
問題と目的

大学の講義においては、授業中の座席が事前に定め

られていた高校までとは異なり、どの場所に座って授

業を受けるかは学生側に委ねられている場合が大半で

ある。そのため、学生たちは授業や教室に応じて、毎

回自由な席を選択して講義を受けることとなる。学生

に対する座席の数に余裕がある場合、大抵、教員に近

い前方の座席は避けられる傾向にあり、黒板を中心と

して扇型状に空席が目立つ。

下鶴・中野(2008)も述べている通り、座席の後方に

座る生徒は、「集中力がない」、「やる気が感じられない」

と言われ、前方に座る生徒は、「講義に積極的」で、「成

績が良い人が多い」と一般には広く印象付けられてい

る。教員にもその認識は少なからずあるようで、「座席

は前から詰めて座るように」「教室の真ん中より後ろに

座る生徒は、授業に参加する意志がないとみなし出席

点を与えない」と注意喚起したり、独自のルールを設

ける教員もいるようである。

教室における学生の座席選択と学習意欲・態度につ

いては、多くの研究は行われており、たとえば織田

(1980)は、前方に着席する学生は出席率や成績が良好

で、かつ学習意欲が高くて積極的に授業に参加するの

に対し、後方に着席する学生は学習意欲が低く、単位

取得を目的に授業に参加するため受講態度に問題が多

いと報告している。また、Milland& Stimpson(1980)

は、前方に座る学生ほどその授業に対する興味・関心

が高く、学習動機も優れていることを明らかにしてい

る。

また、上藤(1991)は、大学生の座席選択行動の分析

において、必修科目と選択科目に関する受講者の興味

度の差に注目している。その結果、必修科目の受講者

において、座席選択行動に制約を課せられた学生の興

味度は選択科目に比べて高く、必修科目では授業開始

時の興味度が持続されているか、少し増加の傾向に

あった。一方、選択科目においては、興味度の減少の

傾向が著しかった。

女子大学生の座席選択とパーソナリティ、および学

習意欲と態度に関する川西(2006)の研究では、勉学に

対する意欲のない学生、また努力を回避しようとする

学生ほど、後方の座席を選択し、また出席意欲のなさ

や課題に対する関心の希薄さがそれを助長させるとし

ている。また、自分の未来を否定的にとらえ、将来に

対し不安を多く感じる学生も後方を選択する傾向に

あった。川西(2006)は「好きな先生・嫌いな先生の授

業」、「授業内容のおもしろさ」、「授業が必修であるか

選択であるか」といった観点からも分析しており、嫌

いな先生の授業やおもしろくない授業では、学生の内

発的動機づけが高くなくて、自らの未来目標が曖昧

だったり、授業や学習に対する意欲が低い者ほど後方

座席を選択する傾向が明らかになっている。なお、教

室における座席選択行動や教師－学生間距離を扱った

先行研究には、年代順でWalberg(1969)、Schwebel &

Cherlin(1972)、織田・森(1982)、上藤(1989)、上藤

大学生の授業時における座席選択について

－学習意欲およびパーソナリティとの関係－

The classroom seating location of university students

－Relationship to their motivation for learning and personality－

奥埜 一奈

OKUNO Kazuna

(和歌山大学教育学部第63期生)

菅 千索

SUGA Sensaku

(和歌山大学教育学部心理学教室)

本研究では、授業に対する態度の違い(積極的・消極的・どちらでもない)を設定した上で、まず授業時の座席選択

にどのような傾向があるのかを明らかにし、さらに選択された位置の違いが、学生のパーソナリティとどのように関

係しているかについて検討した。その結果、積極的に受けている授業では偏りなく一様に分布しているのに対して、

消極的に受けている授業では後列の左右端に集中、どちらでもない授業では後列で一様に分布する傾向が明らかに

なった。さらに、座席選択とパーソナリティとの関係については、積極的に受けている授業で前列を選択する学生は、

後列と比べて、自尊感情が高い、不安感は低い、向上心が強いことなどが明らかになった。

キーワード：座席選択、学習意欲、自尊感情、生活不安、内発的－外発的動機づけ、達成目標傾向、学習動機
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(1990)、Mercincavage& Brooks(1990)、Hillmann

& Brooks(1991)、Rebeta, Brooks, O’Brien, &

Hunter(1993)、北川歳昭(1998)などがある。

そこで本研究では、大学生の授業に対する学習意欲

(積極的に受けている・消極的に受けている・どちらで

もない)が、座席選択にどのような影響をもたらすか

を、座席を６ブロック(前後列・中端列)に細分化した

質問によって検証する。また、自尊感情や学習意欲・

態度といったパーソナリティが授業の座席選択にどの

ように関連しているのかについても明らかにする。

方法

１．被験者

和歌山大学教育学部に所属する大学生63名。学年別

および男女の人数の内訳は表１に示す。

２．質問紙

⑴自尊感情尺度

本尺度は、Rosenberg(1965)が作成した尺度の山

本・松井・山成(1982)による翻訳版である。自尊感情

とは、人が自分自身についてどのように感じるかとい

うことであり、自己の能力や価値についての評価的な

感情や感覚を指す。Rosenberg(1965)は、他者との比較

により生じる優越感や劣等感ではなく、自分自身が自

己の尊厳や価値を自覚する程度のことを自尊感情と考

えた。また、自尊感情の高さを示すのは、自身を「非

常によい(very good)」と感じることではなく、「これ

でよい(good enough)」と感じるかであり、自尊感情

が低いということは、自己拒否、自己不満足、自己軽

蔑を表し、自己に関する尊敬を欠いていることを意味

するとしている。

採点方法は、５段階評価(あてはまる＝５点、ややあ

てはまる＝４点、どちらともいえない＝３点、ややあ

てはまらない＝２点、あてはまらない＝１点)であり、

得点が高いほど自尊感情が高いことを意味する。

⑵大学生活不安尺度

本尺度は、藤井(1998)によって作成された大学生活

における不安の程度を測定する尺度である。近年、話

題になっている大学生の病理的現象(スチューデン

ト・アパシーや就職恐怖など)の背景には、精神的未熟

さと同時に「不安」の問題が存在するといわれている。

彼らが学生生活において感じている不安の種類や水準

を測定できるのが本尺度であり、「日常生活不安」「評

価不安」「大学不適応」という３つの下位尺度からなり、

大学生において特徴的に認められる不安感の程度を客

観化できるようになっている。

採点方法は、２段階評価(はい＝１点、いいえ＝０点)

であり、得点が高いほど生活不安が高いことを意味す

る。

⑶内発的－外発的動機づけ尺度

本尺度は、学習場面における特性としての内発的動

機づけを測定する尺度である。Harter(1981)の内発

的－外発的動機づけ尺度の日本語版(桜井,1983)を参

考にしつつ、桜井・高野(1985)によって独自に開発さ

れた。従来の研究において、内発的動機づけは「人間

の環境へのポジティブな(自発的で積極的な)働きか

け」あるいは、「外発的な態度と対峙する、教室での学

習および達成(mastery)への方向づけ」と包括的に定

義されていた。桜井・高野(1985)はそれらを構成する

具体的な要素が明確にされていないとしたうえで、内

発的動機づけという概念に含まれるさまざまな構成要

素を抽出し、網羅的に測定できる尺度を開発した。構

成要素としては、Harter(1981)の内発的－外発的動機

づけ尺度の日本語版(桜井,1983)における3つの要素、

①知的好奇心(興味・好奇心からさまざまな知的課題に

取り組む傾向)、②達成(教師・友人に頼ることなしに

自分の力で問題に取り組もうとする傾向)、③挑戦(難

しい課題に取り組もうとする傾向)に加え、新たに④認

知された因果律の所在(自分の学習行動を自分で引き

起こしていると認知するか、親・教師などにより引き

起こされていると認知するか)、⑤内生的－外生的帰属

(自分の学習行動に対して、学習行動それ自体が目的で

あると考えるか、別の目的がありその行動を取ってい

ると考えるか)、⑥楽しさ(知的活動をしているときに

感じる楽しいという感情)の３つを仮定し、計６つの側

面を測定できるように構成されている。これらの側面

は、それぞれ内発的動機づけの行動的要素(①・②・③)、

認知的要素(④・⑤)、感情的要素(⑥)を表している。

なお、①知的好奇心に関しては、近年の研究(桜井，

2004)では、②達成や③挑戦などの行動的要素を引き起

こす「欲求的要素」であるとも考えられている。

採点方法は、２段階評価であり、各項目の２つの選

択肢において、内発的動機づけを表す選択肢を選んだ

場合には１点、外発的動機づけを表す選択肢を選んだ

場合には０点として得点化する。したがって、高得点

ほど内発的に動機づけされる傾向が強いことになる。

⑷達成目標傾向尺度

本尺度は、学業達成場面における３つの目標傾向を測

定するための尺度である。Hayamizu,Ito,&Yoshizaki

(1989)および速水・伊藤・吉崎(1989)により開発された。

達成目標とは「学習の目的」を表す概念であり、「学習目

標」(learning goal)と「遂行目標」(performance goal)

の２つが、動機づけに影響を与える目標として仮定さ

れている。学習目標とは、「学習課題を理解することそ

合計
性別

女性男性

110１年

学年
381523２年

15411３年

954４年

632538合計

表１ 被験者の内訳と合計

76

大学生の授業時における座席選択について



れ自体」や、「自分の能力を伸ばすこと」を学習の目標

とするものであり、この目標下では、学習のプロセス

や努力が重視されるため、たとえ失敗したとしても、

学習の一部とみなされ無力感に陥りにくい。一方、遂

行傾向とは「自分の能力について良い評価を得て、悪

い評価を避けること」を目指すものであり、この目標

下では、能力の有無や学習の結果(成績)に関心が向か

うため、失敗を能力の低さの証拠とされるため無力感

に陥りやすい。

従来の達成目標の研究と異なり、速水・伊藤・吉崎

(1989)は達成目標を特性概念として捉え直して、達成

目標の個人差を測定できるように開発されたのが本尺

度である。学習目標傾向および２種類の遂行目標傾向

(良い評価や承認を得て、悪い評価や否認を避けること

を目指す「成績目標傾向α」と、良い成績の獲得や良い

高校・大学などへの進学を目指す「成績目標傾向β」)を

測定することができる。

採点方法は、５段階評価(いつもあてはまる＝５点、

しばしばあてはまる＝４点、どちらともいえない＝３

点、めったにあてはまらない＝２点、どんなときもあ

てはまらない＝１点)である。そのため高得点ほどそれ

ぞれの傾向が強いことになる。

⑸学習動機尺度

本尺度は、子どもがもっている様々な学習理由を測

定するための尺度であり、市川(1995)によって作成さ

れた。Dweck&Leggett(1988)の目標理論では、学習

プロセスを予測するための概念として、学習目標

(learning goal)と遂行目標(performance goal)とい

う２つの目標を中心的な概念としており、これは動機

づけの研究における理論的な枠組みとして強力なもの

となっている。しかし、子どもたちが学習場面におい

て達成しようとしている理由や目的は多様であると考

えられる。そこで市川(1995)は、大学生に対して行っ

た自由記述から６種類の学習動機を見出し、さらにそ

の６つの学習動機を２つの観点(「学習内容の重要性」、

「賞罰の直接性」)から整理できるとして、「学習動機の

２要因モデル」を提唱した。６つの学習動機としては、

①充実志向(学習自体がおもしろいから)、②訓練志向

(頭を鍛えるため)、③実用志向(仕事や生活に活かすた

め)、④関係志向(他者につられて)、⑤自尊志向(プラ

イドや競争心から)、⑥報酬志向(報酬を得る手段とし

て)と分類される。

採点方法は、５段階評価(あてはまる＝５点、ややあ

てはまる＝４点、どちらともいえない＝３点、ややあ

てはまらない＝２点、あてはまらない＝１点)である。

そして２要因モデルとしては、学習内容の重要性大(重

視)＝①＋②＋③、重要性小(軽視)＝④＋⑤＋⑥、また、

賞罰の直接性小(軽視)＝①＋④、直接性中(どちらでも

ない)＝②＋⑤、直接性大(重視)＝③＋⑥として定めら

れている。なお、市川・堀野・久保(1998)では「賞罰

の直接性」は「学習の功利性」と改められている。

⑹座席選択に関する質問

「座席は自由に決められると仮定して、以下の問い

にお答えください」として、教室内の座席を６ブロッ

ク(①左前列、②中前列、③右前列、④左後列、⑤中後

列、⑥右後列)に分割した図の当てはまる欄に○印を記

入する欄(図１)と、自由記述でその座席を選んだ理由

を述べてもらう欄を用意した。また質問は３項目あり、

以下のとおりである。

Q１：積極的に受けている(楽しい)授業の際、あなた

はどこに座りますか

Q２：消極的に受けている(つまらない)授業の際、あ

なたはどこに座りますか

Q３：積極的でも消極的でもない授業の際、あなたは

どこに座りますか

３．手続き

調査時期は、2014年10月14日から11月13日までで、

集団式で授業中にアンケート調査形式で行った。最初

に研究への協力依頼および一般的なプライバシー関連

等の説明を行った後、フェイスシート、自尊感情尺度、

大学生活不安尺度、内発的－外発的動機尺度、達成目

標傾向尺度、学習動機尺度、座席に関する質問の計８

枚の質問紙を配布し、回答に関する注意事項を述べた

うえで回答させた。制限時間は特に設けずに行ったが、

実際に所要した時間は10分から15分ほどであった。ま

た、質問紙はカウンターバランスを取るために綴る順

序を変え、全部で５パターン作成した。

結果と考察

１．学習意欲と座席選択の関係

座席選択に関する質問から得られたデーターの度数

分布を表２に示す。

観測度数が非常に少ない選択肢があるため、ここで

は統計的仮説検定は行わず、注目される傾向を指摘す

るに止めておく。まず、積極的に受講(「積極的に受け

黒板

左前列 中前列 右前列

左後列 中後列 右後列

図１ 使用した座席配置表

どちらでもない消極的に受講積極的に受講
％人数％人数％人数

4.834.8317.511左前列
4.831.6122.214中前列
3.221.6120.613右前列
31.72041.32612.78左後列
33.32111.1720.613中後列
22.21439.7256.34右後列

100.063100.063100.063合計

表２ 座席選択の度数分布表
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ている(楽しい)授業)の場合、右後列の度数がやや小さ

いが、それ以外は概ね一様に分布していると判断され

る。一方、消極的に受講(「消極的に受けている(つまら

ない)授業」)の場合、左後列と右後列の度数か際だって

大きく(ともに約40％前後)、前列のすべてと中後列は

小さい。それに対して、どちらでもない場合(「積極的

でも消極的でもない授業」)、すべての前列が小さいの

は消極的に受講と同様であるが、後列については左・

中・右ともほぼ一様に分布しており、消極的に受講で

おける中後列が避けられる傾向は見られなかった。

こうした概略的傾向を統計的に検証するため、選択

肢ごとではなく、それらを系統的に統一(併合)するこ

とで、観測度数が小さな項(セル)がないようにしたも

のを表３に示す。

そこでの上段は「左前列」・「中前列」・「右前列」を

統一して『前列』、「左後列」・「中後列」・「右後列」を

統一して『後列』、また同様に下段は「中前列」・「中後

列」を統一して『中列』、「左前列」・「右前列」・「左後

列」・「中後列」を統一して『端列』と再定義したもの

である。そして前列と後列および中列と端列の選択度

数には差が無いを帰無仮説としてx検定を行った。

その結果、積極的に受講の場合、前列38と後列

25(x＝2.683,df＝1,p＝0.101)および中列27と端

列36(x＝1.286,df＝1,p＝0.257)とも有意な差は

認められなかった。また、消極的に受講の場合、前列

５と後列58(x＝44.587,df＝1,p＝0.000)および中

列８と端列55(x＝35.063,df＝1,p＝0.000)とも有

意な差が認められた。さらに、どちらでもない場合、

前列８と後列55(x＝35.063,df＝1,p＝0.000)では

有意な差が認められたが、中列24と端列39(x＝3.571,

df＝1,p＝0.059)では有意な差のある傾向となって

いた。

これらをまとめると、積極的に受けている(楽しい)

授業については、座席の選択行動に一定の傾向は認め

られず、教室内でほぼ一様に分布していたといえる。

研究計画段階では、前方の中央に集中する傾向がある

のではと予想されたが、結果としては学生自身が好き

な座席(教室内での位置)で受講しているということが

明らかになった。

それに対して消極的に受けている(つまらない)授業

については、教室内後方の左右に集中する傾向が強い

ことが明らかになっている。これらは教壇から遠く、

かつ見えにくい位置であり、明らかに教員から「避難」

あるいは「逃避」しているものと判断される。

一方、積極的でも消極的でもない(どちらでもない)

授業については、教室の後方に集中するが、とりわけ

その左右に集中するという顕著な傾向は認められな

かった。前列は避けられる傾向が強いが、後列であれ

ば左右の端列でなくてもよい、すなわち中央の中列で

もよいということであり、極端に教員から「逃れる」

必要性があまりないと考えられる。

２．パーソナリティと座席選択の関係

得られたデータの条件別(積極的に受けている授

業・消極的に受けている授業・どちらでもない授業)お

よび座席別(前列╱後列、中列╱端列)ごとの度数、平

均と標準偏差を表４、５に示す。

求めた平均について、自尊感情尺度、大学生活不安

尺度、内発的－外発的動機尺度、達成目標傾向尺度、

学習動機尺度をそれぞれ従属変数、選択した座席(前列

╱後列および中列╱端列)を独立変数とするｔ検定を

行った。

2-1．積極的に受けている授業について

⑴前列╱後列の比較

前後列間でｔ検定を行った結果、有意な差のある傾

向が認められたものを表６に示す。大学生活不安尺度

の大学不適応において前列≦後列であり、後列を選択

する学生の不適応度が前列よりも高くなる傾向にあっ

た。

⑵中列╱端列の比較

中端間でｔ検定を行った結果、有意な差が認められ

たものを表７に示す。自尊感情において中列＞端列、

大学生活不安尺度の日常生活不安および不安合計にお

いて中列＜端列、達成目標傾向尺度の成績目標傾向β

において中列＞端列であった。前列を選択する学生は、

後列と比べて、自尊感情が高くて不安感は低く、かつ

向上心が強いことが認められた。

2-2．消極的に受けている授業について

⑴前列╱後列の比較

前後間でｔ検定を行った結果、有意な差または有意

な差のある傾向が認められたものを表８に示す。内発

的－外発的動機づけ尺度の楽しさにおいて前列＜後列

で有意な差のある傾向、また学習動機尺度の充実志向、

どちらでもない消極的に受講積極的に受講
％人数％人数％人数

12.787.9560.338前列

100.063100.063100.063合計

表３ 座席選択(前後，中端)の度数分布表

87.35592.15839.725後列

38.12412.7842.927中列
61.93987.35557.136端列

100.063100.063100.063合計

p df t p F
0.06061-1.9150.5830.305大学不適応

表６ 積極的に受けている授業での座席選択の検定(前後間)

：p＜0.1

0.027612.2710.4190.662自尊感情合計
0.02861-2.2440.8870.020日常生活不安
0.04361-2.0670.5480.365不安合計
0.016612.4750.1092.645成績目標傾向β

表７ 積極的に受けている授業での座席選択の検定(中端間)

p df t p F

：p＜0.05
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どちらでもない消極的に受講積極的に受講
下位尺度尺

度 SD平均度数SD平均度数SD平均度数

表４ 授業における各尺度間の度数、平均値と標準偏差(前後)

11.2727.75814.3823.8058.4031.0338前列
自尊感情

7.5630.89557.2231.07587.6529.6825後列

3.116.7582.706.6052.515.8238前列
日常生活不安

大
学
生
活
不
安

2.625.93552.695.98582.936.3625後列

3.746.5083.396.0053.065.2638前列
評価不安

2.885.25552.995.36582.945.6425後列

1.071.0082.171.8051.410.8438前列
大学不適応

1.451.13551.331.05581.331.5225後列

6.8014.2586.3514.4055.6511.9238前列
不安合計

5.3912.31555.5212.40585.3913.5225後列

1.074.0081.224.0051.043.8738前列
知的好奇心

外
発
的
｜
内
発
的
動
機
づ
け

1.273.62551.253.64581.473.3625後列

1.603.6381.923.2051.503.5538前列
因果律

1.603.49551.573.53581.733.4425後列

1.313.0081.522.6051.423.7938前列
達成

1.473.78551.443.78581.563.5225後列

1.773.3881.673.4051.583.3238前列
帰属

1.683.00551.693.02581.782.6425後列

1.301.6380.841.8051.782.2638前列
挑戦

1.842.55551.862.48581.842.6825後列

1.462.8881.922.2051.353.2638前列
楽しさ

1.413.27551.343.31581.523.1625後列

5.6818.5086.4617.2055.7220.0538前列
内発的－外発的合計

5.8319.71555.7319.76585.8918.8025後列

3.4432.1386.3227.0055.7631.6338前列
学習目標傾向達

成
目
標
傾
向

7.2331.42556.8131.90588.3731.3225後列

5.8422.1386.7620.8055.2222.1338前列
成績目標傾向α 5.2821.20555.2421.36585.3220.0825後列

3.6213.3883.9012.2052.9714.4538前列
成績目標傾向β 3.2214.20553.1814.26583.6513.5625後列

2.1315.3884.6612.2052.8715.2438前列
充実志向

学
習
動
機
尺
度

3.1615.20552.7715.48583.3415.2025後列

4.8713.3884.108.6053.4713.8938前列
訓練志向

3.1114.31552.8314.67583.1614.6425後列

2.7815.5084.7211.6053.1116.0838前列
実用志向

2.9115.78552.4016.10582.4515.2425後列

2.3610.1382.687.8053.4211.2638前列
関係志向

3.1211.29552.9111.43582.4110.9625後列

2.9811.5082.3910.2053.5511.8738前列
自尊志向

3.5911.69553.5611.79583.4611.3625後列

3.669.6383.788.6053.5212.0338前列
報酬志向

3.1912.24553.1712.19583.0911.7225後列

8.3144.25812.3432.4058.3945.2138前列
重要性大

8.3445.29556.9546.26588.2745.0825後列

7.5431.2587.1326.6059.2435.1638前列
重要性小

8.6135.22558.3235.41587.4534.0425後列

3.4625.5087.1420.0054.8326.5038前列
直接性小

4.3326.49553.4526.91583.1626.1625後列

5.9624.8884.9718.8055.3625.7638前列
直接性中

5.3526.00555.0226.47585.5526.0025後列

4.1225.1387.1920.2055.2428.1138前列
直接性大

4.9028.02554.1128.29584.2626.9625後列
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どちらでもない消極的に受講積極的に受講
下位尺度尺

度 SD平均度数SD平均度数SD平均度数

表５ 授業における各尺度間の度数、平均値と標準偏差(中端)

7.9632.63244.4939.1387.0033.0727中列
自尊感情

7.9629.18397.7229.24558.3728.5636端列

2.775.75241.674.2582.695.1927中列
日常生活不安

大
学
生
活
不
安

2.646.21392.716.29552.526.6736端列

2.575.25241.963.1382.674.8527中列
評価不安

3.265.51392.995.75553.195.8336端列

1.110.75241.411.0081.150.8927中列
大学不適応

1.531.33391.411.13551.561.2836端列

5.0211.75242.888.3885.1410.9327中列
不安合計

5.8813.05395.6113.16555.6213.7836端列

0.913.96240.643.8881.243.6327中列
知的好奇心

外
発
的
｜
内
発
的
動
機
づ
け

1.393.49391.313.64551.263.6936端列

1.273.83241.203.5081.463.7027中列
因果律

1.733.31391.643.51551.683.3636端列

1.583.63241.934.0081.583.7827中列
達成

1.413.72391.413.64551.403.6136端列

1.732.88241.932.5081.752.7027中列
帰属

1.663.15391.643.13551.603.3136端列

1.802.13242.072.6381.812.3027中列
挑戦

1.802.62391.782.40551.812.5336端列

1.183.42241.043.2581.313.4427中列
楽しさ

1.543.10391.463.22551.473.0636端列

5.0319.83244.0319.7585.9219.5627中列
内発的－外発的合計

6.2519.38396.0219.53555.7519.5636端列

4.9531.29244.2132.3885.6231.9627中列
学習目標傾向達

成
目
標
傾
向

7.8631.64397.1831.38557.7131.1736端列

4.5222.58244.6323.0084.8222.3727中列
成績目標傾向α 5.6720.54395.4021.07555.5920.5336端列

2.7615.13243.5013.6382.7215.2227中列
成績目標傾向β 3.4113.46393.2514.16553.4013.2536端列

1.7715.42242.2015.5082.0615.4427中列
充実志向

学
習
動
機
尺
度

3.6315.10393.1615.18553.6215.0636端列

3.0114.58242.6714.5082.9714.7827中列
訓練志向

3.5513.95393.4514.15553.5813.7536端列

2.3715.96242.8315.3882.2215.7827中列
実用志向

3.1715.62392.9015.80553.3115.7236端列

3.2911.33242.3110.2583.3011.2627中列
関係志向

2.9211.03393.1311.27552.8811.0636端列

3.7912.42242.6213.6383.8112.2627中列
自尊志向

3.2711.21393.5411.38553.2311.2236端列

2.9012.67242.4312.2583.0412.5627中列
報酬志向

3.5311.44393.4611.85553.5011.4236端列

6.3345.96246.8645.3886.2346.0027中列
重要性大

9.3244.67398.5245.13559.5744.5336端列

8.5136.42246.4736.1388.8836.0727中列
重要性小

8.4833.67398.8234.51558.2333.6936端列

3.9726.75243.7725.7584.2726.7027中列
直接性小

4.4026.13394.3026.45554.2226.1136端列

5.0627.00244.1928.1385.3227.0427中列
直接性中

5.5325.15395.5025.53555.3524.9736端列

3.9228.63244.3727.6384.1528.3327中列
直接性大

5.3427.05394.9827.65555.3527.1436端列
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訓練志向、関係志向、報酬志向、重要性大、重要性小、

直接性大、直接性中、直接性小のすべてにおいて前列＜

後列であった。しかし、前列の度数は５と小さかった

ため、これ以上の議論は行わないものとする。

⑵中列╱端列の比較

中端間でｔ検定を行った結果、有意な差または有意

な差のある傾向が認められたものを表９に示す。自尊

感情において中列＞端列、大学生活不安尺度の日常生

活不安、評価不安、不安合計において中列＜端列、学

習動機尺度の自尊志向において中列≧端列であった。

中列の選択度数は８とやや小さいが、積極的に受けて

いる授業の中端間とほぼ同様の結果であったと判断さ

れる。

2-3．どちらでもない授業について

⑴前列╱後列の比較

前後間でｔ検定を行った結果、有意な差が認められ

たものを表10に示す。学習動機尺度の報酬志向で前

列＜後列であったが、ここでも前列の選択度数は８と

少なかった。

⑵中列╱端列の比較

中端間でｔ検定を行った結果、有意な差が認められ

たものを表11に示す。達成目標傾向尺度の成績目標傾

向βにおいて前列＞後列であり、前列を選択する学生

の向上心が後列よりも高いということが明らかになっ

た。

３．自由記述の整理

座席に関する質問におけるQ１積極的に受けている

(楽しい)授業の際、あなたはどこに座りますか Q２

消極的に受けている(つまらない)授業の際、あなたは

どこに座りますか Q３積極的でも消極的でもない授

業の際、あなたはどこに座りますか についての自由

記述による選択理由欄から得た結果を表12に示す。

ここでは学生が座席を選択する際、様々なことを考

えて着席していることがわかると同時に、心の様子の

一端を推察することができる。一般に前方に座る学生

は、黒板の見やすさや目の悪さを理由に挙げるケース

が多く、授業をきちんと聞きとりたい、ノートをとり

たいといった気持ちの表れであるように感じた。逆に、

後方に座る学生からは、「寝ていたい」「出口に近い」

「先生から遠いから他のことができる」といったよう

に授業とは関係のない事柄を理由にあげる学生が多

く、学習への関心のなさや意欲の低さが見てとれる。

４．まとめ

本研究によって、やはり学生たちは自らが授業を受

ける際の座席選択を意図的に行っている傾向にあるこ

とが明らかになった。特に、積極的に受けている授業

では前後列・中端列ともにまんべんなく分布している

のに対し、消極的に受けている授業や、そのどちらで

もない授業においては、明らかに前列を避け、また中

列より端を好んで着席している。これは学生の「授業

を聞いているぐらいなら他のことがしたい」「早く帰り

たい」という思いの現れであると考えられる。

パーソナリティとの関連性を見てみても、後列に座

る学生は、学習自体の面白みや自分にとって役立つ内

容であるかどうかを非常に重要視しており、一般に認

知されている、授業で後列を選ぶ学生は「集中力がな

い」「やる気が感じられない」という考えは、学生がそ

の授業を「有意義でない」と感じた結果であると考え

られる。

加えて、後列や端列に座る学生は、授業の内容を糧

とし、自らの教養を高めていくという学生の本来ある

べき学びの姿とは異なり、「単位が取得できればそれで

よい」という非常に短絡的な考えのもと授業に参加し

ているようである。授業に興味はないが、単位が取得

できるか、成績はどうか、ひいては卒業できるのだろ

うかという漠然とした不安が人一倍強く、おそらく「こ

れ以上は手を抜けない」というラインを各自で見定め

ているのではないかと思われる。この結果からは、将

来の見通しや今学習している事が今後の自分にどう関

わってくるのかといったことが不明なまま、なんとな

く大学に入学し、学習しているという学生像が思い起

0.09161-1.7190.3850.766楽しさ
0.01961-2.4050.1941.727充実志向
0.00061-4.4450.1831.815訓練志向

0.00061-3.9630.3051.069直接性大

表８ 消極的に受けている授業での座席選択の検定(前後間)

p df t p F

0.00961-2.6860.9120.012関係志向
0.02061-2.3960.4630.546報酬志向
0.00061-4.0040.2021.664重要性重視
0.02561-2.2920.2861.161重要性軽視
0.0964.2-2.1430.0235.467直接性小
0.00261-3.2800.8060.061直接性中

：p＜0.001, ：p＜0.01, ：p＜0.05, ：p＜0.1

p df t p F
0.03761-2.1280.4120.683報酬志向

表10 どちらでもない授業での座席選択の検定(前後間)

：p＜0.05

p df t p F
0.048612.0170.0823.126成績目標傾向β

表11 どちらでもない授業での座席選択の検定(中端間)

：p＜0.05

0.001613.5220.0543.865自尊感情合計
0.04361-2.0680.1062.686日常生活不安

0.090611.7220.2071.629自尊志向

表９ 消極的に受けている授業での座席選択の検定(中端間)

p df t p F

：p＜0.01, ：p＜0.05, ：p＜0.1

0.02061-2.3970.0853.071評価不安
0.00216.3-3.7790.0195.764不安合計
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こされた。今後さらに研究を深めるならば、そのよう

な将来設計を立てて学習している者がどれほどいるの

か、また、そうでない学生との意識・座席選択の差異

なども明らかにすべきであると感じられた。

また、本研究では収集できたデータの数が少なく、

学年別にみた場合や、消極的な授業における前列・後

列、中列・端列の人数の偏りが非常に極端になってし

まった。この場合、少数側に分類されるデータの内容

は、個人差に左右される割合が大きくなるため、たと

え有意な差が生じていたとしても、原因が個人的なも

のではないと判断することはできない。より正確な傾

向を知るためには、より多くのデータを必要とするで

あろう。また、自由記述によって得られた学生の座席

選択の理由との検証が十分にできなかったことも、本

研究で残された問題点の一つである。

今回は座席選択とパーソナリティという側面からの

研究となったが、今後は座席選択と成績についての検

討も必要であると感じられた。どのような学生がどの

ような座席選択の傾向にあるかに加え、その座席選択

の結果、単位は取得できたのか、成績はどうであった

かを検証することができれば、授業に対する学生の意

識やその結果をより明確にすることができ、単位を取

得したい学生側・授業に集中してほしい教員側の両方

に有益なデータを提供できるであろう。今後の研究課

題としたい。
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どちらでもない授業消極的に受けている授業積極的に受けている授業

理由座席理由座席理由座席

●目が悪く、先生の背中に文字が隠
れにくいから

左前
●目が悪く、先生の背中に文字が隠
れにくいから

左前
●前の方が集中できる気がするから

●端で黒板に近いから

●前で受けたいけれど、真ん中は恥
ずかしい

●前で受けたいが、入口から近いの
は嫌だから

●目が悪く、先生の背中に文字が隠
れにくいから

左前

表12 座席選択の理由に関する自由記述

●どこに座っても楽しい授業は楽しい

●黒板がみやすい

●黒板がみやすい

●楽しいし、前の方がよく聞こえるから

●一番積極的に授業に参加できる席
だと思うから

●主体的に取り組む意識が生まれる

中前

●特になし

●正面は圧迫感がある

●目が悪いので、字が見えかつ、入っ
てすぐだから

●とくになし

●周りがうるさいと集中できないの
で人が少ない前の方に行く。ただ真
ん中は抵抗があるので右側に座る

右前

●出入り口から遠いから

●前のがみえるギリギリに座る。先
生を真ん中に見れる

左後

●とくになし

●後ろのほうが落ちつくから
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●なんとなく

●前は当てられるかも知れないから
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るような気がするから
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●ノートをとるため

●適当
中前

●目が悪いので、字が見えかつ、入っ
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●後ろのほうが落ちつくから
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●出て行きやすい

●いつも通り

●前は当てられるかも知れないから
嫌なので

右後
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