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Ⅰ　問題と目的
１．問題の所在
　文部科学省は2002年，2012年の２回に亘って「通常
学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童
の実態調査」を実施した。この調査結果から，LD，
ADHD，高機能自閉症児等は学習面か行動面で著し
い困難を示すことが明らかとなった。また第２回の調
査では，「行動面で著しい困難を示す」児童の割合が
第１回目より増加し，この行動面での著しい困難さが
不注意，多動性，衝動性，対人関係，こだわりといっ
た面で顕著に表れることが示された。一方，落合・東
條（2003）は，ADHD児童・高機能自閉症児がもつ
社会的困難性によって表れる行動特徴について，配慮
するだけで済む場合もあれば周囲の児童や学級運営な
どに影響を及ぼす問題行動として対処が必要となる場
合まで，幅広い様態があることを示唆した。
　このような発達障害児童の行動特徴に対して小学校
の学級担任がどのような点で指導や配慮の困難さを感
じ，それを問題行動として認識するかについては様々
な報告がある。中井（2003）は，小学校低学年の通常
学級の担任105名を対象にLD，ADHD，高機能自閉症
等の児童の指導において困難を感じる行動を調査し
た。その結果，学習面と生活面で多動性，不注意，固
着性，衝動性，集団不適応によって指導を困難にする
行動が見られたと報告した。平澤ら（2006）は小学校
の通常学級担任696名を対象に発達障害児，あるいは
その疑いのある児童の行動について調査し，集団活動
や対人関係を阻害する行動に困難性を感じていること
を示した。また酒井・野崎（2014）は，学級担任が発
達障害児童と学級の関連で困難さを感じている行動と

して次の４つを挙げている。①他の児童への影響で
は，発達障害児童の衝動性につられて他の児童も落ち
着きがなくなり，授業に集中できなくなる。②授業・
指導では，問題行動によって授業が中断するほか，個
別の支援や対応で学級全体の指導が十分できない。③
コミュニケーションでは，教師や他の児童の気持ちを
考えないような言動や友だちとの距離感がつかめない
ために起きるトラブルなどの問題がある。④暴力・暴
言では，言葉で説明できず暴力や暴言で訴えるといっ
たコミュニケーションや衝動性と関連して起こる。
　以上の報告から，発達障害児童の行動特徴には一斉
指導の阻害や周囲の児童とのトラブルなどがあり，担
任はそのような行動を学級への影響性が大きいと認識
し，対処が必要な問題行動として認識することが示さ
れた。このような問題行動の中でとくにADHD児童
の障害特性による行動特徴を担任は問題行動として認
識するという報告が多い。近藤（2001）は，ADHD
児童が授業など構造化された場面で集団から逸脱し，
対人トラブルが増加するため，教師に学級経営の上で
困難さを感じさせていることを指摘している。また
国立特殊教育総合研究所・渥美ら（2004）は自閉症
群，ADHD 群，LD 群の３群間の比較を行い，不注
意や多動の特徴が自閉症群やLD群に比べ，ADHD群
がとくに強い傾向にあること，また反抗挑戦性障害や
行為障害における攻撃性が３群間ではADHD群が最
も強い傾向にあることを示した。武田ら（2004）は，
ADHD児童の問題行動が児童自身による自己コント
ロ-ルが難しく，教師の一般的な指導や注意等では抑
制できない点に困難さを感じていた。
　一方，ADHDなどの発達障害児への教育的支援は，

　発達障害児童の行動特性に対する教員の認識は教員・児童間の相互作用に影響を与える要因であ
り，認知的評価尺度とコーピング測定尺度の２つの尺度によって評価することができる。本研究で
はADHD児童の行動特性を問題行動として対処する小学校学級担任の認識をこの尺度を用いて評
価し，問題行動の低減にかかわる教員の認識と対処の関係を検討した。その結果，学級担任は学級
運営に大きな影響を及ぼす行動を問題行動と認識し対処していることが推定された。研修等により
障害特性に対する学級担任の理解が深まると障害に対する認識が肯定的に変化し，問題行動に対す
る対処の見通しがつきやすくなることが示唆された。一方，困難な問題行動について対処した経験
のある担任は，児童の問題行動の影響を大きいと認識せず対処可能ととらえて他の教員からの協力
を求めながら積極的に解決的対応をとろうと対処していると考えられた。
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これまで様々な考え方や手法をもとに展開されてき
た。とくに行動理論の立場から肥後（1994），園山ら

（1994）が問題行動を教師・児童間の相互作用の観点
から分析する重要性を報告した。竹村・杉山（2002）は，
教師・児童間の相互作用を分析し，問題行動に対する
教師の認識が教師・児童間の相互作用を規定する要因
であることを報告した。この教師の認識には２つの側
面がある。１つは，問題行動に対して教師が行った評
価を教師自身がどのように認識しているかという点で
ある。２つめは，問題行動に対する教師の対応を教師
自身がどのように認識しているかという点である。す
なわち，この２つの教師の認識は教師が自分自身に向
けた内面の認識である。そして，この問題行動に対す
る教師の認識は，認知的評価尺度とコーピング測定尺
度の２つの尺度を用いて捉えられることを示唆した。
認知的評価尺度は，影響性・対処可能性の２因子から
なり，対象児童の問題行動が自分自身にどのように影
響を及ぼすか，また問題行動に対して何らかの解決策
を見出せるかを評価するものである。またコーピング
測定尺度は，積極的対処・サポート希求・情動的対処
の３因子からなり，対象児童の問題行動に対して教師
が積極的に問題解決的な対応を取るか，直接的な解決
は諦める情動的対処を取るか，または他者からの支援
を求めるかの選択を評価するものである。
　以上の先行研究から，ADHD児童の教育的支援を
行う上で問題行動に対する教員の認識と対処を評価す
ることは重要なアプローチの一つと考えられる。そし
て，その評価方法として認知的評価尺度とコーピング
測定尺度を用いることによって，問題行動の低減にか
かわる教員の認識と対処の関係を検討することが可能
と考えられる。

２．研究の目的
　本研究では，小学校の通常学級に在籍するADHD
児童，あるいはその疑いのある児童とその問題行動に
対する学級担任の認識について，以下の点から検討す
ることを目的とした。なお，本研究では「ADHD児童，
あるいはその疑いのある児童」を便宜上「対象児童」
と表記する。
①　学級担任は，対象児童のどのような行動特性を問
題行動として認識し対処したか，またどのような問
題行動が対処困難であったか検討する。

②　対象児童の問題行動に対する学級担任の認識を認
知的評価尺度とコーピング測定尺度を一部改編した
尺度を用いて研修経験による認識の違い，対処困難
な問題行動に対処した教員の認識の違いを評価する。

Ⅱ　方法と対象
１．調査対象
　調査対象は，Ｆ市内の市立小学校51校中で複式学

級の小学校８校を除く43校（学級総数289，児童総数
13,416名）に勤務する１学年，２学年，３学年の学級
担任の教師289名である。

２．調査方法　
１）調査質問紙
　竹村・杉山（2002）の報告した認知的評価尺度とコー
ピング測定尺度を一部改編した尺度を用いた16項目の
質問紙を作成した。質問項目は以下のとおりである。
①　学級担任の属性
　回答者の年代・性別・教職歴・担当学年について尋
ねた。発達障害に関する研修会の受講状況では，受講
経験なし，受講回数１回，２～３回，５～10回，10回
以上に分けて尋ねた。相談経験では，巡回相談員，ス
クールカウンセラー，特別支援コーディネーターなど
の専門家や教頭，校長などの学校管理職のいずれに相
談したか尋ねた。
②　対象児童の問題行動に対する対応経験
　対象児童の示す問題行動を９項目から選び，その対
応状況，対応に必要と思う項目，対応に役立った項目
を尋ねた。ここで取り上げた９項目の問題行動は，国
立特殊教育総合研究所情緒障害教育研究部（2004）の
一般研究報告書「注意欠陥／多動性障害（ADHD）
児の評価方法に関する研究」によって，ADHD児童
の行動特徴の中で特に教育現場で問題となることの多
いことが明らかにされたものである。分析対象となっ
た教師に学級内に在籍する対象児童の問題行動を９項
目の問題行動の中から選択してもらい，対応できた場
合は○，対応しているが十分でない場合は△，対応で
きなかった場合は×印を記載してもらった。
③　認知的評価尺度とコーピング測定尺度
　対象児童の問題行動について，認知的評価尺度７項
目とコーピング測定尺度９項目について，４件法で回
答を求めた。
２）分析
　16項目について主因子法，次いでバリマックス回転
による因子分析を行い，解釈可能な因子と項目を抽出
し因子構造を明らかにした。

Ⅲ　結果　
１.　回収
　調査対象としたＦ市内の市立小学校43校の１，２，３
学年の学級担任289名に質問紙を配布したところ，36
校の191名から回答が得られ，回収率は66％であった。

２．分析対象となった学級担任の概要　
　分析対象となった191名の学級担任の概要は以下の
とおりであった。性別では男性が25名（13％），女性
が166名（87％），年齢別の内訳では20代が６名（３％），
30代が15名（7.8％），40代が72名（37.7％），50代が
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98名（51.3％）であった。また教職歴では５年以内が
８名（４％），10年以内が11名（5.8％），20年以内が
40名（20.9％），36年以内が132名（69.1％）であっ
た。担当学年は１学年が52名（27.2％），２学年が65名

（34％），３学年が74名（38.7％）であった。

３．発達障害に関する研修会受講，相談経験の状況
　分析対象者191名について，発達障害に関する研修
会の受講状況を調べると，研修会の受講経験があるも
のは137名（72％），受講経験なしは54名（28％）であっ
た。受講回数別にみると，１回が29名（15.4％），２
～３回が75名（39.3％），５～10回が24名（12.6％），
10回以上が９名（4.7％）であった。また発達障害に
関する専門家，関係者との相談経験では，経験ありが
155名（81.2％），なしが36名（18.8％）であった。
  受講した研修会は教育委員会，小教研，実践セン
ター，大学の主催するものが多かった。また相談は巡
回相談員，スクールカウンセラー，特別支援コーディ
ネーターなどの専門家や教頭，校長などの学校管理職
にすることが多かった。

４．各尺度の因子構造
　認知的評価尺度では，分析対象者191名のうち，29
名は学級内に対象児童が在籍していないと回答した
ため，162名を分析対象とした。質問項目７項目につ
いて主因子法による因子分析を行った結果，解釈可能
な２因子が抽出された。第１因子は問題行動が自分に
とって影響を与えるものとして捉えていることを示す
内容で影響性評価とした。第２因子は問題行動を自分
が対処できるものとして捉えていることを示す内容で
対処可能性評価とした。以上の結果から，問題行動に
対する認知的評価尺度は２因子７項目の構造として示
された。コーピング測定尺度では質問項目９項目につ
いて主因子法による因子分析を行った結果，解釈可能
な３因子が抽出された。第１因子は問題行動に積極的
に対応することを示す内容で積極的対処とした。第２
因子は問題行動を情動的に処理し負担を軽減しようと
する内容で情動的対処とした。第３因子は問題行動に
対して相談や援助を求める内容でサポート希求とし
た。以上の結果から，問題行動に対するコーピング測
定尺度は３因子９項目の構造として示された。

５．研修会の受講状況と各尺度因子との関連
　研修会の受講回数ごとに各因子の平均素点を比較し
たところ，認知的評価尺度の影響性評価因子では，受
講なしと受講１回で６～７点と高く，受講２回以上で
２～４点と低い傾向にあり，対処可能性評価因子で
は，受講なしと受講１回で４点台と低く，受講２回以
上で８～10点と高い傾向にあった（図１）。コーピン
グ測定尺度では積極的対処因子，情動的対処因子，サ

ポート希求因子のいずれも受講回数による素点の差は
なかった（図２）。

６．問題行動の対応状況
　問題行動の対応状況について表１に示した。対応で
きたと回答した行動で該当数が多かったのは「忘れ物
が多い」の66であった。他は，いずれも20未満であっ
た。対応が十分でなかった，あるいは対応できなかっ
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たと回答した行動で最も多かったのは「授業中に集中
できず，注意が散漫になる」の156であった。次いで「衝
動的な行動が多い」，「授業中に席を離れる」が90台で
他は10～60であった。 

７．問題行動に対応できた教員の各尺度因子
　「授業中に席を離れる」行動，「授業中に集中でき
ず，注意が散漫になる」行動，「衝動的な行動が多い」
行動のそれぞれに対応できた教員の認知的評価尺度で
は，影響性評価因子は４～５点とやや低く，対処可能
性評価因子は９点台と高い傾向にあった（図３）。コー
ピング測定尺度の積極的対処因子は８点台とやや高
く，情動的対処因子は２点台と低く，サポート希求因
子は７点台とやや高い傾向にあった。

Ⅳ　考察
１．認知的評価尺度とコーピング測定尺度によって評
　価した学級担任の認識について
　認知的評価尺度の因子構造は影響性評価と対処可能

性評価の２因子であり，竹村（2008）の報告した問題
性評価尺度の因子構造と類似するものであった。影響
性評価因子は，学級担任が問題行動の影響がどの程度
か評価する因子と考えられる。すなわち，問題行動が
学級や周囲の児童にどのような負の影響を及ぼすか，
学級担任は経験に基づいて見積もっていると推察され
る。また学級担任は自分自身にとっての影響について
も考え，問題行動の負の影響が大きいと評価されると
学級運営に支障が出るかもしれないといった不安感や
負担感を学級担任に生じさせていると推察される。秋
山（2004）の指摘した予期負担感，木村・芳川（2006）
のいうADHD児童に対する適切な対応法が分からな
い不安感は，学級担任のこのような影響性評価による
ものであると考える。
　対処可能性評価因子は，学級担任が問題行動に対し
てどのような対処が可能か評価する因子と考えられ
る。すなわち，学級担任は経験に基づいて問題行動の
対処方法の予測をつけていると推察される。学級担任
が影響性評価で問題行動の影響性が著しく大きいと認
識し，対処に不安感，負担感を感じるような場合，対
処可能性評価は低下するといった負の相関性が考えら
れる。そこで２因子間の相関係数を求めたところ，－
0.03となり有意な相関は認められなかった。このこと
から，２因子は相互に影響を及ぼし合うことないもの
と考えられた。
　コーピング測定尺度の因子構造は積極的対処，情動
的対処，サポート希求の３因子であり，竹村（2008）
の報告した対処行動評価尺度の因子構造と類似するも
のであった。積極的対処因子は，学級担任が問題行動
に対して自分自身で積極的に解決的対応をとろうとす
る因子と考えられる。情動的対処因子は，学級担任が
問題行動の直接的な解決を諦め，問題についての捉え
方の転換を行うなど情動的な面から負担の軽減を行お
うとする因子と考えられる。サポート希求因子は，学
級担任が問題行動について周囲の理解を得るなどして
他者からの支援を求めようとする因子と考えられる。
学級担任は，問題行動の対処にあたり，これら３つの
対処の中から選択していると考えられる。
　また３つの因子の相関を求めたところ，積極的対処，
情動的対処，サポート希求の３因子間に有意な相関は
認められなかった。竹村（2008）は，同様に３因子間
の相関を求め，積極的対処因子と情動的対処因子間に
弱い負の相関，積極的対処因子とサポート希求因子間
に弱い正の相関を認めたとしている。この相関関係か
ら竹村（2008）は，学級担任が問題行動に対して積極
的に解決的対応をとろうとする時，同時に他者からの
支援を求める傾向にあること，また積極的な問題解決
的対応と情動的対処は両立されにくいことを考察して
いる。
　一方，学級担任は問題行動を認知的評価尺度によっ

図３　認知的評価尺度
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図４　コーピング測定尺度
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て評価し，これに基づいてコーピング測定尺度によっ
て対処方法を選択している。従って認知的評価尺度と
コーピング測定尺度間には相関がある可能性を考えら
れる。竹村（2008）はこれら２つの尺度の各因子間の
相関を求めたところ，影響性評価因子と情動的対処因
子間に弱い正の相関，影響性評価因子と積極的対処因
子間に弱い負の相関を認め，他の因子間には有意な相
関性を認めなかった。本研究では，いずれの因子間に
も有意な相関性は認められなかった。

２．研修会受講による学級担任の認識の変化について
　発達障害に関する研修会で専門知識を得ることに
よって，学級担任は発達障害についての理解を深め，
対象児童と問題行動に対する認識が肯定的に変化する
ことが考えられる。今回の調査では，受講経験がある
と回答した担任は72％であり，酒井・野崎（2014）
の報告にある研修会受講の経験を有する教員の割合
63.6％に比べると，受講率は高い傾向にあった。また
受講回数は２～３回が39.3％と最も多く，次いで１回
15.4％，５～10回12.6％であり，10回以上も4.7％あっ
た。これらのことから教育委員会が中心となって積極
的に研修会を実施し，教員に発達障害に関する専門知
識修得の機会を設けている状況がうかがわれる。
　図１，２に示した研修会の受講回数と各尺度因子の
関連を見ると，認知的評価尺度の影響性評価因子の平
均素点は，受講なしと受講１回で６～７点と高く，受
講２回以上で２～４点と低い傾向にあった。このこと
から，研修会の受講回数が増えることによって，対象
児童と問題行動に対する学級担任の理解が深まり，問
題行動に対する不安感や負担感が軽減されることが推
察される。また受講回数と対処可能性評価因子の関係
も影響性評価因子と同様のことが推察される。すなわ
ち，受講回数が増えると対象児童の障害特性に対する
学級担任の認識が肯定的に変化し，問題行動に対する
対処の見通しがつき易くなると考えられる。
　一方，コーピング測定尺度の積極的対処因子，情動
的対処因子，サポート希求因子はいずれも研修会の受
講回数による素点の差が認められなかったことにな
る。これは，研修会で得られる専門知識によって学級
担任の問題行動への対処態度が変化しないことを示唆
するものと思われる。すなわち，研修会の受講回数や
発達障害に関する理解の程度に関わらず，学級担任は
学級運営の責任感から問題行動に積極的に取り組もう
とする意識が強く，情動的に対処しようと考えること
が少ないと推察される。また学級担任は，問題行動に
自分一人で対応する困難さを感じていることから学校
組織の協力と支援を求める意識が強いと考えられる。

３．問題行動の対応状況と学級担任の認識
　表１に示した問題行動の対応状況において，対応が

十分でなかった，あるいは対応できなかったと回答し
た行動で多かったものは「授業中に集中できず，注意
が散漫になる」，「衝動的な行動が多い」，「授業中席を
離れる」の３つの行動であった。これら３つの行動は，
武田ら（2004），木村ら（2006），田中（2009），斉藤
ら（2010）の報告において，学級担任が指導や配慮に
困難を感じる行動として挙げているものと一致する。
　これら３つの問題行動が学級担任にとって対応困難
になっている要因として，これらの行動が集団活動や
一斉指導を阻害するため，学級担任が授業などの集団
指導の場で一人で対処することが難しいということが
ある。もう一つの要因としては，これらの行動が他の
児童とのトラブルとなり，周囲の児童への影響が大き
くするということがある。この二つの要因によって，
学級担任はこれらの行動が学級運営に大きな影響を及
ぼすと認識するため，対応前にすでに予期負担感や不
安感を持ち，対処の困難さを感じていることが考えら
れる。杉山（1998）は問題行動に対する教師の認識が
教師自身の行動に影響を与えることを指摘している。
今回の調査においても問題行動に対して学級担任が事
前にもつ否定的な認識が担任自身の対処に影響し対応
を困難にしていることが示唆される。
　一方で，これらの３つの対処困難な問題行動に対応
できたと回答した担任があった。図３，４に示したこ
れら担任の各尺度因子の素点の傾向を見ると，認知
的評価尺度の影響性評価因子は４～５点とやや低い傾
向にあり，対処可能性評価因子は９点台と高い傾向に
あった。このことから，対応困難な問題行動に対応で
きた担任は，その問題行動の影響性をあまり大きいと
認識せず，対処できる可能性が高いと認識して問題行
動に対処しようとしていたと考えられる。
　これら担任のコーピング測定尺度の積極的対処因子
は，８台とやや高い傾向にあった。情動的対処因子は
２台と低い傾向にあった。サポート希求因子は７台と
やや高い傾向にあった。このことから，これらの担任
は問題行動に積極的に解決的対応をとろうとし，情動
的な面から負担軽減を行おうとせず，他の教員からの
協力を求めながら問題に対処したと考えられる。とく
に「授業中に席を離れる」行動に対応できた担任の積
極的対処因子とサポート希求因子が他の行動に対応で
きた担任のそれらより高い傾向にあった。３つの問題
行動の中でもとくに「授業中に席を離れる」行動は学
級担任にとって対処困難さを強く感じさせる行動であ
り，対応できたと回答した教員はわずか６名であった。
これらの担任は，問題を自分一人で抱え込まず，他の
教員の協力を得ながら，積極的に離席行動に対処して
いたと推察される。
　以上の結果および考察から，次のことが示唆された。
①学級担任は，「授業中に集中できず，注意散漫にな
る」，「衝動的な行動が多い」，「授業中席を離れる」な
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どの集団活動や一斉指導を阻害する行動に対処の困難
さを感じていた。これは，学級担任がこれらの行動を
学級運営に大きな影響を及ぼすと認識するため，対応
前にすでに予期負担感や不安感を持ち，それが対処の
困難さを感じさせる要因と考えられた。また，このよ
うな問題行動に対して学級担任が事前にもつ否定的な
認識が担任自身の対処に影響し対応を困難にしている
ことが示唆された。
　②研修会の受講回数が増えると認知的評価尺度の影
響性評価因子の素点が低くなる傾向にあり，対象児童
と問題行動に対する学級担任の理解が深まり，問題行
動に対する不安感や負担感が軽減されることが推察さ
れた。また対処可能性評価因子も受講回数が増えると
素点が高くなる傾向にあり，対象児童の障害特性に対
する学級担任の認識が肯定的に変化し，問題行動に対
する対処の見通しがつき易くなると考えられた。一方，
コーピング測定尺度の積極的対処因子，情動的対処因
子，サポート希求因子はいずれも研修会の受講回数に
よる素点の差は認められず，研修会の受講回数に関わ
らず学級担任は学級運営の責任感から問題行動に積極
的に取り組もうとする意識が強く，情動的に対処しよ
うと考えることが少なく，学校組織の協力を求める意
識が強いことが示唆された。
　③困難な問題行動に対処した担任の認識を認知的評
価尺度とコーピング測定尺度によって評価したとこ
ろ，担任が問題行動の影響性をあまり大きいと認識せ
ず，対処できる可能性が高いと認識して問題行動に対
処しようとしていたことを示唆した。また問題行動に
積極的に解決的対応をとろうとし，情動的な面から負
担軽減を行おうとせず，他の教員からの協力を求めな
がら対処していたと考えられた。
　ADHD児童の教育的支援を困難なものにしている
背景には対象児童の行動特性の多様さがあり，教員が
問題行動と認識するものも様々である。また，問題行
動は障害の特性ではなく児童自身にあると考え対処さ
れることもあるが，いずれにしても汎用性のある有効
な手法は確立されているとはいえない。本研究では問
題行動の生起要因として教員と児童間の相互作用があ
り，その相互作用に大きな影響を与えていると考えら
れる教員の問題行動に対する認識と対処について検討
した。認知的評価尺度とコーピング測定尺度を用いて
教師の認識と対処を評価した結果，問題行動に対処し
ていた教員の認識には対象児童の障害特性に積極的に
取り組む傾向が認められた。この認識の傾向は，発達
障害に関する研修経験などによって教員の障害に対す
る理解が深まることによって生じていると考えられた。
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