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１．はじめに

　文部科学省の統計によると，「不登校児童生徒」とは，
年度間に30日以上欠席した「長期欠席者」のうち，何
らかの心理的，情緒的，身体的，あるいは社会的要因・
背景により，登校しないあるいはしたくともできない状
況にある児童生徒（ただし「病気」や「経済的理由」な
ど，客観的な理由による欠席者を除く）をいう。2020
年度の調査では，小中学校における不登校児童生徒数
は196,127人で，全体の2.05%にあたる（文部科学省，
2021） 。
　「児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない」
問題に関して，日本では1950年代末から「学校恐怖症」
「登校拒否」の名称を用いて研究報告が行われ（佐藤，

1959；高木ら，1959；鷲見ら，1960），1989年に発足した
「学校不適応対策調査研究協力者会議」が「登校拒否は
どの子どもにも起こりうるものである」と宣言して以降，
人々の関心が集まるようになった。文部省は1951年に長
期欠席児童・生徒の全国調査を開始した当初は「学校ぎ
らい」という言葉を使用していたが，その後「登校拒否」
（「学校ぎらい」），あるいは「登校拒否（不登校）」と併記
する時期を経て1998年に「不登校」に名称を統一し，操
作的定義も大幅に変更している（保坂，2002）。これらの
変更に伴う混乱があったことを差し引いても2010年以降
の不登校児童生徒数の増加は著しく，社会問題と言って
良いだろう。
　2017年に義務教育の段階における普通教育に相当する
教育の機会の確保等に関する法律（「教育機会確保法」）
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が施行された。これに伴い，文部科学省は2019年10月
25日付で「不登校児童生徒への支援の在り方について
（通知）」を出した。そこでは「『学校に登校する』という
結果のみを目標にするのではなく，児童生徒が自らの進
路を主体的に捉え社会的自立を目指す必要がある」と指
摘し，学校の果たすべき役割について，魅力あるよりよ
い学校づくり，児童生徒の学習状況に応じた指導・配慮
の実施，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーとの連携協力など，広範囲にわたって言及している
（文部科学省，2019）。
　このような歴史的経緯を振り返った上で，森田（1991）
の言葉を借りるならば，「『不登校』は学校をめぐって現
れる問題でありながらも，学校，家庭をも含み込んだよ
り大きな流れの深層の表面に泡立つ渦のような性格を
持っている」との認識が世間一般に定着したと言えよう。
当初精神医学や臨床心理学を中心としていた研究も教育
学や社会学領域にまで広がった（稲村，1994）。
　教師の支援について取り上げた研究も散見されるが
（たとえば，小林ら，2006；早川・小林，2013など），久
木田ら（2017）は不登校研究の問題点のひとつとして
「学校での事例研究や教師による支援を取り上げた研究
は少ない」と指摘している。
　このうち，山本（2007）は，教師が不登校状態をとら
える観点に着眼し，①自己主張ができない場合，②「行
動・生活」に乱れが見られる場合，③「強迫傾向」が強
い場合，④「身体症状」が強い場合の4つに分け，それ
ぞれの状態に対して有効な支援方法を明らかにした。そ
の上で山本（2010）は「不登校児童生徒に対する教師の
悩みや戸惑いは容易に解消されない」と述べ，「不登校
児童生徒を担任する教師は『不登校の子どもや，休みが
ちな子どもとうまく関われない』『本当にその子どもに上
手に関わることができるのだろうか』『本当にその方法を
採っていいのか分からない』などと自信を失いがちであ
る」と指摘している。教師が自己効力感，すなわち教師
効力感をもてないと，実際の支援行動には結びつきにく
いであろう。
　一方，教育心理学の分野では教師効力感以外にも教師
の指導行動や態度に関する研究が多数蓄積されてきた。
三隅ら（1977）は学級における教師のリーダーシップ
P-M論を基礎とし，現場の教師から収集した項目をもと
に作成した質問紙を用いて小学校 5，6年生の児童を対
象に調査を行った。分析の結果，教師のリーダーシップ
行動にはPM型，pm型，Pm型，pM型の4つに分類でき
ることが明らかにした。三隅ら（1977）の研究はその後
も様々な形で引き継がれ，弓削（2012）はDebesse（1969）
の教育の定義にある，2つの教育機能の名称である「ひ

きあげる機能」「養う機能」と命名し，一見相反すると思
われる2つの教育機能をいかに実践し統合するか，対応
する指導行動内容から捉える試みを行っている。
　嶋野（2008）は教師の指導態度測定尺度（ＡD尺度）
を作成し，小学校 4・5年生の担任教師を対象に調査を
行った。因子分析の結果「受容（Acceptance）」と「要求
（Demand）」の2因子が確認できた。
　中井・庄司（2006）は中学校教師に対する信頼感尺度
（STT尺度）を作成した。中学生を対象とする調査の結
果，「安心感」「不信」「正当性」の3因子を抽出してい
る。
　藤井（2017）は「教師版子ども支援力尺度（暫定版）」
を作成し，小中学校の教師を対象に調査を行った。分析
の結果，「カウンセリング能力」「教師連携能力」「アセス
メント能力」「専門機関連携能力」「感情制御能力」の5
因子が抽出された。
　これらの研究では，教師の指導行動や態度を，教室で
大勢の児童生徒に対して一斉に行うものと，何らかの困
難を抱えた児童生徒個人に対して行うものとに分類して
いる。本研究では，前者を［指導］，後者を［支援］，両
者をあわせて［かかわり］と呼ぶことにする。
　三隅ら（1977）や嶋野（2008）などの研究から鑑みる
と，普段教室にいる児童生徒に対する教師の［かかわり］
としては，［指導］だけでなく［支援］もあわせて行って
いると考えるのが自然であろう。登校している児童生徒
に対する［支援］的［かかわり］と，困難を抱えた児童
生徒に対する［支援］とは全く別のものなのだろうか。
とくに，登校している児童生徒への［かかわり］と，不
登校児童生徒に対する［支援］との関連を比較・検討し
た研究は，小林ら（2006），藤井（2017）以外ではほとん
ど見当たらない。
　そこで本研究は，国内における教師効力感研究を整
理・概観し，とくに学校現場の課題である「不登校」に
固有の教師効力感を取りあげる。
　本研究の目的は以下の3点である。
1． 「不登校」に固有の教師効力感に関する研究において，
児童生徒に対する教師の［かかわり］を，不登校支
援の観点から分析する。

2． 「不登校」に固有の教師効力感に関する研究と，教
師が学校の教育場面で一般的に抱く教師効力感に関
わる研究を俯瞰し，児童生徒に対する教師の［支援］
の類似点および相違点を比較検討する。

3． 1，2を踏まえ，「不登校」に固有の教師効力感研究
の果たす役割について検討する。
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２．効力感概念の整理

２－１　自己効力感概念の整理
　教師効力感のベースは，Bandura（1977）によって提唱
された「自己効力感」（Self-Efficacy）概念である。これ
は，ある行動が結果をもたらすかどうか（結果期待）と
自分がその行動をうまくとれるかどうか（効力期待）に
区別されている。「結果期待」とは，所与の行動がある
結果に至るであろうというその人の予想であり，「効力期
待」とは，その結果に必要な行動を遂行できるという確
信である。自己効力感の主たる情報源は，個人的発達，
代理学習，言語的説得，情動的喚起の4つであるとされ
ている。
　成田ら（1995）によれば，自己効力感には2つの水準
があると考えられ，その1つは特定の課題に固有な自己
効力感，もう1つは，具体的な場面や状況に左右されず，
より一般化した日常場面における行動に影響する自己効
力感（特性的自己効力感）であるという。成田ら（1995）
は，特性的自己効力感の高低が，個人の行動全般に渡っ
て影響する可能性があることを指摘している。

２－２　教師効力感概念の整理
　教師効力感は自己効力感をベースにした概念と言える
が，渡邉・中西（2017）は「自己効力感の2つの水準と
しては，場面的な自己効力感であると考えられる」と述
べている。このような自己効力感の定義としてはAshton
（1985）による「教育場面において，子どもの学習や発達
に望ましい変化をもたらす教育的行為を取ることができ
る，という教師の信念」が多く用いられる。Ashton（1985）
は当初，Banduraの理論に依拠して，教師効力感は次の
2つの次元からなると考えていた。
1． 結局のところ，生徒のやる気や成績は家庭環境次第
で決まるので，教師にできることは微々たるものであ
る。

2． 一生懸命にやったら，私は指導困難な，やる気のな
い生徒でもうまく指導できる。

　Bandura（1977）の理論に照らし合わせるならば，1は
結果期待に対応する教授効力という次元，2は効力期待
に対応する個人的効力という次元であるとされる（丹藤，
2001）。

３．教師効力感研究の動向

　渡邉・中西（2017）によれば，欧米では1970年代に
教師効力感についての研究が始まり，Gibson & Dembo
（1984）により教師効力感尺度が発表されて以降さらに盛

んになった。「GD scale」と通称する当該尺度は，教師や
教育の影響についての「一般的教育効力感」と，個人的
な教授能力についての「個人的教授効力感」の2因子で
構成されている。
　Bandura（1997）は教師効力感概念について，「意志決
定への影響についての効力感」「教授技術についての効
力感」「規律についての効力感」など7因子30項目の尺
度を提案した。しかし，これについては妥当性・信頼性
の検討などはなされず，その後，研究としての発展は得
られていないようである。
　一方，Tshannen-Moran & Hoy（2001）は，それまでの
研究を概観し，2因子構造からなる「一般的教師効力感」
と，教師の職能機能を鑑みた「個人的教授効力感」の細
分化等を提起し，最終的に「児童・生徒支援に関する効
力感」「学級経営に関する効力感」「授業実践に関する効
力感」の3因子構造に収斂した尺度が開発された。
　日本国内における教師効力感研究はGibson & Dembo
（1984）やWoolfolk & Hoy（1990），Tshannen-Moran & Hoy
（2001）などの尺度を翻訳する形で，1990年代初めごろ
から盛んになったが，教育学部生や教育実習生を対象
とした尺度が少なくない。その中で，特に現職教師を対
象として開発された教師効力感尺度をまとめたものが表
1である。校種ごとに教師効力感の構造が異なると予想
し，対象を小学校教師に限定した尺度が多い。Gibson & 
Dembo（1984）が現職教員を対象に開発されたのに対
して，Woolfolk & Hoy（1990）やTshannen-Moran & Hoy
（2001）は教育学部生を対象としているため，国外のどの
尺度を参考にして作成されたかによっても因子構造が異
なり，研究の探求方法にも違いが見られるようである。
　宮本（1995）は，「成長促進効力感」「受けとめ効力感」
「見守り効力感」「無力感」の4因子構造を確認している。
「成長促進効力感」「受けとめ効力感」が，桜井（1992）
の言う個人的教授効力感に対応し，「見守り効力感」「無
力感」が桜井（1992）の言う一般的教育効力感にそれぞ
れ対応すると考えられる。植木・藤崎（1999）でも宮本
（1995）と同様，「見守り効力感」「成長促進効力感」「受け
とめ効力感」「影響性効力感」の4因子を見出している。
このうち，「影響性効力感」は，宮本（1995）の「無力感」
に相当する因子である。これらの項目は教師の影響力を測
定するもので，逆転項目の性質を持つことから，ポジティ
ヴな意味が伝わるよう「影響性効力感」と命名している。
　丹藤（2001）では「個人的教授効力感」「一般的教育
効力感」の2因子を確認した。効力感が高い教師は，内
発的動機づけの志向性が高く，PM型リーダーシップ行
動を取り，教職への満足感・適応感が高いことを明らか
にした。
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　その後，丹藤（2005）は「生きる力の指導力」「生徒
指導力」「教科指導力」の3因子構造を見いだした。従
来のTshannen-Moran & Hoy（2001）の 3因子構造におけ
る「学級経営」に関する項目，「子どもとの関係」に関す
る項目が「生徒指導力」因子に統合され，「将来の夢を
育てる」「思いやりの心を育てる」等の項目による「生き
る力の指導力」が独自の因子として構成されている。こ
れは教員の職能領域の一部というより，教員の職務上の
理念や心構えに近い，教員の職務において広く影響する
縦断的な因子だと考えられよう。渡邉・中西（2017）は
「他の研究には見られない因子構造を持つ尺度である」
と分析している。
　松尾・清水（2007）はバーンアウトに代表される教師
のメンタルヘルスの問題に着目した。「高校教師用のセル
フ・エフィカシー尺度」（清水・大宮，2002）を参考に小
学校教師に限定した尺度開発を試み，「生徒指導」「教師
理解」「生徒理解」の3因子からなる教師効力感が確認
された。その際，教育の対象となる児童・生徒の発達段
階の違いによって，効力感の構造が異なることを示唆し
ている。
　植木・藤崎（1999）および丹藤（2005）では小中学校
の教師を対象に調査を行っているが，いずれの研究にお
いても，教師効力感の総得点は中学校よりも小学校の方
が有意に高いことが明らかになった。その他の研究でも，
性別や教職経験年数によって教師効力感の構造が異なる
ことが報告されている（渡邉・中西，2017）。

４．課題固有的教師効力感

　3で示した教員としての職務一般を測定範囲とする教
師効力感とは別に，学校現場の課題に固有な教師効力感
も着眼され，そのための尺度も開発されている。

　淵上・西村（2004）は協働的関係を視野に入れ，教師
の対人的効力感を測定するための尺度（協働的効力感尺
度）を作成した。この研究では，協働的効力感と従来の
効力感について職場の雰囲気，対人的サポート，および
バーンアウトとの関連性についての検討を目的とし，中
学校と高等学校の現職教師を対象に調査を行った。その
結果，教師の協働的効力感は職場の雰囲気と学校内での
サポートから強く影響を受けること，協働的効力感はバー
ンアウト低減とも関連することを明らかにし，学校組織
における教師の協働的効力感の重要性が示唆された。
　露口（2009）はそれまで焦点が当てられてきた教師個
人（クラスレベル）と教師集団（学校組織レベル）にお
ける効力感だけでなく，「学年」や「教科」などといった
チームによって形成される効力感「チーム効力感」の概
念を取り入れ，学校組織におけるチームリーダーシップ
と教師効力感の影響関係を明らかにしている。
　一方，学校組織やチームなどの集団に対してだけでな
く，困難を抱えた児童生徒への対応に関する教師効力感
研究も見られる。たとえば，渡邉（2016）は先行研究を
参考に「知的障害児対応効力感」を作成し，特別支援教
育を専攻する大学生を対象に調査を行った。その結果，
「指導困難対応効力感」「指導遂行効力感」の2因子が見
出された。これはGibson & Dembo（1984）やWoolfolk & 
Hoy（1990）で示された「一般的教育効力感」「個人的
教授効力感」に対応すると思われる。
　以上のように，課題固有的な教師効力感は学校教育全
般において様々な影響を及ぼす要因の一つと考えられる
が，本研究ではその中で，学校での出現率が中学校で
4%を超え，各学級に1名以上存在するとされる「不登
校」に固有の教師効力感について概観する。

表１　日本における，現職教師を対象とした教師効力感研究

研究者名 発表年 対象 研究内容

吉井健司 1989 小中学校教師
181名

Gibson & Dembo（1984）の尺度を翻訳した30項目。「教師の効力期待」「教
師の結果期待」の2因子構造。

宮本正一 1995 小中学校教師
222名

Gibson & Dembo（1984）や桜井（1992）が作成した尺度に生徒指導や教育
相談に関する項目を追加した30項目を採用。4因子構造。

植木・藤崎 1999 小中学校教師
776名 宮本（1995）の30項目のうち28項目を採用。4因子構造。

丹藤進 2001 小学校教師
156名

Bandura（1977）や Gibson & Dembo（1984）など海外の研究を参考にしつつ
も，独自に12項目からなる尺度を作成。2因子構造。

丹藤進 2005 小中学校教師
780名

Tshannen-Moran & Hoy（2001）による尺度を参考に，独自に30項目からなる
尺度を作成。3因子構造。

松尾・清水 2007 小学校教師
367名 Ashton（1985）の定義による海外の尺度を参考にせず作成。3因子構造。

渡邉・中西（2017）を参考に筆者作成 
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４－１　不登校対応自己効力感
　不登校に関して，岩永・吉川（2000）は，教師として
の一般的な効力感ではなく，より課題固有的な自己効力
感として不登校対応自己効力感を設定し，尺度の作成を
試みた。不登校児への対応として望ましいとされている
担任教師の具体的対応を収集し，現職の小学校教員を交
えて質問紙を作成した。小学校教師287名を対象とする
調査の結果，〈支持的受けとめ〉〈再登校への支援〉〈協
力〉の3因子を見出した。
　第1因子〈支持的受けとめ〉は，「無理な原因探し，
責任者探しをしない」「不登校を怠け，甘えと決めつけな
い」「不登校を否定的にとらえない」などの下位尺度で
構成されており，「ロジャーズのカウンセリングの基本理
念に沿った態度である」としている。
　第2因子〈再登校への支援〉は，「不登校児について，
周りの子が理解できるように指導する」「不登校の児童
を受けいれられる学級作りをする」「不登校児に対して，
『忘れていないよ』というメッセージを常に送る」などの
下位尺度で構成されており，「担任教師としての不登校
児童に対する具体的なはたらきかけに関わる因子である」
としている。
　第3因子〈協力〉は「不登校への対応をひとりで抱え
込むことなく，情報を共有したり，学校全体の協力体制
を活用する連携的な態度に関する項目群である」として
いる（岩永・吉川，2000）。この〈協力〉因子には，淵
上・西村（2004）の「協働的効力感」や露口（2009）の
「チーム効力感」との類似点が見られる。

４－２　不登校対応教師効力感
　一方，山本（2015）は不登校対応教師効力感に関して，
不登校児童生徒の状態を理解し関わろうとする際に生じ
る「不登校状態対応効力感」と，具体的な支援方法を
行おうとする際に生じる「支援方法対応効力感」の2側
面があることを指摘した。これについて山本（2015）は，
「不登校対応教師効力感が『子どもの状態に適した支援
方法を行う』という一連の支援行動としてとらえるよりも，
『子どもの状態を理解する』ことと『具体的な支援を行う』
というそれぞれの標的の遂行に関する認知だと理解する
方が適当である」と述べている。山本（2007）が支援の
有効性を検証した際に用いた項目に現職教師から収集し
た項目を追加して質問紙を作成し（山本，2010），小中
高等学校の教師312名を対象に調査を行った。ここでは，
不登校対応教師効力感のみならず，不登校対応経験量お
よび不登校対応被援助感との関連性を検討している。
　支援方法対応効力感の第1因子は「児童生徒の気持ち
を支える」「家庭や児童生徒とのつながりを大切にする」

などの項目で構成され，『つなぐ支援』と命名された。こ
の因子は，学校から距離をおいてしまった児童生徒との
関係維持を意図する支援方法と見通しによるものである。
第2因子は「学習を支援する」「登校を促す」などの5
項目から構成され，『促す支援』と命名された。この因子
は，児童生徒に再登校を促し具体的な行動を促進させよ
うと試みる支援方法に対する見通しと考えられたことに
よる。 
　不登校状態対応効力感の第1因子は「自分の考えを上
手に表現できない」「人付き合いが不得手だ」などの14
項目から構成されており，『コミュニケーション能力』と
命名された。この因子は，自己の在り様の頑なさとこれ
を他者に伝えることへの困難を感じる不登校児童生徒を
支援する際に生じる見通しと考えられたことによる。第
2因子は「規範意識が低い」「ルール違反が見られる」
などの9項目で構成されており，『行動・生活』と命名さ
れた。この因子は，不登校児童生徒の行動や生活に乱れ
が見られる場合に生じる支援の見通しを示すものである。
第3因子は「発熱や下痢などの身体症状が見られる」「一
週間の中で，体調に変動が見られる」などの5項目で構
成され，これらは不登校児童生徒に特有の身体症状の有
無に関して生じる支援の見通しであるとし，『身体症状』
と命名された。
　山本（2015）は，不登校対応教師効力感の各因子の因
子得点と一般性セルフ・エフィカシー尺度（坂野・東條，
1986）との関連を検討し，『身体症状』を除く4つの教
師効力感との間に弱い相関が見られることを示した。こ
のことから，山本（2015）は不登校対応教師効力感は3
のような一般的教師効力感とは様相が異なり，「職能的な
側面が強いものである」と示唆している。

５．教師効力感研究における［支援］の位置づけ

　ここからは，教師効力感研究において［支援］の概念
がどのように位置づけられているのかを見ていくことに
したい。

５－１　一般的教師効力感
　宮本（1995）は「見守り効力感」「受けとめ効力感」
の2因子が［支援］に関連すると考え，「見守り」は結
果期待・一般的教授効力感に，「受けとめ」は効力期待・
個人的教育効力感にそれぞれあたるとした。その上で，
「いじめや登校拒否の問題が大きくなっているにも関わら
ず教師は個人的には児童生徒をあたたかく『見守り』，十
分『受けとめ』ることができると思っていることが注目
すべきである」と述べている。このことから，宮本（1995）
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は，［支援］を「一般的教育効力感」概念の中に位置づ
くと解釈している。なお，これら2つの効力感について
は中学校教師の方が小学校教師よりも有意に低いことが
示された（宮本，1995）。
　植木・藤崎（1999）は，教師の資質と教師効力感との
関連を検討している。子どもとの関係を重要だと認識す
る教師ほど「見守り効力感」「受けとめ効力感」の得点
が高く，「成長促進効力感」の得点が低いことを示した。
「子ども自身の成長しようとする力を信じ，子どもをあり
のままに受けとめ見守りながら支援していこうとする教
師の考えが読み取れる」としている。
　一方，丹藤（2001）の教師効力感尺度では，［支援］
と関連する項目の大半が授業や学習指導，教材開発に言
及されたものであった。これは「個人的教育効力感」に
由来すると言えるであろう。その項目の中で，「創造性を
伸ばすために，私は生徒のアイデアを大切にしている」
が「一般的教育効力感」にあたると考えられる。
　丹藤（2005）においては，「学ぶ楽しさに気づかせる」
「生きる力を育てる」「やればできるという自信を持たせ
る」など7項目からなる「生きる力の指導力」因子が
［支援］と関連していると考えられる。この研究では，教
師効力感と教師の性格行動特性，教師の自己成長感など
様々な変数との関連を重回帰分析や共分散構造分析を用
いて検討し，教師効力感の循環モデルを作成している。
以上のことから，［支援］と関連する要因は教師効力感以
外にも複数存在すると予想される。
　これまで述べてきたように，日本における一般的な教
師効力感についてのさまざまな尺度を俯瞰してみると，
教師の［かかわり］をどのようにとらえるかによって教
師効力感の構造，とくに［支援］の位置づけが大きく異
なっていることがうかがえる。

５－２　「不登校」に固有の教師効力感
　岩永・吉川（2000）の尺度に見る不登校対応自己効力
感では，第1因子〈支持的受けとめ〉と第2因子〈再登
校への支援〉が［支援］と関連していると考えられよう。
また，「支持」と「支援」がそれぞれ別の因子名になっ
ていることから，これらを同じレベルの概念とみなして
いると解釈できる。
　一般に，教師が不登校児童生徒と接する際，〈支持的
受けとめ〉に努めつつ児童生徒の資質や性格特性，家庭
環境などを理解し〈再登校への支援〉を行うと推測され
るであろう。岩永・吉川（2000）の尺度における〈再登
校への支援〉因子の中の，「子どもの現実をそのまま共有
できるような雰囲気を保護者との間でつくる」などの項
目は，［支援］よりも「受けとめ」に近いと考えられる。

　さらに，〈再登校への支援〉の中の「学級運営につい
て，見直しを行う」の項目も特徴的である。これは，児
童生徒の再登校に際して当該児童を受け入れやすくする
教室環境の整備・醸成を意識したものである。不登校児
童生徒が出た時に担任教師は自分の学級運営の適切性
を改めて振り返ることが少なくないであろう。普段から
児童生徒の個性や資質に合った学級経営を意識すること
は，不登校やいじめなどの未然予防と関連すると考えら
れる。それゆえ，この下位尺度は〈再登校への支援〉で
あると同時に，不登校の未然防止，すなわち，通常の教
育活動においても有用な視点であると言え，そのような
観点から整理することも可能ではないだろうか。 
　一方，山本（2015）の「支援方法対応効力感」におい
て，『つなぐ支援』因子の中の下位尺度【児童生徒支持】
（傾聴することで児童生徒を支える，不安や焦りを聞くこ
とで児童生徒を支える）は［支援］を直接的に表現する
ものであると言える。山本自身も「『つなぐ支援』が嶋
野（2008）の「教師のＡＤ尺度」における『受容的態度
（Acceptance）』と近似の概念である」と言及し，「岩永・
吉川（2000）の「教師のための不登校対応自己効力感」
における『支持的受けとめ』とも関連がある」と考察し
ている（山本，2015）。さらに山本（2015）は，支援方法
対応効力感の2つの因子『促す支援』と『つなぐ支援』
について，「実際の支援場面において教師は，それが『つ
なぐ支援』であるのか『促す支援』であるのか，明確に
区別しながら取り組んでいるわけではない」と述べてい
る。このように，山本（2015）において「支持」は［支
援］の一部という位置づけになっている。
　山本（2015）の不登校対応教師効力感の中で［支援］
と関連する概念が【児童生徒支持】だけとは限らない
であろう。『つなぐ支援』因子の中の【意欲喚起】（学校
行事や係活動などを生かして活躍の場をつくる，家での
趣味や運動などを勧める，将来の夢や進路などについて
助言する）や【関係維持】（電話や家庭訪問などを行う，
交換日記や連絡帳などをとおして連絡を密にする，児童
生徒の友人をとおしてプリントを渡すなどする）も広義
では［支援］的要素が含まれるように思われる。
　また，「不登校状態対応効力感」の複数の因子にやや
高い負荷量を示す項目があり，解としての鮮明さに欠け
る傾向が見られた。山本（2015）は「この不明瞭さは教
師が自らの取組の見通しを評価する明確な観点を備えて
いないことをうかがわせるものである」と分析している。
山本（2015）は「不登校状態対応効力感」の『コミュニ
ケーション能力』因子（子どもが自分の考えをうまく表
現できない，他者の目を気にする，自分の思い通りでな
いと落ち込む，自己主張ができない，ものごとを悪い方
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に考える，「～しなければ」という思い込みがある，一つ
のことにこだわる，気持を表現しない　など）が不登校
という課題に固有的な教師効力感のひとつであると考察
した。この点について山本（2015）は，「頑なさに不自由
になりながらもなお自分の問題を上手に伝えられずにい
る不登校児童生徒の状態に対して，どのように接したら
よいのか分からずに困惑する教師の姿がうかがえる」と
している。
　確かに不登校児童生徒の多くが『コミュニケーション』
に苦慮することは想像に難くない。しかし不登校や学校
不適応の様相を呈していなくても，『コミュニケーション』
が苦手な子どもは少なくないと思われる。そのような子
どもたちに対しても教師の［支援］的［かかわり］が必
要ではなかろうか。それらは，再登校や再適応に必要な
だけでなく，不登校や学校不適応の未然防止でも有用と
考えられ，「不登校」に固有の教師効力感の意味をさら
に深く検討する意義が生じていると思われる。

６．おわりに

　さて，［支援］という言葉を聞いて何を連想するかは，
教育，医療，心理，福祉など，その人の持っている専門
性や背景によって多様であろう。本研究では，我が国に
おける教師効力感研究を概観したが，対象を教師に限定
しただけでも［支援］に対する考え方，姿勢や態度に相
違があることが示唆されたと言えよう。また，教師効力
感尺度の中の［支援］に関する項目はひとつの概念とし
てまとまっておらず，「教科指導」「生徒指導」「進路指
導」など具体的な教育活動のそれぞれの場面に埋め込ま
れていると考えられる。その結果，［支援］に関する項目
は「個人的教授効力感」に分類される場合が多く，校種
や性別，教職経験年数によって有意に差があることも明
らかになってきている。これは，学校の内外を問わず教
師がどのような経験を積むかが［支援］に大きく影響す
ることの表れであろう。
　小林ら（2014）は不登校事例の改善が顕著であった教
師と，3年間に一度も不登校児童生徒を担当しなかった
教師ほど，「受容的な対応」因子で示される「支援志向
性」の意識が高いとの結果（小林ら，2006）を受け，「不
登校生徒支援志向性尺度」を作成した。これは岩永・
吉川（2000）の「不登校対応自己効力感尺度」や山本
（2015）の「支援方法対応効力感尺度」と酷似するが，
「自己効力感」の「結果期待」を想定させるような「効
果的な関わり」を問うものでもなく，「効力期待」の「ど
の程度自分がその関わりができるのか」を問うものでも
ない。この点について小林ら（2014）は「もう少し広い

意味で，児童生徒に向き合う教師の姿勢や構えを問うた
ものである。従来の尺度から比べると計測している範囲
は狭いと言えるかもしれない」と述べている。岩永・吉
川（2000）や山本（2015）の研究とあわせて，「不登校」
に固有の教師効力感は，一般の教師効力感以上に［支援］
の概念と近接していると言えるのではないだろうか。
　岩永・吉川（2000）は学校現場の実情について「不登
校児を担任ひとりで何とかしようとする危険性を伴い，
教師の孤立感を深める悪循環につながりやすい」と指摘
している。また，文部科学省（2019）の「『学校に登校
する』という結果のみを目標にするのではない」という
考え方が一般的になるにつれ，教師が登校を勧める働き
かけに消極的になることも想定される。いずれにしても，
網谷（2001）や梅津・堀井（2020）が明らかにしたよう
に，不登校児童生徒に対してどのようにかかわったら良
いのか悩み戸惑う教師が依然として多いと思われる。
　一般的教師効力感の中に［支援］に関連する下位尺度
が含まれることは，登校できている児童生徒に対しても
教師の［指導］だけでなく［支援］が必要であることを
示すものであろう。実際に教師は，目の前の児童生徒一
人ひとりに合ったかかわり方をしたいと願い，子どもた
ちの資質や個性を的確に把握しようと日々努力している。
しかし，登校している児童生徒に対する指導行動と不登
校児童生徒への支援を区別している教師が多いのではな
いだろうか。学校で直接子どもに会えるか否かは教師に
とって大きな要因ではあるが，「登校している児童生徒へ
の［かかわり］が，不登校児童生徒への［支援］的態度
を形成する上で基盤となっているのではないか」と考え
ることができるだろう。
　一般の教師効力感や指導行動と不登校支援との関連が
具体的に明らかになれば，不登校や学校不適応の未然予
防や再適応に向けた支援につながる教師の姿勢や態度を
より明確化できるのではないだろうか。
　以上を踏まえ，今後の課題としては次の3点が挙げら
れる。1つ目は教師の指導行動や態度に関する先行研究
の知見をより一般化したものとして，一人ひとりの子ど
もを支援しようとする教師の姿勢や態度についての概念
「子ども支援志向性」を定義し，その構造を明らかにする
ことである。2つ目は「不登校」に固有の教師効力感を
規定する子ども支援志向性とはどのようなものかを明ら
かにすることである。3つ目は不登校や学校不適応の未
然予防や，再適応につながる学級経営のあり方について
検討することである。それらにより，学級担任の教師効
力感の維持，さらには不登校や学校不適応の未然予防に
向けてより具体的な手立てを示すことができるのではな
いかと考える。

－ 69 －

田中・小林：我が国における教師効力感研究の展望



引用・参考文献

網谷綾香（2001）不登校児と関わる教師の苦悩と成長の
様相　カウンセリング研究　34，160166.

Ashton, P. T. (1985) Motivation and the teacher sense of 
efficacy. In C. Ames & R. Ames (Eds.), Research on 
Motivation in Education, Vol.2. Academic Press, 141-171.

Bandura, A. (1977) ”Self-efficacy : Toward a unifying theory 
of behavioral change. “Psychological Review, Vol.84, 191-
251.

Bandura, A. (1997) Self-efficacy : the exercise of control. New 
York: W. H. Freedman and Company.

Debesse, M. (1969). Jalons. In M. Debesse & G. Mialaret (Eds)，
Trail dessciences pedagogiques I: Introductions (pp.9-17)，
Paris: Presses Universities de France.

淵上克義・西村一生（2004）教師の協働的効力感に関す
る実証的研究　教師学研究5・6，1 12．
藤井義久（2017）教師の子ども支援力に関する統計学的
検討　学校メンタルヘルス　20（1），2536.

Gibson, S., & Dembo, M. (1984). Teacher Efficacy : A 
construct validation. Journal of Education Psychology, 76, 
569-582.

早川惠子・小林正幸（2013）小中連携シートシステムの
活用状況と学校不適応の予防との関連に関する研究　
学校メンタルヘルス　16（1），1018.
保坂亨（2002）不登校をめぐる歴史・現状・課題　教育
心理学年報　41，157169.
稲村博（1994）不登校の研究　新曜社 .
岩永啓子・吉川眞理（2000）教師のための不登校対応自
己効力尺度作成の試み　教育実践学研究：山梨大学
教育人間科学部附属教育実践研究指導センター研究紀
要　6，5968.
小林正幸・早川惠子・椚弘之・和泉綾子（2014）中学校
教師の不登校生徒支援の意識に関する研究（1）―不
登校生徒支援志向性尺度の作成―　東京学芸大学教
育実践研究支援センター紀要　10，1  7 .
小林正幸・平野千花子・伊藤透・木村愛・江尻華奈・金
ヨンミン・早川惠子・村松綾子（2006）不登校半減プ
ロジェクトに対する学校関係者の評価に関する研究　
東京学芸大学紀要　総合教育科学　57，415426.

久木田裕紀・橋本創一・林安紀子・工藤浩二（2017）中
学校の不登校支援に関する教育臨床的視座による実践
研究の動向：支援の階層性からみた検討　東京学芸大
学教育実践研究支援センター紀要　13，2735.
松尾一絵・清水安夫（2007）小学校教師版自己効力感尺
度の開発―教師の個人的属性による比較検討―　応用

教育心理学研究　24（1），9 17.
三隅二不二・吉崎静夫・篠原しのぶ（1977）教師のリー
ダーシップ行動測定尺度の作成とその妥当性の研究　
教育心理学研究　25，157166.

宮本正一（1995）教師効力感に関する研究日本教育心理
学会総会発表論文集　37，581.

文部科学省初等中等教育局（2019）「不登校児童生徒へ
の支援の在り方について（通知）」令和元年10月25日
文部科学省初等中等教育局児童生徒課（2021）令和元年
度児童生徒の問題行動・不登校生徒指導上の諸課題
に対する調査結果について，令和3年10月13日
森田洋司（1991）「不登校」現象の社会学　学文社 .
中井大介・庄司一子（2006）中学生の教師に対する信頼
感とその規定要因　教育心理学研究　54，453463.
成田健一・下仲順子・中里克治・河合千恵子・佐藤眞
一・長田由紀子（1995）　特性的自己効力感尺度の検
討：生涯発達的利用の可能性を探る　教育心理学研究
　43（3），306314.
坂野雄二・東條光彦（1986）一般性セルフ・「エフィカ
シー尺度作成の試み　行動療法研究，12，3138.
桜井茂男（1992）教育学部生の教師効力感と学習理由　
奈良教育大学研究所紀要21，91101.
佐藤修策（1959）神経症的登校拒否行動の研究　岡山県
中央教育研究所　紀要第4集，1 15.
嶋野重行（2008）教師の指導態度に関する研究―AD尺
度の追試的研究―　盛岡大学短期大学部紀要　18，
4355.

清水安夫・大宮美知枝（2002）高校教師のストレスに関
する研究―ストレス評価尺度の開発―日本学校メンタ
ルヘルス学会第6回（神奈川）大会抄録集　p.34.
高木隆郎・川端利彦・田村貞房・三好郁男（他）（1959）
長欠児の精神医学的実態調査　精神医学　1（6），
2935.

丹藤進（2001）教師効力感についての探索的研究―教
職への満足感，教育的信念，PMリーダーシップ行動
との関連　弘前大学教育学部紀要クロスロード　6，
5 17.

丹藤進（2005）教師効力感の研究―循環モデルに向け
て―　青森中央学院大学研究紀要　7，2144.

Tshaman-Moran, M., & Hoy, A., W (2001). Teacher efficacy 
: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher 
Education 17, 783-805.

露口健司（2009）学校組織におけるチームリーダーシッ
プと教師効力感の影響関係　日本教育経営学会紀要　
51，7387．

植木尚子・藤崎眞知代（1999）教師効力感を規定する要

－ 70 －

東京学芸大学教育実践研究　第18集（2022）



因―校種と経験年数を中心として―　群馬大学研究紀
要　人文・社会科学編　48，361381.
梅津彩・堀井俊章（2020）不登校児童と関わった経験の
ある小学校教師の成長や変化　横浜国立大学教育学
部紀要，Ⅰ，教育科学　3，194207.
鷹見たえ子・玉井収介・小林育子（1960）学校恐怖症の
研究　精神衛生研究　8，2756.

渡邉雅俊（2016）特別支援教員養成課程に在籍する大学
生の教師効力感の特徴：知的障害児効力感による検討
　国学院大学紀要　54，7385.

渡邊駿太・中西良文（2017） 日本における教師効力感に
関する研究の動向と展望三重大学教育学部研究紀要，
68，245254.

Woolfolk, A. E., & Hoy, W. k., (1990). Teacher’s sense of 
efficacy and their beliefs about managing students. Teaching 
and Teacher Education, 6, 137-148.

山本奬（2007）不登校状態に有効な教師による支援方法
　教育心理学研究　55，6071.

山本奬（2010）不登校対応教師効力感に関する基礎的研
究　岩手大学教育学部付属教育実践総合センター研究
紀要　9，163174.

山本奬（2015）不登校対応教師効力感に関する研究―経
験量及び被援助感による検討―　学校心理学研究　
15，1729.

弓削洋子（2012）教師の2つの指導性機能の統合化の検
討―機能に対応する指導行動内容に着目して―　教育
心理学研究　60，186198.

－ 71 －

田中・小林：我が国における教師効力感研究の展望




