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問題と目的

　文部科学省（2012）によると，国立・公立・私立の小
学校で「不登校」を理由に30日以上欠席した児童は平
成23年度は2万2622人であり，平成9年度から大きな変
化は見られない。不登校のきっかけが学校生活に起因
するものには，「いじめを除く友人関係をめぐる問題」
（10.1％），「学業の不振」（7.5％），「教職員との関係をめ
ぐる問題」（3.3％）がある。きっかけが家庭生活に起因
するものには，「親子関係をめぐる問題」（19.8％）がある。
このように不登校のきっかけには，友人，家族，教師を
中心とする対人関係が大きくかかわっている。文部科学
省（2003）では，不登校に対応する上で持つべき基本的
な姿勢として，「不登校については，特定の子どもに特
有の問題があることによって起こることではなく，どの
子どもにも起こりうることとしてとらえ，関係者は，当
事者への理解を深める必要があること。同時に，不登校
という状況が継続すること自体は，本人の進路や社会的
自立のために望ましいことではなく，その対策を検討す
る重要性について認識を持つ必要がある。」として不登
校状態の継続に警笛を鳴らし，対策の検討を学校に促し
ている。不登校に対する学校の取り組みの一つとして，
「楽しい学校生活を送るアンケートQ-U」がある。この
アンケートは，不登校・いじめの予防・学級の荒れへの
対応，教育力の高い学級集団の育成などを目的とするも
ので，結果を活用して人間関係づくりのために構成的グ
ループ・エンカウンターなどのグループ・アプローチの
取り組みにも活用されている。
　このように不登校のみでなく，小学生の学校適応を考
える上で対人関係は重要であると考えられる。
　さて小学生の対人関係に関する研究では，社会的スキ
ルと友人関係についての研究が多く見られる。戸ヶ崎・

坂野（1997a）は，学校不適応感と友人関係に及ぼす社
会的スキルとセルフ・エフィカシーの影響について，社
会的スキルの獲得が少なく，セルフ・エフィカシーが低
い児童ほど，信頼し合える友人が少ない傾向にあること
を報告している。また，戸ヶ崎・坂野（1997b）は，母
親の拒否的な養育態度と児童の社会的スキルとの関係に
ついて，母親の積極的拒否傾向が強い児童ほど家庭にお
ける関係維持行動，関係向上行動の獲得が少ないことを
明らかにしている。このように小学生の対人関係を社会
的スキルから捉えようとする研究は多いものの，内的な
側面から捉えようとした研究は皆無である。しかし，小
学生の対人関係を成人と同様に内的側面から捉えること
は，小学生の対人関係を多面的に捉えるという点で意味
があると思われる。
　特に，対人関係を内的な側面から捉える方法の一つと
して認知的側面への着目があげられる。すなわち，対人
関係の問題の原因になると思われる認知的変数に関して
知見を深めることは，小学生の対人関係をより詳細に理
解し，適切に援助するための視点を提供すると考えられ，
本研究では小学生の認知的側面に焦点をあてることを目
的とする。
　ところで，認知の機能を説明する理論の一つに論理療
法のモデルがある。この理論は青年，児童，夫婦セラピー
などにも幅広く応用されているものである。論理療法と
は，アルバート・エリス（Albert Ellis）によって，1955

年頃から提唱され始めた心理療法であり，人間の悩みは
出来事や状況に由来するのではなく，そういう出来事を
どう受け取るかという受け取り方に左右されると考え
る。この受け取り方をエリスはビリーフと呼んでいるが
（國分，1999），そのビリーフには2種類のビリーフがあ
るとされている。すなわちラショナル・ビリーフとイラ
ショナル・ビリーフである。ラショナル・ビリーフは，
健康的で合理的な考えのことをいう。願望，欲望，好み
として表され，事実に即しており，論理的で，そのこと
が本人の目標に近づくことになる考えである。一方，イ
ラショナル・ビリーフとは，不健康で不合理な考えのこ
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とをいう。頑固で独断的であり，「～すべき」と表され
事実に即していない，非論理的で，本人の目標を妨げる
ものとなる考えである（鈴木，2013）。さらにイラショ
ナル・ビリーフには，①自分に関するイラショナル・ビ
リーフ②ほかの人に関するイラショナル・ビリーフ③状
況に関するイラショナル・ビリーフの3種類のイラショ
ナル・ビリーフがある（石隈，2005）。
　しかしながらビリーフに関する研究は成人の問題に関
連したものが多く，小学生のビリーフについてはいまだ
十分に議論されていない現状にある。
　児童のビリーフを扱った数少ない研究の中，石川・
山口（1993）は，小学校5，6年生の185名を対象とし，
IBCT（Irrational Belief Test for Chidren）を用いて不合
理な認知の発達的な検討を行い，「過剰な不安」「無力感」
「他者評価の重視」の因子の得点は6年生の方が5年生よ
りも低く，反対に「依存」の因子の得点は6年生の方が
高いと報告している。また半田（1994）は，高校生を対
象として「自己に関するイラショナル・ビリーフ」「他
者に関するイラショナル・ビリーフ」「状況に関するイ
ラショナル・ビリーフ」の3因子からなるイラショナル・
ビリーフ尺度を用いて無力感との関連を検討し，男子は
全下位尺度において無力感と負の相関があり，一方女子
では，全下位尺度において無力感と正の相関があったと
述べている。また，本田・石隈・荒井（2005）は，中学
生の対人関係ビリーフ尺度の作成を行い，親が8項目，
教師が11項目，友達が8項目からなる対人関係ビリーフ
尺度を作成している。
　これらの研究は対象が児童・青年期であるものの用い
られている不合理な信念尺度の内容は広く全般的なもの
であり，小学生が親，教師，友達との対人関係で抱く不
合理な信念を調査することは困難である。
　従って本研究では，論理療法の枠組みを用いて，小学
生の対人関係について認知的側面に焦点をあて対人関係
におけるビリーフを測定する尺度を作成することを目的
とする。

予備調査　尺度と項目抽出調査

　本研究における調査および本調査は，名古屋大学大学
院教育発達科学研究科倫理委員会の承認を得た上で実施
した。

目的
　小学生の親・教師・友達とのつき合い方に対する考え
方を明らかにし，小学生が対人関係で抱くビリーフを測
定する尺度の項目作成のために，親・教師・友達とのつ
き合い方に対する考え方を自由記述から収集することを
目的とする。

方法
　調査対象者
　Ａ県Ｂ市のＣ小学校の4年生66名（男子30名，女子
36名）・5年生85名（男子45名，女子40名）・6年生72

名（男子46名，女子26名），計223名を対象とした。　
　調査時期
　2011年6月に集団実施した。　　　　　　　　　　　
　手続き
　各クラス担任に質問紙を配布してもらい，各クラスご
とに集団で実施するよう依頼し，後日回収した。
　質問紙の構成
　20答法形式のSCT（文章完成法）を実施した。刺激語 

は，「親とのつき合いで気をつけていること」「先生との
つき合いで気をつけていること」「友達とのつき合いで
気をつけていること」の3つとした。この刺激語に対し
て，思いついたことを自由記述によって尋ねた。

結果と考察
　データは，「中学生の対人関係ビリーフ尺度作成の試
み（1）」（本田他，2005）を参考に親は 5カテゴリー，
教師は6カテゴリー，友達は4カテゴリーを設定し分類
した。分類については60名の回答を最初に筆者と現職
の小学校教員の2名で分類した。その結果，分類の一致
率は84％であった。不一致だった項目については，2名
で合議して決定した。残りの163名は，一致率が十分に
高いため筆者が分類した（Table 1）。
　親に対する回答
　親に対しては，「怒らせない」「迷惑をかけない」「わ
がままを言わない」などの回答を『気遣い』に分類し，「あ
いさつ」「ていねいな言葉」などの回答を『コミュニケー
ション』，「手伝い」などの回答を『援助・被援助』，「勉
強をする」「自分のことは自分で」などの回答を『期待』，
「言うことをきく」「文句を言わない」などの回答を『服
従・反抗』として分類した。
　親への対人ビリーフは複数のカテゴリーに分かれた。
特徴的なビリーフとしては，『援助・被援助』の「手伝い」
であった。親に評価されたいという気持ちが強いように
思われる。
　教師に対する回答
　教師に対しては，「怒らせない」「迷惑をかけない」な
どの回答を『気遣い』に分類し，「あいさつ」「敬語を使
う」「話をよく聞く」などの回答を『コミュニケーショ
ン』，「手伝う」などの回答を『援助・被援助』，「掃除」「時
間を守る」などの回答を『期待』，「言うことをきく」「言
われたことをしっかりやる」などの回答を『服従・反抗』，
「勉強を一生懸命する」「集中する」などの回答を『学業』
として分類した。
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　教師では『コミュニケーションビリーフ』『学業ビリー
フ』が多く，『気遣いビリーフ』は親や友達と比べると
少ない。特に多かったビリーフは『コミュニケーション
ビリーフ』で「あいさつ」であった。先生とは，表面的
なつきあいをしていると思われる。
　友達に対する回答
　友達に対しては，「友達に合わせる」「傷つけない」「い
やがることを言わない」などの回答を『気遣い』に分類
し，「けんかをしない」「楽しく遊ぶ」「仲よくする」な
どの回答を『コミュニケーション』，「助ける」「声をか
ける」などの回答を『援助・被援助』，「約束を守る」「う
そを言わない」などの回答を『期待』として分類した。
　友達では『気遣いビリーフ』『コミュニケーションビ
リーフ』が多く，総記述数も親や教師より多く認められ
た。特に記述数が多く認められたのは『コミュニケーショ
ンビリーフ』の「けんかをしない」であった。親や教師
より対人関係が親密であると考えられた。
　また，2条件（気遣い，コミュニケーション）×3値（親・
先生・友達）のカイ2乗検定の結果，0.1％水準で有意だっ
た。さらに残差分析を行った結果，親と友達には「気遣
いビリーフ」，教師には「コミュニケーションビリーフ」
を多くもっていることが認められた。
　尺度作成のための候補項目抽出
　親・教師・友達とのつきあいで気をつけていることを，
回答の背後にあるビリーフを明確するために分類した各
カテゴリーから上位5項目を選択した。ビリーフの記述
は，「絶対」，「いつも」，「どんなことがあっても」，「す
べて」，「ねばならない」，「すべきである」などと付加す
ることで論理性，柔軟性に欠け，イラショナル性が高ま
るように，本田他（2005）を参考にして項目を修正した。
項目作成は，心理学の教員１名と筆者の２名によって行
われた。

本調査　対人関係ビリーフ尺度（小学生版）
の開発
目的
　小学生の対人関係ビリーフを測定する尺度，対人関係
ビリーフ尺度（小学生版）を作成し，その信頼性・妥当
性を検討することを目的とする。

方法
　調査対象
　Ａ県Ｂ市のＣ小学校の4年生66名（男子30名，女子
36名）・5年生85名（男子45名，女子40名）・6年生72

名（男子46名，女子26名）計223名を対象とした。
　調査時期
　2013年2月に集団実施した。
　手続き
  各クラス担任に質問紙を配布してもらい，各クラスご
とに集団で実施するよう依頼し，後日回収した。
　調査内容
　予備調査で得られた親に対してのビリーフ尺度候補項
目20項目，教師に対してのビリーフ尺度候補項目20項目，
友達に対してのビリーフ尺度候補項目20項目について，
「１．まったくそう思わない」「２．あまりそう思わない」
「３．だいたいそう思う」「４．とてもよくそう思う」の
4件法で回答を求めた。

結果と考察
　親に対するビリーフ尺度の因子分析
　親に対しての20項目について，欠損値が一つでもあっ
たものは削除し，最終的に204名を分析対象として因子
分析を行った（Table 2）。主因子法による因子分析を実
施したところ，固有値が1.00以上の3因子が抽出された。
そこで，因子数3でプロマックス回転を行い，1つの因
子に .50以上の負荷量をもつことを基準とし，その基準
を満たさない項目を除外した。その結果，3因子構造を
採用した。第1因子の因子分析の結果，第1因子に負荷

Table 1　親・先生・友達におけるカテゴリー別内訳
カテゴリー 親 先生 友達

気　遣　い 169（26）  92（15） 252（34）

コミュニケーション 197（30） 319（51） 367（50）

援助・被援助 129（20）  43（7）  62（8）

　期　　待 100（15）  44（7）  59（8）

　服　　従  64（9）  51（8）

　学　　業  75（12）

　合　　計 659（100） 624（100） 740（100）

注1）（　）は％を示す。
注2）数字は回答数を表す。
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の高かった項目は，「親に言われたことは絶対にすぐし
なければならない」，「親との約束はどんなことがあって
もまもらなければならない」など6項目であった。これ
らの項目は親への服従の内容であると判断し，第1因子
を「親への服従」と命名した。第2因子に負荷の高かっ
た項目は，「親には絶対にわがままを言ってはならない」，
「親には絶対にめいわくをかけてはならない」など4項
目であった。これらの項目は親への気づかいの内容で
あると判断し，第2因子を「親への気づかい」と命名し
た。第3因子に負荷の高かった項目は，「親にはどんな
ことがあっても明るくあいさつをすべきである」，「親に
はどんなことも話をすべきである」などの4項目であっ
た。これらの項目は親からの承認欲求の内容であると判
断し，「親からの承認欲求」と命名した。
　教師に対するビリーフ尺度の因子分析
　先生に対しての20項目について，欠損値が一つでも
あったものは削除し，最終的に204名を分析対象として
因子分析を行った（Table 3）。親に対するビリーフ尺度
と同様の手続きで分析を行った結果，3因子構造を採用

した。因子分析の結果，第1因子に負荷の高かった項目は，
「勉強をがんばって絶対に先生に認められなくてはなら
ない」，「きまりやルールは絶対に守って先生に認められ
なくてはならない」など5項目であった。これらの項目
は先生に認められたい欲求の内容であると判断し，「先
生からの承認欲求」と命名した。第2因子に負荷の高かっ
た項目は，「先生には絶対に礼儀正しくすべきである」，
「先生と話をするときはいつもていねいな言葉をつかう
べきである」など8項目であった。これらの項目は先生
への礼儀の内容であると判断し，第2因子を「先生への
礼儀」と命名した。第3因子に負荷の高かった項目は，「先
生に絶対にめいわくをかけてはならない」など3項目で
あった。これらの項目は先生への気づかいの内容である
と判断し，第3因子を「先生への気づかい」と命名した。
　友達に対するビリーフ尺度の因子分析
　友達に対しての20項目について，欠損値が一つでも
あったものは削除し，最終的に204名を分析対象として
因子分析を行った（Table 4）。親・教師に対するビリー
フ尺度と同様の手続きで分析を行った結果，3因子構造

Table 2　親に対する対人関係ビリーフ尺度因子分析結果（主因子法・プロマックス）
項　　　　　目 因子1 因子2 因子3

　「親への服従」 a＝ .906

⑱親に言われたことは絶対にすぐしなければならない .870 .022 –.062

⑰親との約束はどんなことがあっても守らなければならない .751 .082 –.015

⑲親には絶対に文句を言ってはならない .710 .066 .019

⑳親には絶対に言いわけを言ってはならない .667 .088 .084

⑯親には絶対にうそを言ってはならない .659 .090 .042

⑩どんなことがあっても親の手伝いはすべきである .520 .134 .194

　「親への気づかい」 a＝ .871

②親には絶対にわがままを言ってならない .014 .807 .038

③親には絶対にめいわくをかけてはならない .141 .788 –.061

①親を絶対におこらせてはならない .056 .696 .006

④親には絶対に心配をかけてはならない .095 .657 .026

　「親からの承認欲求」 a＝ .839

⑦親にはどんなことがあっても明るくあいさつをすべきである –.142 .192 .747

⑨親にはどんなことも話をすべきである .251 –.170 .707

⑪親にはどんなことも相談すべきである .330 –.189 .636

⑥親と話をするときはいつも笑顔でいるべきである –.142 .322 .634

因子間相関 第1因子 第2因子 第3因子

第1因子 ― .66 .70

第2因子 ― .60

第3因子 ―
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を採用した。因子分析の結果，第1因子に負荷の高かっ
た項目は，「友達の悪口は絶対に言ってはならない」，「友
達とけんかをしたときは絶対に自分からあやまるべきで
ある」など5項目であった。これらの項目は友達への援
助の内容であると判断し，第1因子を「友達への援助」
と命名した。第2因子に負荷の高かった項目は，「すべ
ての友達に気軽に話をすべきである」，「すべての友達と
仲よくしなければならない」など5項目であった。これ
らの項目は友達への配慮の内容であると判断し，第2因
子を「友達への配慮」と命名した。第3因子に負荷の高
かった項目は，「友達といるときは絶対に話をもりあげ
なくてはならない」など3項目であった。これらの項目
は友達への気づかいの内容であると判断し，第3因子を
「友達への気づかい」と命名した。
　対人関係ビリーフ尺度（小学生版）の信頼性・妥当性
　各尺度の内的整合性を検討するために，各尺度の下位
尺度ごとにa係数を算出した。その結果，親に対するビ

リーフ尺度では親への服従でa＝ .906，親への気づかい
a＝ .871，親からの承認a＝ .839，教師に対するビリー
フ尺度では先生からの承認欲求α＝ .925，先生への礼儀
a＝ .946，先生への気づかいa＝ .918，友達に対するビ
リーフでは友達への援助a＝.858，友達への配慮a＝.848，
友達への気づかいa＝ .763であり，3つの尺度とも満足
できる内的整合性が得られた。
　また，内容的妥当性については，小学生を対象に対人
関係におけるビリーフについての自由記述調査を行い，
収集された項目を候補項目とした。従って本研究で作成
された小学生の対人関係ビリーフ尺度の各項目は内容的
に妥当であると考えられる。
　考察
　本田他（2005）の対人関係ビリーフ尺度は，親，教師，
友達のいずれも「関係維持」と「関係向上」の2つの下
位尺度で構成され，「関係維持」のビリーフが中心になっ
ているが，本研究では親に対するビリーフの中心が「親

Table 3　先生に対する対人関係ビリーフ尺度因子分析結果（主因子法・プロマックス）
項　　　　　目 因子1 因子2 因子3

　「先生からの承認欲求」 a＝ .925

⑱勉強をがんばって絶対に先生に認められなくてはならない .886 –.041 .016

⑫決まりやルールは絶対に守って先生に認められなくてはならない .867 –.021 .034

⑮先生に認められるために忘れ物は絶対にしてはならない .823 –.081 .151

⑳授業中は絶対に発表して先生に認められなくてはならない .769 .136 –.119

⑬そうじはどんなことがあってもしっかりと行って先生に認められなくてはならない .697 .132 .028

　「先生への礼儀」 a＝ .946

⑨先生には絶対に礼儀正しくすべきである –.044 .883 –.061

⑥先生と話をするときはいつもていねいな言葉をつかうべきである –.143 .809 .156

⑩先生の手伝いは絶対にすべきである .164 .713 .029

⑤先生にはどんなことがあっても明るくあいさつをすべきである .048 .628 .191

⑯先生に言われたことはどんなことがあってもすぐにしなければならない .234 .601 .051

④先生と話をするときはいつも笑顔でいるべきである .184 .594 .109

⑭先生との約束はどんなことがあっても守らなくてはならない .174 .549 .182

⑰先生には絶対に文句を言ってはならない .148 .508 .259

　「先生への気づかい」 a＝ .918

②先生には絶対にめいわくをかけてはならない –.055 –.048 1.027

③先生には絶対に失礼なことを言ってはならない –.061 .165 .753

①先生を絶対におこらせてはならない .173 .010 .743

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　因子間相関 第1因子 ― .77 .64

第2因子 ― .75

第3因子 ―
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への服従」，教師に対するビリーフの中心が「先生から
の承認欲求」，友達に対するビリーフの中心が「友達へ
の援助」になっている。親や友達への「関係維持」の質
問内容と「親への服従」や「友達への援助」の質問内容
は親や友達との関係を維持しようとするものであり，中
学生も小学生も親や友達に対しては現在ある関係を壊さ
ずに維持しようという考えが強いように思われる。しか
し，教師については，「関係維持」の質問内容が教師と
の関係を維持しようとするものであるのに対して，「先
生からの承認欲求」の質問内容は教師との良い関係を構
築しようとするものになっている。現在ある関係を壊さ
ずに維持しようという考えが強い中学生に対し，小学生
は現在よりも良い関係を構築しようという考えが強いよ
うに思われる。このことは，授業のほとんどを学級担任
が行う小学校と教科によって授業をする教師が違う中学
校との違いであると考えられる。

総合的考察

　まとめ
　本研究の目的は，小学生の親，教師，友達に対する対

人関係を認知的な側面から捉える対人関係ビリーフ尺度
を作成することであった。本研究の結果，親に対する尺
度では「親への服従」「親への気づかい」「親からの承認
欲求」の3つの下位尺度14項目，教師に対する尺度では「先
生からの承認欲求」「先生への礼儀」「先生への気づかい」
の3つの下位尺度16項目，友達に対する尺度では「友達
への援助」「友達への配慮」「友達への気づかい」の下位
尺度13項目からなる対人関係ビリーフ尺度（小学生版）
が開発された。
　本研究の限界と今後の課題
　本研究における今後の課題として，妥当性については
内容的妥当性が支持されたにとどまった。今後は妥当性
について十分な検討が必要である。また，小学生の対人
関係ビリーフがどのように発達していくのか，発達的な
観点からの検討も必要であろう。
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ABSTRACT

Interpersonal Relationship Belief in Elementary School Students: 
Developing an Interpersonal Relationship Belief Scale 

(Elementary School Students Version)

Hisato SHINOHARA

This study aims to develop a scale to measure elementary school students’ belief on interpersonal 

relationships. In Study I, 4th, 5th and 6th graders were subject to a free-description survey about their 

relationships with parents, teachers and friends. From this survey, items for the scale were collected 

and created and also revised to heighten irrationality. In Study II, 223 students of 4th, 5th and 6th grade 

responded to the scale created from belief items collected in Study I. An Interpersonal Relationship 

Belief Scale (Version for Elementary School Students) was created with the following extracted fac-

tors as a result of a factor analysis for parents, teachers, and friends, respectively: 1) submission to 

parents, consideration for parents, and desire for approval from parents (14 sub-scale items); 2) desire 

for approval, courtesy for teachers, and consideration for teachers (16 sub-scale items); and 3) Sup-

port for friends, care for friends, and consideration for friends (13 sub-scale items). The psychological 

statistical features of this scale were proved to have high reliability and validity.

Key words: Interpersonal relationship belief, rational-emotive therapy, irrational belief


