたはパソコンで作成し、縦置Ａ４版用紙に横書きで、1600字（40字×40行）

で印字した原稿２部と CD-Rを提出する。 

 ・投稿に際しては、印字した原稿に３枚の表紙をつけ、本文にはタイトル（英文タイトル併記）のみを

記載し、所属、氏名、会員番号を記載しないこと。 

 ・表紙の１枚目には、①タイトル、②原稿の種類、③所属、氏名（連名の場合は全員）、④連絡先を記入

する。なお、掲載時には読者からの問い合わせを可能にするために、原則として連絡先（住所または

電子メールアドレス）も掲載するが、希望しない場合はその旨明記すること。また、原稿の種類は①

論文、②調査報告、③実践報告、④資料解題、⑤書評から選択する。 

 ・表紙の２枚目には、和文抄録（400字以内）とキーワード（５語以内）を記載する（無記名） 

 ・掲載決定通知後の最終原稿は次のとおり作成する。 

① 本文・注・引用文献は、ワードかテキスト形式で保存したファイル（添付ファイル送付可）および

縦置きＡ４版用紙に編集委員会の指定による様式（40 行×23 字の２段組み）、タイトルはゴシッ

ク 16ポイント、著者名は 12ポイント、本文は 10.5ポイント明朝で印字した原稿を１部提出する。 

②図表は、本文とは別に１葉ごとにＡ４版にコピーして提出する。図表の挿入箇所は、本文に明記す

る。なお、特別な作図などが必要な場合には、自己負担を求めることがある。 

８．原稿およびCD-R等は、北海道社会福祉学会編集委員会事務局に送付する。 

９．文章の形式は、口語体、常用漢字を用いた新かなづかいを原則とする。注や文献引用の記述形式は、「日

本社会福祉学会機関誌『社会福祉学』投稿規定〔引用法〕」によるものとする。 

10．投稿原稿に利用したデータや事例について、研究倫理上必要な手続きを経ていることを本文または注

に明記すること。 

11．投稿論文の査読は、著者名等を匿名にて行っているため、文献等の標記の際には、本人の著であって

も「著者」「拙稿」とはせず、筆者名による表記とする。また、査読に対する回答の必要がある場合は編

集委員会宛てにこれを行う。 

12．国内外の研究動向欄は、社会福祉に関連する研究動向のレビュー・紹介にあて、掲載については編集

委員会が依頼を行う。 

13．書評欄は、国内外の社会福祉研究に関する批評にあて、その依頼は編集委員会が行う。 

 

（附則） 

１．本要領は、2017年 4月１日より施行する。 
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（査読者 → 編集委員会） 

 

北海道社会福祉学会『北海道社会福祉研究』第( )号投稿論文等査読報告書１ 

 

番号 

 

 

 

原稿種類 タイトル 

 

 

Ⅰ項目別評価 （修正を必要とする項目に✓を入れてください） 

項   目 チェック欄  

１． 執筆要項に適った形式になっているか   

２． 先行研究を踏まえているか   

３． 研究目的は明確であるか   

４． 研究目的を踏まえ、研究方法は明確であるか  

５． 概念・用語は適切であるか   

６． 調査方法・分析が適切で、結果は明確であるか   

７． 論理の展開には一貫性があるか  

８． 表題は内容に合致しているか   

９． 図表の体裁が整っており、内容と合致しているか   

１０．研究倫理上の問題はないか   

 

 

Ⅱ原稿種類 （査読の結果、投稿種別の変更が相応しい（必要）と思われる場合に、その

種別を示す項目に✓を入れてください） 

項   目 チェック欄  

１． 論文  

２． 調査報告  

３． 実践報告  

４． 研究ノート  

５． 資料解題  

６． 研究動向  

７． 書評  

８． 海外社会福祉研究  

９． 翻訳  

１０．その他（                  ）  

 

※ 論文とは、研究の成果が出て、結論が導き出されているもの。独立性、完結性を有す
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るもの。学会で発表して、質疑応答に耐えられるもの。  

※ 研究ノートとは、研究の途中であるが、今後の研究によっては成果が大いに期待でき

るもの。 

※ 資料解題とは、資料の意味や解説をしたもの。  

 

 

 

 

Ⅱ掲載についての評価 

評価 Ａ 掲載可能（査読コメントがあれば参考に） 

Ｂ 部分的な修正がなされれば掲載の可能性あり（再査読あり）  

Ｃ 大幅な修正がなされれば掲載の可能性あり（再査読あり） 

Ｄ 掲載不可  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

査読年月日     年    月    日 

 

査読者署名               ㊞ 
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（査読者 → 編集委員会 → 投稿者） 

 

北海道社会福祉学会『北海道社会福祉研究』第( )号投稿論文等査読報告書２ 

 

掲載についての評価 

 

 

 

番号 

 

 

原稿種類 タイトル 

査読コメント 
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□ 編集後記 

 

〇本誌の編集作業も大詰めを迎えていた 3月、韓国への出張が重なり、皆様にご迷惑をお掛けし

てしまいました。ピョンチャンで開かれていたパラリンピックの現地調査だったのですが、運営

者の生の声を聞くことで、報道だけでは伝わってこない”リアリティー”のある情報を得るこ

との重要性をあらためて感じました。様々な福祉課題が山積している北海道ですが、執筆者の皆

さんには、“リアリティーのある課題への向き合い方”と、それを科学的なエビデンスとして提

示することの重要性を再認識しつつ研究に取り組んでいただければ・・などと思いながら、心の

中で編集作業を進めていたのでした（謝）。Y 

 

 〇振り返ると 2017 年度もいろいろなことがありました。将棋やスポーツ界での新記録達成な

どは記憶に新しいところでしょう。こうした偉業を成し遂げた人たちも、最初は基礎をしっかり

学び、苦しくても諦めずに一歩ずつ前進した結果だと思います。研究論文を書くのも同じ、産み

の苦しみがありますね。苦しんだ末に完成させた論文は愛おしいものです。諦めないで書くうち

に基礎も身についてくるものと思われます。編集委員としても良い論文を掲載できるよう出来

る限り支援させていただきますので、皆さんの投稿をお待ちしています。K 

〇投稿してくださった会員の皆様、本当にありがとうございました。継続修正の論文もいくつ

かありますが、私たち編集委員会としてもやり取りを重ねながらサポートを続けさせていただ

きたいと思っています。他の会員の皆様（特に大学院生のみなさま）も、ぜひ投稿ください。

共に学びましょう。O 

 

〇今年度は、掲載は調査報告 2本となりましたが、他に査読後修正継続中の論文等もあり、学

会らしい編集委員会の動きができたのではないかと思います。今年度より、7月、11月、3月

の年 3回の投稿締め切りになりましたので、査読を敬遠せず、投稿してください。とはいえ、

査読も大変な作業ですので、最低限、執筆要領をご確認の上、お願いします。地域の研究者同

士で創っていく、せっかくの地方学会誌ですので、より良いものになることを願っています。N 

 

〇北海道から発信する地方学会誌として、停滞する地方経済や制度政策のなかの生活の諸課題

を広く発信していきたいと考えております。皆さんの研究の成果をお待ちいたしております。O  
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