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保護者のかかわりが児童の環境改善行動，地域環境に対する印象，
環境保全の意識，生きる力（他者とかかわりあう力，

自ら課題をみつける力，自己を認識する力）に及ぼす影響

佐　伯　英　人

The Influence of Concern of Parents on Pupil’s“Environment 
Improvement Activity”,“Impression on Local Environment”,

“Consciousness of Local Environment Preservation”,
“Communication ability”,“Ability in Finding Assignment of His 

Own Motion”, and“Ability in the Realization of Themselves”

SAIKI  Hideto

【要旨】

　本研究は「保護者のかかわりが『総合的な学習の時間』の教育効果にどのような影響を及ぼし

ているのかを検証する」ことを目的として実施した。「環境」をテーマとした実践を研究の対象

とし，愛媛県の小学5年生405人に質問紙を用いて調査した。調査は３時点（単元開始前時，単

元終了時，単元終了後１か月時）で実施した。分析には因子分析，分散分析を用いた。

　その結果，「保護者と児童の学校に関する会話」の頻度は，６つの尺度（「環境改善行動」，「地

域環境に対する印象」，「環境保全の意識」，「他者とかかわりあう力」，「自ら課題をみつける力」，

「自己を認識する力」）すべてにおいて有意な差を及ぼしていた。また，「保護者からうける基本

的な生活習慣に関する注意」の頻度は，２つの尺度（「環境改善行動」と「他者とかかわりあう力」）

に有意な差を及ぼしていた。

【キーワード】

　保護者のかかわり，環境改善行動，地域環境に対する印象，環境保全の意識，生きる力

Ⅰ　問題の所在と研究の目的

2002年４月より「総合的な学習の時間」が

完全実施され，３年目をむかえている。「総合

的な学習の時間」の創設当初より，教育効果は

懐疑的であるという指摘が数多くなされ，近年

は低学力論と併せて論じられるようになった。

しかし，「総合的な学習の時間」の教育効果の

検証に関する研究は極めて少なく，また，その

教育効果に及ぼしている影響についても，十分

に研究されてこなかった。

そこで，これまでに筆者は統計学の手法を用

いて，「総合的な学習の時間」の教育効果を検

証し，その結果をもとにカリキュラム評価を実

松山市立荏原小学校 (Ebara Primary School)
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施した（佐伯，2004）（１）。また，「体験」が「総

合的な学習の時間」に及ぼす影響について研究

した（平松・佐伯，2004）（２）。

本研究では「保護者のかかわりが『総合的な

学習の時間』の教育効果にどのような影響を及

ぼしているのかを検証する」ことを目的として

実施した。

Ⅱ　研究の方法

１　調査方法

愛媛県松山市の公立小学校３校の実践（第５

学年の「総合的な学習の時間」）を研究の対象

として選定した。この３校の実践を選定した理

由は「環境」を同一のテーマとしていたためで

ある。第５学年の児童数は405名であった。調

査は2002年10月～2003年２月末の間に各学

校の単元の実践状況に応じて行った。質問紙に

よる学級単位の一斉調査を学級担任に依頼し，

単元開始前時，単元終了時，単元終了後１か月

時の３時点で実施した。なお，単元開始前時の

回答者数は389名，単元終了時の回答者数は

375名，単元終了後１か月時の回答者数は379

名，３時点とも回答した人数は351名であっ

た。反復測定を実施する目的があり，質問紙で

学校名と氏名を回答してもらった。

２　質問紙の作成と調査時期

（１）保護者のかかわりを測定する質問紙の

作成と調査時期

保護者のかかわりを測定する目的で「保護者

と児童の学校に関する会話」及び「保護者から

うける基本的な生活習慣に関する注意」に関す

る質問を作成した（表１・表２）。

「保護者と児童の学校に関する会話」は自作

した。質問紙では「あなたは，家の人とどのよ

うなことを話していますか。」という教示を行

い，４件法で回答を求めた。

「保護者からうける基本的な生活習慣に関す

る注意」は自作した。質問紙では「あなたが，

家の人から注意されることはありますか。」と

いう教示を行い，４件法で回答を求めた。

そして，４件法は「まったくあてはまらない

（１点），あまりあてはまらない（２点），だい

たいあてはまる（３点），とてもあてはまる（４

点）」とした。

「保護者と児童の学校に関する会話」と「保

護者からうける基本的な生活習慣に関する注

意」の調査は，授業の影響を受けていない単元

開始前時の１時点で実施した。

（２）教育効果を測定する質問紙の作成と調

査時期

教育効果を測定する目的で「環境改善行動」，

「地域環境に対する印象」，「環境保全の意識」，

「生きる力」に関する質問を作成した（表３～

表１　「保護者と児童の学校に関する会話」尺

度の因子分析の結果

項　　　　　目
因子
負荷量

①学校であったことの話をする
②学校の先生の話をする
③友達の話をする
④授業の話をする
⑤心配ごと（なやみ）の話をする

0.77
0.66
0.62
0.61
0.45

表２　「保護者からうける基本的な生活習慣

に関する注意」尺度の因子分析の結果

項　　　　　目
因子
負荷量

①遊ぶ時間
②テレビを見る時間
③部屋の電気の消しわすれ
④水を使う量
⑤テレビゲーム（けいたいのゲーム機
など）の時間
⑥ごみの分別
⑦寝る時間
⑧せいりせいとん（かたづけ）
⑨部屋のそうじ
⑩食べ物の好ききらい

0.58
0.57
0.56
0.56
0.55

0.52
0.48
0.44
0.44
0.37
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表６）。

「環境改善行動」は日本火災海上保険株式会

社（1995）（３），中村（1996）（４），ブルーシー・

アンド・グリーンランド財団（1999）（５）が行っ

た調査を参考にした。質問紙では「あなたのよ

うすを教えてください。」という教示を行い，

４件法で回答を求めた。なお，表３の項目③，

⑥，⑩は日本火災海上保険株式会社（1995）（３）

を参考にした。表３の項目⑧は中村（1996）（４）

より引用し，項目①と⑦は中村（1996）（４）を

参考にした。表３の項目⑫はブルーシー・アン

ド・グリーンランド財団（1999）（５）を参考に

した。その他の項目は自作した。

「地域環境に対する印象」は中村（1996）（６）

が行った調査を参考にした。質問紙では「あな

たの住んでいる地域の環境を，どのように感じ

ていますか。」という教示を行い，５件法で回

答を求めた。なお，表４の項目①，③，④，⑤

は中村（1996）（４）を参考にした。その他の項

目は自作した。

「環境保全の意識」は自作した。質問紙では

「あなたの思うことを教えてください。」という

教示を行い，５件法で回答を求めた。

「生きる力」は香西ほか（2000）（７）が行っ

た調査を参考にした。質問紙では「『総合的な

学習の時間』でのあなたのようすを教えてくだ

さい。」という教示を行い，５件法で回答を求

めた。なお，表６の項目②，⑧，⑩，⑪，⑫，⑭，

⑮は香西ほか（2000）（７）より引用し，表６の

項目①，③，④，⑤，⑥，⑦，⑨は香西ほか

（2000）（７）を参考にした。その他の項目は自

作した。

そして，４件法は「まったくあてはまらない

（１点），あまりあてはまらない（２点），だい

たいあてはまる（３点），とてもあてはまる（４

点）」とした。また，５件法は「まったくあて

はまらない（１点），あまりあてはまらない（２

点），どちらとも言えない（３点），だいたいあ

表３　「環境改善行動」尺度の因子分析の結果

項　　　　　目
因子
負荷量

①テレビを見ていないときは消す
②ノートを最後まで使ってから、新し
いノートにする

③外出先でごみの分別をして捨てる
④ごみはごみ箱（決められた所）に捨
てる

⑤えん筆をなくさない
⑥水が出しっぱなしになっていたら止
める

⑦部屋（へや）を出るときに電気を消
す

⑧はみがきをするとき、水を出しっぱ
なしにしない

⑨道路にごみやあきかんをすてない
⑩家でごみの分別（ぶんべつ）をして
捨（す）てる

⑪消しゴムを最後まで使う
⑫スーパーなどのビニール袋を再利用
する

0.53
0.51

0.50
0.50

0.49
0.49

0.48

0.46

0.43
0.43

0.40
0.38

表４　「地域環境に対する印象」尺度の因子分

析の結果

項　　　目
因子
負荷量

①道路はきれいである
②町はきれいである
③空気はきれいである
④公園はきれいである
⑤川や池はきれいである

0.70
0.70
0.66
0.64
0.56

表５　「環境保全の意識」尺度の因子分析の結

果

項　　　目
因子
負荷量

①自分の手で身のまわりの自然を守り
たい

②みんなで力をあわせれば身のまわり
の自然はよくなる

③身のまわりの自然を守るために自分
にできることがある

④環境の問題について興味がある
⑤ごみの分別は地球の自然を守ること
になる

⑥地球はすばらしい
⑦自分の身のまわりには豊かな自然が
ある

0.71

0.67

0.65

0.63
0.60

0.56
0.48
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てはまる（４点），とてもあてはまる（５点）」

とした。

「環境改善行動」，「地域環境に対する印象」，

「環境保全の意識」，「生きる力」の調査は単元

開始前時，単元終了時，単元終了後１か月時の

３時点で実施した。

Ⅲ　研究の結果

１　因子分析の結果

因子分析には統計解析プログラム SPSS for 
Windows 10.0を使用した。なお，「環境改善行
動」，「地域環境に対する印象」，「環境保全の意

識」，「生きる力」の因子分析には授業の影響を

受けていない単元開始前時の得点を用いた。

因子抽出法には主因子法を用い，固有値が1

以上であり，固有値の落ち込みがみられるとこ

ろまでを抽出の基準とした。「保護者と児童の

学校に関する会話」，「保護者からうける基本的

な生活習慣に関する注意」，「環境改善行動」，

「地域環境に対する印象」，「環境保全の意識」

は，この基準を満たす因子が１つしか得られな

かったので，それぞれ１因子構造と判断した。

そこで，因子の回転は行わず，因子負荷量の低

い項目（絶対値0.35未満）を削除し，再度，
因子分析を行った。この手順を因子負荷量の低

い項目がなくなるまで繰り返した。得られた各

因子の名前には，それぞれの尺度名を用いた

（表１～５）。また，「生きる力」は基準を満た

す因子が３つ得られたので，３因子構造と判断

した。そこで，因子の回転（Promax回転）を
行い，上記と同様の手順で因子分析を行った。

そして，「生きる力」から得られた３因子を「他

者とかかわりあう力」，「自ら課題をみつける

力」，「自己を認識する力」と命名した（表６・

表６　「生きる力」尺度の因子分析の結果

項　　　　　目
因子負荷量

第１因子 第２因子 第３因子

①どんな時でも、他の人の意見を聞くことができるようになってきた
②友達の意見を聞こうとしだした
③みんなの意見を参考（さんこう）にしようとするようになってきた
④他の人と協力するようになってきた
⑤他の人の考えの良さに気がつくようになってきた
⑥他の人の都合（つごう）を考えるようになってきた
⑦家の人の話が聞けるようになってきた
⑧どうやって調べようかと考えるようになってきた
⑨授業のねらい（めあて）を考えるようになってきた
⑩これを調べたいというアイディアがうかぶようになった
⑪自分で調べたいことを考えられるようになってきた
⑫いろいろなものをみて、なぜだろうと思うようになってきた
⑬本を読んで調べるようになってきた
⑭自分の意志で行動するようになってきた
⑮自分の性格が分かるようになってきた
⑯自分の性格（せいかく）の良いところが分かるようになってきた
⑰自分の性格（せいかく）の悪いところが分かるようになってきた

0.83
0.76
0.65
0.62
0.62
0.55
0.43
0.41
0.41
-0.13
0.08
-0.03
0.10
0.18
-0.12
0.25
-0.02

-0.12
-0.04
0.19
0.11
0.10
-0.01
-0.10
0.24
0.22
0.84
0.72
0.50
0.46
0.37
0.01
-0.08
0.19

0.02
-0.16
-0.05
-0.03
0.09
0.09
0.20
0.00
0.13
-0.02
-0.05
0.12
0.00
0.07
0.82
0.54
0.46

（主因子法・Promax回転）

表７　「生きる力」尺度の因子相関行列

因子 第１因子 第２因子 第３因子

第１因子
第２因子
第３因子

1.00
0.71
0.62

0.71
1.00
0.55

0.62
0.55
1.00

（主因子法・Promax回転）
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７）。

各尺度の内的整合性を検討するために

Cronbachのα係数を算出した。その結果，「保
護者と児童の学校に関する会話」はα＝0.76，
「保護者からうける基本的な生活習慣に関する

注意」はα＝0.78であった。また，「環境改善
行動」はα＝0.77，「地域環境に対する印象」
はα＝0.78，「環境保全の意識」はα＝0.81，
「他者とかかわりあう力」はα＝0.87，「自ら課
題をみつける力」はα＝0.75，「自己を認識す
る力」はα＝0.67であった。「自己を認識する
力」については信頼性がやや低かったが，教育

効果を検討する上で重要な因子であるため，分

析の対象とした。

２　分散分析の結果

（１）保護者のかかわりの頻度別によるグルー

プ分け

保護者のかかわりに関する尺度の得点は，最

低得点を０とするために，各項目の合計得点か

ら項目数を引いて算出した。そして，その得点

をもとに頻度別の３群（低群，中群，高群）に

分けた。

「保護者と児童の学校に関する会話」は５項

目，回答は４件法（１点～４点）であるため，

最低得点が０（得点の和の最低値５―項目数

５），最高得点が15点（得点の和の最高値２０

―項目数５）となる。また，「保護者からうけ

る基本的な生活習慣に関する注意」は10項目

からなり，回答は４件法（１点～４点）である

ため，最低得点が０（得点の和の最低値10―

項目数10），最高得点が30点（得点の和の最高

値40―項目数10）となる。

そして，前述した算出方法を用いて「保護者

と児童の学校に関する会話」の得点を出し，得

られた得点をもとに頻度別の３群（低群，中群，

高群）に分けた。その結果，低群は０～６点の

114人（29.6％），中群は７～10点の156人

（40.5％），高群は11～15点の115人（29.9％）
になった。

また，「保護者からうける基本的な生活習慣

に関する注意」の得点を出し，得られた得点を

もとに頻度別の３群（低群，中群，高群）に分

けた。その結果，低群は０～９点の114人

（30.6％）， 中 群 は10～15点 の140人

（37.5％），高群は16～30点の119人（31.9％）
になった。

（２）分散分析の方法

教育効果を測定する目的で作成した尺度の得

点も，上記（１）と同様に算出した。

「環境改善行動」は12項目，回答は４件法（１

点～４点）であるため，前述した算出方法では

最低得点が０（得点の和の最低値12―項目数

12），最高得点が36点（得点の和の最高値48

―項目数12）となる。また，「地域環境に対す

る印象」は５項目，回答は５件法（１点～５点）

であるため，最低得点が０（得点の和の最低値

５―項目数５），最高得点が20点（得点の和の

最高値25―項目数５）となる。「環境保全の意

識」は７項目，回答は５件法（１点～５点）で

あるため，最低得点が０（得点の和の最低値７

―項目数７），最高得点が28点（得点の和の最

高値35―項目数７）となる。「他者とかかわり

あう力」は９項目，回答は５件法（１点～５点）

であるため，最低得点が０（得点の和の最低値

９―項目数９），最高得点が36点（得点の和の

最高値45―項目数９）となる。「自ら課題をみ

つける力」は５項目，回答は５件法（１点～５

点）であるため，最低得点が０（得点の和の最

低値５―項目数５），最高得点が20点（得点の

和の最高値25―項目数５）となる。「自己を認

識する力」は３項目，回答は５件法（１点～５

点）であるため，最低得点が０（得点の和の最

低値５―項目数５），最高得点が12点（得点の

和の最高値15―項目数３）となる。
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そして，保護者のかかわりに関する尺度の頻

度と調査時を要因とする３（低群，中群，高群）

×３（単元開始前時，単元終了時，単元終了後

１か月時）の２要因分散分析を行った。分散分

析には統計解析プログラム ANOVA４を使用
した。

（３）「保護者と児童の学校に関する会話」の

頻度別による分散分析の結果

１）「保護者と児童の学校に関する会話」の

頻度別による「環境改善行動」の分散分析の結

果

「環境改善行動」の平均値と標準偏差を表８

に示した。先に述べた２要因分散分析を行った

結果，「保護者と児童の学校に関する会話」の

頻度と調査時による交互作用効果はみられな

かった。

しかし，「保護者と児童の学校に関する会話」

の頻度による主効果がみられた（F (2,299)＝
19.83，p＜0.001）。そこで，この主効果に対
して Ryan法による多重比較を行った結果，低
群と高群，低群と中群の間にそれぞれ有意な差

がみられた（ＭＳe＝58.57，p＜0.05；高群＝
中群＞低群）。

２）「保護者と児童の学校に関する会話」の

頻度別による「地域環境に対する印象」の分散

分析の結果

「地域環境に対する印象」の平均値と標準偏

差を表９に示した。分散分析を行った結果，「保

護者と児童の学校に関する会話」の頻度と調査

時による交互作用効果は有意な傾向にあった

が，有意な差にはいたらなかった（F (4,628)
＝2.18，p＜0.10）。
しかし，「保護者と児童の学校に関する会話」

の頻度による主効果がみられた（F (2,314)＝
4.66，p＜0.05）。そこで，この主効果に対し
て Ryan法による多重比較を行った結果，低群

と高群，低群と中群の間にそれぞれ有意な差が

みられた（ＭＳe＝28.89，p＜0.05；高群＝中
群＞低群）。

３）「保護者と児童の学校に関する会話」の

頻度別による「環境保全の意識」の分散分析の

結果

「環境保全の意識」の平均値と標準偏差を表

10に示した。分散分析を行った結果，「保護者

と児童の学校に関する会話」の頻度と調査時に

よる交互作用効果はみられなかった。

表８　「保護者と児童の学校に関する会話」の

頻度別による「環境改善行動」の平均値

と標準偏差

頻度 人数単元開始前時 単元終了時
単元終了後
１か月時

低群 90 24.50(5.18) 25.50(5.13) 24.89(5.50)
中群 118 27.24(5.48) 28.09(4.49) 27.71(5.14)
高群 94 28.48(4.78) 29.10(4.92) 28.84(4.87)
(　　　)内は標準偏差 min=0，max=36

表９　「保護者と児童の学校に関する会話」の

頻度別による「地域環境に対する印象」

の平均値と標準偏差

頻度 人数単元開始前時 単元終了時
単元終了後
１か月時

低群 99 8.02(4.01) 7.27(3.52) 7.52(3.97)
中群 118 9.53(3.37) 7.86(3.40) 8.17(3.70)
高群 100 10.10(3.78) 8.12(3.76) 8.39(3.93)
(　　　)内は標準偏差 min=0，max=20

表10　「保護者と児童の学校に関する会話」の

頻度別による「環境保全の意識」の平均

値と標準偏差

頻度 人数単元開始前時 単元終了時
単元終了後
１か月時

低群 85 16.71(4.41) 17.74(4.60) 17.22(5.07)
中群 114 19.11(4.28) 19.87(4.33) 20.17(4.02)
高群 97 20.95(4.34) 21.39(3.73) 21.16(4.21)
(　　　)内は標準偏差 min=0，max=28
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しかし，「保護者と児童の学校に関する会話」

の頻度による主効果がみられた（F (2,293)＝
27.67，p＜0.001）。そこで，この主効果に対
して Ryan法による多重比較を行った結果，低
群，中群，高群すべての間に有意な差がみられ

た（ＭＳe＝41.91，p＜0.05；高群＞中群＞低
群）。

４）「保護者と児童の学校に関する会話」の

頻度別による「他者とかかわりあう力」の分散

分析の結果

「他者とかかわりあう力」の平均値と標準偏

差を表11に示した。分散分析を行った結果，

「保護者と児童の学校に関する会話」の頻度と

調査時による交互作用効果はみられなかった。

しかし，「保護者と児童の学校に関する会話」

の頻度による主効果がみられた（F (2,301)＝
38.24，p＜0.001）。そこで，この主効果に対
して Ryan法による多重比較を行った結果，低
群と高群，低群と中群の間にそれぞれ有意な差

がみられた（ＭＳe＝81.80，p＜0.05；高群＝
中群＞低群）。

５）「保護者と児童の学校に関する会話」の

頻度別による「自ら課題をみつける力」の分散

分析の結果

「自ら課題をみつける力」の平均値と標準偏

差を表12に示した。分散分析を行った結果，

「保護者と児童の学校に関する会話」の頻度と

調査時による交互作用効果はみられなかった。

しかし，「保護者と児童の学校に関する会話」

の頻度による主効果がみられた（F (2,326)＝
33.73，p＜0.001）。そこで，この主効果に対
して Ryan法による多重比較を行った結果，低
群と高群，低群と中群の間にそれぞれ有意な差

がみられた（ＭＳe＝25.19，p＜0.05；高群＝
中群＞低群）。

６）「保護者と児童の学校に関する会話」の

頻度別による「自己を認識する力」の分散分析

の結果

「自己を認識する力」の平均値と標準偏差を

表13に示した。分散分析を行った結果，「保護

者と児童の学校に関する会話」の頻度と調査時

による交互作用効果はみられなかった。

しかし，「保護者と児童の学校に関する会話」

の頻度による主効果がみられた（F (2,328)＝
37.19，p＜0.001）。そこで，この主効果に対
して Ryan法による多重比較を行った結果，低
群，中群，高群すべての間に有意な差がみられ

表11　「保護者と児童の学校に関する会話」の

頻度別による「他者とかかわりあう力」

の平均値と標準偏差

頻度 人数単元開始前時 単元終了時
単元終了後
１か月時

低群 90 19.71(6.40) 20.59(6.57) 20.48（6.78）
中群 117 24.65（5.37）25.25（5.03）25.35（5.06）
高群 97 25.85（5.52）26.77（5.94）26.54（5.82）
(　　　)内は標準偏差  min=0，max=36

表12　「保護者と児童の学校に関する会話」の

頻度別による「自ら課題をみつける力」の

平均値と標準偏差

頻度 人数単元開始前時 単元終了時
単元終了後
１か月時

低群 97 11.03(3.64) 11.21(3.97) 11.66(3.91)
中群 126 13.36(3.05) 13.93(2.93) 13.94(2.77)
高群 106 12.97(3.48) 14.54(3.28) 14.56(3.20)
(　　　)内は標準偏差 min=0，max=20

表13　「保護者と児童の学校に関する会話」の

頻度別による「自己を認識する力」の平

均値と標準偏差

頻度 人数単元開始前時 単元終了時
単元終了後
１か月時

低群 98 6.41(2.67) 6.52(2.88) 6.79(2.87)
中群 130 8.01(2.20) 8.00(2.19) 7.92(2.25)
高群 103 8.67(2.27) 9.06(2.17) 9.05(2.20)
(　　　)内は標準偏差 min=0，max=12
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た（ＭＳe＝12.30，p＜0.05；高群＞中群＞低
群）。

（４）「保護者からうける基本的な生活習慣に

関する注意」の頻度別による分散分析の結果

１）「保護者からうける基本的な生活習慣に

関する注意」の頻度別による「環境改善行動」

の分散分析の結果

「環境改善行動」の平均値と標準偏差を表14

に示した。２要因分散分析を行った結果，「保

護者からうける基本的な生活習慣に関する注

意」の頻度と調査時による交互作用効果は有意

な傾向にあったが，有意な差にはいたらなかっ

た（F (4,576)＝2.22，p＜0.10）。
しかし，「保護者からうける基本的な生活習

慣に関する注意」の頻度による主効果がみられ

た（F (2,288)＝11.74，p＜0.001）。そこで，
この主効果に対して Ryan法による多重比較を
行った結果，低群と高群，低群と中群の間にそ

れぞれ有意な差がみられた（ＭＳe＝61.04，p

＜0.05；低群＞高群＝中群）。

２）「保護者からうける基本的な生活習慣に

関する注意」の頻度別による「地域環境に対す

る印象」の分散分析の結果

「地域環境に対する印象」の平均値と標準偏

差を表15に示した。分散分析を行った結果，

「保護者からうける基本的な生活習慣に関する

注意」の頻度と調査時による交互作用効果はみ

られなかった。

また，「保護者からうける基本的な生活習慣

に関する注意」による主効果もみられなかった。

３）「保護者からうける基本的な生活習慣に

関する注意」の頻度別による「環境保全の意識」

の分散分析の結果

「環境保全の意識」の平均値と標準偏差を表

16に示した。分散分析を行った結果，「保護者

からうける基本的な生活習慣に関する注意」の

頻度と調査時による交互作用効果はみられな

かった。

また，「保護者からうける基本的な生活習慣

に関する注意」の頻度による主効果もみられな

かった。

４）「保護者からうける基本的な生活習慣に

関する注意」の頻度別による「他者とかかわり

あう力」の分散分析の結果

「他者とかかわりあう力」の平均値と標準偏

表14　「保護者からうける基本的な生活習慣に

関する注意」の頻度別による「環境改善

行動」の平均値と標準偏差

頻度 人数単元開始前時 単元終了時
単元終了後
１か月時

低群 90 28.80(5.06) 29.63(4.85) 28.96(5.22)
中群 113 25.73(5.67) 26.80(5.02) 27.04(5.08)
高群 88 26.27(5.12) 26.77(4.62) 25.81(5.31)
(　　　)内は標準偏差 min=0，max=36

表15　「保護者からうける基本的な生活習慣に

関する注意」の頻度別による「地域環境

に対する印象」の平均値と標準偏差

頻度 人数単元開始前時 単元終了時
単元終了後
１か月時

低群 93 9.18(3.89) 7.72(3.32) 7.96(3.45)
中群 120 9.38(3.19) 7.95(3.27) 8.32(3.52)
高群 94 9.30(4.27) 7.65(4.10) 7.65(4.57)
(　　　)内は標準偏差 min=0，max=20

表16　「保護者からうける基本的な生活習慣に

関する注意」の頻度別による「環境保全の

意識」の平均値と標準偏差

頻度 人数 単元開始前時 単元終了時
単元終了後
１か月時

低群 89 19.42(4.80) 19.87(4.80) 19.85(5.07)
中群 117 19.04(4.27) 19.51(4.15) 19.88(4.35)
高群 80 18.39(4.85) 19.54(4.32) 18.69(4.57)
(　　　)内は標準偏差 min=0，max=28
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差を表17に示した。分散分析を行った結果，

「保護者からうける基本的な生活習慣に関する

注意」の頻度と調査時による交互作用効果はみ

られなかった。

しかし，「保護者からうける基本的な生活習

慣に関する注意」の頻度による主効果がみられ

た（F (2,293)＝4.48，p＜0.05）。そこで，こ
の主効果に対して Ryan法による多重比較を
行った結果，低群と高群の間に有意な差がみら

れた（ＭＳe＝96.46，p＜0.05；低群＞高群）。

５）「保護者からうける基本的な生活習慣に

関する注意」の頻度別による「自ら課題をみつ

ける力」の分散分析の結果

「自ら課題をみつける力」の平均値と標準偏

差を表18に示した。分散分析を行った結果，

「保護者からうける基本的な生活習慣に関する

注意」の頻度と調査時による交互作用効果はみ

られなかった。

また，「保護者からうける基本的な生活習慣

に関する注意」の頻度による主効果は有意な傾

向にあったが，有意な差にはいたらなかった

（F (2,313)＝2.80，p＜0.10）。

６）「保護者からうける基本的な生活習慣に

関する注意」の頻度別による「自己を認識する

力」の分散分析の結果

「自己を認識する力」の平均値と標準偏差を

表19に示した。分散分析を行った結果，「保護

者からうける基本的な生活習慣に関する注意」

の頻度と調査時による交互作用効果はみられな

かった。

また，「保護者と児童の学校に関する会話」

の頻度による主効果もみられなかった。

Ⅳ　研究のまとめと考察

１　「保護者と児童の学校に関する会話」につ

いて

「保護者と児童の学校に関する会話」の頻度

別による分散分析を実施したところ，６つの尺

度（「環境改善行動」，「地域環境に対する印象」，

「環境保全の意識」，「他者とかかわりあう力」，

「自ら課題をみつける力」，「自己を認識する

力」）すべてにおいて交互作用効果はみられな

かった。しかし，６つの尺度（「環境改善行動」，

「地域環境に対する印象」，「環境保全の意識」，

表17　「保護者と児童の学校に関する会話」の

頻度別による「他者とかかわりあう力」

の平均値と標準偏差

頻度 人数単元開始前時 単元終了時
単元終了後
１か月時

低群 94 25.03(7.18) 25.67(7.38) 24.97（7.08）
中群 115 23.09（5.83）24.37（5.56）24.57（5.64）
高群 87 22.54（5.44）22.78（5.53）23.05（6.07）
(　　　)内は標準偏差 min=0，max=36

表18　「保護者からうける基本的な生活習慣に

関する注意」の頻度別による「自ら課題

をみつける力」の平均値と標準偏差

頻度 人数単元開始前時 単元終了時
単元終了後
１か月時

低群 99 13.51(4.22) 14.01(4.12) 13.90(3.97)
中群 121 12.34(2.82) 12.91(3.19) 13.41(3.07)
高群 96 12.83(3.57) 13.04(3.46) 13.04(3.24)
(　　　)内は標準偏差 min=0，max=20

表19　「保護者からうける基本的な生活習慣に

関する注意」の頻度別による「自己を認

識する力」の平均値と標準偏差

頻度 人数単元開始前時 単元終了時
単元終了後
１か月時

低群 99 7.89(2.98) 8.02(3.20) 7.97(3.00)
中群 123 7.69(2.31) 7.76(2.26) 7.79(2.35)
高群 97 7.52(2.15) 7.84(2.27) 8.01(2.38)
(　　　)内は標準偏差 min=0，max=12
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「他者とかかわりあう力」，「自ら課題をみつけ

る力」，「自己を認識する力」）すべてにおいて

頻度による主効果がみられた。そして，「環境

改善行動」，「地域環境に対する印象」，「他者と

かかわりあう力」，「自ら課題をみつける力」で

は高群と中群が低群より高かく，有意な差がみ

られた。また，「環境保全の意識」と「自己を

認識する力」では高群，中群，低群の順で高か

く，すべての間に有意な差がみられた。

つまり，「保護者と児童の学校に関する会話」

の頻度は教育効果に違いを及ぼしていなかった

が，６つの尺度（「環境改善行動」，「地域環境

に対する印象」，「環境保全の意識」，「他者とか

かわりあう力」，「自ら課題をみつける力」，「自

己を認識する力」）すべてにおいて有意な差を

及ぼしていたということである。

このように６つの尺度すべてにおいて有意な

差がみられたことは，会話の重要性を示唆した

ものと考えられる。ただし，単に会話量の問題

ではなく，背景に保護者の教育理念や教育観が

あると考えられる。

２　「保護者からうける基本的な生活習慣に

関する注意」について

「保護者からうける基本的な生活習慣に関す

る注意」の頻度別による分散分析を実施したと

ころ，６つの尺度（「環境改善行動」，「地域環

境に対する印象」，「環境保全の意識」，「他者と

かかわりあう力」，「自ら課題をみつける力」，

「自己を認識する力」）すべてにおいて交互作用

効果がみられなかった。しかし，２つの尺度

（「環境改善行動」と「他者とかかわりあう力」）

において頻度による主効果がみられた。そし

て，「環境改善行動」では低群が中群と高群よ

りも高かく，有意な差がみられた。また，「他

者とかかわりあう力」では低群が高群よりも高

かく，有意な差がみられた。

つまり，「保護者からうける基本的な生活習

慣に関する注意」の頻度は教育効果に違いを及

ぼしていなかったが，２つの尺度（「環境改善

行動」と「他者とかかわりあう力」）に有意な

差を及ぼしていたということである。

このことから，「保護者からうける基本的な

生活習慣に関する注意」の頻度と「環境改善行

動」，「保護者からうける基本的な生活習慣に関

する注意」の頻度と「他者とかかわりあう力」

の間にそれぞれ何らかの関係があることが予想

される。

現時点では考察するためのデータが少ないた

め，あくまで推察の域を出ないが，おそらく，

「保護者からうける基本的な生活習慣に関する

注意」の頻度が低群の児童は基本的な生活習慣

が身に付いていることが予想される。そのた

め，保護者から注意されることが少ないと考え

られる。そこで，今後，基本的な生活習慣が身

に付いていることと「環境改善行動」と「他者

とかかわりあう力」の関係について検討する必

要があると考えられる。

Ⅴ　今後の課題

「保護者と児童の学校に関する会話」の頻度

は，６つの尺度（「環境改善行動」，「地域環境

に対する印象」，「環境保全の意識」，「他者とか

かわりあう力」，「自ら課題をみつける力」，「自

己を認識する力」）すべてにおいて有意な差を

及ぼしていた。また，「保護者からうける基本

的な生活習慣に関する注意」の頻度は，２つの

尺度（「環境改善行動」と「他者とかかわりあ

う力」）に有意な差を及ぼしていた。これらの

ことは，それぞれ教育上，重要な意味をもって

いる。今後，多面的な視点から，一つ一つの事

例を個別に分析し，より深く研究していきた

い。
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