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Ⅰ．問題と目的

近年，「社会性の欠如」，「コミュニケーション能力
の不足」，「人間関係の希薄化」，「社会的スキルの欠如」
といった言葉とともに，人と人とのつきあいの能力や
態度が社会的な問題となっている。そして，これは子
どもたちに対しても，心配されていることである。今，
学校現場で起こっている問題や不適応の多くは，その
原因の一つとして，子どもたちが人間関係を上手く築
くことができないことによるものと考えられている

（小林・相川，�999）。
実際，不登校状態となった直接のきっかけについて

の調査では，友人関係をめぐる問題が一番多く（文部
科学省，2004），子どもたちを対象とした様々な調査
において，悩みとして多く挙がるのは，勉強や成績，
先生や家族との関係よりも，友だちとの人間関係に関
するものである（宮城県保健福祉部，2003；チャイル
ド・リサーチ・ネット，2002など）。一方で，ほとん
どの子どもたちにとって，学校生活で楽しいと思うこ
とは，友だちと遊ぶことや友だちとのつきあいであり

（中央教育審議会，2003），友だちがたくさんいるこ
とが大切であると考えている子も多い（厚生労働省，
2002）。このように，子どもたちの学校生活にとって，
友だちとの人間関係が精神的に大きな位置を占めてい
るということがわかる。また，保護者や教員が，子ど
もたちが学校で身に付ける必要があると考えている力
としても，「教科の基礎的な力」に次いで，約7割の人

が「人間関係を築く力」を挙げている（国立教育研究
所，2005）。

そこで，学校のなかには，人間関係の改善，育成の
ために子どもたちに社会的スキルを身に付けさせよう
とソーシャルスキル・トレーニングに取り組んでいる
ところがある。ソーシャルスキル・トレーニングを実
施したところ，社会的スキルの促進や主観的適応状態
の改善がみられ（江村・岡安，2003），あるいは，社
会的スキル得点が上昇し，シャイネス得点が減少した

（後藤ら，2004）など，トレーニングの効果が報告さ
れている。

しかし，ソーシャルスキル・トレーニングにより児
童の社会的スキルが高まっても，児童生徒の妨害行動
や攻撃行動の低減には，その効果が波及しにくい（後
藤ら，2004），ソーシャルスキル・トレーニングをし
ても不登校感情や不登校傾向が低減するわけではない

（江村・岡安，2003），また，ソーシャルスキルのトレー
ニング直後はその効果が確認されても，それが継続さ
れにくく，効果が他の行動に般化しにくい（前田・山
口，�998；佐藤ら，�998）といったソーシャルスキル・
トレーニングの効果の限定性が指摘されている。

このように社会的スキルトレーニングが学校現場で
も導入され，その効果が検討されているが，実際に子
どもたちを見てみると，社会的スキルの内容や技術は
すでにもっているが，それが行動として現れていない
と感じることが多い。例えば，「挨拶をする」，「話を
最後まで聞く」，「順番を守る」といった社会的スキル

児童の自己意識と学級環境の評価が
社会的スキルの発現に及ぼす影響

小　松　はる佳＊a

飛　田　　　操＊b

　学校現場では，子どもたちの人間関係の改善，育成のために社会的スキルを身に付けさせようと
ソーシャルスキル・トレーニングが導入され，その効果が検討されている。しかし，実際に子ども
たちをみてみると，社会的スキルの内容や技術はすでにもっているが，それが行動として現れてい
ないと感じることが多い。つまり，社会的スキルの獲得・保持に関わる問題と，社会的スキルの発
現に関わる問題とは区別されるべきものであると考える。子どもたちの人間関係を改善，育成する
ためには，ソーシャルスキル・トレーニングで社会的スキルの内容や技術を身に付けさせるだけで
なく，社会的スキルの発現に影響するであろう個人的要因と状況要因の両面から，すでに知ってい
たり，保持していたりする社会的スキルを発現できるような条件や環境を整えていくことが必要で
ある。
  そこで，本研究では，社会的スキルの発現に影響するであろう個人的要因（児童個人の意識）と
状況的要因（学級の雰囲気や友だちの様子）について検討した。具体的には，小学3，4年生を対象
とした質問紙調査により，児童が自分自身を肯定的に捉えているほど（『自己意識』），そして，自
分の学級の雰囲気や学級の友だちの様子を肯定的に捉えているほど（『学級環境評価』），学校生活
において，主に人間関係にかかわる社会的スキルの発現についての自己評価（『社会的スキルの自
己評価』）が高くなることが明らかにされた。
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は，子どもたちがこれを獲得してないために発現でき
ていないのではなく，子どもたちはすでにこれらのス
キルを獲得・保持しているが，これらの社会的スキル
を自ら発現しようとしていない，もしくは，発現でき
ない状況があるから発現していないのではないだろう
か。

つまり，社会的スキルの獲得・保持に関わる問題と，
社会的スキルの発現に関わる問題とは，明確に区別す
べきものであると考えられるのである。本研究におい
ては，特に，社会的スキルの発現に影響する個人的要
因と状況要因について検討する。子どもたちの人間関
係を改善，育成するためには，ソーシャルスキル・ト
レーニングで社会的スキルの内容や技術を身に付けさ
せるだけではなく，個人要因のレベルと社会的状況要
因のレベルの両面から，すでに知っていたり，保持し
ていたりする社会的スキルを発現できるような条件や
環境を整えていくことが必要であると考えられるので
ある。

社会的スキルの発現に影響する個人的要因としては
自尊心が考えられる。一般に，強い自己肯定感ととも
に適度な自尊心をもつ場合は適応的な対人行動をとる
ことができる（寺島・小玉，2007）。そして，自尊感
情が高い群は，ソーシャルスキル得点も有意に高いこ
とが示されているのである（吉川・小玉，200�）。

このように自己に対する肯定的な評価や感情が社会
的スキルの発現に影響しているのなら，「やってみた
い」，「やればできる」など子どもたち自らに対する意
欲や自己肯定感が高く，ポジティブな自己意識を有し
ている子どもたちは，社会的スキルをより発現しやす
くなるであろう。

一方，社会的スキルの発現に影響する状況要因につ
いては，これまで十分な検討がなされているとはいい
がたい。わずかに，社会的スキルの遂行は，遂行不安
と関連があり，対人行動を起こす前に否定的な予測が
生起すると，たとえ社会的スキルを獲得していても，
適切にスキルを遂行することができないことが示され
ており（藤田ら，2000），社会的状況におけるネガティ
ブな結果期待が社会的スキルの発現を抑制する可能性
が示唆されている。

また，相馬（2006）は，子どもの「良さ」や長所を
見つけ，支持と承認を与えることにより，子どもは心
を開くことができる，と主張している。さらに，河村
ら（2004）は，集団として成熟しており，学級内に建
設的な雰囲気があり，子ども同士には親和的・協調的
な関係が生まれている学級集団は，子どもたちにとっ
て居場所となり，情緒も安定し，また，その中で，友
達関係を形成しようとする意欲，学習意欲，学級活動
に参加しようとする意欲も高まっていく，と述べてい
る。
「心を開く」ことや「集団として成熟している」こ

とが具体的にどのような行動や状態を示しているかが
不明確であるが，これらの指摘は，学級が支持的で承
認的なあたたかい環境や雰囲気にあるときに，子ども
たちの社会的スキルがより発現しやすくなる可能性を
示唆するものであろう。

このような考察が妥当であるとするならば，相互に
支持的で承認的なあたたかい雰囲気として学級を認知
していたり，ネガティブな結果期待が生起しないよう
に，ルールが確立しており，規律的で秩序あるものと
して学級を評価している子どもは，その学級において
社会的スキルを発現しやすくなるのではないだろう
か。　

そこで，本調査では，小学校3，4年生を対象とし，
児童が自分自身のことをどのように捉えているのか

（『自己意識』）や自分の学級の雰囲気や学級の友だち
の様子をどのように捉えているのか（『学級環境評価』）
が，学校生活において，主に人間関係にかかわる社会
的スキルをどのくらい使っていると思うか（『社会的
スキルの自己評価』）に及ぼす影響について明らかに
する。

本研究の仮説は，以下の2つである。
仮説�　自己を肯定的に意識している児童は，社会的

スキルの自己評価も高いであろう。
仮説2　所属する学級環境を肯定的に評価している児

童は,社会的スキルの自己評価も高いであろう。

Ⅱ．方法

１．調査参加者
福島市内の公立小学校3校の3年生7学級の児童�84名

（男子94名，女子90名），4年生7学級の児童203名（男
子93名，女子��0名），合計387名（男子�87名，女子
200名）を対象に調査を実施した。

２．調査実施時期及び方法
2006年��月に，学級毎に集団実施した。調査は，無

記名式だが，学級名と性別は必ず記入してもらうよう
にし，出席番号については，調査後のフィードバック
が必要だと判断した担任の学級の児童のみ記入するよ
うにしてもらった。

質問紙の配布及び回収は，事前に説明を受けた各担
任教師が実施した。

３．調査用紙の構成
児童が自分自身のことをどのように捉え，自分の所

属する学級に対して，どのように感じているかを明ら
かにするための調査用紙『自己意識と学級環境評価』
と，学級生活の中で良好な友だち関係を開始，維持で
きるための社会的スキルをどのくらい使っていると自
分自身で思っているのかを明らかにするための調査用
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紙『社会的スキルの自己評価』の2部から構成されて
いた。

なお，調査項目を作成するにあたり，予備調査とし
て，現職の小学校教諭�0名に面接法により「望ましい
と思われる学級生活においての児童の様子や友だちと
のかかわり，学級全体の雰囲気」などについて尋ね，
その姿を具体的な例を出しながら話してもらった。

3−1.『自己意識と学級環境評価』尺度について
『自己意識と学級環境評価』は，『自己意識』につい

ての20項目と『学級環境評価』についての�6項目の計
36項目からなっていた。調査項目は，予備調査と河村

（�999）の学級診断尺度Q-Uなどを参考に作成した（表
�，表2参照）。　　　　　　　　　　　　　

この尺度へは，とても思う，少し思う，あまり思わ
ない，まったく思わないの4件法で尋ね，得点は，4点

（とても思う），3点（少し思う），2点（あまり思わない），
�点（まったく思わない）のとした。

3−2.『社会的スキルの自己評価』尺度について
『社会的スキルの自己評価』は，予備調査と上野・

岡田（2006）のソーシャルスキル尺度（小学生用）な
どを参考に作成された�6項目からなっていた（表3参
照）。これらの項目は，いつもそうだ，だいたいそう
だ，たまにそうだ，まったくそうでないの4件法で尋ね，
得点は，4点（いつもそうだ），3点（だいたいそうだ），
2点（たまにそうだ），�点（まったくそうでない）と
した。

Ⅲ．結果

１．『自己意識』について
『自己意識』の20項目について主成分分析バリマッ

クス回転の因子分析を行った結果，6の因子が抽出さ
れ，調査項目は最も高い負荷量を示す因子項目に分類
した（表�）。第Ⅰ因子は，「自分には，よいところが
ある」「自分のことがすきだ」という項目など5つの項
目で因子負荷量が高く，自分自身の肯定的な見方を表
していると考えられるため【自己肯定】と命名した。
第Ⅱ因子は，「自分から進んで先生の手伝いをしたい」

「わからないことがわかるようになりたい」という項
目など5つの項目で因子負荷量が高く，学習や運動，
学校生活に対する意欲を表していると考えられるため

【学業意欲】と命名した。第Ⅲ因子は，「自分がいやに
なる時がある」「自分の失敗が許せないと思う時があ
る」という項目など3つの項目に因子負荷量が高く，
自分自身の否定的な見方を表していると考えられるた
め【自己否定】と命名した。第Ⅳ因子は，「無理に友
だちに合わせようとしている」「友だちが気になって，
やりたいことができないことがある」という項目など

3つの項目に因子負荷量が高く，友だちからどう思わ
れるかを意識し，気遣いを表していると考えられるた
め【社会的気遣い】と命名した。第Ⅴ因子は，「休み
時間に一人でいることがある」「グループに入れない
で残ってしまうことがある」という3つの項目に因子
負荷量が高く，友だちに遠慮して自分から心理的に距
離をおいていたり，友だちから疎外されて孤独な様子
を表していると考えられるため【社会的疎外】と命名
した。第Ⅵ因子は，「自分に友だちと違うところがあっ
てもいい」という�項目のみであったので，命名はせず，
以下の分析でも使用しなかった。

２．『学級環境評価』について
『学級環境評価』の�6項目について主成分分析バリ

マックス回転の因子分析を行った結果，5の因子が抽
出され，調査項目は最も高い負荷量を示す因子項目に
分類した（表2）。

第Ⅰ因子は，「学級の友だちは，あなたが困った時
に助けてくれる」「学級の友だちは，あなたのことを
励ましたり，応援したりしてくれる」という項目など
6つの項目に因子負荷量が高く，互いに助け合ったり，
友だちを認め合ったりしている学級の雰囲気を表して
いると考えられるため【援助的雰囲気】と命名した。
第Ⅱ因子は，「自分の学級には，他の学級に自慢でき
ることがある」「学級の友だちは，だれとでも仲よく
遊んだり，活動したりできる」という項目など4つの
項目に因子負荷量が高く，学級のみんなが男女を問わ
ず仲良くし，よい仲間関係である雰囲気を表している
と考えられるため【肯定的仲間環境】と命名した。第
Ⅲ因子は，「教室は，いつも整理・整頓されている」「学
級の友だちは，約束やルールを守っている」という項
目など3つの項目に因子負荷量が高く，規律ある学級
の雰囲気を表していると考えられるため【規律的環境】
と命名した。第Ⅳ因子は，「学級では，困ったことが
よく起こる」「授業中に関係のないおしゃべりをして
いる人がいる」という2つの項目に因子負荷量が高く，
ルールや約束に従わず，学級での困り事について表し
ていると考えられるため【迷惑的雰囲気】と命名した。
第Ⅴ因子は，「学級の友だちはいつも決まったグルー
プで遊んでいる」という�項目のみであったので，命
名はせず，以下の分析でも使用しなかった。
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表 1　『自己意識』の因子分析結果（主成分分析，バリマックス回転後の因子負荷量）

11．自分には，よいところがある
7．自分のことがすきだ
5．自分は，みんなの役に立っている思う
9．自分には，友だちに自慢できることがある
8．自分のしていることがいつも正しいと思う

19．自分から進んで先生の手伝いをしたい
4．わからないことがわかるようになりたい

10．授業中に質問に答えたり，発言したりしたい
1．運動や勉強ができるようになりたい

14．わからないことがあったら調べたり，聞いたりしたい
17．自分がいやになる時がある
13．自分の失敗が許せないと思う時がある
15．○年○組教室にいたくないと思うことがある
16．無理に友だちに合わせようとしている
12．友だちが気になって，やりたいことができないことがある
18．友だちからどう思われるか気になる
6．休み時間に一人でいることがある
3．グループに入れないで残ってしまうことがある
2．友だちに言いたいことがあっても我慢してしまう

20．自分に友だちと違うところがあってもいい

.71

.70

.68

.64

.55

.04

.06

.34

.04

.37
-.14
.03
-.00
.12
-.14
.07
.07
.05
-.15
.07

.23

.05

.19
-.13
.27
.73
.64
.58
.58
.54
.08
.28
-.31
-.08
.15
.26
.03
-.12
.19
.05

.12
-.18
-.10
.15
-.26
-.05
-.01
.08
.07
.28
.68
.64
.61
.05
.08
.30
.21
-.06
.17
.01

-.14
-.01
.10
.11
-.04
-.04
.11
.06
.06
.13
.18
.21
-.09
.76
.58
.52
-.14
.30
.29
-.08

.01
-.04
.07
-.13
.16
.01
.09
-.12
.09
-.06
.15
.00
.31
.08
.28
-.11
.70
.67
.53
-.00

.07

.21
-.26
.11
-.08
-.25
.28
-.12
.21
-.14
-.15
.11
.12
-.09
.03
-.02
-.21
.25
.02
.83

.60

.57

.59

.48

.47

.60

.50

.49

.40

.55

.57

.55

.58

.61

.46

.44

.60

.61

.45

.70

項　目　内　容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 共通性

表 2　『学級環境評価』の因子分析結果（主成分分析，バリマックス回転後の因子負荷量）

29．あなたが困っている時に助けてくれる
32．困ったことを相談できる友だちがいる
21．あなたのことを励ましたり，応援したりしてくれる
25．あなたが発表する時，しっかり聞いてくれる
22．みんなが協力し合っている
26．明るく楽しい
33．他の学級に自慢できることがある
36．だれとでも仲よく遊んだり，活動したりしている
28．男女の仲がいい
31．やる気のある友だちがたくさんいる
30．教室は，いつも整理・整とんされている
23．約束やルールを守っている
35．落ち着いている
27．困ったことがよく起こる
34．授業中に関係のないおしゃべりをしている人がいる
24．いつも決まったグループで遊んでいる

.76

.73

.69

.65

.57

.54

.11

.34

.19

.36
-.05
.34
.15
-.14
.07
.12

.19

.13

.34
-.05
.29
.44
.75
.58
.56
.49
.28
-.06
.16
.09
-.14
-.07

.09
-.01
.05
.30
.40
.11
-.07
.31
.21
.33
.69
.68
.67
-.13
-.10
.08

-.02
-.08
-.08
.04
-.13
.06
-.26
.08
.02
.11
.07
-.21
-.26
.78
.74
.04

.02

.27

.06
-.17
-.05
.04
.14
-.14
-.25
.04
.25
-.11
-.00
.05
-.01
.89

.63

.63

.60

.55

.60

.50

.66

.58

.45

.49

.62

.64

.56

.65

.58

.82

項　目　内　容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 共通性
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４．学年と性別ごとにみた平均値について

『自 己 意 識』 の5つ の 因 子，『学 級 環 境 評 価』 の4
つの因子，『社会的スキルの自己評価』3つの因子
のそれぞれについて， 因子に含まれる項目の評価
の平均値を因子得点の代用とし， 平均と標準偏差
を求めた。 この値に対し， 学年と性別を要因とす
る分散分析を行った（表4，表5，表6）。
『自己意識』に対する分散分析の結果，【自己肯定】

で性別に有意に近い主効果が認められ， 女子より
男子の平均得点が高い傾向にあった。【社会的気遣
い】 では， 学年に有意な主効果と， 学年と性別の
交互作用に有意な交互作用効果が認められ， 女子

は3年生でも4年生でも平均得点にほとんど差がな
かったが，男子の平均得点は，3年生では女子より
も高かったのに対し，4年生では女子よりも低かっ
た。【社会的疎外】では，学年に有意に近い主効果
が認 められ，4年生より3年生 の平均 得点が高 い傾
向にあった。
『学級環境評価』 に対する分散分析の結果，【援

助的雰囲気】 と【迷惑的雰囲気】 で学年に有意な
主効果が認められ， どちらも4年生よりも3年生の
平均得点が高かった。
『社会的スキルの自己評価』に対する分散分析の

結果，【基本的集団参加スキル】で性別に有意な主
効果が認められ，男子より女子の平均得点が高かっ

３．『社会的スキルの自己評価』について
『社会的スキルの自己評価』の�6項目についても，

主成分分析バリマックス回転の因子分析を行った
結果，3の因子が抽出された（表3）。

第Ⅰ因子は，「先生や友だちの話を最後まで聞く」
「みんなで決めたことには協力する」という項目な
ど7つの項目に因子負荷量が高く，集団に参加する
ための基本的なルールや規範のスキルを表してい
ると考えられるため【基本的集団参加スキル】 と
命名した。第Ⅱ因子は，「友だちのいいところを見

つける」「一人でいる友だちに，一緒に遊ぼうと声
を掛ける」「自分から入れてと言って，遊びに入る」
という項目など7つの項目に因子負荷量が高く，同
年代の友達との関係を積極的に開始， 維持するた
めのスキルを表していると考えられるため【積極
的関係スキル】と命名した。第Ⅲ因子は，「嫌なこ
とは，嫌だときちんと言う」「いけないことをして
いる友だちにきちんと注意する」という2つの項目
に因子負荷量が高く， 自分の思っていることをき
ちんと主張するというスキルを表していると考え
られるため【自己主張スキル】と命名した。

表 3　『社会的スキルの自己評価』の因子分析結果（主成分分析，バリマックス回転後の因子負荷量）

05．先生や友だちの話を最後まで聞く
14．友だちの意見と自分の意見が違っていても聞く
12．みんなで決めたことには，協力する
08．ルールや順番を守る
06．相手の気持ちを考えて行動する
03．相手の顔を見て話をする
01．「ありがとう」「ごめんなさい」が素直に言える
09．友だちのいいところを見つける
02．一人でいる友だちに「一緒に遊ぼう」と声を掛ける
04．自分から「入れて」と言って，遊びに入る
16．困っている友だちを助ける
10．「嬉しい」「悔しい」「悲しい」「つらい」という気持ちを言葉で伝える
13．頑張っている友だちを励ましたり，応援したりする
11．嫌なことがあっても，すぐに気持ちを切り替える
07．嫌なことは，「嫌だ」ときちんと言う
15．いけないことをしている友だちに，きちんと注意する

.75

.70

.68

.66

.55

.54

.44

.25

.12
-.03
.50
.06
.44
.06
.12
.34

.00

.15

.30

.09

.36

.14

.35

.69

.68

.58

.57

.52

.47

.52

.09

.30

.18
-.10
.17
.25
-.07
.25
.14
-.16
.22
.42
-.08
.27
.25
.27
.78
.55

.59

.52

.58

.50

.44

.38

.33

.57

.53

.51

.59

.35

.47

.29

.63

.51

項　目　内　容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性
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た。
５．『自己意識』が『社会的スキルの自己評価』に及
ぼす影響について

『社会的スキルの自己評価』の【基本的集団参加
ス キ ル 】【 積 極 的 関 係 ス キ ル 】【 自 己 主 張 ス キ ル 】
の3因子をそれぞれ目的変数とし，『自己意識』の【自
己肯定】，【学業意欲】，【自己否定】，【社会的気遣
い】，【社会的疎外】の5因子を説明変数とした時の
重回帰分析の結果を示した（表7）。
【基本的集団参加スキル】【積極的関係スキル】【自

己主張スキル】 のそれぞれを目的変数とした時す
べてにおいて，【自己肯定】と【学業意欲】は，有
意な正の標準偏回帰係数を，【社会的疎外】は，有
意な負の標準偏回帰係数を示しており，【自己肯定】
を高く評価している児童，【学業意欲】を高く評価
している児童，【社会的疎外】を低く評価している
児童ほど，【基本的集団参加スキル】【積極的関係
スキル】【自己主張スキル】の自己評価も高いとい
うことが示された。 ここでは，【自己否定】【社会
的気遣い】 の標準偏回帰係数は有意とはなってい

表 4　『自己意識』の平均（標準偏差）と分散分析

【自己肯定】
【学業意欲】
【自己否定】
【社会的気遣い】
【社会的疎外】

2.70（.65）
3.34（.55）
2.47（.77）
2.64（.70）
2.09（.79）

2.67（.56）
3.46（.51）
2.43（.74）
2.49（.65）
2.06（.67）

男　子 女　子

3　年

2.73（.71）
3.30（.66）
2.30（.73）
2.21（.71）
1.88（.64）

2.54（.57）
3.33（.49）
2.38（.67）
2.47（.66）
2.03（.68）

男　子 女　子

4　年

p＜.001； ；**** p＜.005*** p＜.10†

学年 性別 交互作用

分散分析

1.494
.575
.641

8.463
1.645

***

.690
2.331
2.112

10.387
2.714

****
†

3.060
1.596
.111
.520
.845

†

表 5　『学級環境評価』の平均（標準偏差）と分散分析

【援助的雰囲気】
【肯定的仲間環境】
【規律的環境】
【迷惑的雰囲気】

学年 性別 交互作用

3.20（.61）
2.88（.68）
2.57（.58）
3.02（.81）

3.25（.53）
2.83（.55）
2.67（.55）
2.99（.69）

男　子 女　子

3　年

3.03（.76）
2.83（.73）
2.65（.76）
2.87（.80）

3.17（.52）
2.86（.73）
2.69（.62）
2.83（.65）

男　子 女　子

4　年 分散分析

.558

.340

.176

.004

4.021
.005
.560

4.273 *

*

*p＜.05

2.088
.018

1.062
.247

表 6　『社会的スキルの自己評価』の平均（標準偏差）と分散分析

【基本的集団参加スキル】
【積極的関係スキル】
【自己主張スキル】

学年 性別 交互作用

3.21（.53）
3.09（.56）
3.15（.74）

3.38（.44）
3.10（.47）
3.02（.66）

男　子 女　子

3　年

3.20（.58）
3.07（.63）
3.14（.75）

3.33（.39）
3.05（.52）
3.03（.74）

男　子 女　子

4　年 分散分析

.237

.040

.027

.269

.334

.001

***

***p＜.005

9.385
.000

2.518

表 7　『自己意識』と『社会的スキルの自己評価』の関係

【基本的集団参加スキル】
【積極的関係スキル】
【自己主張スキル】 

【社会的疎外】 R2

.184****

.282****

.252****

.403****

.295****

.146**

.001
-.005
.020

-.072
.026
-.070

-.137***
-.139***
-.156***

.265****

.250****

.139****

【自己肯定】 【学業意欲】 【自己否定】 【社会的気遣い】

****p＜.001***p＜.005**p＜.01 ；；
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ない。
６．『学級環境評価』が『社会的スキルの自己評価』
に及ぼす影響について

『社会的スキルの自己評価』の【基本的集団参加
ス キ ル 】【 積 極 的 関 係 ス キ ル 】【 自 己 主 張 ス キ ル 】
の3因子の得点をそれぞれ目的変数とし，『学級環
境評価』の【援助的雰囲気】【肯定的仲間環境】【規
律的環境】【迷惑的雰囲気】 の4因子の得点をそれ
ぞれ説明変数とした時の重回帰分析の結果を示し
た（表8）。　　　　
【基本的集団参加スキル】 を目的変数とした時，

【援助認的雰囲気】と【規律的環境】は，有意な正
の標準偏回帰係数を示したが，【肯定的仲間環境】

と【迷惑的雰囲気】 は有意な標準偏回帰係数は得
られておらず，【援助的雰囲気】を高く評価してい
る児童，【規律的環境】を高く評価している児童ほ
ど，【基本的集団参加スキル】の自己評価も高いと
いうことが示された。
【積極的関係スキル】と【自己主張スキル】を目

的変数とした時は，ともに【援助的雰囲気】と【肯
定的仲間環境】 は， 有意な正の標準偏回帰係数を
示したが，【規律的環境】と【迷惑的雰囲気】に関
し て は 有 意 な 標 準 偏 回 帰 係 数 は 得 ら れ て お ら ず，

【援助的雰囲気】 を高く評価した児童，【肯定的仲
間環境】を高く評価した児童ほど，【積極的関係ス
キル】【自己主張スキル】の自己評価も高いという

Ⅳ．考察

本調査の目的は，小学校3，4年生の『自己意識』や『学
級環境評価』が『社会的スキルの自己評価』に及ぼす
影響について明らかにすることであった。『社会的ス
キルの自己評価』に及ぼす『自己意識』の影響につい
て検討したところ，『自己意識』の【自己肯定】を高
く評価している児童，【学業意欲】を高く評価してい
る児童，【社会的疎外】を低く評価している児童ほど，

『社会的スキルの自己評価』の3つの下位尺度すべての
自己評価が高いという結果が示されている（表7）。
【自己肯定】を高く評価しているということは，自

分自身を肯定的にみているということであり，自分自
身や自分の行動に自信をもっているので積極的にスキ
ルの発現ができるものと考えられる。また，【学業意欲】
を高く評価しているということは，自分から進んで学
校生活にかかわっていこうとしていることであり，ス
キルの発現も積極的になっていくものと考えられる。
さらに，【社会的疎外】を低く評価しているというこ
とは，普段の生活でも，自分から友だちにかかわって
いっているか，友だちが積極的にかかわってくれてい
るということであり，そのためにスキルが発現されや
すくなっていると考えられる。

それに対して，『社会的スキルの自己評価』との関連
がみられなかった『自己意識』の下位尺度は，【自己
否定】と【社会的気遣い】であり，自分自身に対する
否定的な感情や友だちに対する必要以上の気遣いのよ
うなマイナスの面で捉えることのできる側面である。

この結果は，児童に対して【自己肯定】，【学業意欲】

を高め，【社会的疎外】を低めるような介入をしてい
けば，直接，社会的スキルの訓練を行わなくても，社
会的スキルの自己評価を高めることができる可能性を
示唆していると考えられよう。児童の社会的スキルの
発現を促すためには，自己意識のなかのマイナスの側
面を低減させることより，プラスの側面をより増幅さ
せることに着目していった方がより効果的であると考
えられるのである。

さらに，『学級環境評価』が『社会的スキルの自己
評価』に及ぼす影響について検討したところ，【援助
的雰囲気】を高く評価している児童は，『社会的スキ
ルの自己評価』のすべての下位尺度において，【肯定
的仲間環境】を高く評価している児童は，【積極的関
係スキル】と【自己主張スキル】において，【規律的
環境】を高く評価している児童は，【基本的集団参加
スキル】において，それぞれ自己評価が高いという結
果が示されている（表8）。

所属する学級の【援助的雰囲気】を高く評価してい
るということは，自分の学級の友だちは互いに助け
合ったり，認め合ったりしていると感じていると言え
ることから，この学級がどんな種類のスキルでも発現
しやすい環境になっていると考えられる。また，【肯
定的仲間環境】を高く評価しているということは，学
級の友だちは男女を問わず仲よく，よい仲間関係があ
ると感じていると言えることから，積極的に友だちに
かかわっていこうとしたり，自分の思っていることを
主張しようとしたりしやすくなっていると考えられ
る。さらに，【規律的環境】を高く評価しているとい
うことは，自分の学級は規律があると感じていると言

表 8　『学級環境評価』と『社会的スキルの自己評価』の各因子の関係

【基本的集団参加スキル】
【積極的関係スキル】
【自己主張スキル】

R2

.354**

.380****

.269****

.011

.217****

.162**

.265****
-.026
-.035

-.021
-.048
.010

.289****

.276****

.134****

【援助的雰囲気】 【肯定的仲間環境】 【規律的環境】 【迷惑的雰囲気】

****p＜.001**p＜.01 ；
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えることから，自分自身もこの学級の一員として，集
団に参加するための基本的なルールや規範を守ってい
ると感じていると考えられる。

それに対して，『学級環境評価』のうち『社会的ス
キルの自己評価』との関連が薄かったのは，【迷惑的
雰囲気】であり，自分の学級に対する否定的な見方の
ようにマイナスの面で捉えることのできる側面であ
る。

このように，この結果は，学級を【援助的雰囲気】
にし，【肯定的仲間環境】，【規律的環境】になるよう
な介入をしていけば，児童の社会的スキルの自己評価
を高めることができる可能性を示唆していると考えら
れよう。児童の社会的スキルの発現を促すためには，

『自己意識』と同様，学級環境のなかのマイナスの面
の要因を低減させることより，プラスの面の要因を増
幅させることの方が重要であると考えられるのであ
る。

本研究の結果，自己意識や学級環境評価がプラスの
方向に高い児童は，社会的スキルの自己評価も高いで
あろうという仮説�と2は，ともにほぼ支持されたと言
えよう。

教師は，これまでプラスの側面を伸ばし，マイナス
の側面を減らそうとする，プラスとマイナスの両方の
面からの援助や介入を児童個人や学級全体に対して
行ってきたと考えられる。しかし，本研究の結果は，
児童個人や学級のプラスの面に対して大いに着目し，
それを伸ばしていくような援助をしていった方が社会
的スキルの発現には効果的であるということが示唆さ
れているのである。また，今まで教師は，個人と学級
という大きな視点で介入を行ってきたと思われるが，
今回の調査結果から，【自己肯定】，【学業意欲】，【社
会的疎外】といった『自己意識』の側面や，【援助的
雰囲気】，【肯定的仲間環境】，【規律的環境】といった

『学級環境』の具体的側面に焦点を当てて介入してい
くことが，児童の社会的スキルの発現に効果的である
ことも示されていると言えよう。

社会的スキルについては，他者からみた場合，対象
児童の社会的スキルが上昇すると評価されるときに，
対象児童は自身の社会的スキルに変化がないと報告さ
れ（藤枝・相川，200�；田中ら，2003），他者評価と
自己評価が一致しない可能性もあるが，今後は，自己
意識や学級環境に介入することにより，子どもたちの
社会的スキルの発現がどのように異なるかについて，
実験的に検討することが必要となろう。
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