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学級規模が児童の学級適応に及ぼす影響
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本研究では，少人数学級や複数担任による少人数指導という物理的措置（学級規模）

が，保護者の学校生活認知と子育て不安とに及ぼす影響について検討することを目的とし
た。研究１では，小学校１年生〜３年生の保護者339名を対象に質問紙訓査を実施し，「保護
者用学校生活認知尺度」および「子育て不安尺度」を作成した。研究２では，小学校１年生
〜３年生の保護者556名を対象に作成した尺度を用いて質問紙調査を実施した。結果から，
少人数学級に在籍する子どもをもつ保護者の「対教師認知」の平均値が通常学級の保護者に
比較して高いこと，逆に「子育て不安」の平均値は最も低いことが明らかとなった。少人
数学級編制の導人は，保護者の教師に対するポジティブな認知と情緒の安定にプラスの影響
を及ぼすのではないかと考察された。
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問題と目的

いつも見守っている」というような幼児期の物
理的距離を維持することは困難になる。保護者

子どもの行動範囲や仲間関係の広がりに伴

もまた，子どもと同様に小学校生活への期待と

い，親子関係のあり方は変容していく（小石，

不安を抱え，人学の時期を迎えるのではないか

1995）。小学校への入学は，その変容を促す

と考えられる。

きっかけであり，「親が子どものそばにいて，

とりわけ子どもの年齢が低い場合には，保護
41

者の心理的なエネルギーの大きさやそのベクト

研究１

ルの向きが，子どもに反映されやすい傾向にあ
勺

る（酒井，2005）。それゆえに「うちの子には
伸良しの友だちがいる」，「担任の先生は，うち
の子をしっかりみてくれている」といった学校

本研究では，「保護者用学校生活認知尺度」

生活に対するポジティブな認知は，保護者の情

および「子育て不安尺度」を作成するとともに

緒的安定と親子関係の良好な変容に重要ではな

作成された尺度の信頼性について検討すること

いかと考える。

を目的とする。

では，少人数学徴編制という物理的措置は，

方

保護者の学校生活認知や子育てに関する不安に

法

どのような影響を与えるのであろうか。従来の
研究においては，学級の規模が児童生徒の学校

調査時期および調査協力者

生活や敦員の指導に影響を及ぼすことが示され

2006年７月に，附属高松小学校１〜３年在籍

ている（谷，2003）。西目（2003）でも，少人

児童の保護者339名（男性32名・女性307名，平

数授業では教師に対する子どもの親租匹が高ま

均年齢＝37.96歳，SD＝4.01）に対して質問紙

ることが明らかにされている。だが，こうした

調査を実施した。児童に対する保護者の続柄

プラスの効果が保護者の認知や情緒にどのよう

は，父栽あるいは母栽のいずれかであった。ま

な影響を与えるのかは明らかでない。

た，同協力者に対して，同年12月に第２回調査

また，学校不適応に陥る危険の高い子どもの

を実施した。

早期発見という点においては，教師だけでな

なお，調査協力者に対して，学校の成績や児

く

保護者によるアセスメントが重要である
（小倉，2005）。石隈（1999）は，

童評価とは関連がないことや，外部に回答結果

学校場面に

が漏れないこと，調査協力者の回答は研究成果

おける子どもに対する援助を考える際，保護者

の発表にのみ使用されることを伝えることで，

の存在と保護者自身の情緒の安定は重要な鍵と

倫理面への配慮を行った。

なる

と述べており，援助者としての保護者の

重要性を強調している。しかし，保護者が実際

質問紙の構成

に学校での子どもの生活をどのように認知し，

以下の２尺度から構成される質問紙調査票を

子育てにどの程度の不安を抱いているのかにつ

用いた。

いて把握できるような尺度は見当たらない。

①保護者用学校生活認知尺度

そこで本研究では，以下の２点について検討

本研究を行うにあたり暫定的に作成された尺

することを目的とする。

度である。 26項目から構成される。質問項目に

第一に保護者が子どもの学校生活をどのよ

対し，４件法（「よくあてはまる」〜「全くあ

うに認知しているのかを明らかにするための尺

てはまらない」）で評定を求めた。

度と，保護者の子育て不安の程度を測定するた

②子育て不安尺度

めの尺度を作成することを目的とする。第二

本研究を行うにあたり暫定的に作成された尺

に少人数学級や複数担任による少人数指導と

度である。５項目から構成される。質問項目に

いう物理的措置（学級規模）が，保護者の学校

対し，４件法（「よくあてはまる」〜「全くあ

生活認知と子育て不安とに及ぼす影響について

てはまらない」）で評定を求めた。

検討することを目的とする。
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「対敦師認知」因子と解釈された。第２因子は

結果と考察

「子どもは，休み時間に楽しく過ごせているよ
保護者用学校生活認知尺度の作成

うです」や，「子どもは，学校で仲び伸びと生

保護者用学校生活認知尺度26項目のうち，明

活できています」など，子どもの学校生活に対

らかに正規分布していない項目が５項目みられ

する保護者の認知を表す項目から構成されてい

た（項目2 ・ 5 ･10･13･24）。これらについては

るので，「対子ども認知」因子と解釈された。

天井効果が生じたものと判断し，これ以降の分

なお，累積寄与率は65.17％であった。

析から除外した。
次に21項目を用いて因子分析（主因子法，

保護者用学校生活認知尺度の信頼性に関する分

バリマックス回転）を行った。因子構造を確認
した結果，共通性の低い項目（項目4

析

･11･14･

作成した保護者用学校生活認知尺度の信翰改

23 ・ 26）と複数の因子で負荷量が高い項目（項

を検討するため，各下位尺度ごとにCronbach

目12･16･17･21）がみられたため，これら９項

のａ係数を算出した。その結果，「対敦師認知」

目を削除した。残った12項目を用いて再度因

ではα＝｡897，「対子ども認知」ではa＝｡875で

子分析を行ったところ，２因子が抽出された

あった。

（Table

1）。第士因子は「担任の先生は，子ど

さらに尺度の安定性を検討するため，再テ

もが失敗しても，そっと助けてくれます」や，

スト法による相関係数を算出した。約５ヶ月の

「担任の先生は，子どもが頑張ったとき，一緒

期問をおいて各下位尺度に回答を求めた。その

に喜んでくれます」など，敦師に対する保護

結果，「対教師認知」での相関係数はr＝｡677，

者の認知を表す項目から構成されているので，

Table

l

「対子ども認知」での相関係数はr＝｡648であっ

保護者用学校生活認知尺度
抽出因子

Ｉ．対教師認知

Ｉ

質問項目

共通性

ｎ

（α＝｡897）
.836

242

758

担任の先生は，

子どもの好きな遊びを知っています。

.772

060

643

18

担任の先生は，

子どもが頑張ったとき，一縫に喜んでくれます。

.753

25

担任の先生は， 子どもが元気がないとき，すぐに気づいて励ましてくれます。

.739

6

担任の先生は，

子どもが新しいことに挑戦するとき，励ましてくれます。

.734

19

担任の先生は，

子どもの言うことをきちんと聞いてくれています。

.670

.032

456

22

担任の先生は，

子どもが困っていることにすぐに気づいてくれます。

.639

.206

582

Ｉ

ｒＤ

0

１

子どもが失敗しても，そっと助けてくれます。

7

担任の先生は，

８

572
１

Ｉ

︵Ｘ︶

639

125

｡588

Ｉ
88

Ｈ．対子ども認知（a＝｡875）
子どもは，

休み時間に楽しく過ごせているようです。

.144

.927

３

子どもは，

学校で仲び伸びと生活できています。

.198

.837

736

子どもは，学校に行くのが楽しそうです。

.024

.756

589

子どもは，学級で仲のいい友達がいます。

.055

.656

478

子どもには，好きな遊びがあります。

.282

,621
‑

576

因子負荷量２乗和

5.20

2.62

Ｉ

７

20

9

.8

43

4

43.33

1

2

寄与率（％）

Table 2
No，
一
１

子育て不安尺度項目の主成分分析結果（a＝.793）
質問項目

第一主成分

子どもが学校で困っているのではないかと，心配に思うことがあります。

.889

２

子どもが困っているとき，どう対応すればよいか心配です。

.877

３

子どもの考えていることが分からず，心配になることがあります。

.751

固有値

2.12

寄与率（％）

70.80

た。以上の結果から，尺度の一貫性および安定

討することを目的とする。

性が確認された。なお，今後，尺度の妥当性に
ついて検討を行うことが必要である。

方

法

子育て不安尺度の作成

調査時期および調査協力者

５項目を用いて主成分分析を行ったところ，

2006年12月，附属高松小学校と附属坂出小学

固有値が１以上であったのは第一主成分のみで

校に在籍する１〜３年生児童の保護者，556名

あった。負荷量が低い２項目を除外し（項目

（父親60名・母親496名，平均年齢38.33歳，SD

４・５），残った３項目を用いて再度主成分分析

＝4.00）を対象に質問紙調査を実施した。

を行った。その結果，すべての項目が第一主成

各学校における学級規模の内訳は，以下のと

分に対する負荷量が高く，寄与率は70.80％で
あった。この結果は，Table

おりである。

2に示すとおりで

高松小学校では，１年生に少人数学級（１学

ある。

級30名，担任１名）が導入されており，２・３
年生は通常学級（１学級40名，担任１名）であ

子育て不安尺度の信頼性に関する分析

る。坂出小学校では，１年生に複数担任学級

子育て不安尺度の信頼性を検討するため，

（１学級40名，担任２名）が導入されており，

Cronbachのα係数を算出した。その結果，α

２・３年生は通常学級（１学級40名，担任１名）

＝｡793であり，一応の信頼性が保証された。ま

である。な牡欠損のある対象者も分析に含め

た,尺度の安定性を検討するため，再テスト法

たため，有効分析者数は異なっている。

による相関係数を算出した。約５ヶ月の期間を

また，調査協力者に対して，学校の成績や児

おいて子育て不安尺度に回答を求めたところ，

童評価とは関運がないことや，外部に回答結果

相関係数r＝｡586であり，やや低い数値である

が漏れないこと，調査協力者の回答は研究成果

ことが分かった。保護者の不安の高さが変化し

の発表にのみ使用されることを伝えることで，

やすいものであるかどうかについて，また尺度

倫理面への配慮を行った。

の妥当性について，今後，さらに検討する必要
質問紙の構成

があるだろう。

以下の２尺度から構成される質問紙調査票を

研究２

用いた。
①保護者用学校生活認知尺度：研究１において

目

的

作成された尺度である。「対敦師認知」･「対子ど

本研究では，少人数学級や複数担任による少

も認知」の２下位尺度から構成される。

12項目

人数指導という物理的措置（学級規模）が，保

に対し，４件法（「よくあてはまる」〜「全く

護者の学校生活認知と子育て不安とに及ぼす影

あてはまらない」）で回答を求めた。

響について，研究１で作成した尺度を用いて検

②子育て不安尺度：研究１において作成された
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尺度である。３項目に対し，４件法（「よくあ

た。

ｔ検定の結果，いずれの下位尺度におい

てはまる」〜「全くあてはまらない」）で回答

ても有意な差は認められなかった（Table

を求めた。

以上のことから，保護者の性による影響はない

3）。

ものと判断し，以降の分析を行うこととした。

結

果
学級規模による比較
まず，１学級30名で１名の教師が担任する

保護者の性による影響の検討
分析に先立ち，「対教師認知」「対子ども認知」

高松小学校の１年生を「少人数学級」群（N＝

の各得点を算出した。具体的には，各下位尺度

78）とし，１学級40名で２名の教師が担任する

ごとに合計得点を算出し，それを下位尺度に含

坂出小学校の１年生を「複数担任学級」群（N

まれる項目数で割ったものを各下位尺度得点と

＝72）とした。そして，１学撒40名で１名の敦

した。いずれも，ポジティブに認知しているほ

師が担任する高桧小学校の２・３年生と坂出小

ど得点が高くなるように得点化を行った。

学校の２・３年生を「通常学級」群（N＝326）

また，子育て不安尺度についても同様に

３

とした。

項目の合計得点を算出し，項目数で割ったもの

次に学級規模を要因とし，「対教師認知」

を「子育て不安」得点とした。子育て不安が高

「対子ども認知」，「子育て不安」をそれぞれ従

いほど得点が高くなるように得点化を行っ

属変数とした分散分析を行った（Table

4）。

その結果，「対教師認知」では３群問にお

た。
次に保護者の性別による回答の偏りがない

いて有意差が認められた（F＝5.33,p<｡01）。

かどうかを確認するため，各下位尺度得点に父

Tukey法による多重比較を行ったところ，少人

母間で差があるかどうかについて検討を行っ

数学級群の平均値が通常学級群の平均値よりも
高かった。一方，「対子ども認知」では，有意

Table

3

対敦師認知

性別にみた各得点の比較

な差は認められなかった（F＝0.38,n.s.）。

父親

母親

ｔ値

一
3.09

3.27

‑
1.77

(0.61)

(0.60)

対子ども認知

3.50

3.65

(0,46)

子育て不安

2.54
(0.76)

が認められた（F＝6.02,p<｡01）。Tukey法に
よる多重比較を行ったところ，少人数学級群の

n.S.

平均値が通常学級群および複数担任学級群の平

2.01

(0.41)

n.S.

2.52

0.14

(0.77)

「子育て不安」では，３群問において有意差

均値よりも低かった。

n.S.

カッコ内は標準偏差

Table 4

学級規模別にみた保護者の学校生活認知と子育て不安

学級規模

少人数学級

Ｎ

78

対教師認知

対子ども認知

子育て不安・

複数担任学級
72

通常学級

F‑value
326

3.44

3.30

3.20

(0.51)

(0.57)

(0.62)

3.66

3.66

3.62

(0,47)

(0.37)

(0.42)

2.25

2.62

2.56

(O｡72)

(0.77)

(0.76)

*ｐぐ05

カッコ内は標準偏差
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5.33¨
少人数＞通常
0.38 n.s.

6.02¨
少人数＜複数，通常
¨p＜.01

考

察

もの考えていることが分からず心配だ

などの

子育て不安は，少人数学級制のもとではそれほ
本研究の結果から，少人数学級に在籍する子

ど高まらないと言える。この結果は，対教師認

どもをもつ保護者の「対教師認知」の平均値が

知がポジティブであることとも関連しているの

通常学級に在籍する子どもをもつ保護者に比較

ではないだろうか。つまり，敦師がわが子を

して高くド

丁寧に見てくれていると認知することにより，

担任の先生は，子どもが失敗して

も，そっと助けてくれる

など，担任に対して

「ひとりで子育てをする不安」から解放され，

ポジティブに認知していることが示された。こ

子育てに関する日常的な心配事にも，ゆとりを

れは，通常学級に比べ児童一人当たりの敦師の

もって対応できるようになるのではないかと考

関与度が物理的に高まるという少人数学級の特

えられる。学校敦育相談においては，保護者自

徴（西□，2003）を反映していると考えられる。

身が心理的に安定すると，保護者に潜在してい

その関与度の高さが，子どもの感情の動きを敏

た子どもへの適切な関わりの力が次第に引き出

感に察する敦員の姿勢につながり，さらにはそ

され，子どもの症状の改善を見ることは稀では

れが，保護者のポジティブな対教師認知に結び

ない（酒井，2005）。保護者の心理的な安定感

ついていくのではないかと思われる。

を維持するためにも，少人数学級制は意義のあ

松尾（1990）は，小学生の子どもをもつ母親

る取り組みなのではないかと思われる。

は，教師に対して，専門的知識以上に人間性，

以上，本研究では，少人数学級削が他の学級

つまり子どもや教育に対する情熱や使命感を強

編制と比較して，保護者の「対教師認知」およ

く求めることを示している。

び「子育て不安」にプラスの効果があることを

１学級における子

どもの人数は，担任が自らの管吐を発揮して対

明らかにした。しかし，学級編制上の長所を最

応しなければならない保護者の人数でもある。

大限に活かすためには，その前提として家庭と

少人数学級制では，他の学級編制と比較して，

学校との丁寧な連携が日常的に必要であると考

保護者に本来の人間性を伝えやすくなり，それ

える。少人数学級を導入した場合に家庭との

がポジティブな認知に反映したとも考えられよ

連携のしやすさがどのような場面において現れ

う。

るのかについては，今後さらに具体的に検討し

一方，

子どもは，休み時間に楽しく過ごせ

ているようです

ていく必要があるだろう。また，本研究では内

などの「対子ども認知」で

容が煩雑になることから扱っていないが，高松

は，学級規模による有意な差異はみられなかっ

と坂出という地域の特色や文化の違い，さらに

た。少人数学級に在籍する児童による自己評価

子どもの学年や性別といった個人間変数との関

では，教員との関係だけでなくクラスメートと

運についても検討していく必要があると思われ

の関係も良好になっている（犬久保，2007）が，

る。

今回の研究を行った時点では，保護者の認知に
は影響を及ぼしていないものと考えられる。し
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