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紙筆版 IAT を用いた英語への潜在的な態度と成績の関連
○三和秀平 1・地頭所里紗 2, 4・赤松大輔 3, 5
（1 信州大学・2 龍谷大学・3 名古屋大学・4 神戸大学大学院・5 日本学術振興会）
キーワード：紙筆版 Implicit Association Test，英語，成績
問題
Greenwald, McGhee, & Schwartz（1998）が Implicit
Association Test (IAT)を開発し，潜在的な態度を対象と

加したため，初回の得点を用いた（8 名の 2 回の IAT
得点の相関係数は.521（p＝.13）であった）
。
結果と考察

した研究が盛んに行われるようになった。そして，

プレ分析 分析にあたり，誤答率が 20%を超えた 11

Noseck, Greenwald, & Banaji（2002）は IAT を用いて数

名を除外した。順番による IAT 得点の差はみられなか

学に対する潜在的な態度と学業成績が関連する可能性

った（t (291)＝0.75, p＝.67, d＝0.06）ため，両群のデー

を示唆している。潜在的な態度が成績を予測するので

タを統合した。また，IAT 得点は女性の方が男性より

あれば，教育への応用が期待できる。本研究では，簡

も高い傾向にあり(t (287)＝1.76, p＝.08, d＝0.23)，先行

単に実施でき，
教育現場への応用がしやすい紙筆版IAT

研究（Noseck et al., 2002）と類似した傾向がみられた。

を用いて，潜在的な英語への態度が成績と関連するか，

相関係数 各変数と IAT 得点とはいずれも小さいな

およびその媒介要因を検討する。

がら有意な相関がみられた（Table 1）
。
T able 1

方法
被調査者 関西地方の外国語大学に通う大学生 304

1
2
3
4
5
6
7
8
9

名であった（平均年齢 20.80, SD＝0.87; 女性 215 名）
。
顕在指標 スピーキング，リスニング，ライティン
グ，リーディングの好意度，総合的な英語の好意度，
数学との相対的な英語の好意度，行動・感情エンゲー
ジメント（梅本・伊藤・田中, 2016）について 5 件法で

注1)

記述統計とIAT との相関
n
M
SD
IAT 得点（正答数）
293 17.33 10.38
7.74
1.68
話す聞くの好意度
293
6.39
1.79
読み書きの好意度
293
4.14
0.84
総合的な英語の好意度 293
4.43
0.95
相対的な英語の好意度
293
3.31
行動エンゲージメント 293 14.40
4.13
感情エンゲージメント 292 18.84
T OEIC
195 577.21 129.03
T OEFL
245 464.36 43.89
**

*

p ＜.01, p ＜.05,

IATとの相関

―
0.20
0.14
0.16
0.19
0.18
0.24
0.16
0.16

**
*
**
**
**
**
*
*

注2) 話す聞く の好意度はスピーキン グ ・リスニン グ の合計

尋ねた。また， TOEIC と TOEFL の得点を英語のパフ

注3) 読み書きの好意度はライティン グ ・リーディン グ の合計

ォーマンスの指標として使用した。

媒介分析 潜在的態度がエンゲージメントを介して

手続き 紙筆版 IAT は潮村（2015）を参考に作成，

成績に関連するモデル（Figure 1）を検討するため，

実施された。実験は 4 つの異なる講義にて集団で行っ

Bootstrap 法による媒介分析を行った（Bootstrap 標本数

た。課題は説明をした後に，組み合わせごとに 10 秒間

5000 回，信頼区間 95％）ところ，間接効果の 95%信

の練習課題，20 秒間の本課題を計 4 セット行った。IAT

頼区間はいずれも 0 を含まなかった。潜在的な態度が

課題で使用した単語は，英語（英単語，英語，英文法，

好意的であるほど，エンゲージメントを介して成績と

動詞，発音）
，数学（代数，公式，足し算，引き算，数

関連する可能性が示唆された。ただし本研究で得られ

字）
，ポジティブ（親しみ，栄光，愛情，喜び，楽しみ）
，

た効果量は小さいため，潜在的な態度と学業成績との

ネガティブ（嫌悪，不安，苦手，ストレス，苦痛）で

関連は更なる知見の積み重ねが望まれる。

あった。
「英語―ポジ，数学―ネガ」の正答数から「英

.204**
.172**

語―ネガ，数学―ポジ」の正答数を引いた値を IAT 得

IAT
得点

点とした。この得点が高いほど，英語に対して潜在的
に好意的な態度を有すると想定される。なお順番にお

Figure 1

いては「英語―ポジ（n＝134）
」または「英語―ネガ（n

行動エンゲー
ジメント

.111 (.158*)
.106 (.152*)
媒介分析の結果

.228**
.267**
TOEIC /
TOEFL
**

.234**
.239**
IAT
得点

感情エンゲー
ジメント

.091 (.158*)
.084 (.152*)

p < .01, * p < .05.

注1) 上段がTOEICの得点，下段がTOEFLの得点を従属変数とした値

＝170）
」を先に測定する群を設け，順番のカウンター

注2) 分析にあたり，学年の影響を統制した

バランスをとった。
8 名は異なる講義にて 2 度調査に参

（MIWA Shuhei, JITOSHO Risa, AKAMATSU Daisuke）
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.285**
.286**
TOEIC /
TOEFL

1-2

親の自閉症的行動特性と養育ニーズとの関連
―日本語版 Parenting Needs Questionnaire を用いた検討―
○齊藤彩 1・坂田侑奈 2・佐藤みのり 2, 3・原口英之 4・松本聡子 1
（1 お茶の水女子大学）
（2 お茶の水女子大学大学院）
（3 医療法人社団心癒会しのだの森ホスピタル）
（4 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所）
キーワード：自閉症的行動特性，養育ニーズ，Parenting Needs Questionnaire
問題

結果

近年，成人期における発達障害への関心が高まりを

はじめに，確認的因子分析により日本語版 PNQ の

見せている。自閉スペクトラム症（ASD）も，子ども

構造を確認した結果，原版と同様の 9 因子構造におい

期に限った障害ではなく，成人期以降にも症状が継続

て許容可能な適合度が確認された（CFI = .866,

することは少なくはない。Dissanayake et al. (2019) は，

RMSEA = .060, SRMR = .074）
。各下位尺度の内的整

自閉症的行動特性（ASD 特性）が高い親が子どもを養

。続いて，相関分
合性も良好であった（α = .71～.85）

育する上でのニーズを測定するため，Parenting Needs

析の結果，
父親のASD特性と母親のASD特性は，
PNQ

Questionnaire（PNQ）を開発した。その結果，ASD 特

のすべての下位尺度得点との間に正の相関を示した。
Table 1 親のASD 特性と養育ニーズ（PNQ）との相関係数

性が高い親は，養育におけるさまざまな困難に直面し

手本／行動の教示
ニーズの理解
愛情
感情のコントロール
注意／つながり
突発性
コミュニケーション
危険への意識
感覚の問題
*
p < .05, ** p < .01

やすく，養育に関する支援ニーズが高いことを報告し
ている。本邦においては，ASD 特性が高い親の養育の
に関する実証研究がきわめて乏しく，数少ない経験的
言及や事例報告に留まっている。そこで，本研究では，

父親のASD特性
.28**
.24**
.26**
.24**
.21**
.29**
.27**
.29**
.27**

母親のASD特性
.28**
.33**
.20**
.20**
.23**
.32**
.28**
.20**
.26**

また，重回帰分析の結果，父親は，ASD 特性のうち，

日本語版 PNQ を開発するとともに，親の ASD 特性と
養育ニーズとの関連について検討することとした。

注意の切り替え，コミュニケーション，想像力の困難

方法

の高さが養育ニーズの高さに関連を示した。一方，母

調査対象者と手続き：2～12 歳の子どもの父親 358 名と

親は，これら 3 つの下位尺度に加え，細部への関心の

母親 666 名の回答を分析対象とした（子の平均年齢：

高さが養育ニーズの高さへと負の関連を示した。
R2 = .13**

7.03 歳）
。2019 年 10 月～2020 年 2 月，幼稚園・保育園・

R2 = .15**

小学校を通じて質問紙を配布し，郵送により回収した。
測定尺度：(1)養育ニーズ：Parenting Needs Questionnaire
(PNQ: Dissanayake et al., 2019) を原著者の許可の下にバ

Figure 1 父親のASD特性と養育ニーズとの重回帰分析

Figure 2 母親のASD特性と養育ニーズとの重回帰分析

考察

ックトランスレーションの手続きを経て翻訳した日本

ASD 特性が高い親は，子どもの養育のさまざまな側

語版（手本／行動の教示，ニーズの理解，愛情，感情

面における困難に直面しやすく，養育に関する支援ニ

のコントロール，注意／つながり，突発性，コミュニ

ーズが高いことが示唆された。一方，ASD 特性に含ま

ケーション，危険への意識，感覚の問題の 9 つの下位

れる具体的な症状のうち，養育ニーズを予測する要因

尺度，計 44 項目）
。得点が高いほど，養育における困

は父母間で異なっており，さらなる検討が求められる。

難が大きく，その側面に関する支援ニーズが高いこと

引用文献

を示す。 (2) 親の ASD 特性：The Autism Spectrum

Dissanayake et al. (2019) J Aut Dev Dis,

Quotient (AQ: Baron-Cohen et al., 2001) 日本語版

doi: 10.1007/s10803-019-03984-4.
（SAITO Aya, SAKATA Yukina, SATO Minori

（社会的スキル，注意の切り替え，細部への関心，コミ

HARAGUCHI Hideyuki, MATSUMOTO Satoko）

ュニケーション，
想像力の 5 つの下位尺度，
計 50 項目）
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1-3

教師は「考え，議論する」道徳授業を実施するための
教員研修において何を期待するか？
○藤澤文
（鎌倉女子大学）
キーワード：教員研修，
「考え，議論する」道徳授業，学校・大学・教育委員会の協同モデル
問題
2018 年から，学校では「特別の教科 道徳」が始ま
り，
「考え，議論する」道徳授業が実施される。しかし，

用（授業の流れ）」
（藤澤，印刷中）の 2 点も加えた。なお，
本研修後に，
「道徳授業実践」に関する研修が続くため，
実践に関する内容は省略されている。

その教授法に関するエビデンスは少ない。本研究は，

調査内容：研修受講後に，来年度以降加えるとよい

どうすれば考えたり議論したりすることのできる道徳

と思われる講義内容を自由記述で求めた（複数回答可）
。

授業を実施できるかを検討するために提案した「学校，

コード化：分析に先立ち，得られた自由記述を単語

教員養成大学，教育委員会の協同モデル（Figure）研究」

ごとに数え上げた。その結果，得られた 35 個の自由記

の一部である。本稿では教師の声を踏まえて「考え，

述を 10 カテゴリーのいずれかに割り当てた。

議論する」道徳授業を実施するための研修を実施し，

結果と考察
来年度以降加えた方がよいと思われる内容について

次年度の改善を目指すことを目的とする。

の自由記述をコード化した。その結果，
「MDD の実践
を見る」が 10 個，「ほかの指導法（外国の授業，ほかの
討論を含む）」が 6 個，「発達段階別の資料」，「MDD

の資料の提示」が各々3 個，「MDD の授業づくり」，
「掘り下げの Q1」，「道徳の評価」，「理論と実践の
接続」が各々1 個であった。講義者へのお礼や「この
ままでよい」などポジティブな反応は 7 個であった。
以上の結果より，今年度の講習内容でも疑問等が解
Figure : 「なぜ，
「考え，議論する」道徳授業を実施すること

決したと考えられる協力者がいること，その一方で，

が難しいか？」に関してシステム思考（Senge，1990）を用

授業実践を視聴することにより，より具体的な授業ス

いたループ図と仮説（藤澤，2020）
（同＝正，逆＝負の関係）

キルや授業の進め方について引き出しを増やしたいと

方法

考える協力者がいることが示唆された。

被調査者：教員研修の参加者 47 名のうち，研修の改

今後の課題

善のための調査協力に同意した 24 名。

タイトなスケジュールのために協力できなかった協

手続き：研修に先立ち，研修テキスト（藤澤，2019）

力者がいる可能性があるため，研修の全体量を再検討

が作成された。内容は教員採用試験頻出の Kohlberg

する必要がある。同時に，道徳授業初学者とさらに考

理論（林，2019），および Piaget 理論，Selman 理論，

えたい人を分け，後者向けの道徳イベント（勉強会）を

直感，情動の発達を網羅する形とした。なお，予備調

設けることについても検討の余地がある。
（FUJISAWA Aya）

査（4 名の道徳および教師育成に詳しい教師対象）において，
Kohlberg 理論以降の心理学の知見という要望があり，

注：本研究は博報堂教育財団の研究助成を受けた。

理性的判断（例：Kohlberg 理論）と情動（直感）の双方
の大切さも加えた。また，
「モラルジレンマ討論（以下，
MDD）
」
，
「考え議論する道徳授業に向けた心理学の応

1

「児童生徒の回答に対し，
「なぜ？」
，
「どうして？」とその
ように判断する理由を掘り下げて質問をしていくことであり，
考えを深めることができると考えられる（藤澤，2020）
。
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1-4

幼児の知覚した共感及び目標サポートが動機づけに及ぼす影響

小池はるか
（東海大学短期大学部）
キーワード：動機づけ，知覚された共感，知覚された目標サポート
問題

である。
（1）デモグラフィック要因，
（2）知覚された

共感性研究においては多くの知見が蓄積されている

共感（田中，2006）
，
（3）知覚された目標サポート（浅

ものの，今なお実践面を中心に課題を残している。そ

野・吉田，2014）
，
（4）担任の先生のイメージ（田爪・

れは，行為の受け手が共感されていることを認知して

小泉，2009）
。知覚された目標サポート尺度は（a）促

いないと，共感性がもたらす効果が損なわれる恐れが

進焦点目標サポート，
（b）予防焦点目標サポートの 2

あるということである。本研究は，幼児が知覚した担

因子から成る。担任の先生のイメージ尺度は（a）活動

任の先生から知覚された共感が達成動機づけに与える

性，
（b）穏和な性格，
（c）理性的な態度，
（d）子ども

影響を検討する。以下の 3 点を仮説とする。①保育者

尊重の 4 因子から成る。

からの共感を知覚している幼児は，達成動機づけが高

結果

い。②保育者からの目標サポートを知覚している幼児

意欲と次回の成功期待に関連する要因を検討するた

は，達成動機づけが高い。③保育者の資質が高いと，

め，知覚された共感，促進焦点目標サポート，予防焦

幼児の達成動機づけが高くなる。

点目標サポート，活動性，穏和な性格，理性的な態度，

方法

子ども尊重との相関分析を行った。その結果，4 歳児で

調査対象者

は，意欲と次回の成功期待は，いずれの要因とも有意

幼稚園・保育園・こども園に通う 4～6 才児の保護者

な相関は認められなかった。一方，5 歳児では，促進焦

200 名（男性 93 名，女性 107 名）を調査対象とした。

点目標サポートと意欲の間（r=.26, p<.05）及び予防

自身の子ども及び担任に関する質問に回答を求めた。

焦点目標サポートと意欲の間（r=.24, p<.05）で有意

調査時期

な弱い正の相関がみられた（表）
。

2019 年 8 月

考察
5 歳のみでサポートと意欲との間に有意な正の相関

変数・手続き
設定した提示場面は，高崎（2003）の達成動機づけ

がみられたことについては，園の活動の過程では保育

を測定するためのパズル課題をもとに作成した場面で

者のサポートがあり，また， 4 歳児よりも 5 歳児の方

ある。WEB 画面はこの場面を提示するように構成さ

が活動の積み重ねが多い可能性が高いため，
5 歳児にお

れ，調査対象者には前半部分提示後に「意欲」
「次回の

いて保育者のサポートと意欲が結びついたことが示唆

成功期待」
，後半部分提示後に「全試行終了後の課題選

される。
（KOIKE Haruka）

択」に回答を求める。その他の質問項目は以下の通り

表
知覚された共感，知覚された目標サポート下位尺度，担任の先生のイメージ下位尺度との相関（5 歳）
共感

促進焦点

意欲

.15

.26

成功期待

.05

.10

*

予防焦点
.24

.06

*

活動性

穏和

理性的

子ども尊重

-.02

-.04

.11

.09

-.12

-.15

-.12

-.04

*p <.05
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1-5

体験を見つめることと well-being の関連
―Experience Sampling Method による縦断的検討―
○高田圭二 1・杉浦義典 2
（1 立教大学

2

広島大学）

キーワード：体験の観察 well-being 経験抽出法
問題

= .92；妥当性：体験の観察：CFI = .99, RMSEA = .03，

自分の体験に注意をむけることを表すマインドフル

SRMR (Between) = .02, SRMR (Within）= .01)。well-being

ネスは，well-being との関連が示されている（e.g., Baer et

の項目については適合度指標を算出できないが，高い

al., 2008）
。しかし，マインドフルネスの要素である体

因子負荷量と（Between: .93 -.96, Within: .80- .88）
，信頼

験の観察（自分の内的・外的な体験に気づいているこ

性係数が示されたため作成した 3 項目を採用した。

と）
と well-being の関連は一貫しない
（Neuser, 2010; Baer

次に時点 t の体験の観察と well-being に対する t-1，
t-2

et al., 2008）
。この要因として，Desbordes, et al.（2014）

時点の体験の観察と well-being の影響を検討した。その

によれば体験から生じる情動を時間的に引きずること

結果，時点 t の well-being に対して，t-1 時点の体験の

が想定された。そこで，高田・杉浦（2015，2019）は

観察（B = .09, p < .05）と well-being（B = .15, p < .01）が

Experience Sampling Method（ESM）を用いて，時間的

有意であった。
しかし，
t-2 時点では有意ではなかった。

に引きずらない状態でのその瞬間の体験の観察と

また時点 t の体験の観察に対しては，
両方の時点での体

well-being の関連を検討することで，両者に正の関連を

験の観察が有意であったが（t−1：B = .54, p < .01; t-2: B

見出した。一方で，過去の時点の well-being が今の時点

= .20, p < .01）
，well-being は有意ではなかった。また調

の体験の観察に影響している可能性も残された。

査参加者によるランダム効果は有意ではなかった。

そこで本研究では， ESM によって測定した体験の

考察

観察と well-being の関連を，測定時点をずらして検討す

時点t のwell-being への，
t-1 の体験の観察やwell-being

ることで因果関係の同定を試みた。

の効果が示された。ある瞬間の体験を観察することに

方法

よる効果は，ある程度持続し well-being を高める可能性

調査対象者 インターネット調査会社のモニター32 名

がある。ただし，その瞬間の体験の観察はその瞬間の

（平均年齢 38.31±10.38 歳，女性 14 名）
。質問紙 高田・

well-being を高めることや（高田・杉浦，2015）
，本研

杉浦（2019）のその瞬間の体験の観察（5 項目）とその

究での体験の観察の時点 t-1 から t の効果を踏まえると

瞬間の well-being（3 項目）を測定する尺度を用いた（と

t 時点への well-being の効果は消失する可能性もある。

もに 7 件法）
。調査方法 ESM を用いた。ESM は調査

また時点 t の体験の観察への，t-1 や t-2 時点の

対象者に日常生活の中で質問項目に回答する方法であ

well-being の効果は示されなかった。ある時点での体験

る。連続した 6 日間で実施し，1 日に 8 回ランダムな時

を見つめる程度は近接した過去の時点のポジティブ経

間に調査を実施した。1 日の調査時間は 8 時から 20 時

験の影響を受けているとは言えないことがわかった。

であった。調質問項目への回答は，調査会社から送信

本研究の結果や高田・杉浦（2015）の結果やマイン

されるメールに記載されたリンクにアクセスして行わ

ドフルネスの理論的な背景を踏まえると，その瞬間の

れた。分析方法 マルチレベルベクトル自己回帰分析

体験の観察は前の時点の well-being の影響を受けるこ

を用いた。

となく，その瞬間の well-being を高めるという因果関係

結果

を示せたと言えよう。

まず尺度の信頼性及び妥当性について十分な値が示
された（信頼性：体験の観察：G = .92; well-being: G

(TAKATA Keij, SUGIURA Yoshinori)
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1-6

学級担任と児童の性格上の相性が非認知能力育成に与える影響

○石川 雄一 1・小林 亮博 1・中里 忍 2・野口 祐子 2・山下 明子 3
（1 株式会社 KDDI 総合研究所, 2Institution for a Global Society [IGS] 株式会社, 3KDDI 株式会社）
キーワード：Big Five, 相性, 初等教育, クラス編成, 非認知能力
問題
小学校において, 学級担任は 1 年を通じて児童に対

評価方法 相性・非相性モデルを赤池情報量規準
(AIC)およびROC-AUCで比較した. AICは全データを

する教育活動のほぼ全てを担う存在であり, どの教師

用いて, ROC-AUC は交差検証(k=5)により出力した.

がどの児童の学級担任となるか(すなわちクラス編成)

結果と考察
結果を下表に示す. E)共感・傾聴力－高成長の予測

は児童の成長に大きな影響を与える. 近年では読み書
きや計算などの認知能力に加え, 長期的目標の達成や，

を除き AIC, ROC-AUC ともに相性モデルにより非相

他者との協働，感情管理といった非認知能力の成長に

性モデルに比べ良好な結果が得られた.

も注目が集まっており, クラス編成には非認知能力育

表: 相性モデルと非相性モデルの予測力比較

成の観点も重要となりつつある. そこで本研究では学

目的変数

相性

級担任と児童の性格上の相性に着目し, 相性が非認知
能力の成長に与える影響の有無と成長の予測可能性に

個人的実行力

ついて検証する. また, 検証結果を元にクラス編成に
創造性

おいて相性を考慮する必要性を論じる.
方法

論理的思考

データ 首都圏同一市内の公立小学校 6 校, 5, 6 年生
の 13 学級(生徒数 425 名)を対象に 1. 児童の Big Five,

自己効力

2. 学級担任の Big Five, 3. 児童の非認知能力の変化量
のデータを収集した. 各児童と学級担任の Big Five の

共感・傾聴力

交互作用を性格上の相性とし, 両者の特性スコアの積
決断力

(計 5×5 変数; 以下相性変数)で数値化した. 1 は小学生
用の質問紙(村上, 村上 2017)で測定し, 2., 3.はタブレ

AIC
非相性

ROC-AUC
相性
非相性

H

508.3

512.8

0.585

0.565

L

497.7

498.8

0.549

0.535

H

504.8

514.1

0.611

0.530

L

495.6

498.3

0.551

0.421

H

518.8

523.7

0.567

0.559

L

525.2

536.6

0.629

0.565

H

518.4

519.1

0.563

0.555

L

485.5

490.6

0.570

0.547

H

525.6

524.4

0.588

0.588

L

490.6

507.0

0.664

0.592

H

532.9

536.9

0.573

0.545

L

483.9

489.8

0.622

0.596

H/L-高/低成長, 他モデルより良好な結果を太字で示す.

ット端末のアプリ(IGS 社AiGROW)を用いて測定した.

この結果から, 学級担任と児童の性格上の相性が非

3 は, A)個人的実行力, B)創造性, C)論理的思考, D)自己

認知能力の成長に影響を与えること, 成長の予測に有

効力, E)共感・傾聴力, F)決断力の 6 軸を測定し, 3~5 か

用であることが示された. 相性を考慮することで児童

月の間隔を空けた測定 2 回の差分を変化量とした.

の成長をより高精度に予測可能となるため, クラス編

モデル 各児童の A)~F)各軸の変化量を, 測定対象の
全児童を母集団として偏差値化し, 偏差値 55 以上(高
成長)か否か, 45 以下(低成長)か否かを目的変数(計 12

成を作成する際に考慮すべき要素であると言える.
引用文献
村上宣寛, 村上千恵子 (2017). 主要５因子性格検査ハ

種)とする予測モデルをロジスティック回帰により構
築した. 目的変数毎に, 相性変数を説明変数として用
いる相性モデルと用いない非相性モデルの 2 種類を用

ンドブック 三訂版 筑摩書房
IGS 社 AiGROW. https://www.aigrow.jp/
（ISHIKAWA Yuichi, KOBAYASHI Akihiro,

意し, 教師, 児童それぞれの属性(性別, 年齢/学年, Big

NAKASATO Shinobu, NOGUCHI Yuko,

Five)は相性・非相性両モデルで用いた.

YAMASHITA Akiko）
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1-7

感謝が向社会的行動に及ぼす影響
―向社会的思考を媒介要因として―
○小國龍治 1・大竹恵子 1, 2
（1 関⻄学院⼤学，2 同⼤学応⽤⼼理科学研究センター）
キーワード：感謝，向社会的思考，向社会的⾏動，感情喚起
問題
感謝は他者の行為によって利益が得られた際に感じ
るポジティブ感情と定義され (McCullough et al., 2001)，
自己に利益を提供した他者や第三者に対する向社会的
行動を促進する (e.g., Bartlett & DeSteno, 2006)。
では，どのようなプロセスを経て，感謝は向社会的
行動を促進するのであろうか。感謝は向社会的思考
(例：困っている⼈を⾒かけたら助けてあげる) を増加
させることが指摘されているものの (Fredrickson, 2004,
2013)，現在まで実証的な証拠は挙げられていない。あ
る⾏動について思考を働かせることは実際にその⾏動
を遂⾏する可能性を高めることを考慮すると (e.g., 小
國・大竹, 2020)，感謝が向社会的⾏動を促進するプロ
セスには向社会的思考が存在している可能性がある。
本研究では感謝が向社会的思考に及ぼす影響 (実験
1) と感謝が向社会的行動に及ぼす影響を向社会的思
考が媒介するか (実験 2) を検討した。
方法
実験 1 参加者 大学生 78 名 (Mage = 18.74 歳，SD =
0.73) が実験に参加した。1 要因 3 水準 (感謝群，平穏
群，中性群) の参加者間計画で実験を行った。
手続き 感情喚起操作を行った。感謝群では過去に感
謝した経験，平穏群では過去に穏やかさを感じた経験，
中性群では起床後に⾏っているルーティーンを詳細に
想起した。次に，参加者は⾃分がしたいと思うことを
できるだけ多く記述した。
評定項目 感情喚起操作の前後で現在の感情状態 (感
謝や平穏，喜び，興奮など) を 5 件法 (1 = 全く感じて
いない－5 = 非常に感じている) で測定した。
実験 2 参加者 大学生 60 名 (Mage = 20.90 歳，SD =
0.99) が実験に参加した。1 要因 2 水準 (感謝群，中性
群) の参加者間計画で実験を行った。
手続き 実験 1 と同様の感情喚起操作を行った後，参
加者は 1 週間以内に他者にしてあげたいと思うことを
できるだけ多く記述した。さらに，参加者は約 1 週間
の間隔をあけて再度実験に参加し，1 週間以内に他者

にしてあげたことを記述した。
評定項目 実験 1 と同様に感情喚起操作の前後で現在
の感情状態を 5 件法で測定した。
結果と考察
実験 1 中性群に比べて，感謝群の感謝得点，平穏群の
平穏得点は高く，感情喚起操作は適切に⾏われた (ps
< .02, ds > 0.79)。さらに，平穏群と中性群に比べて，感
謝群の向社会的思考は多いことが明らかになった (ps
< .01, ds > 0.77)。この結果は Fredrickson (2004, 2013) の
主張を⽀持しており，他のポジティブ感情との⽐較に
より，感謝特有の効果であることを示している。
実験 2 中性群に比べて，感謝群の感謝得点は⾼く，感
情喚起操作は適切に⾏われた (p < .01, d = 1.33)。次に，
各群の向社会的思考と向社会的⾏動数をTable 1 に示す。
中性群に比べて，感謝群の向社会的思考と向社会的⾏
動は多かった (ps < .01, ds > 1.09)。さらに，向社会的思
考は感謝が向社会的⾏動に及ぼす影響を部分的に媒介
することが示された (Figure 1)。これらの結果から，向
社会的思考は自己に利益を提供した他者や第三者に対
する向社会的行動を促進する上で重要な役割を果たし
ており，感謝が向社会的⾏動を促進するプロセスには
向社会的思考が存在していることが初めて実証された。
Table 1. Mean numbers and standard errors of each prosocial
thought and prosocial behavior for each group.
Prosocial thought

Prosocial behavior

Mean

SE

Mean

SE

Gratitude

5.07

0.26

4.53

0.39

Neutral

3.40

0.22

2.63

0.21

.54**

Prosocial
thought

Group

(1 = gratitude,
0 = Neutral)

.49** → .33*

.29**
Prosocial
behavior

Figure 1. The mediating role of prosocial thought in the effect
of gratitude on prosocial behavior.
Note. Standardized coefficients are reported; ** = p < .01, * = p < .05

(OGUNI Ryuji, OTAKE Keiko)
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1-8

大学生の境界例心性とソーシャル・サポートの互恵性の関係について
○黒河 葵 1
（1 就実大学大学院）
キーワード：境界例心性/ソーシャル・サポート/大学生
問題

どのような影響を与えているかを確かめるために，境界

境界例に類似した特徴を持ちつつ，そうでない人々と

例心性得点を独立変数，認知サポートと実行サポートの

同レベルの日常生活を維持している一群は境界例心性と

互恵性得点をそれぞれ従属変数として対応のない t 検定

呼ばれている。多くの研究では，境界例心性の特徴として

を実施した。その結果，認知サポート，実行サポートとも

対人関係の不安定さが挙げられているが，境界例心性の

に境界例心性高群の互恵性得点の方が境界例心性低群の

高い大学生も親密な対人関係をサポート資源として活用

得点よりも有意に高かった。(認知サポート：t(71)= -

している可能性が指摘されている（江上，2011）
。

2.060, p <.05 ；実行サポート：t(71)= -2.730, p <.05)。

上記のような対人関係上のサポートの 1 つにソーシャ

考察

ル・サポートが挙げられる。ソーシャル・サポートは精神

本研究の結果から，境界例心性が高いほど，親しい同性

的健康の維持に有効であるが，互恵性が保たれていない

の友人との関係においてソーシャル・サポートの互恵性

場合，精神的健康を阻害すると報告されている（森本，

が高いということが示唆された。対人関係が不安定であ

2007）
。

る境界例心性の高い大学生でも親しい友人との間では，

これらのことから，境界例心性が高い大学生も，親密な

密な関係を築いていると言える。つまり，境界例心性の高

他者との関係においてソーシャル・サポート の互恵性を

い大学生の対人関係のあり方は対象によって大きく異な

保ち，日常生活を維持できていると考えられる。そこで本

り，本研究で調査した「親しい友人」との関係では親しみ

研究では，境界例心性とソーシャル・サポートの互恵性の

をもった豊かな対人関係を築いており，十分にソーシャ

関係ついて調査する

ル・サポートとして活用できている可能性が示された。し
方法

かし，安立（1999）が境界例心性の高い一群の対人関係の

被調査者：関西圏の大学生 194 名(男性 42 名，女性 151

特徴として相互依存性を挙げているように，
「親しい友人」

名，M = 19.46, SD = 1.15)。

以外の対象とはソーシャル・サポートとして活用できる

調査時期：2018 年 10 月から 2018 年 11 月の間に実施。

ような関係を結べていないと考えられる。

質問紙の構成：フェイスシート，江上（2011）の境界例

引用文献

心性尺度 36 項目（6 件法）と福岡（1997）のソーシャル・

安立奈歩 (1999)．青年期の境界例心性に関する研究 心

サポート尺度 9 項目（6 件法）によって構成した。ソーシ
ャル・サポートについては、回答前に「親しい同性の友人」

理臨床学研究, 17, 354–365.
江上奈津子 (2011). 大学生における境界例心性がライフ

を想起させることで，その対象との関係におけるソーシ

イベントおよび不快・快感情に及ぼす影響，パーソナ

ャル・サポートを測定できるようにした。

リティ研究, 20, 21-31.

分析手続き：境界例心性については，江上（2011）にな

福岡欣治 (1997). 友人関係におけるソーシャル・サポー

らい，境界例心性得点によってデータを 3 つの群に分け，

トの入手と提供―認知レベルと実行レベルの両面か

それぞれ高群・中群・低群とし，高群と低群のみ分析に用

らみた互恵性とその男女差について―,対人行動学研

いた。ソーシャル・サポートについては，福岡（1997）

究, 15, 1-12.

にならい，認知サポート互恵性得点と実行サポート互恵

森本寛訓 (2007).ソーシャル・サポートの互恵性と精神

性得点を算出した。

的健康とその関連について，川崎医療福祉学会
結果

誌,16,325-328.

境界例心性の高さがソーシャル・サポートの互恵性に
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(AOI Kurokawa）

1-9

学習スタイルによる学習方略の有用性の差異について
―パフォーマンスに至る因果モデルの検証―
〇田原浩章 1・伊藤崇達 2
（1 九州大学大学院人間環境学府

2 九州大学大学院人間環境学研究院）

キーワード：学習スタイル，学習方略，パフォーマンス，因果モデル
問 題

省因子」，「創造―現実的因子」とした。また学習方略では，

近年，
「主体的な学習」や「個に応じた学習」が求め

数学では 5 因子（「見直し方略」，「関連方略」，「イメージ

られるようになっている。欧米では学習の中の「個人

方略」，「メタ認知方略」，「暗記方略」）が確認され，英語

差」に焦点を当てるために，学習スタイルの研究が盛

では「メタ認知方略」を除く 4 因子が確認された。

んに行われてきた。学習スタイルとは，Sternberg

次に，学習スタイル，学習方略，パフォーマンスの

（2005）によれば，
「人がどのようにして学ぶことを好

パスを設定し，構造方程式モデリングによる分析を行

むか」と定義され，新たな理論の展開も多様にみられ

った。また，教科ごとに包括的モデルの検討を行った。

ている。Schmeck（1988）はパーソナリティ，学習ス

その結果，学習スタイルの「順序―全体因子」と「創

タイル，学習方略，具体的方略，学習結果のつながり

造―現実的因子」から学習方略の「関連方略」を経由

を理論化しているが，実証的な検証の余地がある。学

したパフォーマンスへの正のパスが，また「順序―全

習スタイルの個人差がどのように学習過程に影響を与

体因子」から「暗記方略」を経由したパフォーマンス

えるのかをさらに精緻に解明することは，教育実践上，

への負のパスが確認された（Figure 1）
。

有用な示唆をもたらす。従って，本研究の目的は，構

潜在クラス分析では，6 つの潜在的な学習スタイル

造方程式モデリングによるパス解析と潜在クラス分析

のクラスターが確認された。クラスターごとに平均値

によって，学習スタイルの違いがパフォーマンスに与

や相関を検討したところ，特徴的なものでは，視覚傾

える影響について精緻な実証を試みることである。

向の強いクラス 3 でのみ数学の成績と「関連方略」と

方 法

の間に有意な相関が見られ，順序傾向の強いクラス 2

4 年制大学の大学生 245 名の調査協力者に，学習ス

や 6 でのみ「見直し方略」との間に負の相関が見られ

タイル，学習方略，パフォーマンスに関する質問紙を

た。このことから，個人によって有用な方略が異なる

用いた調査を行った。本研究では，Felder-Silverman

可能性が示された。

の学習スタイルモデル（1988）を採用した。この尺度

本研究の示唆としては，個人が学習する際，自らの

は 44 個の項目からなり，当てはまるものを二者択一で

学習スタイルを認識し，スタイルに応じた有用性の高

選択する形式である。また学習方略は押尾（2017）を

い学習方略を自ら実行しつつ，最適なパフォーマンス

使用した。27 項目（6 件法）からなり，数学と英語の

の実現につなげていくことが期待される。

学習方略について回答を求めた。最後にパフォーマン
スに関しては大学入試センター試験の点数を 10 段階
で回答を求めた。また入学試験による切断効果が考え
られたため，自己効力感（3 項目 6 件法）をパフォー
マンスの代替指標として使用した。
結果と考察
初めに，最小二乗法，プロマックス回転により探索的因
子分析を行った。学習スタイルでは 4 因子構造が確認さ

Figure 1 学習スタイル・学習方略・パフォーマンスの包括的モデル（数学）

（TABARU Hiroaki, ITO Takamichi）

れ，「視覚―言語因子」，「順序―全体因子」，「行動―内
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1-10

若年労働者のパーソナリティ構造
―わが国の代表的尺度を用いた確証的因子分析を通して―
○鈴木智之 1・城戸楓 1・池尻良平 1・田中聡 2・池田めぐみ 1・山内祐平 1・土屋裕介 3・今井良 3
（1 東京大学，2 立教大学，3 株式会社マイナビ教育研修事業部）
キーワード：若年労働者，ビッグファイブ，パーソナリティ
問題
パーソナリティ特性論において，ビッグファイブ，

本研究もCFAを通してパーソナリティ構造を検討した。
結果と考察

ファイブ・ファクター・モデルによる 5 因子の枠組み

各尺度が定める因子構造を理論モデルとして扱い，

が確固たる知見を積み重ねている（小塩ほか，2012）
。

確証的因子分析を行った結果を表 1 に示す。海外の既

わが国でも 5 因子の枠組みで性差，年齢差などのデモ

存研究を参考に因子間相関が有るモデルを用いた。

グラフィック別の研究が昨今なされてきた。

CFI0.95 以上，GFI と AGFI0.9 以上，RMSEA0.05 以下，

本稿では，デモグラフィックのうち職業に着目して，
「労働者」を取り上げたい。これまでの 5 因子に関する

SRMR0.08 以下を当てはまりがよいと解釈した結果，全
ての尺度で当てはまりがよいと解釈できなかった。

調査は，学生を対象者にしたものが大半だったが，わ

TIPI-J では GFI は 0.84 を示したが，CFI，RMSEA な

が国の短期大学・大学・大学院学生数は計 295 万人な

どに課題が見られた。BFS-S では GFI は 0.88，AGFI は

のに対し，労働力人口は 6,909 万人と，国民の半分以

0.85 を示したが，他指標で当てはまりが良いとは言え

上を占め，労働者を論じる意義は高い。しかし，わが

ない結果だった。
主要 5 因子性格検査では SRMR は 0.08

国では，労働者を直接の対象にした 5 因子構造の再現

を示したが，他指標に課題が見られた。FFPQ-50，

性に関する研究は管見の限り，ほぼなされておらず，

NEO-FFI では類似の課題が見られた。

労働者のパーソナリティ構造は大学生などと同様と思

結論と今後の課題

われる，という強い仮定が置かれたままである。

若年労働者では 5 因子の構造が得られるとは言えな

本研究では，労働者という対象の多様性を考慮して

いことを示唆する結果であった。わが国の 5 因子の枠

若年層に限定し，若年労働者において 5 因子の構造が

組みは確証的因子分析よりも探索的因子分析で検討さ

得られるか，をリサーチクエスチョンとする。

れてきた経緯があり，今後探索的因子分析を通して，

方法

若年労働者の因子構造の検討を行う予定である。

若年労働者を限定的に 20 歳代，大学・大学院卒，300
人以上の従業員規模の日系企業勤務の正規雇用者と定

表 1 確証的因子分析結果（最尤法，因子間相関有り）

義した。2019 年 10 月，2020 年 2 月にインターネット

CFI
0.54
0.86
0.73
0.57
0.52

GFI
0.84
0.88
0.76
0.73
0.71

AGFI
0.70
0.85
0.74
0.70
0.69

RMSEA
0.16
0.08
0.06
0.07
0.06

SRMR
0.11
0.14
0.08
0.12
0.11

NEO-FFI を用いた。
回答者の疲労を考慮して 2 回に分け

TIPI-J
BFS-S
主要5因子性格検査
FFPQ-50
NEO-FFI

て，
第 1 回調査は TIPI-J，
主要 5 因子性格検査，
BFS-S，

主な引用文献

第 2 回調査は FFPQ-50，NEO-FFI を用いた。各調査の有

小塩真司・阿部晋吾・カトローニピノ（2012）. 日本

効回答数は 1,513 名，1,515 名であり，わが国の 5 因子

語版 Ten Item Personality Inventory（TIPI-J）作

に関する調査では大きなサンプルサイズが得られた。

成の試み パーソナリティ研究，21，40-52.

モニター調査を行った。男女比は労働力調査に則った。
尺度は TIPI-J，
主要 5 因子性格検査，
BFS-S，
FFPQ-50，

Ehrhart et al.（2009）
，John and Srivastava（1999）
，

（SUZUKI Tomoyuki, KIDO Kaede, IKEJIRI

Muck et al.（2007）では確証的因子分析（CFA）を通

Ryohei, TANAKA Satoshi, IKEDA Megumi,

して5因子の当てはまりの良さが報告された。
そこで，

YAMAUCHI Yuhei, TSUCHIYA Yusuke, IMAI Ryo）
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1-11

小学生の Grit(やり抜く力)と安心感・チャレンジ精神との関連

○藤原寿幸 1・河村茂雄 2
（1 東京福祉大学 教育学部 2 早稲田大学 教育・総合科学学術院）
キーワード：Grit(やり抜く力)，小学生，安心感，チャレンジ精神
問題と目的
ここ最近の非認知的能力への注目度は高まっており，
OECD(2015)は，人のスキルを認知的スキルと非認知
的スキルの 2 つに分類して捉え，後者を「社会情緒的
スキル(Social and Emotional Skills)」としている。国
立教育政策研究所(2017)は，OECD の報告の動向を考
慮し，非認知的能力として，社会情緒的コンピテンス
(Social and Emotional Competence)の研究を行って
いる。本研究では国立教育政策研究所(2017)でも取り
上げられている社会情緒的コンピテンスの１つ，Grit
に焦点を当てる。
Duckworth，Peterson，Matthews，＆Kelly(2007)
は，長期的な目標を達成することができるか，という
ことに着目し，
「長期目標に向けての粘り強さと情熱」
が Grit であると定義し，測定する尺度を開発した。西
上・奥上・雨宮(2015)により，日本語版 Grit-S 尺度が
開発され，
本邦でもGrit に関する研究が進みつつある。
藤原・河村(2019)は，小学生の Grit と学級適応，ス
クールモラール，ソーシャルスキルとの関連を検討し，
各々と正の相関関係があることを明らかにしたが，児
童期の研究は多く見られない。本研究では小学生の
Grit と安心感・チャレンジ精神との関連を検討し，小
学生のGrit の特性について検討することを目的とする。
方法
被調査者：公立小学校 4～6 年生 195 名
調査時期：201X 年 3 月
測定用具：日本語版 Grit-S 尺度(西川・奥上・雨宮，
2015)(根気と一貫性の 2 因子)を小学生用に書き変えた
もの 8 項目，②児童用一般性セルフエフィカシー尺度
改訂版(GSESC-R)(福井・飯島・小山・中山・小田・嶋
田，2008)(安心感とチャレンジ精神の 2 因子)18 項目を
使用した。
調査手続き：学校長，学級担任に承諾を得た上で，学
級ごとに集団方式で質問紙調査を実施した。調査を実
施するにあたり，この調査は学校の成績に関係がない
こと，回答は強制ではなく回答しなくても不利益を被
らないこと，回答は担任教師を含め教職員に見られる
ことなく，データ処理されること，個人のプライバシ
ーは守られることが調査参加者に伝えられ，また，こ
の内容についてはフェイスシートにも明記した。
結果と考察

各変数間の相関を Table1 に示す。Grit と安心感で
は弱い有意な正の相関，チャレンジ精神とは中程度の
有意な正の相関関係が示された。Grit の下位尺度の根
気と安心感の間には相関関係が示されなかったが，チ
ャレンジ精神との間には中程度の有意な正の相関が示
された。また，Grit の下位尺度の一貫性と安心感の間，
また，チャレンジ精神との間には弱い有意な正の相関
が示された。
Table1 変数間の相関
Grit
Grit

―

根気
.79

**

―

一貫性
.83

**

.31

**

根気

.79

**

一貫性

.83

**

.31

安心感

.20

**

0.10

.21

**

チャレンジ精神

.62

**

.67

**

.35

**

―

**

**p <.01

小学生の Grit は安心感(r=.20,p<.01)・チャレンジ精
神(r=.62,p<.01)の両方と関連するが，チャレンジ精神
とより強い関連がみられた。Grit の下位尺度である一
貫 性 は チ ャ レ ン ジ 精 神 (r=.35,p<.01) と 安 心 感
(r=.21,p<.01)の両方と関連がみられた。一方根気は，
チャレンジ精神との関連しかみられなかったが，一貫
性よりも強い相関(r=.67,p<.01)がみられた。
引用文献
西川一二・奥上紫緒里・雨宮俊彦(2015)．
日本語版 Short
Grit(Grit-S) 尺 度の作成

パー ソナリテ ィ 研

究,24,167-169.
福井至・飯島政範・小山繭子・中山ひとみ・小田美穂
子・嶋田洋徳(2008)．児童用一般性セルフエフィ
カシー尺度改訂版(GSESC-R)の作成 日本行動
療法学会大会発表論文集,34, 240-241.
（FUJIWARA Toshiyuki, KAWAMURA Shigeo）
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1-12

大学生における「母性愛」信奉傾向と養護性の関連
男女および保育系学生と一般学生による違い
扇原 貴志 1
（1 東京学芸大学次世代教育研究推進機構）
キーワード：
「母性愛」信奉傾向，養護性，大学生，保育者養成
問 題

結果と考察
「母性愛」信奉傾向と養護性の 4 下位尺度の相関係

「母性愛」信奉傾向は，
「社会文化的通念として存在
する伝統的性役割観に基づいた母親役割を信じそれに

数を算出し，男女別，専攻別にも算出した（Table 1）
。

従って育児を実践する傾向」
（江上，2005）と定義され

その結果，全体では，
「母性愛」信奉傾向は共感性，技

るもので，乳幼児をもつ母親を対象に尺度が作成され，

能，準備性と正の相関が見られ，非受容性とは負の相

検討が重ねられてきた（江上，2005 / 2007 / 2013）
。

関が見られた。よって，子どもへの態度である養護性

扇原（2020）は，
「母性愛」信奉傾向が乳幼児の親を

が高いほど，
「母性愛」を信じるという関連が見られた。

対象とした研究がほとんどで，近い将来，親になるで

男女別では，女性は養護性の全下位尺度が「母性愛」

あろう青年後期の者を対象とした研究は非常に少ない

信奉傾向と相関が見られたが，男性では非受容性との

ことに着目し，大学生の「母性愛」信奉傾向を尺度に

相関が有意ではなかった。よって，女性の方が子ども

より測定した。その結果，女性の方が「母性愛」信奉

への態度がネガティブであるほど，
「母性愛」を信じる

傾向が高いものの，保育・幼児教育を専攻する学生（保

という関連が見られた。女性は自身の子どもへの苦手

育系学生）とそれ以外を専攻する学生（一般学生）と

意識を「母性愛」に求めていると考えられる。

の間に有意差は見られず，同程度であることを示した。

専攻別では，一般学生は養護性の全下位尺度が「母

一方で，養護性は「相手の健全な発達を促進するた

性愛」信奉傾向と有意な相関が見られたが，保育系学

めの共感性と技能」
（小嶋，
1989）
と定義されるもので，

生は技能と準備性のみが関連していた。保育系学生は

楜澤他（2009）が大学生を対象に子どもへの養護性を

大学での授業や保育実習などを通じて子どもへの態度

測定する尺度を作成し，要因を検討している。

と子育てへの態度がある程度分化しているため，一般

以上のように大学生においては，子どもへの態度で

学生ほどの関連が見られなかったと考えられる。それ

ある養護性は検討がなされているが，子育てへの態度

でも，子育てや子どもを扱う技術への自信を表す技能

である「母性愛」信奉傾向については知見が少なく，

と親になる意志の強さを表す準備性とは相関があった。

両者の関連も明らかではない。そこで本研究では，大

よって，保育系学生でも子どもを扱う自信や親になる

学生を対象に「母性愛」信奉傾向と養護性の関連を検

ことへの気持ちの強さの理由を「母性愛」に求めてい

討する。これにより将来，個人的・社会的に親となる

るといえる。一方，一般学生は自身のあらゆる子ども

若年層の子どもと子育てへの態度と関連を検討する。

への態度の原因を「母性愛」に求めている可能性があ

方 法

ると考えられる。

対象 大学生 661 名（男性 277 名，女性 377 名，
性別無回答 7 名；保育系学生 70 名，一般学生 589 名，
専攻無回答 2 名；平均年齢 19.68 歳，SD=1.18）を対
象に質問紙調査を実施した。
尺度 江上（2007）の「母性愛」信奉傾向尺度（13
項目，5 件法）
，楜澤他（2009）の養護性尺度（25 項
目，6 件法）を用いた。

（OUGIHARA Takashi）
Table 1 「母性愛」信奉傾向と養護性の相関係数
共感性
技能
準備性 非受容性
.35 ***
.27 ***
.38 *** -.22 ***
全体
.30 ***
.27 ***
.34 *** -.05
男性
「母性愛」
.35 ***
.27 ***
.41 *** -.31 ***
女性
信奉傾向
.24 *
.33 **
-.14
保育系 .04
.39 ***
.28 ***
.39 *** -.23 ***
一般
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
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1-13

海外留学が高校生の英語学習方略の使用に与える影響
―留学中の学習観の変化に着目して―
○赤松 大輔 1,2・中谷 素之 1・川本 健太郎 3
（1 名古屋大学大学院，2 日本学術振興会，３立命館宇治中学校・高等学校）
キーワード：海外留学，学習観，学習方略，英語学習
問題と目的

結果と考察

日常的な英語接触の少ないわが国の英語学習者にと

留学群の生徒において，活用志向と精緻化方略の時

って，海外留学は大きな意味をもつ (八島, 2019)。本研

点間の変化を検討した結果，活用志向 (d = .53, p = .033)，

究では，英語圏の国へ１年間の留学を行う高校生を対

精緻化方略 (d = .46, p = .067) の向上が示された。また，

象に，留学中に伴う学習観と学習方略の使用の変化を

T2 の留学群の活用志向と精緻化方略は，未留学群より

検討する。国際化に伴って高校生の海外留学が推奨さ

有意に高かった (d = .58, p = .017; d = .30, p = .015)。

れるようになった一方 (文部科学省, 2019)，高校生の留

次に，T2 のデータを用いて留学経験 (未留学群 = 0，

学効果，特に学習方略への効果に関する知見は少ない。

留学群 = 1) を説明変数，精緻化方略を結果変数とした

さらに，先行研究は帰国後の回想的調査が主であった

媒介分析を行った結果 (Figure 1)，留学経験から精緻化

ため，本研究ではオンライン調査により留学中の生徒

方略にかけての各効果 (B=.37; .51, p < .05)，間接効果

も検討対象として，留学中に生じる変化を検討する。

は有意であった (B=.19 [95%CI: .04- .39])。
直接効果は有

本研究では，学習方略として，新たな知識を獲得す

意傾向であり，活用志向の部分媒介効果が示された。

る上で自身の既有知識を活用する方略である精緻化方

海外留学による活用志向の促進効果については，質

略を取り上げる。英語で行われる留学先の授業は母国

的検討による示唆 (Zhong, 2015) を支持する結果であ

の授業と比べて認知的負荷が高いため，生徒は既に学

る。精緻化方略の促進効果は，英語運用能力や対人適

んできた知識を利用して学習に臨む必要がある。よっ

応を検討した知見が多いなか学習方略の獲得という観

て，精緻化方略の使用が促される可能性が考えられる。

点から海外留学の有効性を示す希少な知見といえる。

さらに，精緻化方略の向上における媒介要因として，

活用志向の部分媒介効果は，生徒の置かれた言語環

活用志向の役割に着目する。活用志向は日常的な英語

境自体に加えて，そこから形成された活用志向も同様

使用を重視する学習観で，効果的な学習方略の使用を

に効果的な学習方略使用を促すような心理的過程が存

促進する (赤松, 2017)。活用志向は，既有知識の積極的

在する可能性を示唆している。留学に伴う学習者の学

活用という点で精緻化方略との共通要素があるため，

習行動の変化を検討する上では，今後はこうした学習

留学によって活用志向が向上し，精緻化方略の使用が

観の変化にも着目していく必要があろう。

促進される媒介的な過程が示されると予測する。
方 法

本研究の課題として，留学初期の学習者の変化まで
しか検討できていない点が挙げられる。また，留学群

調査時期 T1：2019 年 7 月 T2：2019 年 12 月

の時点間のデータ対応がとれず個人内の変動を用いた

参加者 日本人高校生 75 名 (男子 25 名，女子 50 名)。

分析を行えていない。今後はより長期的な観点から学

T1 の 2 週間後に北米に出発し，T2 時点で留学開始 4

習観や学習方略の変化を捉えていくことが求められる。

か月後であった留学群 37 名，T2 時点で留学未経験で

.37*

あった未留学群 38 名からなる。留学群は両時点の，未

.51**
注1) 値は非標準化係数

留学経験

留学群は T2 のオンライン調査に参加した。
質問項目 活用志向 赤松 (2017) より 5 項目 精緻
化方略 赤松 (2017) より 3 項目

活用志向
.39† (.58*)

精緻化方略

**

*

†

注2) < .01, < .05, < .10

Figure 1. 活用志向の部分媒介効果
(AKAMATSU Daisuke, NAKAYA Motoyuki, KAWAMOTO Kentaro)
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1-14

日本語版 5DCR 尺度(The Five-Dimensional Curiosity Scale-Revised)の開発
―好奇心の領域とタイプについて―
○西川 一二 1
（1 京都大学教育学研究科）
キーワード：好奇心, 尺度開発，好奇心の領域とタイプ
Table 1 日本語版5DCR尺度の因子パターン行列と尺度の信頼性 （N =337）
因子

問題
好奇心は，探索行動の根源にある（Berlyne, 1960; 波
多野・稲垣, 1971）
。好奇心は，この探索行動の根源を

JE CSCOSC DS TS ST h 2
探究の喜び(Joyous Exploration: JE)

4.新しい知識を学ぶことは魅力的だと思う
3.なじみのない物事について、知るのを楽しみにしている
2.物事をじっくりと考えられる機会を探している
1.困難な状況でも、それを成長と学びの機会ととらえている

基盤に，探索対象の種類，社会的価値や環境などの様々

秘密:社会的好奇心(Covert Social Curiosity: CSC) α =.83

な要因と接合し，多種多様な領域に展開される。好奇

23.人が口論をしていると、いったい何が起きているのか知りたくなる

心には，いくつかの領域やタイプがある。

24.身近な人の私生活を探りたくなる

Kashdan et al,.(2018)は，好奇心の領域やタイプに関す
る個人差を包括的に捉えるために，従来の尺度研究を
参照し，好奇心を 5 つの次元（「探究の喜び(Joyous
Exploration)」
「欠乏の感受性(Deprivation Sensitivity)」
「ス
トレス耐性 (Stress Tolerance)」
「社会的好奇心 (Social
Curiosity)」
「スリル探求 (Thrill Seeking)」
）に集約して，
“The Five-Dimensional Curiosity Scale (5DC 尺度; 計 25
項目，
7 件法) ”
を開発した。
その後，
Kashdan et al., (2020)
は，この 5 次元のうち，対人情報への好奇心を示した
「社会的好奇心」次元を再考した。彼らは，この次元の
下位に，対話や質問を伴う探索の動因の“Overt” と，
詮索や覗きを伴う詮索の動因 の“Covert”の 2 つの下

平均

SD

α =.83

22.他の人々のそばにいると、その人たちの会話が聞きたくなる
21.人が会話していると、何についての話なのか知りたくなる

.91
.85
.60
.57

.06
.02
-.07
-.01

.01
-.01
.01
.00

-.08
-.03
.13
.07

-.03
.04
-.03
.06

.03
-.09
.18
-.11

.79
.71
.49
.39

5.4
5.0
5.0
4.7

1.3
1.3
1.3
1.4

.04
.07
-.03
-.15

.94
.76
.75
.41

-.10
-.02
.12
.23

.02
-.08
.10
-.07

-.01
.04
-.08
.12

-.03
.01
.01
.05

.78
.58
.69
.37

4.4
4.7
4.7
3.9

1.6
1.6
1.5
1.7

公然:社会的好奇心(Overt Social Curiosity: OSC) α =.87
18.興奮している人と話しをするとき，
-.02 -.03 .84 .00 -.04 -.01 .64 4.4 1.6
なぜその人が興奮しているのか、そのわけを知りたくなる
19.人と話をするとき、何か、その人の興味深い点を見つけようとする .02 -.02 .81 .08 -.01 -.01 .70 4.4 1.5
17.周りの人が何に興味を持っているのかを知りたくて、色々質問する
20.人々の行動のわけを探り出したくなる

.05 .00 .77 -.10 .12 -.02 .64 4.3 1.5
.00 .15 .66 .02 -.07 -.01 .54 4.5 1.5

欠乏の感受性（Deprivation Sensitivity: DS) α =.82
7.問題の答えが分からないとフラストレーションがたまるので、
答えをもとめて、いっそう頑張る

-.03 -.03 -.04 .94 .00 -.11 .79 4.0 1.4

6.答えがわからないと落ち着かないので、
一つの問題に何時間も費やすことがある

-.03 .09 -.07 .84 -.01 .04 .69 4.2 1.6

8.解かなければならないと感じた問題には、しつこく取り組む

.12 -.06 .13 .60 -.05 -.02 .49 4.4 1.5

5.難しい問題の答えを考え続けて、夜、寝付けないことがある

.01 -.03 .05 .49 .15 .15 .39 3.9 1.7

スリル探求(Thrill Seeking; TS) α =.81
14.暇な時間があったら、少しゾクッとするような経験をしてみたい

-.11 .01 .01 .00 .86 .02 .72 3.4 1.8

13.身の危険をかけた行為はエキサイティングだ

.02 -.03 -.07 .04 .79 -.09 .60 3.5 1.7

15.あらかじめ、お膳立てされた冒険よりも、
その場で体験してゆく危険な冒険の方が、はるかに魅力的だ

.08 .07 -.02 .03 .64 .01 .48 4.2 1.6

16.予測不能で刺激的な友人の方が好きだ

.10 -.03 .10 -.03 .52 .06 .35 4.2 1.6

ストレス耐性（Stress Tolerance: ST) α =.75
10.不確実な状況により生じるストレスには立ち向かえない

.08 -.01 -.06 .00 .02 .74 .54 4.3 1.4

9.新しい経験をしようとしても、
ちょっとでも疑わしいところがあれば、避けてしまう

-.05 .01 -.03 -.04 .00 .73 .52 4.3 1.4

11.自分の能力に確信がないと、知らない場所を探索するのは難しい

-.05 -.05 .01 -.02 -.03 .67 .44 4.4 1.5

12.不意をつかれるかもしれないと思うと、集中できなくなる

-.01 .08 .07 .07 -.02 .50 .33 4.3 1.6

位次元を指摘し，5DC 尺度の構成概念を改訂した。改

開発は，原著者に日本語版の開発の許可を得て実施さ

訂版の“The Five-Dimensional Curiosity Scale-Revised

れた。項目作成では，心理学を専門とする研究者 2 名

「社会的
(5DCR 尺度；計 24 項目, 7 件法)” の開発では，

で行った。その後，複数回の予備調査を実施し項目の

好奇心」に関わる 4 項目が新規追加され，安定しない 5

修正を行った。予備調査で得られた 24 項目の因子構

項目は除外された。

造を検討するため探索的因子分析を行った。また尺度

これまで応用分野において，好奇心による学習効果
や，好奇心の精神的健康や対人関係への影響が指摘さ

の内部一貫性を検討するため Cronbach’s α を算出した。
結果と考察

れてきた(Kashdan, 2009)。多様な好奇心の効果を検討す

探索的因子分析の結果 (最尤法, Promax 回転), 24 項

るためには，好奇心の領域やタイプに関する個人差を

目は，想定した特定の因子に高い負荷量(>.40)が示され，

測定できる好奇心尺度が必要であると考えられる。本

各尺度の α 係数は，.75 以上であった (Table 1)。よって

研究では，日本語版 5DCR 尺度の開発を目的とした。

日本語版 5DCR 尺度の 6 因子構造と尺度の高い信頼性

方法
調査参加者 関西地方の大学生 337 名（男性 90 名,
246 名、不明 1 名；平均年齢 19.4 歳，年齢の SD=1.1）
分析方法 日本語版 5DCR 尺度(24 項目，7 件法)の

が確認できた。社会的好奇心の CSC と OSC は，対人
情報への探索方略の 2 タイプであると考えられ，今後
は, 好奇心の領域とタイプの観点で日本語版 5DCR 尺
（NISHIKAWA Kazuji）
度の妥当性の検討が必要である。
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1-15

気質特徴に適合した親子ふれあい遊び体験の養育者への効果
―子どもの気質タイプ別養育者の育児不安・育児自己効力感への効果―
武井祐子 1・門田昌子 1・奥富庸一 2・竹内いつ子 1・岩藤百香 1・岡野維新 1・寺崎正治 1
（1 川崎医療福祉大学，2 立正大学）
キーワード：気質, 親子ふれあい遊び, 育児不安, 育児自己効力感
問題 武井ら（2020a）は，従来の親子ふれあい遊びと

ラスター分析を行い, 対象者同士の類似性を検討し，3

比較して，気質特徴に適合した親子ふれあい遊びは日

つのクラスター（C1,C2,C3）に分類した。C1（33 人）

常生活に取り入れられる可能性が高く，養育者が育児

は慣れにくく, 臆病で大人しい気質タイプ, C2（17 人）

をする上でより有効な育児支援プログラムの 1 つにな

はわがままでよく泣く気質タイプ, C3（12 人）は穏や

ると指摘している。武井ら（2020b）は, 幼児期の気質

かで機嫌がよく, 生活リズムが安定している気質タイ

特徴を 3 つに分類し, 幼児期には慣れにくく, 臆病で

プであった。気質特徴に適合した親子ふれあい遊び体

大人しい気質タイプが多いが, わがままでよく泣く気

験前・後で，育児不安及び育児自己効力感に変化が認

質タイプの養育者は他のタイプより育児不安は高く,

められるかを明らかにするために，混合計画の 2 要因

育児自己効力感が低いことを明らかにしている。本研

（C1・C2・C3×体験前・体験後）の分散分析を行った

究では, 気質特徴に適合した親子ふれあい遊び体験が

（表 1）
。結果，育児不安尺度の中核的育児不安尺度に

幼児期の気質特徴のタイプによって養育者の育児不安

は，体験の主効果，育児不安尺度の中核的育児不安尺

と育児自己効力感に対する効果に違いがあるのかを検

度と育児時間尺度，育児自己効力感の接し方は，クラ

討し, その有効性を明らかにすることを目的とする。

スターの主効果が有意であった。交互作用は有意では

方法 被調査者 研究参加に同意した養育者（平均年

なかった。

齢 34.6 歳（SD=4.92）とその子ども（平均月齢 35.6 ヶ

わがままでよく泣く気質タイプ（C2）は，穏やかで

月（SD=11.12）
，男児 41 名，女児 41 名）の 82 組であ

機嫌がよく, 生活リズムが安定している気質タイプ

った。質問紙 (1)幼児気質質問紙 武井ら（2007）の

(C3)よりも，養育者の育児に対する漠然とした不安や

6 尺度 47 項目 (2)育児不安質問紙 手島・原口
（2003）

拘束感が高く，子どもへの接し方について自己効力感

の 3 尺度 24 項目 (3)育児自己効力感質問紙 井元

が低いことが明らかとなった。

(2007)の質問紙の「接し方」
「褒め方・叱り方」の 9 項

子どもの気質特徴に適合した親子ふれあい遊び体験

目 手続き 養育者が(1)(2)(3)に回答後，個別に子ど

は，養育者の育児自己効力感には変化を及ぼさないが、

もの気質特徴の結果を養育者にフィードバックし，気

子どもの気質特徴の違いによらず，育児に対する漠然

質特徴に適合した親子ふれあい遊びを実施した。
1 ヶ月

とした不安の低減には有効である可能性が示された。

後に(2)(3)への回答，返送を求めた。分析に用いたの

（ TAKEI Yuko, KADOTA Masako, OKUTOMI Yoichi,

は全ての質問紙に回答した 62 組であった。

TAKEUCHI Itsuko, IWADO Momoka, OKANO Ishin,

結果と考察 6 つの気質特徴について Ward 法によるク

TERASAKI Masaharu）

本研究は川崎医療福祉大学倫理委員会の承認を受け（17-050 号）
，JSPS 科研費 JP15K01928 の助成を受けて行ったものの一部である。
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1-16

大学生の発達障害者観に影響を与える要因

○岡田有司 1
（1 東京都立大学 大学教育センター）
発達障害 障害者観 大学生 接触仮説
問題と目的

結果と考察

大学には一定数の発達障害学生が存在しており，彼

障害者観尺度について因子分析を実施し，先行研究

らに対する誤解や偏見を減らしていくことが重要であ

と同様｢統合教育｣｢交流の場での当惑｣の2因子を得た。

る。大学生の発達障害に対する認識を扱った研究は多

次に，障害者観に影響を与える要因を重回帰分析で検

くないが，先行研究では発達障害者との接触経験や発

討した。その結果，｢統合教育｣についてはボランティ

達障害に関する知識などが発達障害の捉え方に影響を

ア経験，発達障害に対する関心が正の影響を与えてい

与えることが示されている(有川・鶴巻，2012；福島・

た一方，発達障害もしくは発達障害と思われる人との

清水，2016；菊地，2011；縄中・水口・湯澤，2011)。

接触人数は負の影響を与えていることが示された。｢交

しかし，これまでの研究ではこうした要因について

流の場での当惑｣については，発達障害の友人がいた

別々に検討されており，様々な形での発達障害への接

(いる)者，発達障害に関する本の読書経験がある者ほ

触や発達障害についての理解・関心を総合した形での

ど，当惑の度合いが低くなることが明らかになった。

検討はなされていない。したがって，本研究ではこれ

以上の結果からまず，接触仮説(Allport, 1954)に関

らの要因が大学生の発達障害者観にどのような影響を

する研究で示されてきたように，ボランティア経験が

与えているのかを明らかにすることを目的とする。

あることや発達障害の友人がいた経験があることは，

方法

発達障害に対するポジティブな認識につながることが

(1)調査協力者および手続き 調査は 2017 年 6 月～

確認された。同時に，接触仮説では単なる接触は偏見

2019 年 7 月に国立 A 大学の授業内で実施され，178

の低減につながらないことが指摘されているが，本研

名分のデータを分析に用いた。(2)調査項目 ①発達障

究でも発達障害者との接触人数が統合教育にネガティ

害との接触に関する項目：家族・親族に発達障害の人

ブな影響を与えることが示され，接触の際には何らか

がいるか，発達障害の友人がいる(いた)か，発達障害も

の構造化が重要であることが示唆された。この他，読

しくは発達障害と思われる人との接触人数，発達障害

書といった間接的な接触も有益であることが示された。

の支援に関するボランティア経験の有無，発達障害に

付記：本研究は JSPS 科研費 18K02746 の助成を受けた。
（OKADA Yuji）

関する授業の受講経験，発達障害に関する本の読書経
験，発達障害に関するテレビ・映画の視
聴経験について尋ねた。②発達障害につ
いての理解・関心：発達障害に対する主
観的な理解度(4 項目)，発達障害に関す
る関心(1 項目)について 4 件法で尋ねた。
③発達障害者観：河内(2004)の障害者観
尺度を発達障害について尋ねる表現に
修正し用いた。本尺度は「統合教育」
「交
流の場での当惑」の 2 つの下位尺度から
成る。回答は 6 件法で求めた。

大学生の発達障害者観に影響を与える要因
統合教育
性別：男
学部：文系
学部：医療系
家族・親族に発達障害の人がいる
発達障害の友人がいた(いる)
発達障害もしくは発達障害と思われる人との接触人数
発達障害の支援に関するボランティア経験有
発達障害に関する授業の受講経験
発達障害に関する本の読書経験
発達障害に関するテレビ・映画の視聴経験
発達障害に対する関心
発達障害に関する主観的な理解度
2
R
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-.21
.21

交流の場での当惑

-.23

**

-.17

*

**
**

.27

***

.21

***

.09

***

1-17

大学生の留学体験における異文化適応の測定（１）
―社会文化的適応尺度（SCAS－R）日本語版作成の試み―
○沼田真美 1・小田切紀子 2・Erik Noftle3
（1 大妻女子大学、2 東京国際大学、3Willamette University）
キーワード：留学体験、異文化適応、大学生
問題

―5．とてもあてはまる）で回答を求めた。

海外の大学等に留学を開始した日本人学生は 2018 年

結果と考察

度時点において，11 万 5 千人を超え（日本学生支援機

SCAS-R の因子構造に基づき，確証的因子分析を行っ

構，2020）
，年々増加傾向にある。このうち，3 か月以

た。因子負荷量，平均値，標準偏差を Table1 に示す。

上留学先に滞在した学生は，約 24.1％であった。留学

因子負荷量は，多くの項目において一般的基準であ

生は異文化に適応する中で，現地学生よりもメンタル

る.35 を上回っていたが，
基準に至らなかった2 項目は，

ヘルスの問題を抱えやすいことが報告されている

除外した。その結果，原版と同様の因子構造を有して

（Forbes & Sawyer, 2016）
。語学力の向上など，留学の

いることが明らかにされた。EA の信頼性係数は低い値

目的を果たすためには，異文化への適応が重要である

であったが，留学先の学生寮の状況が反映された可能

と考えられる。異文化への適応を学業だけでなく，複

性が高く，尺度や翻訳の問題でないと考えられる。

数の側面から捉えようとする有用な尺度として，社会

（NUMATA Mami, ODAGIRI Noriko, NOFTLE Erik）

文化的適応尺度（Wilson, 2013；以下，
Table1

SCAS-R とする）がある。そこで，本研究で

社会文化的適応尺度(SCAS-R)確証的因子分析結果（ n =186 ）

は，SCAS-R を邦訳し，留学経験のある大学
生を対象として，日本語版の SCAS－R を作

Mean(SD)

F1

F2

F3

F4

F5

F1: 対人コミュニケーション（IC) (α=.73)
1 人間関係を形成し、維持する

3.67 (0.90)

.66

.00

.00

.00

.00

16 異性と交流する

3.95 (0.98)

.60

.00

.00

.00

.00

方法

3 社会的行事で交流を図る

3.33 (1.20)

.58

.00

.00

.00

.00

項目の邦訳：原版との概念的等価性を担保す

11 現地の文化に合わせて、話す速度を変える

3.74 (1.00)

.56

.00

.00

.00

.00

るため，SCAS-R の第一著者（Wilson, J）か

6 他人のしぐさや表情を正しくとらえ、対処する

3.92 (0.82)

.51

.00

.00

.00

.00

13 他人の感情を正しくとらえ、対処する

3.84 (0.76)

.51

.00

.00

.00

.00

現地の文化にふさわしい方法で、他の生徒や同僚に自分
3.60 (0.93)
の考えを伝える

.00

.73

.00

.00

.00

成することを目的とする。

ら翻訳の許可を得た後，第 2 著者によって邦

F2: 学業や仕事の能力（AWP） (α=.69)

訳された項目は，第 3 著者によって元尺度と

17

意味の相違がみられないか判断された。

7 他の生徒や同僚と効率よく作業を進める

3.80 (0.86)

.00

.59

.00

.00

.00

調査参加者：米国留学プログラムに参加した

2 学校や職場での責任を果たす

3.91 (0.68)

.00

.54

.00

.00

.00

12 自分の能力を高めるため、他の生徒や同僚の意見を聞く

3.98 (0.77)

.00

.51

.00

.00

.00

14 地域社会活動を手伝ったり、参加したりする

3.14 (1.07)

.00

.00

.61

.00

.00

使用尺度：上記の手続きによって邦訳された，

8 自分にとって必要な地域サービスを利用する

3.56 (0.94)

.00

.00

.57

.00

.00

SCAS-R 候補項目への回答を求めた。SCAS

18 面倒な公的手続きをこなす

3.01 (0.98)

.00

.00

.49

.00

.00

4 趣味や興味を継続する

4.03 (0.89)

.00

.00

.44

.00

.00

直後の私立大学生 186 人（男性 87 人、女性
86 人）

－R は，対人コミュニケーション（IC）6 項

F3: 個人的興味および地域社会参加（PICI) (α=.60)

F4: 環境適応（EA) (α=.41)

目，学業や仕事の能力（AWP）4 項目，個人

19 生活のペースに慣れる

3.97 (0.81)

.00

.00

.00

.59

.00

的興味および地域社会参加（PICI）4 項目，

15 一人で様々な場所へ出かける

3.76 (1.09)

.00

.00

.00

.40

.00

5 近隣の騒音に慣れて、気にならなくなる

3.35 (1.14)

.00

.00

.00

.37

.00

生態学的適応（EA）3 項目，言語熟達度（LP）

F5: 言語熟達度（LP) (α=.76)

2 項目の 5 因子からなる。これらすべての項

10 「現地言語」を理解し、話す

3.63 (0.89)

.00

.00

.00

.00

.86

目に対して 5 件法（1．全くあてはまらない

20 「現地言語」を読み書きする

3.80 (0.90)

.00

.00

.00

.00

.75
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中学生における教師からの欲求支援行動と学習行動との関連
―制御焦点に着目して―
○海沼 亮 1・外山 美樹 2・長峯 聖人 3・湯 立 4・三和 秀平 5・相川 充 6 #
（1, 2, 3, 4, 5, 6 教育テスト研究センター 1, 3 筑波大学大学院人間総合科学研究科
2, 4, 6

筑波大学人間系

5

信州大学学術研究院教育学系）

キーワード：欲求支援行動，学習行動，制御焦点
問題と目的
教師からのサポートは，子どもの学習への取り組み

できるように表現を一部修正した。調査には，今回の
分析に使用していない項目も含まれていたが省略する。

を高めることが示されている。例えば，Reeve et al.

結果と考察

（2004）は，教師からの自発的な考えを促すような自律

各下位尺度に一定程度の内的一貫性（α＝.71～.91）

性支援行動が高校生の学習へのエンゲージメントを高

が確認されたため，加算平均値を分析に用いた。続け

めることを報告している。しかしながら，近年では，

て，行動的エンゲージメントと持続性の欠如をそれぞ

欲求支援行動の効果は，一様ではないことも報告され

れ従属変数とした階層的重回帰分析を実施した。具体

ている（Vasquez et el., 2016）
。こうした点と関連して，

的には，第 1 ステップで，制御焦点と欲求支援行動，

Hui et al.（2013）は，制御焦点（Higgins, 1997）に着目

第 2 ステップで，促進焦点と自律性支援行動の交互作

し，理想や獲得に焦点化する促進焦点の傾向が強い個

用項，防止焦点と関係性支援行動の交互作用項を投入

人は，自律性支援行動を，義務や安全に焦点化する防

した。そして，交互作用項が有意であった場合，単純

止焦点の傾向が強い個人は，関心や支持的な姿勢を示

傾斜分析（M±1SD）を実施した。

すような関係性支援行動を享受することで，親密な関

行動的エンゲージメント 第 1 ステップが有意であっ

係における適応指標が向上したことを報告している。

た（R2＝.30, F(4, 307)＝32.74, p＜.01）
。さらに，第 2 ス

よって，サポートの効果を検討する際には，制御焦点

テップの増分も有意であり（ΔR2＝.02, F(2, 305)＝4.39, p

のような個人の特性を加味することで，より精緻な知

＝.01）
，
促進焦点と自律性支援行動の交互作用項のみ有

見が得られると考えられる。

意であった。単純傾斜分析の結果，促進焦点が高い場

そこで，本研究では，中学生における教師からの欲

合，自律性支援行動の傾きは有意であったが（B＝0.28,

求支援行動と学習行動（行動的エンゲージメント，持

β＝.33, p＜.01）
，促進焦点が低い場合，自律性支援行動

続性の欠如）との関連について制御焦点のはたらきを

の傾きは有意でなかった（B＝0.07, β＝.09, p＝.42）
。

踏まえて検討することを目的とする。

持続性の欠如 第1 ステップは有意であったものの
（R2

方法

＝.04, F(4, 307) ＝3.37, p＝.01）
，第 2 ステップの増分は

調査協力者と調査手続き 関東地方の中学 1，2 年生

有意ではなかった（ΔR2＝.01, F(2, 305)＝2.42, p＝.09）
。

341 名であった。調査は，著者らの所属する大学の研究

以上の結果から，促進焦点の傾向が強い個人には，

倫理委員会の承認を得たうえで，学校長から研究実施

選択肢を与えたり，自発的な考えを促したりする自律

の同意を得て，クラスごとに集団で実施した。

性支援を行うことで，学習への取り組みを向上させる

使用尺度 制御焦点（海沼他，2019）
，欲求支援行動

ことができると考えられる。今後は，防止焦点の傾向

（肖・外山，2020）の「自律性支援行動」と「関係性支

が強い個人の学習への取り組みを高めるサポートの在

援行動」
，行動的エンゲージメント（梅本・田中，2012）
，

り方について検討を進める必要があると考えられる。

持続性の欠如（下山，1985）を用いた。なお，制御焦

（KAINUMA Ryo, TOYAMA Miki,

点は，促進焦点と防止焦点から構成される。欲求支援

NAGAMINE Masato, TANG Li, MIWA Shuhei,

行動は，学校の先生を対象に教示をし，中学生が理解

AIKAWA Atsushi）
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科学教育における 21 世紀型スキル
―大学生を対象にした実態調査―
谷口 弘一
（岡山理科大学教育学部）
キーワード：科学教育，21 世紀型スキル，大学生
問題と目的

（6 項目）
」
，
「複雑なコミュニケーション・社会的能力

熊野（2017）は，21 世紀型スキルの科学教育への導

（3 項目）
」
，
「非定型的な問題解決（7 項目）
」
，
「自己管

入について，アメリカで行われた議論をとりまとめて

理・自己啓発（5 項目）
」
，
「システム思考（3 項目）
」の

いる。21 世紀型スキルと科学教育改革に関する専門家

5 つの下位尺度をもつ。得点が高いほど，各スキルが

会議から提案された 21 世紀型スキルは，適応力

高いことを示す。

（Adaptability）
，複雑なコミュニケーション・社会的

結 果

能力（Complex communication/social skills）
，非定型

科学教育における 21 世紀型スキル尺度の分析 因子

的な問題解決（Nonroutine problem solving）
，自己管

数を 5 に固定した因子分析（最尤法・プロマックス回

理・自己啓発（Self-management/self-development）
，

転）を行った結果，最終的に 17 項目が残った。第 1

システム思考（Systems thinking）の 5 つである。

因子は「非定型的な問題解決」
，第 2 因子は「自己管理・

山科・佐藤・今村（2018）は，上述した科学教育に

自己啓発」
，第 3 因子は「複雑なコミュニケーション・

おける21世紀型スキルに含まれる5つの能力を測定す

社会的能力」
，第 4 因子は「適応力」
，第 5 因子は「シ

る尺度（全 24 項目）を新たに開発し，我が国の中学生

ステム思考」と命名した。

における 21 世紀型スキルの獲得状況について実態調

学年，性別，下位尺度による 21 世紀型スキルの差 学

査を行った。分析の結果，全体的傾向としては，ほと

年と性別を個人間要因，21 世紀型スキルの各下位尺度

んどの質問項目において高い得点が示されたが，
「非定

を個人内要因とした 4×2×5 の 3 要因分散分析を行っ

型的な問題解決」ならびに「自己管理・自己啓発」に

た結果，各要因の主効果ならびに交互作用のいずれも

関する項目の一部については得点が相対的に低いこと

有意ではなかった（Table 1）
。

が明らかとなった。

Table 1

学年と性別による21世紀型スキルの各下位尺度の平均値と標準偏差
1年生

本研究では，山科他（2018）が作成した科学教育に
おける 21 世紀型スキル尺度を用いて，大学生がどの程

非定型的な問題解決

度 21 世紀型スキルを獲得しているかについて実態調

自己管理・自己啓発
複雑なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・社会的能力

査を行った。
適応力

方 法
調査対象者と手続き 大学生 76 名（男性 40 名，女性
36 名）が調査に参加した。平均年齢は 20.58 歳（SD =

システム思考

2年生
b

c

3年生

4年生

男性a

女性

男性

女性d

男性e

女性f

男性g

3.46

3.65

3.54

3.61

3.46

3.68

4.20

女性h
3.63

(1.15)

(.48)

(.73)

(1.05)

(.65)

(.51)

(.64)

(.34)

4.25

4.13

3.81

3.67

3.49

4.00

4.47

3.25

(.69)

(.83)

(.80)

(1.38)

(1.03)

(.65)

(.38)

(.96)

3.58

3.75

3.58

3.33

3.95

3.56

4.40

4.00

(.57)

(.61)

(.68)

(1.21)

(.60)

(.66)

(.60)

(.82)

3.38

3.44

3.75

3.75

3.63

4.00

3.90

3.50

(1.70)

(.73)

(.45)

(1.41)

(.98)

(.77)

(1.14)

(.41)

3.75

3.58

3.61

3.94

3.93

3.83

4.67

3.50

(.92)

(.75)

(.45)

(1.06)

(.63)

(.72)

(.47)

(.64)

注) 括弧内の数値は標準偏差。
a

n = 4, b n = 8, c n = 12, d n = 6, e n = 19, f n = 18, g n = 5, h n = 4.

1.07）であった。調査は，スマートフォンなどの携帯

考 察
大学生は，特定の種類のスキルに偏ることなく，5

端末を利用して，ウェブ上で実施された。
調査内容 調査には，年齢，性別など人口統計学的変

種類すべてのスキルを万遍なく獲得できていることが

数を質問する項目に加えて，以下の尺度が含まれてい

示された。また，性別に関わりなく，大学入学時点に

た。(1) 科学教育における 21 世紀型スキル：山科他

おいて，すでに 21 世紀型スキルを身につけているこ

（2018）が作成した 24 項目からなる科学教育における

とがうかがえる。

21 世紀型スキル尺度を使用した。本尺度は，
「適応力

（TANIGUCHI Hirokazu）
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1-21

点数表記の有無が達成動機づけに及ぼす影響

○西山亮 1・伊藤崇達 2
（1 九州大学大学院人間環境学府・2 九州大学大学院人間環境学研究院）
キーワード：自動動機, テスト, 点数評価, 無意識, 達成
問題と目的

いては, 交互作用効果が有意であった(F(1, 88)=7.20, p

近年, 動機づけが無意識の中で活性化し, 行動や判断

<.01)。単純主効果検定の結果, 点数表記有の条件では,

を先導する, 「自動動機」(Bargh, 1990)の研究が進められ

達成群の方が正答率が有意に高かった。一方で, 統制群

ている。しかしながら, 問題点として結果の質的な違いが

において, 点数表記有条件の方が正答率が有意に低かっ

十分に検討できていないことが挙げられている。

た。

及川(2005)は, 時間的余裕というテスト状況によって

次に, 否定感情及び接近志向性, 回避志向性に対して
2×2(プライミング×点数表記)の分散分析を行ったが,

達成プライミングの効果が異なることを示している。
達成動機づけに影響を与えるテスト状況として, 形式

いずれも有意な差はみられなかった。

や評価システムも考えられないだろうか。今回はその中

考察

でもテストにおける点数評価の効果に注目する。点数表

達成を動機づけられた参加者にとって, 点数を表記さ

記の有無及び達成動機づけのプライミングが, テストへ

れることがプラスに作用し, 逆に表記されないことがマ

の否定感情と接近・回避の志向性に及ぼす影響について

イナスに作用した。これは, 点数の存在がその具体性に

検討することを本研究の目的とする。

よって参加者の自己効力感に影響を与えたと考えられる。

方法

すなわち,「点数」という具体的な指標を得た上で達成を

参加者 国立大学の学生 92 名

動機づけられた点数表記有の参加者は高い自己効力感を

実験計画 プライミング 2(達成・統制)×点数表記 2（有・

もって高い得点や率をあげることができ, 逆に明確な目

無）の 2 要因計画で実施した。

標を自覚できず, 達成を動機づけられた点数表記無の参

手続き まず，乱文再構成課題(及川, 2005)を用い, プライ

加者は, 達成動機づけがプレッシャーとなり低い得点や

ミング操作を行った。次に，穴埋め式のテストを用い, 行

率となったと考えられる。一方で, 統制群において点数

動指標を測定した。このとき資料の使用が許可されてお

表記があった参加者は自己効力感のみが高まったことで

り, 参加者全員が全ての問題に解答することが可能な状

点数を取ろうと解答したようであるが, そのほとんどは

態であった。最後に，テストへの否定感情 4 項目, 接近志

正答につながるものではなかったと推測される。

向性4 項目, 及び回避志向性 4 項目(いずれも 7 件法)につ
いて, 質問紙を配布し回答を求めた。

いずれにせよ, 有意な結果が見られなかった感情面に
ついてより深く調査し, 今後さらに考察を重ねていく必

結果

要がある。

テストの解答数, 正答数, 正答率(正答数/解答数)に

引用文献

対して2×2(プライミング×点数表記)の分散分析を行っ

Bargh, J. A. (1990). Auto-motives: Preconscious determinants

た。分析の結果, 解答数について点数表記の主効果が有

of social interaction. In E. T. Higgins & R. M. Sorrentino

意であった(F(1, 88)=4.99, p<.05)。また正答数ついては

(Eds.), Handbook of motivation and cognition: vol.2. New

交互作用効果が有意であった(F(1, 88)=7.37, p<.01)。単

York: Guilford Press. Pp.93—130.

純主効果検定の結果, 点数表記有条件では, 達成群の方

及川 昌典 (2005). テスト状況における達成プライミン

が正答数が有意に多かった。また, 達成群において, 点数
表記有条件の方が正答数が有意に多かった。正答率につ
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グの効果 教育心理学研究，53，297—306.
（NISHIYAMA Ryo, ITO Takamichi）

1-22

学習中ユーザの可視化は効力期待の低い学習者の学習行動を促進する

○澤山 郁夫 1・三宮 真智子 2・寺澤 孝文 3
（1 兵庫教育大学，2 大阪大学，3 岡山大学）
キーワード：スマートフォン，e ラーニング，効力期待，学習行動，個人差
問題

結果と考察

効力期待の低い学習者が自発的に学習を行うのは容

効力期待を測る３項目の合計を効力期待得点とした

易ではない。一方，澤山・三宮・寺澤（印刷中）の探

（α=.727）
。また，初週にアクセスが一度もない者につ

索的分析は，スマートフォンを媒体とした教員採用試

いては，学習条件の操作が十分に行われていないと判

験対策の学習アプリケーションにおいて，ツイート機

断し，以降の分析から除外した。その結果，ソーシャ

能やオンライン人数表示機能等から構成されるコミュ

ル条件 28 名，単独条件 16 名が分析対象となった。澤

ニケーション機能が，学習頻度に対する効力期待の低

山他（印刷中）と同様の手続きにより設問閲覧回数を

い学習者の自発的な学習行動（設問閲覧回数）を促進

集計し，学習条件，効力期待およびその交互作用項を

させる可能性を示唆した。ただし学習期間中，ツイー

説明変数とするロバスト回帰分析を行った。結果，澤

ト機能やコメント機能には１件も投稿がなされなかっ

山他（印刷中）と同様の交互作用が認められ（b=-11.21,

たことから，この効果の要因としては，複数の機能か

SE=5.50, t(43)=-2.04, p=.048）
，単独条件では効力期

ら構成されるコミュニケーション機能のうち，参加者

待が高い学習者ほど設問閲覧回数が多かったのに対し

が何らかの投稿をしなくとも成立するオンライン人数

（b=7.76, SE=3.71, t(43)=2.09, p=.042）
，ソーシャル

表示機能によるところが大きいと解釈された。

条件ではこの関係が認められなかった（b=-3.45,

Bandura（1977）は効力期待の源泉の一つとして代理

SE=4.06, t(43)=-.85, p=.501）。すなわち，学習中ユ

経験（vicarious experience）を挙げており，他の学習

ーザを可視化したソーシャル条件では，効力期待の低

者が学習している様子を想起させるオンライン人数表

い学習者も，効力期待の高い学習者と同程度に，設問

示機能はこれを促した可能性が考えられる。本研究で

閲覧回数が多かった。これらの一貫した結果は，他の

は，他のユーザが学習している様子をより想起するこ

ユーザが学習している様子を想起させる機能が，効力

とができるように，オンラインユーザのうち学習中ユ

期待の低い学習者の自発的な学習行動を促進すること

ーザを可視化するよう改良を加え（図１）
，また効力期

を示している。

待に関する尺度の信頼性を高めた検討を行う。

付記
本研究は，第 44 回教育システム情報学会全国大会（澤山・三宮・

方法
参加者 教員志望の大学生 47 名
学習期間 2016 年７月４日から１ヶ月間

寺澤，2019）で発表した内容について，分析を深めたものです。

引用文献
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying theory of

変数 効力期待に関して，事前に３項目で問うた。
手続き 参加者はコミュニケーション機能を付与す

Behavioral Change. Psychological Review, 84, 191-215.
澤山 郁夫・三宮 真智子・寺澤 孝文（印刷中）
．学習アプリにおける
コミュニケーション機能による学習行動の継続促進効果およびその

るソーシャル条件と付与しない単独条件に無作為割付
され，１ヶ月間，ノルマなく自由に学習を行った。

個人差 II：追試報告．兵庫教育大学研究紀要，57.
澤山 郁夫・三宮 真智子・寺澤 孝文（2019）
．Web 上での学習者間相
互交流の仕組みが e ラーニングに対する動機づけに与える効果
（V）
：学習への「とりかかり」というハードル越えを支える効果．第
44 回教育システム情報学会全国大会講演論文集，D5-1，375-376．

（ SAWAYAMA Ikuo,
図１ ソーシャル条件の学習画面上部

TERASAWA Takafumi）
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SANNOMIYA Machiko,

1-23

祖父母養育行動および祖父母-子ども関係と子どもの向社会性との関連
毛 依文
（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）
キーワード：祖父母養育，愛着関係，子どもの向社会性
問題

④子どもの向社会性：子どもの強さと困難さアンケー

祖父母養育や祖父母との関係が子どもの発達に影響

ト(Strengths and Difficulties Questionnaire, Goodman, 1997)

を及ぼすことが多くの研究で指摘されてきている（e.g.,

から向社会性に関する 5 項目を使用し，保護者から回

Xing ら, 2016；Hayslip et al., 2018）が，祖父母の養育行

答を求めた。

動および祖父母との愛着関係と子どもの発達との三者

手続き 調査は学校⻑と保護者の許可を得た上で，保

間の関係についてはまた検討されていない。また，一

護者と⼦どもそれぞれに質問紙調査を⾏なった。

人の子どもについて，父方・母方，および祖父・祖母
結果と考察

を識別した上で，それぞれの影響性を検討した研究は

子どもの向社会性に対する養育行動を起点変数とし

未だない。
本研究では，祖父母の養育行動と祖父母－孫の愛着

た愛着関係媒介モデル（保護者の養育行動の良好さ→

関係がそれぞれ子どもの発達とどのように関連するか，

愛着関係の形成→向社会性の発達）に沿って，三者間

子どもの発達変数として向社会性を取り上げ，両親の

の関係を説明するためのパス解析を行なった。各対象

養育行動・愛着関係も含めて包括的に検討することを

の養育行動はそれぞれ子どもとの愛着関係の 28% ~

目的とする。

53.5%を説明し，各対象について養育行動が子どもとの
方法

愛着関係を予測できるという結果が得られた。子ども

被調査者 中国寧夏，河南，内モンゴル三つの省におけ

の向社会性に対して，祖父母の愛着関係の偏回帰性係

る⼩学５，６年⽣およびその保護者１名を対象として

数は β = .171 ~ .202（p < .05）であり，親の β = .261（p

調査を⾏なった。有効な質問票として 590 部を回収し

<. 001）と比べてわずかに低めであった。対象にかかわ

た。

らず，レベルの高いケアとコントロールが良き愛着関

調査時期 2019 年 9 月

係を築き，さらにその愛着関係が子どもの高い向社会

尺度構成

性を予測できることが示された。

①フェースシート：子どもの性別（男＝1，女＝2）
，年

子どもの向社会性に対する保護者全員の影響性に関

齢，一人っ子であるかどうかを尋ねた。

する相対的な関係を推定するために，共分散構造分析

②養育行動：養育体験認知に関する自己記入式調査票

を行なった。モデル適合度指数は，CFI = .994，RMSEA

(Egma Minnen Beträffende Uppforstran for Children，

= .031 であった。各愛着関係に対するそれぞれのケア

EMBU-C, Murris, 2003) 中国語版から、ケア：8 項目,コ

とコントロールの養育行動はすべて有意水準に達した

ントロール；8 項目を使用した。

（推定値 = .235~ .563, p < .001）
。また，向社会性に対

③愛着関係：Network Relationships Inventory- Behavioral

するパスが有意水準に達したのは母親愛着（推定値

Systems Version(NRI-BSV, Furman & Buhrmester, 2009)中

= .142, p < .05）
，母方祖母ケア（推定値 = .147, p

国語版から安全基地と安全避難所それぞれ 3 項目，
計6

< .05）
，性別（推定値 = .087, p < .05）であった。共同

項目を使用した。

養育の環境においても，子どもの向社会性に対して母

EMBU-C と NRI-BSV では父方祖父、父方祖母、母
方祖父、母方祖母、父と母の 6 対象に対して，子ども

方祖母のケアな養育は母親と同程度の影響力があるこ
とが示された。
（MAO Yiwen）

にそれぞれについて回答を求めた。
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1-24

共働き夫婦のコペアレンティングと就学前の子どもの適応
○小林 聡子 1
（1 お茶の水女子大学大学院）
キーワード：コペアレンティング, 夫婦共同育児, 子どもの適応
＜問 題＞

手続き：関東圏の保育園・認定こども園を通して、質

コペアレンティングとは、夫婦が共に育児を行う上

問紙調査を配布し、夫婦別に郵送法にて回収した。

で、両者がどのように親としての役割を調整し、サポ

測定尺度：コペアレンティング関係評価（Coparenting

ートし合っているかを示す概念であり、夫婦関係およ

Relationship Scale 日本語版：武石ら，2017）
；35 項目,

び親子関係とは別の家族サブシステムとして定義され

α＝.80-.87, 子どもの適応（Strength and Diﬃculty

る（Feinberg, 2003）
。欧米の研究では、コペアレンティ

Questionnaire 日本語版；Sugawara, et al.,2006)

ング関係の質が子どもの適応に影響を与えているとい

＜結果と考察＞

うことがさまざまな研究で示されている（e.g. ,Belsky,

属性変数を統制した上で、父母双方のコペアレンティ

Putna, & Crnic, 1996）
。しかし、多くの研究では、母親

ング評価が子どもの適応（外在化型問題、内在化型問

のみの検証、もしくは、父親母親別の検証であり、父

題、向社会性）を予測するモデルを想定し、Step1 に属

親と母親双方が認知するコペアレンティング関係と子

性変数、Step2 に父母それぞれのコペアレンティング評

どもの適応との関連を同時に分析した研究は限られて

価を投入した階層的重回帰分析を行った（Table1）
。そ

いる(Kwon et al.,2013)。また、日本においては、コペア

の結果、子の外在化型問題行動については父親のコペ

レンティングに関する研究は始まったばかりであり、

アレンティング評価による影響が有意であった。子の

両親のコペアレンティングと子どもとの適応との関連

内在化型問題行動については母親のコペアレンティン

を示した研究はまだない（加藤ら, 2014；武石ら, 2017）
。

グ評価による影響が有意であった。子の向社会性につ

そこで本研究では、日本の共働きの父親母親双方の認

いてはいずれのコペアレンティング評価による影響も

知するコペアレンティング関係に焦点を当て、子ども

有意でなかった。以上から、コペアレンティング関係

の外在化型問題、内在化型問題、向社会性との関連を

のよさが子どもの問題行動を抑制する可能性が示され

検討することを目的とした。

た。また、父親および母親のコペアレンティング関係

＜方 法＞

評価はそれぞれ子どもの適応の異なる側面に影響する

調査時期：2019 年 9 月～12 月

ことが示された。

調査対象：2～6 歳の子どもをもつ共働き夫婦 146 組

（SATOKO Kobayashi）

Table1 子どもの適応を従属変数とした階層的重回帰分析
従属変数

外在化型問題
Step1

子どもの年齢

内在化型問題
Step2

Step1

向社会性
Step2

Step1

Step２

β

Β

β

β

β

β

-.196*

-.230**

-.020

-.001

. 089

.102

子どもの性別（男=０，女=１）

.073

.098

-.024

-.005

-.004

-.023

母親の学歴

-.036

-.050

.002

.065

-.122

-.138

経済的ゆとり感

-.116

-.058

-.174

-.138

.059

.020

母親の Coparenting

-.057

-.435***

.172

父親の Coparenting

-.246*

.127

.079

R²

.054

.128**

.031

.168**

.020

.069

ΔR²

.054

.074**

.031

.136***

.020

.049*
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