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投稿論文 

 

学級経営に影響を及ぼす教師－児童関係に関する質問紙調査 
 

森 田   純＊  

山 田 雅 彦＊＊ 

（2013年４月30日受理） 

 

1.問題意識と課題 

本論文の課題は，児童がどのような傾向の学級で居心地よく過ごせているのかを明らかにして，

学級経営の指針の一つとして提案することである．得られた結論は以下の 2 点である． 

 

① 児童の社会性が高い学級の担任は，教師と児童の上下関係（ルールの徹底）を確立し，教

師と児童および児童間の水平関係（フラットな心の通い合い）も確立した学級経営を行っ

ていると自覚している． 

② 児童の社会性が低く友達関係を育みにくい学級の担任の学級経営スタイルは，水平関係に

偏っている． 

 

課題設定に至った経緯と問題意識は以下の通りである． 

児童にとって居心地がよく誰もが楽しいと感じる学級経営は，いじめ，不登校，学ぶ意欲の低

下等の教育課題を解決する上で重要である．『小学校学習指導要領（平成 20 年 3 月告示）』にも

「日ごろから学級経営の充実を図り，教師と児童の信頼関係及び児童相互の好ましい人間関係を

育てるとともに児童理解を深め，生徒指導の充実を図ること（第 1 章総則第 4 の 2(3)）」と明記

されている．『生徒指導提要（平成 22 年 3 月）』でも「学級・ホームルームという学校生活の場

面は，生徒指導を進める上でも基本となる生活場面」「学級経営・ホームルーム経営の具体的な仕

事として生徒指導が行われると考えてもよい」（第 6 章第 4 節）と指摘されている．様々な教育

課題を解決するために，日々の教育活動の基盤となる学級経営力向上が緊急の課題として求めら

れている． 

児童・生徒集団の望ましい経営のあり方についてはもっぱら教師個々人の経験則にもとづいた

多様な論が展開されてきたが，それらはおおむね二つに大別できる．管理的な指導（教師と児童・

生徒の上下関係）を重視し，ルールの徹底を図る必要性を主張する教師による指導重視型（上下

関係優先型）と，児童の思いを何よりも優先し，教師と児童の間の上下関係を 小化することを
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重視する児童尊重型（水平関係優先型）である．両者は一見相容れないようであるが，論者の叙

述を子細に読み取ってゆくと，両者とも暗黙のうちに，上下関係と水平関係の双方が学級経営に

必要であることを主張している． 

まず指導重視型の論者として諏訪哲二をみてゆく．諏訪は，学級崩壊をめぐる報道に関して「（前

略）記者氏は＜けっして（担任が―引用者―）子どもたちと交流する努力を欠いていたわけでは

ない＞，「にもかかわらず」学級が崩壊してしまったと記述しているが，私の見方では「だから」

崩壊したのだと思う（諏訪,2005,107）」と，教師と児童の交流（水平関係）を否定するかの指摘

をしている「指導重視型」の教師である．しかしその一方で，「いい教育とは「のびのびして厳し

い教育」である．（中略）子どもに合わせないと教育は成り立たないが，すべて合わせてしまうと

教育たりえない」（諏訪,2005,16）とも言い，子どもの「ありのまま」を受け容れてこれに合わせ

ることが教育実践に不可欠であることを指摘している． 

また，年度当初に学級の仕組みを確立することの重要性を指摘している向山洋一（向

山,2008,10）も，「「係活動」は，子どもたちの自主性・自発性・創造性を貫徹することが大事（向

山,2008,20）」であるとするなど，行動の順序やルールなどの徹底を図ったり，教師がリーダーと

して統率したりする指導（上下関係）を重視するとともに，自主性や遊びを認めること（水平関

係）も重視している． 

一方，児童尊重型として，生徒が教師を先生と呼ばないことを自らが設立した学校の特色に挙

げるほど教師と生徒の水平関係を重んじている奥地圭子（奥地,2010,9）は，修学旅行の行く先，

消灯時間，ルール，持ち物などを「話し合って，全体ミーティングに提案して決め」ることを学

校の特色であるとする（奥地,2010,94-96）．つまりこの学校でも消灯時間（時間割）やルールが

必要であることは自明視されている．指導重視型との相違は，それらを決定する過程に生徒が直

接関与するかどうか，という点である．生徒が話し合いながら納得し，決めていく様子は教師主

導でないため，水平関係とも取れるが，ミーティングという手法を伝え，場を提供しているのは

教師（大人）であるから集団のルールづくりという点では上下関係にもとづいた指導であるとい

える． 

同じく堀真一郎も，自ら設立した学校の特色の一つに大人が「「さん付け」やニックネームで呼

ばれている」ことを挙げる（堀,2009,2）が，在校生はミーティングと呼ばれる合議によって学校

生活のあり方を決めるよう求められる．「自由学校というのは，子どもがいろいろなことを決める

学校だ．だから話し合いが多くなる」と堀はいう（堀,2009,39）．子どもが話し合いで決めるとい

うルールを大人が決めているのである．話し合ってルールを作るという活動は自然発生的に生ま

れたものではなく教師の環境設定によるものである．つまり，間接的な上下関係を学校の中に作

っていることになる． 

以上みてきたように，長く対立的にとらえられてきた指導重視型と児童尊重型ではあるが，ど

ちらの論者も暗黙的に指導（上下関係）と児童尊重（水平関係）の双方が必要であると認めてい
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る．両者の相違は，もっぱら上下関係と水平関係の適切なバランスや優先関係に関するものであ

る．指導重視型では，まず上下関係を確立し，その上で水平関係を豊かにする指導を行う．児童

尊重型は水平関係に関する活動を十分に行った後，児童生徒の自治という間接的な方法をとりな

がら上下関係に関する指導を行う．しかし，児童尊重型における「自治によりルールを定める」

という原則は教師が決めたものであり，実質的にはルールの確立が水平関係に先行している． 

この，上下関係を先行させつつ水平関係を確立する，という学級経営の経験則を，横藤雅人は

織物の比喩を用いて説明している．横藤は，「教師と子供の上下関係を基礎とする関係づくり（し

つけや返事，敬語，学級内ルールなど）」を教育の縦糸，「教師と子供とのフラットな心の通い合

い」を横糸に喩える（野中・横藤,2011,10）．そして，「まずもってしっかりとした縦糸を張」り，

「感情に彩られた横糸を豊かに絡ませてい」くことを学級経営の原則であるとする（野中・横

藤,2011,10）．「織物」として仕上がった時には縦糸に相当する上下関係は見えなくなり，横糸に

相当する水平関係が色鮮やかに浮かび上がるという教師の経験知を巧みに表現している． 

しかし，児童尊重型の学級経営では，自治によりルールを定めるというメタ・ルールの確立－

水平関係の確立－具体的なルールの確立，というように，上下関係の二層構造が暗黙のうちに想

定されている．指導重視型では具体的なルールの確立－水平関係の確立，という単層構造であり，

具体的なルールの確立と水平関係の確立との順序については両者において正反対になっている．

学級経営の評価方法の未成熟と相まって，指導重視型と児童尊重型の両説が併存する現状は，実

践場面においては教師個々人が各自の信念に応じて一方を選ぶという事態を生む危険性をはらん

でいる． 

そこで本論文では，上下関係や水平関係に関する具体的な質問項目を含む教師と児童への質問

紙調査によって，両者の適切な関係を実証的に明らかにする． 

 

2.研究の方法 

(1)質問紙調査 

調査 1 児童の社会性自己評価 

内容：瀧口信晴(2009)による「学級内での社会性を見取るための児童用自己評価シート（30 項

目，表 1．表 1 には各項目の記述統計量を併せて示してある）」 

この質問紙は，「学級内の役割を果たすか(機能面)」「この学級では気持ちが通じるか(情緒面)」

という 2 観点から児童個々人の学級内での社会性を自己評価するためのものである． 

学級内の人間関係を把握する質問紙としては「Q-U(Questionnaire-Utilities)テスト」がよく知

られているが，Q-U は「学級内の対人関係に関するルール，集団活動・生活をする際のルール」

が確立されているかどうかを測定する「被侵害得点」と「互いに構えのない，ふれあいのある本

音の感情交流がある」かどうかを測定する「承認得点」という二軸により学級の状況を把握しよ

うとする（河村,2006,58）．これは，Q-U の開発者河村茂雄がその用途として挙げている「不登
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校予防・いじめ問題の発見と予防・学級崩壊の予防・教育実践の効果測定（河村,2006,16-17）」

のうち，教育実践の効果測定を除く三つまでが問題状況の抑止であることに対応している．これ

に対して瀧口による自己評価シートは，学級が目標を共有し役割を分担して活動に取り組む機能

集団としての側面を有していることに着目し，「機能面（役割を果たすか）」という軸を立てて，

「情緒面（気持ちが通じるか）」との二軸によって児童の社会性，ひいては学級内の人間関係を把

握しようとする点に特色がある．この二軸は『小学校学習指導要領解説 特別活動編（平成 20

年 8 月）』に挙げられている望ましい集団活動の 6 条件（第 2 章第 1 節 1(1)）をもとにしている

（瀧口,2009,52）．知名度は低いが，いじめ等の発見・予防だけでなく，集団で課題に取り組む力

が学級に育っているかどうかというよりポジティヴな人間関係の把握が可能である．河村が用途

の末尾に挙げている「教育実践の効果測定」を主な目的とするテストであるといえる(瀧

口,2009,51)． 

表１ 学級内での社会性を見取るための児童用自己評価シート（瀧口,2009） 

No. カテゴリ 項 目 内 容 平均 標準偏差 
1 情緒 クラスの友だちに自慢できることがある． 2.87 1.03 
2 情緒 なやみ事がある時にはクラスの友だちに相談する． 2.67 1.10 
3 機能 自分のすることや言うことは，あまりクラスに影響がない．    R 1.60 0.94 
4 機能 作業や活動をする時には，たくさんの友だちと声をかけ合う． 3.07 0.88 
5 情緒 困っている人がいると，助けるようにしている． 3.14 0.79 
6 機能 クラスで何かを決める時，自分と違う考え方も大切にする． 3.08 0.88 
7 機能 作業や活動をする時には，友だちに指示を出す． 2.34 0.95 
8 情緒 自分のクラスは，仲がよいと思う． 3.30 0.79 
9 機能 自分の考えが通らなくても，がまんすることができる． 3.29 0.82 

10 情緒 自分のよいところについて分かっている． 2.62 0.99 
11 情緒 嫌なことを頼まれても，うまく断ることができない． R 1.41 1.10 
12 機能 クラスの中で手伝いが必要な時には進んでやる． 2.89 0.86 
13 情緒 クラスの友だちの役に立っていると感じることがある． 2.47 0.92 
14 情緒 大切に思っている友だちは，クラスにあまりいないと思う． R 0.63 1.13 
15 機能 必要だと思ったことは友だちにも，必ずやってもらいたい． 2.82 0.91 
16 機能 クラスで決めた目標をめざして努力をしている． 2.91 0.85 
17 機能 作業や活動をする時には，友だち同士で役割分担をして進める． 3.08 0.83 
18 情緒 このクラスになれてよかったと思っている． 3.45 0.81 
19 機能 友だちが嫌がったり，不ゆかいになったりすることをしてしまう． R 1.18 0.85 
20 情緒 クラスのたくさんの友だちと一緒に作業や活動することを楽しいと感じる． 3.46 0.97 
21 機能 人のいやがることをしている人には注意をする． 2.74 0.86 
22 情緒 自分のしたことについて後からいろいろ考えたりはしない． R 1.08 1.04 
23 情緒 楽しそうな人を見ると，楽しい気持ちになってくる． 3.18 0.94 
24 機能 一人きりで活動している子に声をかけて仲間にいれようとする． 2.80 0.85 
25 情緒 自分のことについては自分自身で考え，話したり行動したりする． 2.87 0.87 
26 情緒 困った時には，クラスの誰にでも助けを求めることができる． 2.47 0.99 
27 機能 クラスの仕事を 後までやり通す． 3.09 0.79 
28 機能 友だちの失敗を笑ったり，責めたりしてしまう． R 1.01 0.88 
29 情緒 クラスの多くの人に嫌われないように行動する． 3.01 0.89 
30 機能 クラスの誰とでも一緒に作業や活動することができる． 3.03 0.92 

R は反転項目を示す． 
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こ の 自 己 評 価 シ ー ト に は 集 計 用 マ ク ロ

（Microsoft Excel®対応）が作成されており，そ

のマクロに児童の回答を入力すると「機能面」「情

緒面」それぞれについて個人ごとに集計され，「機

能面」と「情緒面」それぞれの平均値（今回の調

査では機能面 43.19，情緒面 44.31）を軸とする座

標平面上にプロットされる．図 1，図 2 はそのよ

うにしてプロットされた学級ごとの散布図の例で

ある 1)．第 1 象限は機能面も情緒面も高い群であ

ることから，ここにプロットされた児童は学級で

の役割を果たすことができ，さらに友達と気持ち

が通じる状態にあり，多種多様な集団形成の可能

性がある児童群となる．第 2 象限は機能面が高く

情緒面は低いことから，学級での仕事はするが友

達とのつながりが希薄な児童群となるのだが，仕

事だけに限定される人間関係は小学生ではあまり

見られない．第 3 象限は機能面も情緒面も低い群

となり，学級での役割を果たすことが難しく，友

達と気持ちが通じていると感じることも少ない状

態にあり，集団形成が難しい，早急に支援が必要

な児童群である．第 4 象限は機能面が低く情緒面

が高い群であり，学級での仕事にはあまり協力的

ではなく，少人数のグループを作りやすい児童群

である．図 1 は学級経営順調群の代表的な例で，

第 1 象限に集まる児童が多く，学級経営が順調に

機能していると考えられる．また分散値も低く（93.85）学級内の児童の多くが同じような思い

を抱いていることがわかる．一方，図 2 は困難群の代表的な例で，第 3・第 4 象限にプロットさ

れる児童が多い上に分散値も高く（210.39），児童の思いにまとまりがないことからも学級経営

が困難な様子がわかる． 

以上のことより，第 1 象限に集まる児童が多ければ，多数の児童にとって学級の居心地がよ 

いという事であるため，学級経営が順調に機能していると言える．しかし，第 3 象限に集まる児

童が多い時は，集団形成が難しい状態となり，学級経営が困難な状態であると言える．Q-U の質

問紙が有料であるのに対して無料で公開されている点で利用も容易であり，千人以上の大規模な

調査を実施するにあたってこの質問紙を採用した． 

図１ 社会性自己評価素点の学級ごとプロットの例 
（学級経営順調群） 

図 2 社会性自己評価素点の学級ごとプロットの例 
（学級経営困難群） 
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実施時期と対象：2012 年 6 月から 10 月にかけて，各学級担任に個別に協力を依頼し，了承を

得られた東京都内の小学校 12 校の 40 学級（3 年 1 学級・4 年 3 学級・5 年 14 学級・6 年 22 学

級）で担任により調査を実施し，1224 名の児童から回答を得られた（回収率 97.7％）． 

 

調査 2 学級経営傾向調査 

内容：「織物モデル」の提唱者である横藤自身が作成した「縦糸・横糸チェックシート」(野中・

横藤,2011,17)の質問項目をもとに作成した「学級経営傾向調査（20 項目，表 2．表 2 には各項目

の記述統計量を併せて示す．）」 

「水平関係」とは，横藤によればさしあたりは「教師と児童の間の」フラットな関係を指す．

しかし，横藤の「縦糸・横糸チェックシート」には，「横糸の点検」として，「友達ができないと

き，失敗したときカバーし合えるか」「子供は発言するとき，教師だけに話していないか」「一定

時間，グループで仲良く学習を進められるか」といった，児童相互間の円満な人間関係に関する

質問も含まれている(野中・横藤,2011,17)．本研究でもこれに倣い，教師－児童間だけでなく児

童相互間の水平関係に関する質問ももうけた． 

表２ 学級経営傾向調査シート 

No. カテゴリー 項 目 内 容 平均 標準偏差 
1 上下 子供たちは学習のルールを守っている． 3.06 0.63 
2 上下 廊下や朝会時における子供たちの整列は静かにできている． 3.00 0.68 
3 水平 子供は発言するとき，教師だけに話している． R 1.22 0.72 
4 水平 教室に明るい笑いがあり，暗いわらいはない． 3.31 0.75 
5 水平 保護者は教師を信頼し，応援してくれている． 3.28 0.70 
6 上下 子供たちの靴箱や机の中・下・周り，筆入れ，ロッカーや傘の始末などはすっきりとしている． 2.72 0.61 
7 上下 教師が話すとき，子供たちは静かに教師の方を見て聞いている． 3.03 0.65 
8 水平 教師は子供の良い点を伝えたり，褒めたりしている． 3.39 0.64 
9 水平 子供たちは友達ができない時や失敗した時に助け合う． 3.28 0.70 

10 上下 朝の会，終わりの会は子供たちだけで，てきぱきと進めている． 3.19 0.82 
11 上下 子供たちは休み時間にルールを守って遊んでいる． 3.19 0.62 
12 水平 教師が子供の発言に本気で感動したり，子供に負けて悔しがったりしてみせる場面がある． 2.83 0.91 
13 上下 掃除や給食の時の子供たちの動きは素早く落ち着いている． 2.86 0.54 
14 水平 教師は休み時間に子供たちとよく遊んでいる． 2.14 0.93 
15 上下 ルールをめぐって子供たちが「ああだ，こうだ」と混乱することがある． R 0.92 0.65 
16 水平 教師の話にはほとんどの子が明るい表情で耳を傾けている． 2.92 0.65 
17 上下 教師に対して，子供たちは敬語（丁寧語）で話している． 3.03 0.84 
18 水平 教師は全ての子供といろいろなことを話している． 3.17 0.74 
19 水平 子供たちはグループで仲良く学習を進めている． 3.36 0.54 
20 上下 子供たちの返事やあいさつは，歯切れよい． 2.86 0.59 

R は反転項目を示す．  

実施時期と対象：調査 1 の実施を受け入れてくれた学級担任 40 名に，調査 1 の実施と同時に

回答を依頼し，36 名の回答を得られた（回収率 90.0％）． 
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用紙および回答方法：調査 1，2 とも，用紙には記名式を用い，回答方法はすべての項目で 4

件法を採用した．調査１では質問紙の冒頭に，「このアンケートは，学校の成績には全く関係があ

りません．みなさんの学校での気持ちを先生が知って，クラスを考える資料にします．正解があ

る質問ではないので，あまり考え込まず，思った通りを答えてください．また，アンケートの結

果を友だちに知らせるようなことはしません．安心してやってください．」と明記した．また，「今

自分がいる学級の同級生といっしょにいる時や，話し合ったり，活動していたりしている時のこ

とを考えて，一番近いと思うところに○をつけてください．」と教示文を挿入し，実際の学校場面

を想起するよう促した．調査 2 では質問紙の冒頭に，「学級経営を振り返るためのチェックリス

トです．直感的に当てはまるところに○をお付け下さい．」と教示文を挿入した． 

表３ 学級ごとの調査結果 

No. 
調査 2 学級経営傾向 調査 1 社会性自己評価

群 
上下 水平 上下－水平 機能平均 情緒平均 合計平均 機能分散 情緒分散 合計分散 

1 33 34 -1 46.97 48.06 95.03 23.85 26.36 79.18 高バランス 

2 32 34 -2 43.20 43.96 87.16 24.32 30.04 96.45 高バランス 

3 34 32 2 44.45 46.50 90.95 24.35 16.65 61.55 高バランス 

4 31 32 -1 45.72 46.16 91.88 52.01 57.13 200.55 高バランス 

5 34 37 -3 42.75 42.08 84.83 34.08 42.30 114.64 高バランス 

6 35 38 -3 38.06 39.97 78.03 59.39 60.39 210.39 高バランス 

7 36 33 3 41.79 41.39 83.18 31.74 33.88 114.03 高バランス 

8 34 37 -3 38.85 41.12 79.97 38.07 55.46 166.03 高バランス 

9 33 31 2 47.89 47.78 95.67 32.15 33.95 119.78 高バランス 

10 36 35 1 43.68 44.80 88.48 30.94 41.20 122.81 高バランス 

11 37 37 0 41.30 41.26 82.56 37.91 22.49 95.65 高バランス 

12 33 28 5 44.53 47.24 91.77 29.78 24.00 97.71 上下優位 

13 30 28 2 45.30 47.63 92.93 52.28 53.64 186.81 上下優位 

14 31 28 3 47.33 46.58 93.91 27.80 36.06 113.84 上下優位 

15 31 29 2 45.57 46.20 91.77 36.58 34.69 124.05 上下優位 

16 34 28 6 39.82 43.29 83.11 28.65 27.49 93.10 上下優位 

17 31 24 7 44.82 46.97 91.79 26.85 38.85 86.52 上下優位 

18 34 28 6 44.22 46.37 90.59 45.51 41.27 159.06 上下優位 

19 29 31 -2 43.88 43.65 87.53 39.57 29.17 116.43 低バランス 

20 25 25 0 43.71 42.90 86.61 40.34 41.57 132.56 低バランス 

21 24 24 0 43.10 43.97 87.07 44.02 61.32 178.06 低バランス 

22 26 30 -4 46.45 49.24 95.69 28.43 31.40 93.85 低バランス 

23 25 26 -1 42.29 45.46 87.75 40.92 72.11 201.90 低バランス 

24 24 21 3 44.78 46.96 91.74 42.69 43.74 142.49 低バランス 

25 21 30 -9 40.83 42.55 83.38 35.32 56.04 152.24 低バランス 

26 26 24 2 43.67 43.33 87.00 34.67 26.96 102.22 低バランス 

27 28 27 1 41.43 41.67 83.10 48.58 54.89 170.96 低バランス 

28 29 25 4 46.75 46.13 92.88 65.81 43.67 184.67 低バランス 

29 27 27 0 42.20 43.17 85.37 37.49 33.87 124.43 低バランス 

30 29 31 -2 42.00 43.06 85.06 26.69 28.31 90.87 水平優位 

31 26 34 -8 39.00 39.15 78.15 41.33 38.49 130.61 水平優位 

32 28 34 -6 41.87 45.03 86.90 30.56 29.19 99.70 水平優位 

33 27 34 -7 41.57 43.30 84.87 26.91 26.48 88.58 水平優位 

34 29 33 -4 37.68 40.58 78.26 50.09 43.02 155.22 水平優位 

35 28 34 -6 44.14 42.66 86.80 45.36 63.33 200.99 水平優位 

36 29 33 -4 43.31 44.86 88.17 55.13 64.07 213.00 水平優位 

平均 29.97 30.44 -0.47 43.19 44.31 87.50 38.06 40.65 133.91 
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分析方法：調査 1 の回答のうち，担任が調査 2 に回答した学級の児童の回答 1102 名分(90.0%)

を対象として，調査 1 で得られた児童の社会性自己評価の学級ごとの情緒面，機能面，合計それ

ぞれについて平均および分散を算出し，それらと，調査 2 で得られた学級担任の自己評価による

学級経営傾向の上下関係，水平関係，両者の差のそれぞれの素点との間の相関係数を算出した． 

上下関係と水平関係の差を算出したのは，本論文が上下関係と水平関係の単純な二者択一を目

指すのではなく，両者の適切なバランスのあり方を追究するためである．差は「上下関係－水平

関係」で算出したため，上下関係の素点の方が高いと差がプラスに，水平関係の素点の方が高い

とマイナスになる． 

 

3.結果と考察 

 表 3 に，教師が回答した上下関係達成度，水平関係達成度，両者の差（上下関係－水平関係），

学級ごとの児童の社会性自己評価の機能面平均，情緒面平均，機能面と情緒面の合計の平均，機

能面分散，情緒面分散，機能面と情緒面の合計の分散，の 9 項目の一覧を示す．あわせて表 3 に

は，結語で言及する 4 分類に対応して各学級がどの群に属するかも示してある．また，表 4 に，

それら 9 項目相互間の相関係数を示す． 

表 4 各調査項目間相関行列 

上下 水平 上下－水平 機能平均 情緒平均 合計平均 機能分散 情緒分散 合計分散 

上下    1.00         

水平 .54** 1.00        

上下－水平 .41* -.55** 1.00       

機能平均 .01 -.39* .43** 1.00      

情緒平均 -.01 -.42** .45** .86** 1.00     

合計平均 .00 -.42* .46** .97** .96** 1.00    

機能分散 -.16 -.10 -.06 -.15 -.21 -.19 1.00   

情緒分散 -.32 -.07 -.24 -.18 -.17 -.18 .67** 1.00  

合計分散 -.23 -.05 -.17 -.15 -.18 -.17 .87** .92** 1.00 

* p＜.05, ** p＜.01 

(1)児童の社会性自己評価の平均に注目して 

担任が自覚する水平関係達成度と，児童の社会性自己評価合計平均の間には，r=-.42 の中程度

の負の相関関係が認められた（5%水準で有意．図 3 に散布図を示す）．上下関係達成度と社会性

自己評価合計平均の相関係数は r=.00(-0.0004)であり，相関関係は認められなかった．上下関係

と水平関係の達成度の差（上下関係達成度－水平関係達成度）に注目し，社会性自己評価合計平

均との相関を求めたところ，r=.46 の中程度の相関が認められ，上下関係が水平関係に先行して

達成されている学級ほど児童の社会性自己評価合計平均が高くなる傾向が示された（1%水準で有

意．図 4 に散布図を示す）．ただし，散布図（図 4）からは，上下関係と水平関係の差と社会的自
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己評価平均との間に単純な線形相関があると考えにくい兆候も読み取れる．それは，上下関係達

成度と水平関係達成度の差が 2 となる付近（図 4 中の点線の枠内）をピークに，自己評価平均が

漸減している点である．このことについては後述する． 

 

(2)社会性自己評価の分散に注目して 

平均点が高くても，児童の社会性自己評価に

差があるならば，担任の指導が全員に行き届い

ているとは言い難く，学級経営が順調であると

は限らない．ごく少数の児童が好き放題にふる

まい，彼らの横暴を大半の児童が堪え忍んでい

る学級や，数人の仲間グループ内の濃厚な人間

関係に満足している児童が高い自己評価をし，

そうしたグループに属さない児童が低い自己

評価をしている学級が存在しうる．このような

学級は社会性自己評価の平均値が高くても望

ましい学級とはいえない．そこで児童の社会性

自己評価の学級ごとの分散に着目して学級経

営傾向との相関を求めた．分散値は高ければ高

いほど児童の評価が分かれているということ

であり，児童の学級に対する思いにまとまりが

ないことととらえた． 

教師の学級経営傾向と児童の社会性自己評

価分散の相関は，上下関係・水平関係の数値を

合算して相関を求めると r=0.16 となり，ほと

んど相関は見られない．しかし，上下関係達成

度と水平関係達成度とを区別し，社会性自己評

価の機能面（役割を果たすか）と情緒面（気持

ちが通じるか）も区別して分散を求めると，上

下関係達成度と情緒面自己評価分散の相関係

数は r=-0.32 （図 5 に散布図を示す）となり，

上下関係達成度と情緒面自己評価分散の間に

弱い負の相関関係が認められた．つまり，児童

の社会性自己評価のうち，情緒面に関する分散

は，上下関係達成度が高いと自覚している担任 

図 3 水平関係達成度と社会的自己評価合計平均値 

図 4 上下－水平の差と社会的自己評価合計平均値 

図 5 上下関係達成度と社会性自己評価情緒面分散値 
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の学級ほど小さくなる傾向が示唆された．一方，水平関係達成度と情緒面自己評価分散の間の相

関係数は r=-.07 であり，両者の間に相関関係がほとんどないことが示唆された． 

 

(3)考察 

 以上の分析により，学級内の児童の良好な人間関係に寄与しているのは，学級内の水平関係で

はなく，上下関係の確立であることが強く示唆された．それも，「自治によってルールを決める」

といったメタ・ルールの確立ではなく，調査 1 に列挙されたような，学習規律，整列，整理・整

頓，敬語の使用，挨拶といった具体的な生活習慣の確立が，社会性自己評価の平均値の向上にも

児童間の格差縮小にも寄与していることが示された．本論文冒頭で示した結論②「児童の社会性

が低く友達関係を育みにくい学級の担任の学級経営スタイルは，水平関係に偏っている．」はここ

から導き出せる． 

この結果だけを取り上げると，水平関係の達成は必要ないということになる．しかし，散布図

（図 4）によれば，上下関係達成度と水平関係達成度の差が 2 となる付近をピークに，自己評価

平均が漸減していることが読み取れる．このことから，教師－児童間の上下関係と児童の社会性

自己評価平均は単純な線形相関にあるのではなく，社会性自己評価平均が高く保たれている学級

では水平関係もあわせて達成されている可能性が示唆された．本論文の冒頭で示した結論①「児

童の社会性が高い学級の担任は，教師と児童の上下関係（ルールの徹底）を確立し教師と児童お

よび児童間の水平関係（フラットな心の通い合い）も確立した学級経営を行っていると自覚して

いる．」はここから導き出せる． 

このように，水平関係の確立は，上下関係が確立された学級で社会性自己評価の低下を抑止す

ることに寄与するものの，水平関係自体としては社会性自己評価の低下さえもたらすことが示唆

された．そしてこの傾向は主に児童の社会性の情緒面，つまり同級生と「気持ちが通じるか」に

かかわることが示唆された． 

 この傾向はこれまでにも経験知として指摘されてきた．たとえば横藤は，「縦糸張りの失敗」と

「横糸張りの失敗」が学級崩壊の二大要因であると指摘している（野中・横藤,2011,11）．また，

河村は，「知識や技能，基本的な生活態度をしっかり身につけさせようとする指導に，子どもたち

が息苦しさを感じ」るケース（反抗型）と，「先生と子どもの仲がいいだけで，子ども同士は互い

に他人のままで時間が経過し，小さなトラブルが積み重なって学級がバラバラになってしまう」

ケース（なれあい型）を学級崩壊の典型的な 2 パターンであると指摘している（河村,2000,16-17）．

これらを本論文の文脈に即して言い換えれば，「横糸張りの失敗」や「反抗型」は図 4 の右端に

位置する教師が担任する学級でおこる学級崩壊であり，「縦糸張りの失敗」や「なれあい型」は図

4 の左端に位置する教師が担任する学級でおこる学級崩壊であるといえる．「管理教師」と「友達

教師」の学級が荒れやすい，という教師の経験知が，数値的データによって裏付けられたといえ

る．ただし，水平関係達成度と情緒面自己評価との間の負の相関は，「友達教師」の学級の方がよ
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り大きな学級崩壊のリスクをはらんでいることを示唆している．児童の社会性に着目するとき，

「なれあい型」学級経営は「管理型」よりもリスクが高いのである． 

 以上の結果を，社会的自己評価のもともと高い児童が集まった学級では上下関係を先に確立す

ることができるが，社会的自己評価の平均が低く，かつ分散（個人差）の大きい学級では先に水

平関係を確立する必要がある，と解釈することも不可能ではない．つまり，支援の必要な児童が

集まった学級ほど児童尊重型の学級経営が行われている，とする解釈である．しかし，そうであ

るとすれば，教師が児童の実態に応じてクラス替えのたびに学級経営のスタイルを使い分けてい

る，という事態を想定しなければならない．多くの教師の学級経営スタイルは，多少の幅がある

としても指導重視型か児童尊重型のどちらかに寄っているものであり，使い分けを想定するなら

ば，児童尊重型の教師の学級に社会性の低い児童が集中する，という非現実的な想定が必要にな

る． 

一方，一連の結果は，横藤の「織物モデル」に代表される学級経営の原則に関する経験知，つ

まりまず縦糸を張り（上下関係を確立），次いで横糸を張る（水平関係を確立）という順序性に整

合する．「友達教師」と「管理教師」の担任する学級が学級崩壊を起こしやすいという経験知にも

整合する．従って，指導重視型と児童尊重型の対立に即して本研究の結果を解釈するならば，個々

のルールの徹底という形で上下関係を確立してから仲のよい水平関係を確立してゆく指導重視型

の学級経営の方が児童の社会性の向上，ひいては順調な学級経営に有効である可能性を示唆した

ものと見なすほうが矛盾が少ない． 

 

結語 

本研究の過程で，本研究の実践上の意義を端的

に示す出来事があった． 

本研究の過程で，現職教師や教員養成課程学生

の集まりで調査結果を報告する機会を複数持つこ

とができた．その際，統計に不慣れな聴衆にも直

観的に理解できるよう，全教師の回答から得られ

た学級経営傾向の平均値（上下関係 29.97，水平

関係 30.44）を境界として回答を 4 群に分類し，

各群における学級ごとの社会性自己評価平均を比

較した（図 6 に散布図を示す．図中の点線は上下 

関係，水平関係それぞれの平均値を示す．）．4 群はそれぞれ「高バランス群（上下・水平とも平

均以上）」「上下優位群（上下のみ平均以上）」「低バランス群（上下・水平とも平均未満）」「水平

優位群（水平のみ平均以上）」と命名した．それぞれの群の児童の社会性自己評価平均（情緒面・

機能面合計）は，87.07，90.84，88.06，84.47 であり，上下関係優位群において自己評価平均が

図 6 水平関係達成度と上下関係達成度にもとづく 

グルーピングと各群の社会性自己評価合計平均値 

水平関係優位群 84.47 

高バランス群 87.07 上下関係優位群 90.84 

低バランス群 88.06 
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も高く，水平関係優位群において も低くなった．このことは，図 3，4，5 にも示した本研究

の一連の結果と整合している． 

 ところが，各群の平均値を伏せて，聴衆に児童の社会性自己評価合計平均が 高値を示したの

はどの群かを尋ねると，常に過半数が水平関係優位群であると予想した．学生や初任・若手教師

だけでなく，経験年数が十年を超える中堅教師であってもこの傾向は変わらなかった． 

再確認するならば，水平関係優位群は，「上下関係達成度は平均未満だが水平関係達成度は平均

以上」であり，水平関係の達成を上下関係に先行させる「友達教師」の「なれあい型」学級経営

を典型的に示している．そして，この群の社会性自己評価平均は 4 群の中で 低(84.47)である．

学生・初任・若手に関しては，経験の不足と児童尊重型学級経営への憧憬によってこの誤解を説

明できるが，すでに相応の経験を積んだ中堅にも水平関係優位群の過大評価が見られるのである． 

この現象を明快に説明するために，上下関係の確立に対する教師の罪悪感を仮定することが有

効である．つまり，多くの教師は上下関係を水平関係に先行して確立することが学級経営上必要

であると経験的に知っているものの，それは集団生活を維持する上でやむを得ず行う必要悪であ

り，児童の社会性の向上には寄与しないと考えている，中には水平関係を先行させるのが理想だ

とさえ考えている中堅教師がいる，という仮説を立てることができる．本論文冒頭で指導重視型

の例として言及した諏訪もこのような罪悪感の存在を認めて以下のように述べている．「管理批判

を持ち出されると教師（学校）はがぜん弱くなる．日常の生活でも学習の展開でも，教師が子ど

も（生徒）たちに一方的に押しつけていることを教師は自覚しているからである．生徒が自主的

に勉強することをどれだけ夢見たであろうか．」と（諏訪,2013,22）． 

本研究はその罪悪感の払拭に貢献しうる．というのは，本研究により，上下関係の確立が集団

生活を形式的に維持するのみならず，児童の社会性の向上（それも情緒的な結びつき）に寄与し

ている可能性が示されたからである．教師が罪悪感なしに上下関係の確立を目指せるようになる

ことで，上下関係の確立をより効果的に達成できるようになることが期待できる． 

また，学級経営の指導重視型と児童尊重型の対立をめぐっては，指導重視型の妥当性を支持す

る実証的根拠が示された．児童尊重型学級経営を徹底した学級で調査すれば異なる結果が出たは

ずだ（図 4 の左側の欄外に「V 字回復」があるはずだ）という反論も可能ではあるが，そこに「V

字回復｣があることを実証的に示すなどの有力な反証がない限り，今後は，児童尊重型の学級経営

は，たとえそれが成功例であったとしても，「理想」から「例外」へと位置づけを変えることにな

る．教師が上下関係を確立しなくても児童の社会性が向上し，学級が安定するならば，何らかの

代替機能が働いているか，上下関係の確立がなくても社会性を向上させる何らかの例外的な条件

が働いている可能性がある．個別の事例に即してその代替機能や条件を明らかにすることができ

れば，それらの機能や条件の有無によって学級担任が指導重視型，児童尊重型いずれに近い学級

経営を行うべきかを適切に判断できるようになることが期待できる． 
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註 

1) 図 1,2 は，瀧口(2009)に添付された回答集計用マクロ（Microsoft ExcelⓇ対応）によって作成

した．1 学級 大 40 名の記名式の回答をプロットしても回答者が誰か容易にわかるように，

実際の散布図はカラーになっている． 
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Abstract 

Questionnaire on the Teacher-Student Relationship 
as a Factor in Classroom Management 

 

Jun MORITA (Minami-oosawa Elementary School, Hachioji) 

Masahiko YAMADA (Tokyo Gakugei University)       

 

In this article we attempt to show a correlation between the teacher-student relationship 

and students' social skills as indicators of classroom management. The conclusions are as 

follows: (1) In a well-managed classroom in which the students have a high level of social 

skills, the teacher believed he or she had accomplished both rigorous discipline and friendly 

relationships with students. (2) In a poorly managed classroom, the teacher believed he or 

she had only established a friendship. 

Recently in Japan, classroom management is regarded as a crucial tool in terms of 

resolving or avoiding serious problems in schools, such as low motivation for learning, school 

refusal, and bullying. There are two philosophies regarding classroom management. One 

prioritizes discipline in the classroom, such as using terms of respect, making greetings, 

keeping the room in order and standing in straight lines. The other prioritizes a friendly 

relationship between teacher and students. Proponents of the latter often report that 

students call teachers nicknames as an indicator of their friendly relationship. However, both 

standpoints are mainly supported by anecdotal evidence alone. There is little empirical 

evidence that can settle this dispute. 

In this article, through a questionnaire administered to 1102 students and 36 teachers in 

elementary schools, we report a statistically negative correlation between a friendly 

teacher-student relationship and students' social skills in the classroom, although such a 

relationship must be accompanied by rigorous discipline in the classroom in order to keep 

classes running smoothly. 

 

Key Words: Classroom Management, Questionnaire, Discipline, Social Skills 
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日本語要旨 

 

学級経営に影響を及ぼす教師－児童関係に関する質問紙調査 
 

森 田   純（八王子市立南大沢小学校） 

山 田 雅 彦（東京学芸大学）  

 

本論文の課題は，児童がどのような傾向の学級で居心地良く過ごせているのかを明らかにして，

学級経営の指針として提案することである． 

児童・生徒集団の望ましい経営には，教師への敬語の使用を含む学級内のルールの徹底（上下

関係）と，教師と児童・生徒の間のフラットな心の通い合い（水平関係）の二つの側面がある．

学校教育の場においては，両者のどちらをより重視するかに応じて，指導重視型（上下関係優先

型）と児童尊重型（水平関係優先型）の二つのスタイルが併存してきた．本論文では，上下関係

や水平関係に関する具体的な質問項目を含む教師と児童への質問紙調査によって，上下関係と水

平関係の適切な関係を実証的に明らかにした． 

児童 1102 名と彼らの学級担任である教師 36 名を対象とする質問紙調査により，児童の学級内

での社会性と教師が自覚する学級経営傾向の相関を求めたところ，以下の 2 点が明らかになった．

①児童の社会性が高い学級の担任は，教師と児童の上下関係（ルールの徹底）を確立し，教師と

児童および児童間の水平関係（フラットな心の通い合い）も確立した学級経営を行っていると自

覚している．②児童の社会性が低く友達関係を育みにくい学級の担任の学級経営スタイルは，水

平関係に偏っている． 

この結果，望ましい学級経営のあり方は，まず学級内の上下関係を確立してから水平関係を確

立してゆく，指導重視型に近いスタイルであることを示す実証的根拠が得られた． 

 

キーワード：学級経営，質問紙調査，規律，社会的スキル 

 


