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要約
本研究は、中学生の教員の特性に対する期待や実際の教員の特性に対する認知と、生徒自身の自尊感情や自己有
用感といった自己の認知特性とが、学力との間にどのような関連があるかについて明らかにしたものである。 教員
の期待特性尺度 は、本研究の予備調査において新たに作成したものを用いた。また、教科を好きや得意と感じて
いるか、相談できる人や助けてくれる人がいると思うかといった気持ちの部分に焦点をおき、それらと学力との関
連についても検討している。
キーワード：教員への期待・認知、自尊感情、自己有用感、学力、相談できる・助けてくれる存在
１. 問題と目的

考えさせる授業が、学習意欲を高めるために効果的で

例年４月に実施される全国学力・学習状況調査にお

あることが明らかとなった。

いて、筆者の勤務する岸和田市の小中学校では、軒並

石田・神谷(2014)は、中学生の定期テストの結果に

み、全国はもちろん大阪府の平均正答率をも下回って

よる、その後の学習意欲・学習行動の変化について調

おり、特にＢ問題と理科に課題が残る結果が示されて

べている。テストの結果評価が、平均点を上回った場

いる。岸和田市教育委員会では、府の推進する授業改

合のみ、成績上位群が有意にテスト後の学習意欲・積

善、評価の見直しや力だめしプリントの活用に加え、

極的学習行動が多くなり、逆に、成績下位群は消極的

家庭学習のてびき の作成、 自学ノート への取組

学習行動が有意に多くなることが示されている。

みなど独自の方法を試みている。これらの影響もあり、

濵上・米澤(2008)は、 やる気

の構造に関する研究

家庭学習の時間や家庭内で学習の話をする機会が増え

を行っている。やる気は、 学習成果欲求 ・ 努力希

た、子どもたちの意欲を高めることができたなどの効

求 ・ 積極的関わり ・ 自己の集団適応行動 ・ 家庭

果が報告され、学習状況調査結果からも、授業改善の

学習 の５因子構造で示され、 家庭学習 以外の４つ

状況や児童生徒の自学自習の習慣化がうかがえるが、

の因子と教師の 受容的かかわり 、学級雰囲気の ク

得点の向上には反映できていない現状があり、学力の

ラスの集団適応 ・ 楽しい居場所 、学習観の 学習目

向上は、喫緊の課題の１つでもある。

標・協同学習 との間に中程度の正の相関が確認され

一方で、岸和田市は、地域柄地元の祭礼行事が盛ん

ている。また、教師が理想とするほど児童のやる気は

であり、人と人とのつながりや人情を大切にする傾向

高くないことも示されている。

がある。このことは、教員との関係においても同様で、
心のつながりは生活指導面・学習指導面の両方におい

米澤(2015a；b)は、学校現場におけるこどもとこど
もを取り巻く環境への支援として、愛着修復プログラ

て重要な鍵となると考えられる。

ムによる愛着形成を目指した支援の重要性を述べてい

金田・岡(2006)は、小学校の算数科の授業において、

る。この中で、こどもへの援助的かかわりは、ともす

学力や学習意欲を高める指導法の検討を行っている。

ると、目先の行動に気を取られ、スキル重視の援助・

結果、学力低群では、教えず考えさせる授業より、教

支援に陥りやすいことが指摘されている。援助・支援

えて考えさせる授業の方が学力を有意に保持できるこ

の際には、こどもの感情学習を優先することで、認知

とが、また、学力低群・高群の両者において、教えて

そのものを喚起させ行動変容へとつなげ、感情的基盤
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を前提として新たな気づき(認知)により、次の行動変

る。他者の存在を前提としない自己評価は、社会性へ

容をもたらすという、援助・支援の重要なポイントと

の直接の影響はないものの、 自己有用感 に裏付けら

なるモデルが示されている。これを、学習面に置き換

れた 自尊感情 は大切であるとされている。

えると、よりわかりやすい教材、教具、教授法などの

以上を踏まえ本研究の目的は、中学生の教員への期

改善は必要なことではあるが、スキル面にのみに力を

待特性、実際に担当する教員に対する認知特性、そし

注ぐのではなく、生徒の学びたい、学ぼうという気持

て、自尊感情や自己有用感といった生徒自身の自己認

ちを引き出すことの重要性を示唆していると考えられ

知特性と学力がどのように関連するのかを明らかにす

る。

ることである。同時に、教科に対する好きや得意と思

菅・片田(1987)は、生徒の個別指導に着目した よ

う気持ちとの関連、教員への期待特性と認知特性間の

い教師像 についての研究がなされている。 よい教師

ギャップによる影響、生徒の性別や、相談者・援助者

像 には、 やさしさ因子 ・ きびしさ因子 ・ 指導力

の存在の有無に対する認知による差についても分析し

因子 ・ 学識

活動力因子 ・ 親しみやすさ因子 ・

ている。なお、本研究では、実態ではなく、生徒がど

軽快さ因子 の６因子が抽出され、 よい教師像 は

のように思っているのか、どのように感じているかな

教師の能力だけでなく、性格や態度との関係が深いこ

ど 認知 の部分に焦点をあてている。

と、実際の指導場面によって、重要とされる特性が異
なることが明らかとなった。

２. 研究

小柴・武田・村瀬(2014)は、 教職実践演習 カリキ

２.１. 目的

ュラム開発を目的とした中・高校生が求める理想の教
師像の調査を行っている。その結果、20項目中、 わか
りやすい授業をしてくれる先生 、 生徒とのコミュニ
ケーションを上手にとることができる先生 、 クラス

本研究の目的は、生徒がどのような教員を望んでい
るかという 教員への期待特性

(case１)と、実際の
担当教員が生徒にとりどのように認知されているかと

をまとめることができる先生 、 だれに対しても笑顔

いう 教員への認知特性 (case２)、生徒自身の自尊
感情・自己有用感といった自己の認知特性と、学力と

で明るくかかわる先生 の４位までが、中・高校生と

の間にどのような関連があるのかを明らかにすること

もに同じ順位であった。また、 豊かな教養を備えた先

である。また、教科に対する 好き や 得意 と思

生 は男子が女子よりニーズが高かったが、他のすべ

う気持ちとの関連、期待特性と認知特性間のギャップ

ての項目で女子のニーズが男子より高い傾向があるこ

による影響、生徒の性別や、相談者・援助者の存在の

とが示されている。

有無に対する認知による差についても分析する。

森下・坂本(2014)は、大学生を対象に、小学校高学
年の担任教師のうち、自分自身がよく指示に従ってい

２.２. 方法

た教師１名を想起させる回想法により、教師の潜在的

２.２.１. 質問紙構成

影響力を調べている。結果からは、男女ともに、 受容・

フェースシートに、クラス・出席番号・性別・部活

親近 に次いで 自信・一貫性 が高く、 正当性・罰

動に関しての記入を求め、教員の期待特性尺度 ・ 教

や 威圧感 は有意に低いことから、親しみやすく受

員の認知特性尺度 (５教科)
・ 自尊感情尺度 ・ 自己

容的な態度の教師の指示に従おうとする傾向が明らか

有用感尺度 と、各教科を 好き ・ 得意

となった。

相談できる人の有無・助けてくれる人の有無について

先行研究から、学力の向上には、指導法だけではな
く、結果評価法、学習意欲の向上等は不可欠であるこ

と思うか、

どう思うかの回答を求めた。
① 教員への期待特性尺度 ・ 教員への認知特性尺度

とが確認された。それに加え生徒と教員との関係性が

菅・片田(1987)により作成された よい教師像 に

非常に重要な鍵となっており、生徒が認知する教員特

関する尺度、佐々木(1988)により作成された 好きな

性が、学習意欲に影響を与え、将来における関係性に

先生のタイプ に関する尺度を参考に、大学院生３名、

まで大きくかかわっていることもわかった。

中学校教員11名と協議の上新たに作成した。また、 教

また、栃木県総合教育センター(2013)は、いじめや

員への認知特性尺度 は、 教員への期待特性尺度 の

不登校、規範意識、学力・学習意欲の改善を目的とし

因子分析の結果を用い、項目はそのままで各因子の平

た調査から、他者との関係の希薄化や子どもの自信の

均得点を計算して使用した。

なさについて課題があるとし、他者や集団との関わり
の中で 認められる ことで育まれると考えられる 自
己有用感

② 自尊感情尺度

の重要性を示した。一方、文部科学省国立

田邊・米澤(2009)によって作成されたものをもとに、

教育政策研究所生徒指導・進 路 指 導 研 究 セ ン タ ー

中学生にわかりやすいよう一部変更して用いた。自己

(2015)によると、 自尊感情 は自分に対する自己評価

効力感・自己受容感の２因子構造となっている。

が中心であり、 褒められる ことで育つとされてい
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③ 自己有用感尺度

が負荷し、 受容的関係因子 と命名した。第２因子

栃木県総合教育センター(2013)が開発したものの中

は、 16 真面目な先生 などの７項目が負荷し、 教育

で、 クラス ・ 先生 との関係性の項目のみ使用し、

的姿勢因子 と命名した。第３因子は、 ４ きびしい

項目ごとに 〜と思う という表現に変更し使用した。

先生 などの３項目が負荷し、 厳しさ因子 と命名し

存在感、貢献、承認の３因子構造となっている。

た。各因子下位尺度の信頼性分析の結果をTable２に

回答は たいへんあてはまる (４点)
・ まああては
まる (３点)・ あまりあてはまらない

示す。

(２点)・ ま

ったくあてはまらない (１点)の４段階評定とした。

Table２

２.２.２. 調査協力者

教員への期待特性尺度 の平均・標準偏差・
α係数

大阪府内の公立中学校に在籍する生徒計563名(第１
学年187名・第２学年186名・第３学年190名╱男子生徒
288名・女子生徒275名)
２.２.３. 調査時期
2017年10月
２.２.４. 手続き

② 自尊感情尺度 の因子分析

質問紙はクラスごとに担任から配布され、回答時間

主因子法・プロマックス回転による因子分析の結果、

はおよそ30分として全校一斉に行われた。学力は、直

２因子が抽出された。得られた回転後の各因子の負荷

近に実施された２学期中間考査の５教科計(国語・社

量をTable３に示す。
第１因子は、 ２ わたしは、価値のある人間である

会・数学・理科・英語)の得点を用いた。

と思うことがある。 などの５項目が負荷し、 ポジテ
２.３. 結果

ィブ因子 と命名した。第２因子には、 ６ わたしは、

２.３.１. 因子分析

自慢(じまん)できるところがあまりない。などの５項

① 教員への期待特性尺度 の因子分析

目が負荷し、 ネガティブ因子 と命名した。各因子下

主因子法・プロマックス回転による因子分析の結果、

位尺度の信頼性分析の結果をTable４に示す。

初期の固有値の大きさと、解釈のしやすさから因子数
は３とした。回転後の各因子の負荷量をTable１に示

Table３

自尊感情尺度 の因子分析：回転後の因子
負荷量(主因子法・プロマックス回転)

Table４

自尊感情尺度 の平均・標準偏差・α係数

す。尺度項目は因子負荷量0.400を基準とした。
第１因子は、 ３ 親しみやすい先生 などの14項目
Table１

教員への期待特性尺度 の因子分析：回転後の
因子負荷量(主因子法・プロマックス回転)

③ 自己有用感尺度 の因子分析
主因子法・プロマックス回転による因子分析の結果、
２因子が抽出された。得られた回転後の各因子の負荷
量をTable５に示す。
第１因子は、 20 わたしは、先生から信じられ、た
よりにされていると思う。 などの７項目で、 先生と
の関係因子 と命名した。第２因子は、 11 わたしは、
クラスのみんなの役に立っていると思う。などの７項
目で、 クラスとの関係因子 と命名した。各因子下位
尺度の信頼性分析の結果をTable６に示す。
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Table８

Table９

教員への認知特性尺度 の５教科平均を
用いた各尺度間、 好き平均 ・ 得意平均 、
５教科計との相関分析結果

教員への期待特性尺度 、 教員への認知特性
尺度 、５教科計との相関分析結果

Table６

自己有用感尺度

の平均・標準偏差・α係数

２.３.２. 各尺度間、５教科計との相関分析

２.３.３. 重回帰分析

① 教員への期待特性尺度 を用いた相関分析(case１)
教員への期待特性尺度 、 自尊感情尺度 、 自己

① 教員への期待特性尺度 を用いた重回帰分析
(case１)
教員への期待特性尺度 ３因子を目的変数、 自尊

有用感尺度 、５教科計との相関分析結果をTable７に
示す。

感情尺度 ・ 自己有用感尺度 ・５教科計を説明変数
とした重回帰分析結果をTable10〜Table12に示す。

Table７

教員への期待特性尺度 を用いた各尺度間、
５教科計との相関分析結果

Table10

受容的関係因子 の重回帰分析結果

Table11

教育的姿勢因子 の重回帰分析結果

② 教員への認知特性尺度 を用いた相関分析(case２)
case１の 教員への期待特性尺度 のかわりに 教
員への認知特性尺度 を用いた各尺度間、 好き ・ 得
意 と思う、５教科計との相関分析結果をTable８に示
す。 教員への認知特性尺度

は、 担当受容的関係因

子 ・ 担当教育的姿勢因子 ・ 担当厳しさ因子 と命
名し、この３因子と５教科の 好き ・ 得意 と思う
のそれぞれ平均値を用いて分析を行い、担当受容的関
係因子平均 ・ 担当教育的姿勢因子平均 ・ 担当厳し
さ因子平均 と 好き平均 ・ 得意平均 と表記した。
③ 教員への期待特性尺度 、 教員への認知特性尺
度 、５教科計との相関分析
教員への期待特性尺度 、 教員への認知特性尺
度 、５教科計との相関分析結果をTable９に示す。
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Table17 ５教科計の重回帰分析結果(case１)

自尊感情尺度 ２因子を目的変数、 教員への期待
尺度 ・ 自己有用感尺度 ・５教科計を説明変数とし
た重回帰分析結果をTable13、14に示す。
Table13

ポジティブ因子

の重回帰分析結果

② 教員への認知特性尺度 を用いた重回帰分析
(case２)
５教科計を目的変数、 教員への認知特性尺度 の平
均・ 好き平均 ・ 得意平均 ・ 自尊感情尺度 ・ 自
己有用感尺度
Table14

ネガティブ因子

の重回帰分析結果

を説明変数とした重回帰分析結果を

Table18に示す。
Table18 ５教科計の得点の重回帰分析結果(case２)

自己有用感尺度 ２因子を目的変数、 教員への期
待尺度 ・ 自尊感情尺度 ・５教科計を説明変数とし
た重回帰分析結果をTable15、16に示す。

好き平均 と 得意平均 を目的変数、 教員への
認知特性尺度 の平均・ 自尊感情尺度 ・ 自己有用感
尺度 ・５教科計を説明変数とした重回帰分析結果を

Table15

Table16

先生との関係因子

クラスとの関係因子

の重回帰分析結果

Table19、Table20に示す。
Table19

好き平均 の重回帰分析結果(case２)

Table20

得意平均 の重回帰分析結果(case２)

の重回帰分析結果

５教科計を目的変数、教員への期待尺度 ・ 自尊感
情尺度 ・ 自己有用感尺度 を説明変数とした重回帰

２.３.４. 差に関するｔ検定

分析結果をTable17に示す。

① 教員への認知特性 と 教員への期待特性 との
ギャップによる影響に関して
生徒がどのような教員を望んでいるかという 教員
への期待特性 (case１)と、実際の担当教員が生徒に
とりどのように認知されているかという 教員への認
知特性 (case２)とのギャップによる影響を調べるた
め、以下のような手続きを行った。
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Table25 男子生徒の各尺度間、５教科計の相関分析結果

３因子それぞれの因子得点を引き、その差

を 受容的関係差 ・ 教育的姿勢差 ・ 厳しさ差 と
し、差が０以上を 正群 、０未満を 負群 として群
分けしｔ検定を行った。その結果をTable21〜Table23
に示す。
Table21

Table22

受容的関係差正群
の比較

と 受容的関係差負群

教育的姿勢差正群
比較

Table26 女子生徒の各尺度間、５教科計の相関分析結果

と

教育的姿勢差負群 の

③相談できる人の有無に関して
相談できる人がいると思うかいないと思うかによる
差 を 調 べ る た め に ｔ 検 定 を 行 っ た。分 析 結 果 を
Table27に示す。また、それぞれの相関分析結果を
Table28、Table29に示す。
Table27 相談できる人の有無による比較
Table23

厳しさ差正群

と

厳しさ差負群

の比較

②性別による差に関して
性別による差を調べるためにｔ検定を行った。分析

Table28 相談できる人ありの各尺度間、５教科計の
相関分析結果

結果をTable24に示す。また、それぞれの相関分析結果
をTable25、Table26に示す。
Table24 性別による比較

Table29 相談できる人なしの各尺度間、５教科計の
相関分析結果
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④助けてくれる人の有無に関して

員に対し、生徒はあこがれる気持ちを持っていること

助けてくれる人がいると思うかいないと思うかによ

も明らかとなった。

る差を調べるためにｔ検 定 を 行 っ た。分 析 結 果 を

教育的姿勢因子 は、真面目で几帳面、知識が豊

Table 30に示す。また、それぞれの相関分析結果を

富で、品行方正な様子を示す項目が集まった。また、

Table 31、Table32に示す。

おこらない先生 が 受容的関係因子 ではなく、
教育的姿勢因子 に含まれることは、興味深い結果

Table30 助けてくれる人の有無による比較

であった。
厳しさ因子 は、厳しさ、こわさ、迫力の３項目
で、他の因子と比べ明確に区別しやすい因子であるこ
とが明らかとなった。
指導に一貫性のある先生 に関しては、 教育的姿
勢因子 とも 厳しさ因子 とも取れることが、また、
熱心な先生 については、 受容的関係因子 だけで
はなく 厳しさ因子 にも負荷し、 正義感の強い先生
については、３因子すべてに同程度の負荷を示した。
これらの項目は、生徒の感覚や教員との関係次第で捉

Table31 助けてくれる人ありの各尺度間、および定期
考査５教科の各教科・合計得点との相関分析

え方が変わることが明らかとなった。
α係数の値は、 教育的姿勢因子 で0.791、 厳しさ
因子 で0.752とやや低めではあったが、いずれも良好

結果

な値が得られた。
② 自尊感情尺度 の因子分析
田邊・米澤(2009)では、自己効力感と自己受容感の
２因子構造となっていたが、本研究では、 ポジティブ
因子 ・ ネガティブ因子 の２因子構造が示された。
この理由としては、対象者が中学生であり、内容より

Table32 助けてくれる人なしの各尺度間、および定期
考査５教科の各教科・合計得点との相関分析
結果

も単純にプラスかマイナスのイメージで判断し回答し
た結果ではないかと考えられる。
③ 自己有用感尺度 の因子分析
栃木県総合教育センター(2013)による因子分析の結
果では、自己有用感を存在感・承認・貢献の３つの因
子で捉えていたが、本研究では、教員との関係と、ク
ラスとの関係の２因子構造として抽出された。この理
由についても、 自尊感情尺度 同様、内容よりも、誰
との関係かという表面的な言葉が優先されて回答した

２.４. 考察

結果が要因の１つではないかと考えられる。

２.４.１. 因子分析
① 教員への期待特性 の因子分析
受容的関係因子

２.４.２. 各尺度間、５教科計との相関分析

には、①親しみやすく、自分た

ちのことを理解し、認めてくれ、相談しやすいと感じ

① 教員への期待特性尺度 を用いた相関分析(case１)
各尺度間の相関は、 クラスとの関係因子 は ポジ

るような温かく優しい教員、②約束を守り、平等でけ

ティブ因子 ・ 先生との関係因子 との間に強い正の

じめのある教員、③元気でおもしろく授業がわかりや

相関が、 受容的関係因子 は 教育的姿勢因子 と、

すい教員という３つの側面が含まれている。自分たち

ポジティブ因子 は 先生との関係因子

との間に

のことを理解し認めてくれる教員は、親しみやすく相

それぞれ中程度の正の相関が、受容的関係因子 は 厳

談もしやすい。相談をするなら、秘密を守り分け隔て

しさ因子 ・ ポジティブ因子 ・ 先生との関係因

なく接してくれる教員がいい。自分の話を聞いてくれ

子 ・ クラスとの関係因子 と、 教育的姿勢因子 は

る教員の話なら自分も聞こうと思うから、授業に耳を

厳しさ因子 ・ 先生との関係因子 との間にそれぞ

傾ける。その結果、授業がわかりやすいと感じるとい

れ弱い正の相関が確認できた。また、ネガティブ因子

うようなつながりが想定できる。また、このような教

は ポジティブ因子 ・ クラスとの関係因子 との間
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に中程度の負の相関が、 先生との関係因子 との間に

２.４.３. 重回帰分析

弱い負の相関が認められた。自分自身にポジティブな

① 教員への期待特性尺度 を用いた重回帰分析

感情を持つことと自己有用感が高いことには関連があ

(case１)
受容的関係因子 と 教育的姿勢因子

り、自分自身にネガティブな感情を持つことと自己有

の２因子

用感が低いことには関連があることは先行研究同様の

には、先生との関係因子 ・ ポジティブ因子 ・ ５教

結果が得られた。また、教員に受容的な関係を望むこ

科計 の関与が、 厳しさ因子 には、 クラスとの関

とは、教育的側面を求めることと関連が強いことが、

係因子 の関与が示された。また、相関分析ではほと

厳しさ因子 は、 受容的関係因子 より 教育的姿
勢因子 との関連のほうがやや強いことが示された。

んど関連がみられなかった ネガティブ因子 がβの値
は大きくはないものの３因子のいずれに対しても関与

５教科計と各尺度間の相関については、受容的関係

していることが示された。つまり、教員から評価され

因子 ・ ポジティブ因子 ・ クラスとの関係因子 と

ていること感じることや、自分に対してポジティブに

の間に弱いながらも正の相関がみられた。教育的姿勢

捉え、５教科の得点が良好である生徒は、教員に受容

因子 ・ 厳しさ因子 ・ 先生との関係因子

との相関

的な関係や教育的姿勢を求める傾向があることをあら

については、有意ではあったが非常に弱く、また、 ネ

わしている。これらの因子とは、弱いながらも相関分

ガティブ因子 とは、ほとんど相関はみられなかった。

析においても有意に関連がみられた。また、自分に対

つまり、教員に受容的な関係を望んだり、自分に対し

してネガティブに感じていることは、自信のない自分

ポジティブであったり、クラスから認められていると

でも受け入れてくれる温かさ、先生らしさ、厳しさす

感じていることは、５教科計が高いことと関連してい

べてを持ち合わせた教員を望むため、期待特性が高ま

ることを示している。また、教員から認められること

るのかもしれない。もしくは、自分に対してネガティ

よりも、クラスのみんなからの評価を得ることとの関

ブということは、理想自体が高く、自分だけではなく

連の方がわずかではあるが強いことも示された。

教員に対する理想も高くなり、結果としてより多くを
求める形になったものとも考えられる。

② 教員への認知特性尺度 を用いた相関分析(case２)
各尺度間の相関は、担当受容的関係因子平均 と 担

関係因子 ・ クラスとの関係因子 の関与が認められ

当教育的姿勢因子平均 、 好き平均 と 得意平均

たが、 ネガティブ因子 においては負の関与を示し

との間にそれぞれ強い正の相関が示された。担当受容

た。これらは、相関係数も比較的高く、自己有用感、

的関係因子平均 ・ 担当教育的姿勢因子平均 は 担

特に クラスとの関係因子 が高いことはポジティブ

当厳しさ因子平均 ・ 好き平均 ・ 得意平均 ・ ポジ

な感情に、低いことはネガティブな感情に影響を与え

ティブ因子 ・ 先生との関係因子 ・ クラスとの関係

ていることが確認できた。 ポジティブ因子 にはそれ

因子 との間に中〜弱い相関が示された。一方、 担当

に加えて５教科計の得点が、ネガティブ因子 には 教

厳しさ因子 は 好き平均 で弱い相関はみられたが、

育的姿勢因子 の関与が示された。つまり、テストの

他の尺度との間にほとんど相関はみられないことが明

得点が高いとポジティブになることが、また、教員に

らかとなった。

対し教育的姿勢の側面を求める生徒は、ネガティブで

また、５教科計との間の相関については、得意平均

自尊感情尺度 については、いずれも

先生との

あることが示された。

との間に中程度の相関が、受容的関係因子 ・ 教育的
姿勢因子 ・ 好き平均 との間に弱い相関がみられた。
厳しさ因子 との相関はほとんどなかった。

自己有用感尺度

は２因子とも、 ポジティブ因

子 ・ 受容的関係因子 の正の関与が、 ネガティブ因
子 はわずかながら負の関与があることが示された。
つまり、ポジティブな面が高く、ネガティブな面が低

③ 教員への期待特性尺度 、 教員への認知特性尺
度 、５教科計との相関分析

く、教員に対して受容的な関係を求める生徒ほど自己
有用感が高いことを示している。

受容的関係因子 ・ 教育的姿勢因子 は 担当受

自尊感情尺度 ・ 自己有用感尺度 の重回帰分析

容的関係因子 ・ 担当教育的姿勢因子 との間に中程

の結果から、ポジティブになるには、自己有用感を高

度の相関が、 厳しさ因子 は 担当厳しさ因子 との

めること、つまり、まわりに認められることが重要で

間に中程度の相関が示された。この結果から、教員へ

あるし、一方で自己有用感を高めるには、その裏付け

の期待特性と認知特性との関連が高いことが明らかと

となる自尊感情をポジティブにすることが大切であり、

なった。また、期待特性と 好き や 得意 と思う

お互いが複雑に絡み合っていると考えられる。この結

気持ちとの関連はあるものの、弱いものであることも

果は、相関関係においても同様の結果が示されており、

示された。

先行研究の結果を支持するものである。
５教科計の得点に関しては、受容的関係因子 と ク
ラスとの関係因子 の関与が示された。教員に受容的
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な関係を求めたり、クラスから評価されていると感じ

が示唆された。また、逆に、期待するほど実際の担当

ている生徒の５教科計の得点は高くなる傾向があるこ

教員を先生らしく感じていない生徒たちは、教員に対

とが示された。

して望むことが高く、そして、自分自身はネガティブ
であることが示された。教員への期待が大きいことは

② 教員の認知特性尺度 を用いた重回帰分析(case２)
５教科計の得点に関しては、 得意平均 と 担当受

自分に対しての期待も高く、目標に達することができ

容的関係因子 の関与が認められた。勉強が得意と思

察される。

ずネガティブになってしまうことがこの結果からも推

う生徒のテストの得点が高いことは当たり前ともいえ

厳しさ差 に関しては、 厳しさ因子 、 好き平

るが、担当教員が受容的であると感じていることが、

均 、 クラスとの関係因子 のいずれも 厳しさ差負

テストの得点に影響を及ぼすという結果については、

群 が有意に高かった。つまり、期待するほど実際の

教科指導上、重要なポイントを示すものである。なお、

授業担当の教員が厳しくはないと思う生徒たちは、教

調整済みＲ の値は、0.227であり、case１の0.106より

員に対して、もっと厳しくても良いと感じ、また、厳

も寄与率は高い回帰式が得られた。

しさがあまり感じられない結果、その教科を好きと感

好き平均 ・ 得意平均 は、いずれも

ポジティ

じる割合が高くなり、また、厳しくないということは、

ブ因子 と ５教科計 の関与が示された。また、こ

生徒自身が教員に余計な気を使うことなく自由に発言

れらとともに、 好き平均 には 担当受容的関係因子

したり行動したりすることができ、その結果クラスで

平均 が、 得意平均 には 担当教育的姿勢因子平均

高く評価されていると感じることが考えられる。

の関与が見られた。つまり、 好き や 得意 と思う
気持ちには、生徒自身がポジティブな感情を持ってい

②性別による差に関して

ること、５教科計の得点が高いことに加え、担当教員

性別による差に関するｔ検定を行った結果から、厳

の受容的な側面が生徒の教科に対する 好き と思う

しさ因子 ・ 好き平均 ・ 得意平均 ・ ポジティブ因

気持ちにつながること、担当教員の先生らしい側面は

子 ・ 先生との関係因子 ・ クラスとの関係因子 に

得意 と思う気持ちにつながることが示された。な

ついては男子生徒が有意に高く、 受容的関係因子 ・

お、Ｒ の値は、 好き平均 が0.362、 得意平均 が0.
380であった。

ネガティブ因子 は女子生徒が有意に高かった。 教
員への期待特性尺度 の平均値については、男女とも
に 受容的関係因子 が最も高く、 厳しさ因子 は最

２.４.４. 差に関するｔ検定

も低いことは共通していた。男子生徒は、自尊感情も

① 教員への認知特性 と 教員への期待特性 との

自己有用感も女子生徒に比べて高いため、一定の厳し

ギャップによる影響に関して

さの必要性を感じていると考えられる。それに対し、

受容的関係因子差 に関しては、 受容的関係差正

男子生徒よりネガティブで自信がなく、周りの評価も

群 の生徒の５教科計の得点はすべて、 受容的関係差

低いと感じている女子生徒は、自分を受け入れてくれ

負群 の生徒よりも、有意に低いという結果が示され

る優しく温かい教員を望む傾向が示された。また、男

た。これは、期待よりも実際に授業を担当する教員が

子生徒の方が教科を好き・得意と思う気持ちが強いと

受容的であれば、５教科計の得点は低くなるというこ

いう結果が示されたが、５教科計の得点においての差

とである。ここで、着目すべき点は、 受容的関係因子

はみられなかった。

の得点である。この値は、 受容的関係差負群 が、 受

男女それぞれの相関については、男子生徒は ネガ

容的関係差正群 より有意に高く、教員に対しての期

ティブ因子 との相関を除き、他のすべての因子間・

待が高いことがうかがえる。 受容的関係差負群 は、

５教科計の得点との間に有意な正の相関が認められ、

教員に対する期待が大きすぎるため、 負群 になった

全般的に女子生徒よりも強い相関を示した。男子生徒

可能性が考えられる。また、望んでいる以上、つまり

は、因子それぞれがより強く関連し合っていることが

必要以上に教員が受容的であることは、むしろ、単な

明らかとなった。 ネガティブ因子 との相関に関して

る甘やかしとなってしまうことを示唆しているのでは

は、特に、 ポジティブ因子 ・ 先生との関係因子 ・

ないだろうか。

クラスとの関係因子 において、女子生徒が男子生

教育的姿勢差 に関しては、 担当教育的姿勢平
均 、 好き平均 は

徒よりも強い負の相関を示していた。女子生徒の自尊

教育的姿勢差正群 が有意に高

感情の低さと自己有用感の低さがより強く関連しあっ

く、 教育的姿勢因子 、 ネガティブ因子 は 教育姿

ていることも確かめられた。また、女子生徒は、５教

勢差負群

が有意に高いことが明らかとなった。つま

科計との相関は 好き平均 ・ 得意平均 を除き、ほ

り、
期待よりも実際の授業担当の教員が先生らしい(教

とんど無相関、あってもごく弱い相関しか示されなか

育的姿勢が高い)と思う生徒たちは、
教員に対する評価

ったが、男子生徒は 厳しさ因子 ・ 担当厳しさ因

が高く、その教員の担当する教科を好きと感じること

子 ・ ネガティブ因子 以外の因子とは強くはないも
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相関については、 相談できる人あり より 助けてく
れる人あり の方が、 助けてくれる人なし より 相

③相談できる人の有無に関して

談できる人なし の方の相関がやや強い傾向がみられ

相談できる人の有無によるｔ検定を行った結果から、

た。ただし、 相談できる人なし と 助けてくれる人

ネガティブ因子 以外のすべての因子において、相
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