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Ⅰ　問題と目的

　非行少年の心理的側面に着目したとき，か
ねてから，その特徴として，①対人不信感の
強さ，特に大人・権力への不信感の強さ，②
治療動機の乏しさ，③フラストレーション耐
性の乏しさ，行動化のしやすさなどが，臨床
実践を通して指摘されている（藤川・川畑，
1992⑴；井上，1980⑵；石川，1985⑶）。そして，
家庭裁判所，保護観察所，少年院などの非行
臨床においては，このように治療動機が乏し

く，大人に対する不信感の強い非行少年とど
のように信頼関係を築いていけばよいかとい
うことが大きな問題とされてきた（廣井，
2004⑷；井上，1980⑵；石川，1985⑶）。この
問題は，非行臨床に限ったものではなく，非
行少年ないし非行傾向のある子どもへの教育
的・福祉的関与を担う専門職に共通するもの
であり，特に，学校教師（以下，単に「教師」
という）にとって，非行傾向のある児童・生
徒をどのように理解し対応するかということ
は極めて重要な検討課題である。
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【要旨】

　非行少年ないし非行傾向のある児童・生徒の理解と対応の留意点を探るために，非行
少年と非行のない一般高校生を対象として，中学校教師に対する認知及び将来の希望に
関する質問紙調査を実施した。その結果の分析から，一般高校生と比した非行少年の特
徴として，①被害感の強さ，傷つきやすさ，②救援欲求の強さ，③より近い将来の身近
な生活や家族の安定への希求の強さ，が明らかとなった。以上を踏まえ，非行少年ない
し非行傾向のある児童・生徒への教師などの大人のかかわりの留意点として，①教育上
必要とされる言動すらとらないということではなく，彼／彼女らの傷つきやすさを理解
し，被害感を触発しないかかわりの実現化，②彼／彼女らが「救援行動」はとらなくと
も「救援欲求」を有していることの認識，③より遠い将来を志向した教育だけでなく，
より近い未来を視野に入れた，身近で具体的な事柄の解決につながるようなかかわり，
の重要性が指摘された。
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　ここで，非行少年の学校や教師に対する認
知についての非行心理学の先行研究を見る
と，青木（1987）⑸が，非行のない一般中・
高校生に比べ，非行少年の学校からの疎外感
の強さを報告し，平田・渡部・相馬（1998）⑹が，
学校環境に関する非行少年の認知とローカ
ス・オブ・コントロールの関連の研究におい
て，一般中学生と比較して，非行少年の教師
の態度に対する否定的認知，学校生活からの
疎外感の強さを指摘している。ただし，これ
らの先行研究は，非行少年と一般生徒の「学
校全般」や「教師全般」に対する認知の差異
に注目したものであり，加えて，非行少年の
教師に対する認知の特徴を踏まえて非行少年
ないし非行傾向のある児童・生徒への対応の
留意点を具体的に論じた研究は乏しい。
　第一筆者は，教師などの大人が非行少年な
いし非行傾向のある児童・生徒にどのように
対応したらよいかという問題解決に資するた
めに，すでに更生した元非行少年３名を対象
として，各学年における担任教師について，
回顧式による面接調査を行い，その結果，被
調査者が担任教師全員を否定的にとらえてい
るわけではないこと，「好きだった」と述べ
た教師には心理的に支えられたこと，反対に
「嫌いだった」と述べた担任教師－特に小学
校高学年から中学校時代の担任教師－の対応
に対しては反抗あるいは無視するなどし，そ
の逸脱行動が加速したことを明らかにしてい
る（羽間，2001）⑺。しかし，羽間（2001）⑺

においては，非行少年と非行のない子どもと
の差異は検討されなかった。
　そこで，本研究では，まず，非行少年の教
師に対する認知の特徴を，非行のない一般高
校生との比較から明らかにすることとした。
教師についての調査は，データ収集上かつ教
育上の配慮から回想法にならざるをえないこ
とと，そもそも，学校教育のなかでも，発達
心理学的に言えば，大人からの精神的自立の
課題に直面し，大人に対する両価的心性を抱

く思春期（保坂，1998）⑻を迎えている子ど
もが多い中学校が最も適切であろうと考えた
ため，本研究においては，「教師」を中学校
時代の教師とした。加えて，本研究では，非
行少年が将来どのような場所を求め，自分が
どのようになりたいと希望しているかについ
て，一般高校生との比較から明らかにするこ
ととした。大人のより適切な関与を検討する
ためには，非行少年の将来への希望の特徴を
とらえる必要があるからである。これらの結
果を踏まえ，教師を中心とした大人の非行少
年ないし非行傾向のある子どもへのかかわり
の留意点を探ることが本研究の最大の目的で
ある。

Ⅱ　方法

　方法は，質問紙法による。質問項目は，羽
間（2001）⑺の研究結果を参考にしながら60
項目を作成し，実際に複数の元非行少年や大
学生に回答してもらった上で感想を聞いて修
正を加え，さらに，複数の保護観察官の助言
を得て加除修正し，最終的に39項目となった。

１．対象

　関東甲信越地方所在の複数の少年院に在院
中の少年と関東地方で保護観察中の少年581
名（以下，「非行少年群」と記す），及び関東
某県内の公立高校（２校）に在学中の高校生
384名（以下，「一般高校生群」と記す）を対
象とした。

２．調査方法等

　少年院在院中の少年は，少年院教官のもと
で集団で実施し回答を求め，少年院教官が回
収した。回答率は98.9％であった。保護観察
中の少年は，保護観察官の初回面接時に保護
観察官から手渡ししてもらい，郵送式で回答
を求めた。回収率は17.5％であった。非行少
年群は，原則として，中学校在籍中の者は除
いてもらった。非行少年群の総回答数は251
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（男子：184名，女子：60名，性別不明：７名。
平均年齢：17.05歳（SD：1.53））である。一
般高校生群は，学級担任のもとで集団で実施
し回答を求め，学級担任が回収した。回収率
は100％で総回答数は384（男子：203名，女子：
179名，性別不明：２名。平均年齢：16.31歳
（SD：0.77））であった。なお，犯罪白書（法
務省法務総合研究所，2006）⑼によれば，少
年一般刑法犯に女子の占める割合は，平成17
年において23.9％であり，本研究の非行少年
群の男女のサンプルの比率はほぼこれに等し
い。本研究では，男女別の分析を行わず，非
行少年群・一般高校生群として分析すること
とした。
　調査時期は，2000年代初頭である。

３．調査内容

　教師についての調査内容は，被調査者が漠
然とした「教師全般」ではなく，ある特定の
教師を念頭に置きながら回答できるようにと
考えたためと，好きだった教師，嫌いだった
教師それぞれに対してどのような記憶を有し
ているのかを明らかにしたいとの目的から，
①中学校時代に「まあまあ気に入っていた先
生（きらいではなかった先生）」（以下，「好
きだった教師」と記す），及び，②中学校時
代に「きらいだった先生」（以下，「嫌いだっ
た教師」と記す）についてから構成した。こ
の①と②について，教師の属性（性別，年齢，
何年時の何を担当する教師だったか）に加え，
それぞれ，その教師の言動に対する記憶につ
いて21項目の質問を行い，「４：かなりあった」
から「１：まったくなかった」の４件法で回
答を求めた。
　将来の希望についての調査内容は，①「こ
れから，次のような場所ができるとしたら，
どれくらいうれしいか」（以下，「求める場」
と記す），及び，②自分の「将来」について
の希望（以下，「将来」と記す）からなる。
①について８項目，②について10項目の質問

を行い，「４：かなりうれしい（かなりあて
はまる）」から「１：まったくうれしくない
（まったくあてはまらない）」の４件法で回答
を求めた（Appendix 参照）。

Ⅲ　結果

１．「好きだった教師」ならびに「嫌いだっ

た教師」尺度の分析結果

（1）「好きだった教師」尺度の因子分析結果
　まず，「好きだった教師」尺度21項目の平
均値，標準偏差を算出した。天井効果，フロ
ア効果が見られる項目が多いが，各項目の内
容から，除外しないことにして分析を行った。
次に，「好きだった教師」尺度21項目に対し
て因子分析を行った。固有値の変化とスク
リープロットから判断して３因子が妥当であ
ると考えられた。そこで再度３因子を仮定し
て，主因子法，プロマックス回転で因子分析
を行った。その結果，因子間の相関は低かっ
た（-0.14から0.28）。そこで，３因子を仮定
して，主因子法，バリマックス回転による因
子分析を行った。共通性が0.16以下で，因子
負荷量が0.35以下の項目は除外した。さらに
１度繰り返し，合計２回因子分析を行った。
最終的な項目数は18項目であった。バリマッ
クス回転後の最終的な因子行列，各因子の寄
与率，累積寄与率ならびにα係数をTable 1
に示した。
　第１因子は７項目で構成されており，「『ウ
ルセー』『バカヤロー』などと暴言をいわれ
た」，「たたかれたり，体罰をされた」など嫌
な体験の項目に高い負荷量を示した。そこで
「嫌な思い出」因子と命名した。第２因子は
５項目で構成されており，「がんばったこと
をほめられた」，「会話をした」など良かった
体験の項目に高い負荷量を示した。項目内容
を見ると，教師と生徒のコミュニケーション
の記憶を示すものであるため，「良い思い出
－Communication」因子と命名した。第３
因子は６項目で構成されており，「欠席した
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ときには連絡をしてくれた」，「先生のほうか
ら先にあいさつをしてくれた」など良かった
体験の項目に高い負荷量を示した。項目内容
を見ると，教師からのより積極的な関わりを
示すものであるため，「良い思い出－
Participation」因子と命名した。
（2）「嫌いだった教師」尺度の因子分析結果
　まず，「嫌いだった教師」尺度21項目の平
均値，標準偏差を算出した。天井効果，フロ
ア効果が見られる項目が多いが，各項目の内
容から，除外しないことにして分析を行った。
次に，「嫌いだった教師」尺度21項目に対し
て因子分析を行った。固有値の変化とスク
リープロットから判断して３因子が妥当であ
ると考えられた。そこで再度３因子を仮定し
て，主因子法，プロマックス回転で因子分析
を行った。その結果，因子間の相関は低かっ
た（0.00から0.17）。そこで，３因子を仮定
して，主因子法，バリマックス回転による因
子分析を行った。共通性が0.16以下で，因子
負荷量が0.35以下の項目は除外した。さらに
１度繰り返し，合計２回因子分析を行った。
最終的な項目数は20項目であった。バリマッ
クス回転後の最終的な因子行列，各因子の寄

与率，累積寄与率ならびにα係数をTable 2
に示した。
　第１因子は８項目で構成されており，「いっ
しょに清掃をした」，「相談にのってくれた」
など良い体験の項目に高い負荷量を示した。
項目内容を見ると，「好きだった教師」尺度
の第３因子に含まれる内容が多いため，「良
い思い出－Participation’」因子と命名した。
第２因子は８項目で構成されており，「自分
のしていないことを自分のせいにされた」，
「『ウルセー』『バカヤロー』などと暴言をい
われた」など嫌な体験の項目に高い負荷量を
示し，「好きだった教師」尺度の第１因子と
ほぼ同じであるため，「嫌な思い出’」因子と
命名した。第３因子は４項目で構成されてお
り，「ギャグやシャレをいって，笑わせてく
れた」，「部活動で，いっしょうけんめいに教
えてくれた」など良い体験の項目に高い負荷
量を示した。項目内容を見ると，「好きだっ
た教師」尺度の第２因子に含まれる内容が多
いため，「良い思い出－Communication’」
因子と命名した。
（3）群間の差の検討結果
　非行少年群と一般高校生群の差を検討する

Table 1　「好きだった教師」尺度の因子分析の結果
項目内容 平均値 SD 因子１ 因子２ 因子３ 共通性

第１因子：嫌な思い出（α＝0.72）
　18　「ウルセー」「バカヤロー」などと暴言をいわれた。 1.61 0.97 0.64 0.20 －0.22 0.50
　２　たたかれたり，体罰をされた。 1.30 0.70 0.63 0.07 －0.10 0.41
　４　悪いことをすると，親に連絡された。 1.70 1.01 0.55 －0.05 0.24 0.36
　10　お説教をされた。 2.54 1.11 0.50 0.23 0.12 0.32
　16　先生の「えこひいき」でイヤな思いをした。 1.33 0.69 0.49 －0.15 －0.04 0.27
　８　自分のしていないことを自分のせいにされた。 1.30 0.64 0.48 －0.21 0.05 0.27
　14　通知表に，悪いことを書かれた。 1.39 0.68 0.47 －0.08 0.19 0.27
第２因子：良い思い出－Communication（α＝0.70）
　５　がんばったことをほめられた。 3.22 0.89 －0.08 0.68 0.27 0.54
　12　会話をした。 3.53 0.77 0.00 0.58 0.30 0.43
　11　相談にのってくれた。 2.96 1.04 0.07 0.50 0.44 0.45
　19　ギャグやシャレをいって，笑わせてくれた。 2.91 1.07 0.03 0.44 0.14 0.21
　７　授業がわかりやすかった。 2.80 1.07 －0.11 0.44 0.16 0.23
第３因子：良い思い出－Participation（α＝0.72）
　13　欠席したときには連絡をしてくれた。 2.32 1.18 0.13 0.09 0.56 0.34
　17　先生のほうから先にあいさつをしてくれた。 3.00 1.04 －0.08 0.39 0.52 0.43
　15　いっしょに清掃をした。 2.42 1.21 －0.05 0.22 0.51 0.31
　９　給食の時間は自分たちのなかに入って食べた。 2.23 1.20 0.10 0.24 0.47 0.29
　１　休み時間など，いっしょに遊んだ。 1.87 0.94 0.03 0.28 0.46 0.29
　３　放課後など，勉強のめんどうをみてくれた。 1.86 0.99 0.03 0.33 0.39 0.26

寄与率 11.73 11.43 11.06
累積寄与率 11.73 23.17 34.22 （％）



�羽間・廣部：非行少年の中学校教師に対する認知の特徴を踏まえてかかわりの留意点を探る

ために，まず，「好きだった教師」尺度の各
下位尺度得点についてｔ検定を行った
（Table 3）。
　そ の 結 果，「嫌 な 思 い 出」 下 位 尺 度
（t(431)=5.55, p<.001）について，一般高校
生群よりも非行少年群のほうが有意に高い得
点を示した。「良い思い出－Participation」
下位尺度（t(594)=2.27, p<.05）については，
５％水準で有意であるが，平均値を比較する
と大きな差がないため，本研究では取り上げ
ないものとした。「良い思い出－Communi-
cation」下位尺度（t(593)=0.54, n.s.）につ
いては非行少年群と一般高校生群の得点差は
有意ではなかった。
　次に，「嫌いだった教師」尺度の各下位尺
度得点についてｔ検定を行った（Table 4）。

　その結果，「嫌な思い出’」下位尺度
（t(391)=7.20, p<.001）について，一般高校
生群よりも非行少年群のほうが有意に高い得
点を示した。「良い思い出－Participation’」
下位尺度（t(562)=0.27, n.s.）と「良い思い
出－Communication’」下位尺度（t(563)= 
1.38, n.s.）については非行少年群と一般高校
生群の得点差は有意ではなかった。
（4）非行少年群，一般高校生群それぞれの分
散分析結果
　非行少年群において，「好きだった教師」
尺度の３下位尺度の得点が異なるかを検討す
るために，１要因の分散分析を行った。３下
位尺度の平均値と標準偏差をTable 5に示す
（なお，欠損値の処理上，下記のTable 5から
Table 8の平均値と標準偏差は，Table 3ない

Table 2　「嫌いだった教師」尺度の因子分析の結果
項目内容 平均値 SD 因子１ 因子２ 因子３ 共通性

第１因子：良い思い出－Participation’（α＝0.79)
　15　いっしょに清掃をした。 1.65 0.99 0.69 0.03 0.18 0.50
　11　相談にのってくれた。 1.46 0.77 0.64 －0.02 0.41 0.58
　９　給食の時間は自分たちのなかに入って食べた。 1.52 0.93 0.62 0.09 0.08 0.40
　17　先生のほうから先にあいさつをしてくれた。 1.83 1.03 0.61 －0.01 0.24 0.43
　１　休み時間など，いっしょに遊んだ。 1.14 0.44 0.61 0.00 0.15 0.39
　３　放課後など，勉強のめんどうをみてくれた。 1.25 0.61 0.59 －0.04 0.23 0.40
　13　欠席したときには連絡をしてくれた。 1.65 0.99 0.57 0.27 0.09 0.40
　７　授業がわかりやすかった。 1.58 0.82 0.48 0.00 0.45 0.43
第２因子：嫌な思い出’（α＝0.81）
　８　自分のしていないことを自分のせいにされた。 2.06 1.15 －0.05 0.74 －0.14 0.56
　18　「ウルセー」「バカヤロー」などと暴言をいわれた。 2.07 1.22 －0.07 0.72 0.30 0.61
　10　お説教をされた。 2.88 1.16 0.02 0.71 0.25 0.57
　２　たたかれたり，体罰をされた。 1.64 1.00 －0.04 0.69 0.28 0.56
　４　悪いことをすると，親に連絡された。 2.06 1.25 0.25 0.67 －0.11 0.52
　16　先生の「えこひいき」でイヤな思いをした。 2.32 1.24 －0.09 0.63 －0.11 0.41
　14　通知表に，悪いことを書かれた。 1.63 0.96 0.30 0.60 －0.38 0.60
　６　宿題をたくさん出された。 1.91 1.07 0.33 0.45 －0.08 0.32
第３因子：良い思い出－Communication’（α＝0.71）
　19　ギャグやシャレをいって，笑わせてくれた。 1.72 0.95 0.32 0.03 0.65 0.52
　21　部活動で，いっしょうけんめいに教えてくれた。 1.50 0.88 0.20 0.05 0.59 0.39
　５　がんばったことをほめられた。 1.96 1.01 0.48 －0.02 0.58 0.56
　12　会話をした。 2.14 1.01 0.41 0.00 0.57 0.50

寄与率 18.68 17.67 12.07
累積寄与率 18.68 36.35 48.41 （％）

Table 3 　｢好きだった教師｣尺度の非行少年
群・一般高校生群の平均値とSDおよ
びｔ検定の結果

非行少年群 一般高校生群
平均値 SD 平均値 SD ｔ値

嫌な思い出 1.74 0.55 1.50 0.47 5.55***
良い思い出-C 3.10 0.70 3.07 0.63 0.54
良い思い出-P 2.37 0.72 2.23 0.69 2.27*

*ｐ＜.05， ***ｐ＜.001

Table 4 　｢嫌いだった教師｣尺度の非行少年
群・一般高校生群の平均値とSDおよ
びｔ検定の結果

非行少年群 一般高校生群
平均値 SD 平均値 SD ｔ値

良い思い出-P’ 1.51 0.51 1.50 0.54 0.27
嫌な思い出’ 2.37 0.78 1.90 0.67 7.20***
良い思い出-C’ 1.77 0.71 1.86 0.71 1.38

***ｐ＜.001
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しTable 4と若干の違いがあるところがあ
る）。
　分散分析の結果，下位尺度間の得点差は
0.1％水準で有意であった（F（2,432）＝
287.25, p<.001）。多重比較（Bonferroni，５％
水準）を行ったところ，すべての下位尺度に
ついて有意な得点差が見られ，得点は「良い
思い出－Communication」＞「良い思い出
－Participation」＞「嫌な思い出」という
結果が得られた。
　次に，非行少年群において，「嫌いだった
教師」尺度の３下位尺度の得点が異なるかを
検討するために，１要因の分散分析を行った。
３下位尺度の平均値と標準偏差をTable 6に
示す。
　分散分析の結果，下位尺度間の得点差は
0.1％水準で有意であった（F（2,400）＝
117.37, p<.001）。多重比較（Bonferroni，５％
水準）を行ったところ，すべての下位尺度に
ついて有意な得点差が見られ，得点は「嫌な
思 い 出’」 ＞「良 い 思 い 出 －Communi-
cation’」＞「良い思い出－Participation’」
という結果が得られた。
　さらに，一般高校生群において，「好きだっ
た教師」尺度の３下位尺度の得点が異なるか
を検討するために，１要因の分散分析を行っ
た。３下位尺度の平均値と標準偏差をTable 
7に示す。
　分散分析の結果，下位尺度間の得点差は
0.1％水準で有意であった（F（2,718）＝

870.70,  p<.001）。多重比較（Bonferroni，５％
水準）を行ったところ，すべての下位尺度に
ついて有意な得点差が見られ，得点は「良い
思い出－Communication」＞「良い思い出
－Participation」＞「嫌な思い出」という
結果が得られた。
　次に，一般高校生群において，「嫌いだっ
た教師」尺度の３下位尺度の得点が異なるか
を検討するために，１要因の分散分析を行っ
た。３下位尺度の平均値と標準偏差をTable 
8に示す。
　分散分析の結果，下位尺度間の得点差は
0.1％水準で有意であった（F（2,680）＝
65.44, p<.001）。多重比較（Bonferroni，５％
水準）を行ったところ，「嫌な思い出’」と「良
い思い出－Communication’」の間には有意
な差が見られなかった。
　分散分析の結果から，非行少年群と一般高
校生群では，「好きだった教師」尺度の各下
位尺度間の得点差は同じ傾向が見られたが，
「嫌いだった教師」尺度の各下位尺度間の得
点差に異なった傾向が認められた。その傾向
とは，非行少年群では，一般高校生群に比べ，
「嫌いだった教師」の「嫌な思い出’」がより
明瞭に記憶に残っているということである。

２．「求める場」尺度の分析結果

（1）「求める場」尺度の因子分析結果
　まず，「求める場」尺度の８項目の平均値，
標準偏差を算出した。天井効果，フロア効果

Table 6 　非行少年群の「嫌いだった教師」
下位尺度の平均値とSD

平均値 SD
良い思い出‐Participation’ 1.50 0.51
嫌な思い出’ 2.37 0.79
良い思い出‐Communication’ 1.75 0.69

Table 7 　一般高校生群の「好きだった教師」
下位尺度の平均値とSD

平均値 SD
嫌な思い出 1.49 0.47
良い思い出‐Communication 3.07 0.63
良い思い出‐Participation 2.23 0.70

Table 8 　一般高校生群の「嫌いだった教師」
下位尺度の平均値とSD

平均値 SD
良い思い出‐Participation’ 1.48 0.54
嫌な思い出’ 1.91 0.67
良い思い出‐Communication’ 1.85 0.70

Table 5 　非行少年群の「好きだった教師」
下位尺度の平均値とSD

平均値 SD
嫌な思い出 1.75 0.55
良い思い出‐Communication 3.11 0.71
良い思い出‐Participation 2.38 0.72
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が見られる項目が多いが，各項目の内容から，
除外しないことにして分析を行った。次に，
「求める場」尺度８項目に対して因子分析を
行った。固有値の変化とスクリープロットか
ら判断して２因子が妥当であると考えられ
た。そこで再度２因子を仮定して，主因子法，
プロマックス回転で因子分析を行った。因子
負荷量が低かった１項目を削除し，最終的な
項目数は７項目であった。最終的な各因子の
因子パターンと因子間相関ならびにα係数を
Table 9に示した。
　第１因子は，「いつでも行って，いろいろ
なことを相談できる場所」，「いつでも，いろ
いろなことを無料の電話で相談できる場所」
など，援助や相談などの内容の項目に高い因
子負荷量を示した。そこで「Support」因子
と命名した。第２因子は，「働きたい気持ち
があれば，アルバイトできる場所」，「いろい
ろな職業につくための訓練をうけられる場
所」など，活動的な内容の項目に高い因子負
荷量を示した。そこで「Space for Activi-
ties」因子と命名した。
（2）群間の差の検討結果
　非行少年群と一般高校生群の差を検討する
ために，「求める場」尺度の各下位尺度得点
についてｔ検定を行った（Table 10）。
　その結果，「Support」下位尺度（t(550)= 
4.20, p<.001）について，一般高校生群より
も非行少年群のほうが有意に高い得点を示し
た。「Space for Activities」 下 位 尺 度
（t(277)=1.86, n.s.）については非行少年群と

一般高校生群の得点差は有意ではなかった。

３．「好きだった教師」「嫌いだった教師」各

下位尺度得点の高低による，「求める場」

尺度の「Support」下位尺度得点の差の分

析結果

　「好きだった教師」尺度と「嫌いだった教師」
尺度の各下位尺度得点の高低群での差を検討
するために，「求める場」尺度の「Support」
下位尺度得点についてｔ検定を行った
（Table 11，Table 12 ）。各下位尺度は，平均
値から±0.5SDを基準として低得点群と高得
点群に分類した。
　その結果，「好きだった教師」尺度の「嫌
な思い出」下位尺度（t(350)=2.73, p<.01），「良
い 思 い 出 －Communication」 下 位 尺 度
（t(238)=5.43, p<.001）ならびに「良い思い
出－Participation」下位尺度（t(344)=3.51, 
p<.01）について，低群よりも高群のほうが
有意に高い得点を示した。
　「嫌いだった教師」尺度の「嫌な思い出’」
下位尺度（t(310)=2.46, p<.05）について，
低群よりも高群のほうが有意に高い得点を示
した。「嫌いだった教師」尺度の「良い思い

Table 9　「求める場」尺度各因子の因子パターンと因子間相関
項目内容 平均値 SD 因子１ 因子２ 共通性

第１因子：Support（α＝0.84）
　２　いつでも行って，いろいろなことを相談できる場所。 2.50 1.04 0.98 －0.04 0.94
　１　いつでも，いろいろなことを無料の電話で相談できる場所。 2.48 1.07 0.88 －0.03 0.72
　３　学校以外で，いつでも行けば友だちやめんどうを見てくれる大人がいる場所。 2.62 1.04 0.49 0.22 0.42
第２因子：Space for Activities（α＝0.70)
　４　いろいろな職業につくための訓練をうけられる場所。 3.13 0.93 －0.04 0.74 0.55
　７　学校以外で，勉強を教えてくれる大人がいる場所。 2.80 1.05 0.00 0.67 0.43
　６　働きたい気持ちがあれば，アルバイトできる場所。 3.44 0.83 0.09 0.54 0.38
　８　遊びの道具がおいてあり，無料で遊べる場所。 3.35 0.92 －0.01 0.44 0.17

因子相関行列 Ⅰ Ⅱ
Ⅰ ― 0.55
Ⅱ ― ―

Table 10 　「求める場」尺度の非行少年群・
一般高校生群の平均値とSDおよび
ｔ検定の結果

非行少年群 一般高校生群
平均値 SD 平均値 SD ｔ値

Support 2.77 0.96 2.42 0.87 4.20***
Space for Activities 3.18 0.78 3.05 0.61 1.86

***ｐ＜.001
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出－Participation’」下位尺度（t(305)=1.58, 
n.s.），「良い思い出－Communication’」下
位尺度（t(306)=1.90, n.s.）については低群
と高群の得点差は有意ではなかった。

４．「将来」尺度の分析結果

　「将来」尺度について因子分析を試みたが，
因子をうまく抽出することができなかった。
そこで，非行少年群と一般高校生群の差を検
討するために，各項目ごとの得点についてｔ
検定を行った（Table 13）。
　その結果，項目１「早く結婚して，家庭を
もちたい」（t(558)=5.51, p<.001），項目２「早
く自分の子どもがほしい」（t(557)=6.09, 
p<.001），項目6「親が歳をとったら，めんど
うをみたい」（t(556)=6.14, p<.001），項目９
「芸能界で仕事をしたい」（t(297)=7.75, 
p<.001）について，一般高校生群よりも非行
少年群のほうが有意に高い得点を示した。項
目４「大学に行って勉強したい」（t(372)=8.62, 

p<.001），項目５「一生続けられる仕事につ
きたい」（t(284)=2.82, p<.01）について，非
行少年群よりも一般高校生群のほうが有意に
高い得点を示した。項目3「自動車整備の資
格をとって仕事をしたい」（t(326)=0.70, 
n.s.），項目７「理容や美容の資格をとって，
仕事をしたい」（t(307)=1.44, n.s.），項目８「外
国でくらしたい」（t(320)=1.46, n.s.），項目
10「パソコンの資格をとって仕事をしたい」
（t(556)=0.90, n.s.）については非行少年群と
一般高校生群の得点差は有意ではなかった。

Ⅳ　考察

　まず，「好きだった教師」尺度の因子分析
結果からは「嫌な思い出」「良い思い出－
Communication」「良 い 思 い 出 －Partici-
pation」の３因子が，「嫌いだった教師」尺
度の因子分析結果からは「嫌な思い出’」「良
い思い出－Communication’」「良い思い出
－Participation’」の３因子が抽出された。

Table 13 　「将来」尺度の各項目における非行少年群と一般高校生群の平均値とSDおよびt検定の
結果

非行少年群 一般高校生群
質問内容 平均値 SD 平均値 SD ｔ値

１　早く結婚して，家庭をもちたい。 3.12 1.02 2.65 0.90 5.51***
２　早く自分の子どもがほしい。 3.19 1.04 2.63 0.98 6.09***
３　自動車整備の資格をとって，仕事をしたい。 2.04 1.09 1.97 1.02 0.70
４　大学に行って勉強したい。 1.96 1.17 2.89 1.25 8.62***
５　一生続けられる職業につきたい。 3.33 0.96 3.56 0.75 2.82**
６　親が歳をとったら，めんどうをみたい。 3.47 0.85 2.97 0.90 6.14***
７　理容や美容の資格をとって，仕事をしたい。 2.04 1.15 1.89 1.01 1.44
８　外国でくらしたい。 2.15 1.22 2.31 1.12 1.46
９　芸能界で仕事をしたい。 2.60 1.20 1.80 1.00 7.75***
10　パソコンの資格をとって仕事をしたい。 2.21 1.11 2.30 1.10 0.90

**ｐ＜.01， ***ｐ＜.001

Table 11　「好きだった教師」尺度の各下位尺度におけるSupport得点のｔ検定の結果
「嫌な思い出」得点 「良い思い出-C」得点 「良い思い出-P」得点
低群 高群 低群 高群 低群 高群

平均値 SD 平均値 SD ｔ値 平均値 SD 平均値 SD ｔ値 平均値 SD 平均値 SD ｔ値
Support得点 2.37 0.90 2.64 0.91 2.73** 2.23 0.96 2.83 0.82 5.43*** 2.35 0.90 2.68 0.88 3.51**

**ｐ＜.01， ***ｐ＜.001

Table 12　「嫌いだった教師」尺度の各下位尺度におけるSupport得点のｔ検定の結果
「良い思い出-P’」得点 「嫌な思い出’」得点 「良い思い出-C’」得点
低群 高群 低群 高群 低群 高群

平均値 SD 平均値 SD ｔ値 平均値 SD 平均値 SD ｔ値 平均値 SD 平均値 SD ｔ値
Support得点 2.42 0.96 2.59 0.83 1.58 2.44 0.86 2.69 0.94 2.46* 2.43 1.00 2.63 0.83 1.90

*ｐ＜.05
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非行少年群と一般高校生群との比較では，「好
きだった教師」の「嫌な思い出」下位尺度お
よび「嫌いだった教師」の「嫌な思い出’」
下位尺度について有意な差が見られ，両者と
もに非行少年群のほうが高かった。このｔ検
定の結果と，非行少年群ならびに一般高校生
群それぞれの「好きだった教師」及び「嫌い
だった教師」の下位尺度の分散分析の結果か
ら，非行少年群では「嫌いだった教師」の「嫌
な思い出’」が突出して強く記憶に残ってい
ることが明らかになった。ここで，「嫌いだっ
た教師」の「嫌な思い出’」因子を構成する
項目を見てみると，「『ウルセー』『バカヤロー』
などと暴言をいわれた」「たたかれたり，体
罰をされた」「お説教をされた」「悪いことを
すると，親に連絡をされた」など「○○をさ
れた」という内容が多く，すなわち，一般高
校生群に比べ，非行少年群では被害感がより
強いと言うことができよう。このことは，非
行少年群が，そもそも，ものごとをより被害
的に受けとめる傾向があることの現われとも
とらえられる。しかし，非行少年群において，
「嫌いだった教師」のみならず「好きだった
教師」においても嫌な思い出の記憶が強く
残っているということは，単に非行少年が被
害的な受けとめ方をしがちであるというだけ
ではなく，彼／彼女らがより傷つきやすいと
いうことを示している可能性があると考えら
れよう。
　次に，「求める場」尺度についてであるが，
その分析結果から「Support」と「Space for 
Activities」の２因子が抽出された。非行少
年 群 と 一 般 高 校 生 群 と の 比 較 で は，
「Support」下位尺度について有意な差が見
られ，非行少年群のほうが高かった。この結
果は，特に注目に値しよう。なぜならば，前
述のように非行臨床の先行研究では，非行少
年の心理的一般的特徴の一つとして，治療動
機の乏しさが指摘されてきたからである。し
かし，本研究の結果を踏まえると，この問題

について概念整理の必要があることが指摘で
きよう。すなわち，非行少年は，「自分の非
行問題に自ら悩み，大人の援助を求める」と
いう意味での「救援行動」をとることは少な
いとしても，「救援欲求」をより強く有して
いると言え，したがって，「救援行動」と「救
援欲求」の弁別と概念整理が必要だというこ
とである。そもそも「救援欲求」の存在を前
提としなければ，非行臨床や学校などにおけ
る大人の援助的かかわりは実現不可能である
（羽間，2006）⑽。しかし，実際には，非行少
年ないし非行傾向のある児童・生徒に対する
援助的かかわりが積み重ねられてきており，
それらの支援もあって，非行から回復してい
く子どもは少なくない。つまり，そのような
教育的・福祉的関与を有効ならしめている要
因の一つは，非行少年ないし非行傾向のある
児童・生徒が有する救援欲求だと考えられる
のである。まとめると，大人は非行を問題化
しての治療動機を求めるが，子どもは非行と
いう行動を現している自分全体への援助を求
めていると言える。そして，この結果は，
Winnicott（1965）⑾が述べた，治療の機会を
求める「希望」のサインとしての非行の議論
につながるものであろう。
　さらに，「好きだった教師」「嫌いだった教
師」各下位尺度得点の高低による「求める場」
尺度の「Support」下位尺度得点の差の分析
結果から，「好きだった教師」尺度の「嫌な
思 い 出」 下 位 尺 度，「良 い 思 い 出 －
Communication」下位尺度，「良い思い出－
Participation」下位尺度ならびに「嫌いだっ
た教師」尺度の「嫌な思い出’」下位尺度に
ついて，低群よりも高群のほうが有意に高い
得点を示した。この結果のなかで，特に着目
すべき点は，「好きだった教師」の「嫌な思
い出」下位尺度の高群と「嫌いだった教師」
の「嫌な思い出’」下位尺度の高群それぞれ
において「Support」下位尺度得点が有意に
高かったことである。すでに，「好きだった
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教師」ならびに「嫌いだった教師」の分析結
果の考察において，非行少年群で嫌な思い出
が強く記憶に残っていることが彼／彼女らの
傷つきやすさを示している可能性について論
じたが，ここで，「好きだった教師」の「嫌
な思い出」下位尺度の高群でも「嫌いだった
教師」の「嫌な思い出’」下位尺度の高群で
も「Support」下位尺度得点が高いことを加
味するならば，嫌な思い出の下位尺度得点の
高さは，傷つきやすさを現わしている可能性
がより高いと考えることができよう。なぜな
らば，単に被害的な受けとめ方をし，他罰的
に物事を処理する傾向の強い子どもが，人の
援助を求めるとは考えにくいからである。
　加えて，「将来」尺度の各項目ごとの，非
行少年群と一般高校生群の得点差の分析か
ら，非行少年群が一般高校生群よりも有意に
高い得点を示した項目は，項目１「早く結婚
して家庭をもちたい」，項目２「早く自分の
子どもがほしい」，項目６「親が歳をとったら，
めんどうをみたい」，項目９「芸能界で仕事
をしたい」であり，一方，一般高校生群が非
行少年群よりも有意に高い得点を示した項目
は，項目４「大学に行って勉強したい」，項
目５「一生続けられる仕事につきたい」であ
るとの結果が得られた。この結果から，一般
高校生群が「大学」や「一生続けられる仕事」
などの自分自身に関するより遠い将来の希望
をより強く有しているのに対し，非行少年群
では，「芸能界で仕事」というある意味非現
実的な希望の強さも認められるものの，「早
く結婚」「早く自分の子ども」などのより近
い将来の身近な生活の安定や，さらに「親が
歳をとったら，めんどうをみたい」という希
望を含めた家族の安定を求め，そのなかで生
きる自分の姿をより強く希求していることが
明らかになったと言えよう。
　最後に，以上の分析結果の考察を踏まえて，
非行少年ないし非行傾向のある児童・生徒に
対する教師を中心とした大人のかかわりの留

意点をまとめたい。
　まず，本研究においては，前述のとおり，
非行のない生徒と比較したとき，非行少年の
被害感の強さ，傷つきやすさが明らかになっ
たと言える。特に，非行少年のほうが傷つき
やすいという特徴は，非行少年の場合，表面
上は強がったり，大人に反抗するなどの行動
をとることが多いために，見過ごされがちな
点であろうと考えられる。しかし，傷つき，
被害感が増悪したならば，非行少年と大人と
の関係は悪化し，彼／彼女らの大人・権力へ
の不信感がさらに強まるであろう。その結果，
さらなる非行行動を誘発する危険性がなしと
は言えない。一方，「嫌いだった教師」の「嫌
な思い出’」下位尺度に含まれている体罰や
暴言など，教師として問題視される言動は論
外であるが，説教や悪いことをすると親に連
絡する，宿題を出すなどは，教育上必要とな
る場合もあるだろう。したがって，非行傾向
のある子どもにかかわるとき，教師などの大
人に求められることは，教育上必要とされる
言動すらとらないということではなく，彼／
彼女らの傷つきやすさを理解・意識化し，被
害感を触発しないかかわり方を検討・実現化
することにあると言えるだろう。
　さらに，本研究の「求める場」尺度の結果
から考察したように，非行少年は大人が求め
るような治療動機には乏しく「救援行動」は
とらなくとも，「救援欲求」を有しているこ
とを，彼／彼女らへの教育的・福祉的関与を
担う大人は認識する必要があるだろう。加え
て，「将来」尺度の結果の考察を踏まえれば，
非行少年ないし非行傾向のある子どもへの教
育的・福祉的関与において，より遠い将来の
進路や職業などを志向して考えさせるような
教育だけではなく，より近い将来を視野に入
れた，身近で具体的な事柄の解決につながる
ようなかかわりの積み重ねが求められよう。
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Appendix： 質問項目（基本的属性等に関す

る質問を除く）
１ ．あなたの中学校時代の先生についておきき
します。
　(1) あなたが，まあまあ気に入っていた先生
（きらいではなかった先生）についておき
きします。

　　（ 何人かいる場合は一番気にいっていた先
生）

　　 その先生は，次のことがどのくらいあては
まりますか。

　　〔 4：かなりあった-3：すこしあった-2：あ
まりなかった-1：まったくなかった〕

　　１　休み時間など，いっしょに遊んだ。
　　２　たたかれたり，体罰をされた。
　　３ 　放課後など，勉強のめんどうをみてく

れた。
　　４　悪いことをすると，親に連絡された。
　　５　がんばったことをほめられた。
　　６　宿題をたくさん出された。
　　７　授業がわかりやすかった。
　　８ 　自分のしていないことを自分のせいに

された。
　　９ 　給食の時間は自分たちのなかに入って

食べた。
　　10　お説教をされた。
　　11　相談にのってくれた。
　　12　会話をした。
　　13 　欠席したときには連絡をしてくれた。
　　14　通知票に，悪いことを書かれた。
　　15　いっしょに清掃した。
　　16 　先生の「えこひいき」でイヤな思いを

した。
　　17 　先生のほうから先にあいさつをしてく

れた。
　　18 　「ウルセー」「バカヤロー」などと暴言

をいわれた。
　　19 　ギャグやシャレをいって，笑わせてく

れた。
　　20　服装はいつもきちんとしていた。
　　21 　部活動で，いっしょうけんめいに教え

てくれた。
　(2) あなたが，きらいだった先生についてお

ききします。
　　　｛質問項目は(1)と同じ｝

２．あなたの将来についておききします。
　(1) これから，次のような場所ができるとし

たら，どのくらいうれしいですか。
　　〔 4：かなりうれしい-3：うれしい-2：あま

りうれしくない-1：まったくうれしくな
い〕

　　１ 　いつでも，いろいろなことを無料の電
話で相談できる場所。

　　２ 　いつでも行って，いろいろなことを相
談できる場所。
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　　３ 　学校以外で，いつでも行けば友だちや
面倒をみてくれる大人がいる場所。

　　４ 　いろいろな職業につくための訓練をう
けられる場所。

　　５ 　中学時代あまり学校に行かなくても入
学できる高校。

　　６ 　働きたい気持ちがあれば，アルバイト
できる場所。

　　７ 　学校以外で，勉強を教えてくれる大人
がいる場所。

　　８ 　ゲームやバスケットボールのゴールな
どの遊び道具がおいてあり，無料で遊べ
る場所。

　(2) あなたの将来について，次のことはどれ
くらいあてはまりますか。

　　〔 4：かなりあてはまる-3：すこしあてはま
る-2：あまりあてはまらない-1：まった
くあてはまらない〕

　　１　早く結婚して，家庭をもちたい。
　　２　早く自分の子どもがほしい。
　　３ 　自動車整備の資格をとって，仕事がし

たい。
　　４ 　大学に行って勉強したい。
　　５　一生続けられる職業につきたい。
　　６ 　親が歳をとったら，めんどうをみたい。
　　７ 　理容や美容の資格をとって，仕事をし

たい。
　　８　外国でくらしたい。
　　９　芸能界で仕事をしたい。
　　10 　パソコンの資格をとって仕事をした

い。


