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＜あらまし＞ 本研究は，教えることについての態度尺度作成をすることを目的とした．

成人 184 名を対象にして因子分析をおこなった結果，教えることについての態度尺度は，
「教えることへの自信」，「教えることの価値」，「教える相手次第」の３因子 16 項目で構
成されていることが示された．また，教えることについての態度尺度と Big Five性格特性
との関係について検討した結果，Big Five性格特性のうち，神経症傾向，開放性，外向性，
協調性に関係があることが示された． 

＜キーワード＞ 教える態度 Big Five性格特性 尺度作成 

1. 問題と目的 

教えるという行為は，日常生活において誰も

が経験することである．たとえば，親が子に教

える，教師が生徒に教える，上司が部下に教え

るといった場面がある．教える人は，相手がな

んらかの知識や技能を身につけられるように導

いていく．このようにして，知識や技能は，人

から人に受け継がれていく． 
 教育について市川（2011）は，知識や技能を
持った者が，他者（学習者）にそれらを伝え，

さらに発展させていく力を育てようとすること

であると述べている．学んだことを使えるよう

になるには，どういう手順で教えれば学習者は

理解するかといった，さまざまな教授方法が提

案されている．これは，学習者の心的過程の理

解を重視する傾向があるからである．教師は，

学習者が理解するための指導力を求められる一

方で，教師自身の教えることについての考え方

や態度は表だって取りあげられることは少ない． 
教えることについての研究は，教えることの

理論と実践の両方の側面から研究がなされてい

る．ジャーヴィス（2011）は，「教えること」
は変わり続けていると述べている．特に成人教

育において教育が現在目指すべきことは，「学習

者の専門性を活用すべく努力することに加え，

学習者（と教師）の間で専門性を互いに共有す

ることを含むさまざまな教える技法によって，

学習者の知識の上に教育を構築すべく努力する」

と主張している．  
さらに，教師教育に関しては，教師教育の問

題として理論と実践の乖離が指摘されている．

コルトハーヘン（2010）は，「教師教育者が理
論と実践を統合しようという試み，より一般的

にいえば教師教育者としての専門性の発達には，

何の支援もなされていない」と述べている． 
 このように，教えることについての研究は，

学習者が理解するための学習方法と教授方法の

研究が多い．しかし，教授方法については述べ

られているが，教師の教えることについての態

度は言及されていない．一方で，教えることに

ついての考え方は多様にあり，また個人差もあ

ることから，教えることについての態度はその

人の持つ教える方法とパーソナリティに関連し

ていることが考えられる． 
そこで，本研究では，教えることについての

態度尺度を作成することと，教えることについ
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ての態度尺度が，Big Five性格特性や経験にど
のように関係しているかを明らかにすることを

目的とする． 
 

2. 方法 

2.1. 調査の実施手続き 

2.1.1. 調査対象と調査方法 

調査対象者は，成人 184名（男性 63名，女
性 120 名，不明１名，平均年齢 44.58 歳（SD
＝10.46））であった． 
調査時期は，2015年６月 27日～７月８日に

REASによる調査，2015年８月～11月８日に
質問紙調査による調査をおこなった． 
2.1.2.調査項目 

(1) 教えることについての態度尺度 
大学教員と大学院生が項目を出し合い，６つ

に分類して質問項目 38項目を作成した． 

想定された分類は，「教えることの好悪」，「教

える行動」，「教えられることについての考え方」，

「教えることの自信」，「教えることの価値」，「ナ

ヘツ（マクゴニガル（2011）より，教えた相手
が成長したことを誇りに思う感情）」であった．

「１．あてはまらない」〜「５．あてはまる」

の５件法で回答してもらった． 

(2) Big Five性格特性尺度 
小塩・阿部・カトローニ（2012）が作成した，

TIPI-J，10 項目を使用した．「１．全く違うと
思う」〜「７．強くそう思う」の７件法で回答

してもらった． 
(3)フェイス項目 
調査対象者の教えることについての経験を確

認するために，教える仕事に就いた経験，育児

経験，この人は教え方が上手いと思った経験に

ついて，「はい」「いいえ」で回答してもらった．

他に，教えることについての自信を確認するた

めに，人から「教えるのがうまい」と言われた

ことがある，人から「教えてほしい」と頼まれ

ることがよくある，人から「教えてもらえてよ

かった」と感謝されることがよくあるについて，

それぞれ「はい」「いいえ」で回答してもらった． 
 

3. 結果 

3.1. 教えることについての態度尺度の探索
的因子分析による検討 

教えることについての態度尺度 38 項目につ

いて，主因子法による因子分析を行った．上か

ら４つの固有値の変化は，8.12, 2.88, 2.22, 
1.71であった．因子の解釈のしやすさから３因
子構造が妥当であると考えられた．そこで再３

因子を仮定した最尤法・Promax 回転による因
子分析を行った．因子負荷量が.40 に満たない
項目，および.30以上の多重負荷の項目合計 22
項目を削除した．16 項目からなる最終的な
Promax 回転後の因子負荷量と因子間相関を表
１に示す．回転前の３因子により説明された分

散の割合は，53.34%であった． 
第１因子は７項目で構成されており，「人から

「教えるのがうまい」と言われる」，「人にう

まく教える自信がある」，「自分の教え方をほ

められたことがある」など自己評価の高さに関

わる内容の項目に高い負荷量を示したため，「教

えることへの自信」因子と命名した． 

第２因子は６項目で構成されており，「自分が

教えた相手がうまくできるようになると自分も

うれしい」，「教えることで自分の理解がさらに

深くなる」，「自分が教えた相手の成長した姿を

見ると誇らしく感じる」などナヘツや教えるこ

とで相手に対して肯定的な内容の項目に高い負

荷量を示したため，「教えることの価値」因子と

命名した． 

第３因子は３項目で構成されており，「できる

ようになるかどうかは教え方よりも本人の努力

によって決まると思う」，「やる気のない人にい

くら教えても無駄だと思う」など自分自身では

変えられない教える相手側に関わる項目に高い

負荷を示しため，「教える相手次第」因子と命名

した． 

各因子を構成する下位尺度得点の平均値を求

め，それぞれ「教えることへの自信」得点，「教

えることの価値」得点，「教える相手次第」得点

とした．各下位尺度の信頼性を確認するために

Cronbachの α係数を算出したところ，「教える
ことへの自信」が α=.88，「教えることの価値」
がα=.73，「教える相手次第」がα=.68であった． 

各因子の下位尺度の相関を表２に示した．因

子間相関から，「教えることへの自信」因子と，

「教えることの価値」因子に高い有意な正の相

関が確認された．また，「教えることへの自信」

因子と「教える相手次第」因子は負の有意傾向

の相関が確認された．「教えることの価値」因子



表１ 教えることについての態度尺度の探索的因子分析結果(最尤法，Promax回転) 

          質問項目          因子負荷量 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

第１因子：教えることへの自信（α＝.877）       
25．人から「教えるのがうまい」と言われる .86 -.02 .01 
24．人に教えることは苦手だ -.84 .06 .05 
４．人にうまく教える自信がある .83 -.16 .03 
22．自分の教え方をほめられたことがある .70 .03 .00 
７．人に何かを教えるのが好きだ .69 .04 .00 
10．私ならもっとうまく教えられるのにと思うことがある .58 .18 .10 
29．できれば教える仕事は避けたい -.45 -.12 .16 
11．人に教えることは大切な技能だと思う -.15 .64 -.04 
第２因子：教えることの価値（α＝.728） 

６．自分が教えた相手がうまくできるようになると自分もうれしい .08 .64 .00 
９．教えることで自分の理解がさらに深くなる -.01 .63 -.06 
12．自分が教えた相手の成長した姿を見ると誇らしく感じる .11 .60 .11 
１．うまく教えることができるとうれしい .01 .54 .05 
３．教えることで自分も学ぶことがあると思う .01 .50 -.07 
第３因子：教える相手次第（α＝.683） 

38．できるようになるかどうかは教え方よりも本人の努力によって決まる
と思う 

.07 .04 .75 

37．やる気のない人にいくら教えても無駄だと思う -.13 .04 .62 
35．教えてもうまくならないのは本人の努力が足りないのだと思う .02 -.11 .56 

因子間相関 Ⅰ ― .43 -.10 
Ⅱ   ― -.18 
Ⅲ     ― 
    

表２ 教えることについての態度尺度因子間

相関 

  Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
Ⅰ ― .39** -.12  
Ⅱ   ― -.14† 
Ⅲ     ― 
    

と「教える相手次第」因子は，有意な相関がみ

られなかった． 

 
3.2. 教えることについての態度尺度の確認

的因子分析による検討 

教えることについての態度尺度の確認的因子

分析をAmosを用いて行った．３つの因子すべ
ての因子間に共分散を仮定したモデルで分析を

行ったところ，適合度指標は，χ2(101)=230.104，
GFI=.871，AGFI=.827，RMSEA=.084であっ
た．また，「教えることへの自信」と「教える相

手次第」，「教えることの価値」と「教える相手

次第」の相関が低く有意ではなかった．そこで，

この２つの因子間相関を０としたモデルで再度

分析をおこなったところ，適合度指標は，

χ2(103)=234.21， GFI=.869， AGFI=.827，
RMSEA=.083 であった．わずかではあるが，
最初のモデルよりもデータに適合した結果が得

られた．最終的なモデルの分析結果を表３に示

す． 
 

3.3. 教えることについての態度尺度と性別，
経験の有無による検討 

まず，教えることについての態度尺度３因子

の下位尺度得点について，性差の検討を行った．

結果を表４に示した．表４から，「教えることの

価値」は男性よりも女性の方が有意に高い得点

を示した（t(181)=-2.69, p<.01），「教えること
への自信」，「教える相手次第」は，性別による



表３ 教えることについての態度尺度の確認的因子分析結果（標準化推定値） 

  

教え

るこ

とへ

の自

信 

教え

るこ

との

価値 

教え

る相

手次

第 

25．人から「教えるのがうまい」と言われる .85     
24．人に教えることは苦手だ（※） .83     
４．人にうまく教える自信がある .75     
22．自分の教え方をほめられたことがある .71     
７．人に何かを教えるのが好きだ .71     
10．私ならもっとうまく教えられるのにと思うことがある .65     
29．できれば教える仕事は避けたい（※） .52     
11．人に教えることは大切な技能だと思う .54 

 
  

６．自分が教えた相手がうまくできるようになると自分もうれしい   .71   
９．教えることで自分の理解がさらに深くなる   .64   
12．自分が教えた相手の成長した姿を見ると誇らしく感じる   .59   
１．うまく教えることができるとうれしい   .56   
３．教えることで自分も学ぶことがあると思う   .52   
38．できるようになるかどうかは教え方よりも本人の努力によって決まる
と思う 

    .72 

37．やる気のない人にいくら教えても無駄だと思う     .62 
35．教えてもうまくならないのは本人の努力が足りないのだと思う     .61 

因子間相関 教えることへの自信 ― .44 -.13 
教えることの価値   ― -.20 
教える相手次第     ― 

（※）逆転項目       

「教えることへの自信」と「教える相手次第」，「教えることの価値」と「教える相手次第」間の

相関は０に固定されている 

χ2(103)=234.21，GFI=.869，AGFI=.827，RMSEA=.083       

    

有意な差はみられなかった． 
次に，教えることについての態度尺度につい

て，教える仕事についた経験の有無の検討を行

った．結果を表５に示した．表５から，「教える

ことへの自信」は教える仕事に就いた経験のあ

る人ほど有意に高い得点を示した（t(182)=4.40， 
p<.001）．「教えることの価値」，「教える相手次
第」は，教える仕事の就業経験による有意な差

はみられなかった． 
さらに，教えることについての態度尺度につ

いて，育児経験の有無の検討を行った．結果を

表６に示した．表６から，「教えることへの自信」，

「教えることの価値」，「教える相手次第」のい

ずれの因子の下位尺度得点においても有意な差

はみられなかった． 
最後に，教えることについての態度尺度につ

いて，この人は教え方が上手いと思った経験の

有無の検討を行った．結果を表７に示した．表

７から，「教えることへの自信」は，この人は教

え方が上手いと思った経験のある人ほど有意に

高い得点を示した（t(177)=4.01，p<.01），「教
える相手次第」は，この人は教え方が上手いと

思った経験がない人ほど有意に低い得点を示し

た（t(177)=-3.26，p<.01），「教えることの価値」
は，この人は教え方が上手いと思った経験の有

無による有意な差はみられなかった． 



表４ 教えることについての態度尺度の男女別平均，標準偏差，t検定の結果 

  男性（ｎ=63) 女性（ｎ=120）     

  平均 SD 平均 SD    t値 

教えることへの自信 3.78 0.71 3.69 0.80 0.72    

教えることの価値 4.63 0.37 4.77 0.32 -2.69* 
 

教える相手次第 2.79 0.90 2.83 0.79 -0.31    

*p<.05 
 

表５ 教えることについての態度尺度の就業経験別，平均，標準偏差，t検定の結果 

  あり（ｎ=146) なし（ｎ=38)     

  平均 SD 平均 SD    t値 

教えることへの自信 3.84 0.71 3.26 0.82 4.40***  
教えることの価値 4.74 0.33 4.67 0.36 1.04      

教える相手次第 2.80 0.83 2.89 0.82 -0.62      

***p<.001  
              

表６ 教えることについての態度尺度の育児経験別，平均，標準偏差，t検定の結果 

  あり（ｎ=81) なし(ｎ=99)     

  平均 SD 平均 SD    t値 

教えることへの自信 3.75 0.84 3.71 0.72 3.14   

教えることの価値 4.73 0.35 4.71 0.34 2.84   

教える相手次第 2.70 0.88 2.89 0.78 -0.15   

 
              

表７ 教えることについての態度尺度のこの人は教え方が上手いと思った経験別，平均，標準偏差，

t検定の結果 

  あり（ｎ=162) なし(ｎ=17)     

  平均 SD 平均 SD    t値 

教えることへの自信 3.81 0.71 3.08 0.82 4.01** 
 

教えることの価値 4.73 0.34 4.65 0.37 0.83     

教える相手次第 2.74 0.82 3.41 0.71 -3.26** 
 
**p<.01   

 
3.4. 教えることについての態度尺度と教え

ることについての自己評価との関連 
教えることについての態度尺度と自己評価の

関連を明らかにするために，教えることについ

ての態度尺度の各因子の下位尺度得点と，教え

ることについての肯定的な経験を確認するため

に，フェイス項目でたずねた３項目を「はい」

１点，「いいえ」０点で算出した得点（０～３点）

の相関係数を算出した結果を表８に示した．表

８から，「教えることへの自信」と「教えること

の価値」は，正の有意な相関がみられた．「教え

る相手次第」について相関はみられなかった． 

 
表８ 教えることについての態度尺度と自己評

価の相関係数 

  自己評価 

教えることへの自信 .58** 
教えることの価値 .21** 
教える相手次第 -.06 

  **p<.01 



表９ 教えることについての態度尺度と Big Five性格特性の相関係数 

  外向性 協調性 勤勉性 
神経症 

傾向 
開放性  

教えることへの自信 .23** .14† .21** -.29** .26**  
教えることの価値 .23** .16* .08 -.11 .08  
教える相手次第 .04 -.13† .07 -.07 .06  

**p<.01  *p<.05  †p<.10 
              

3.5. 教えることについての態度尺度と Big 

Five性格特性との関連 

教えることについての態度尺度 Big Five 性
格特性の関連を明らかにするために，各因子の

得点の相関係数を算出した．結果を表９に示し

た．表９から，「教えることへの自信」は，「外

向性」，「勤勉性」，「開放性」に正の有意な相関

がみられ，「神経症傾向」に負の有意な相関がみ

られた．「協調性」については，正の有意傾向の

相関がみられた．「教えることの価値」は，「外

向性」，「協調性」に正の有意な相関がみられた．

「勤勉性」，「神経症傾向」，「開放性」について

は，有意な相関はみられなかった．「教える相手

次第」は，「協調性」に負の有意傾向の相関がみ

られた．「外向性」，「勤勉性」，「神経症傾向」，

「開放性」には，有意な相関はみられなかった． 

 
 
 

3.6. Big Five 性格特性による教えることに
ついての態度尺度の因果関係の検討 

Big Five性格特性が，教えることについての
態度尺度をどの程度影響するかを検討するため

に，教えることについての態度尺度の３因子の

下位尺度得点を従属変数，Big Five性格特性の
５因子の下位尺度得点を独立変数とするステッ

プワイズ法による重回帰分析を行った．Big 
Five 性格特性の下位尺度から教えることにつ
いての態度尺度への重決定係数（R2），および

各下位尺度の標準偏回帰係数（β）をまとめた
図を図１に示した． 
重回帰分析の結果から，神経症傾向はと開放

性は，教えることへの自信に対する標準偏回帰

係数（β）が有意であった．外向性と協調性は，
教えることへの価値に対する標準偏回帰係数が

有意であった．協調性は，教える相手次第に対

する標準偏回帰係数が有意であった．勤勉性に

ついては，有意な標準偏回帰係数はなかった． 

 
図１ Big Five性格特性と教えることについての態度の重回帰分析結果 

***p<.001  **p<.01  *p<.05  †p<.10 



4. 考察 

4.1. 教えることについての態度尺度作成 
教えることについての態度尺度の因子分析の

結果，教えることについての態度尺度は，「教え

ることへの自信」，「教えることの価値」，「教え

る相手次第」の３因子構造であることが示され

た． 
３因子のうち，「教えることへの自信」と「教

えることの価値」は，教える人自身の態度を指

す因子で，内的な要因であり，「教える相手次第」

は，教える人自身ではなく相手側の問題で，外

的な要因だと考えられる．すなわち，教えるこ

とについての態度は，内的と外的の２つの要因

をもつと示された． 
 

4.2. 教えることについての態度尺度と性別，
経験の有無による影響 

性差を確認した結果，女性の方が「教えるこ

との価値」得点が男性よりも高いことが示され

た．調査対象者が成人のため，育児を含め他者

との関わりから教えることの意義や喜びを感じ

ていることが示唆された．しかし，育児経験に

よる有意な差はみられなかったことから，就業

や育児以外の経験が影響していると推察される． 
就業経験による差を確認した結果，教える仕

事に就いた経験がある人の方が経験のない人よ

り「教えることへの自信」得点が有意に高かっ

たものの，「教えることの価値」と「教える相手

次第」には有意な差がみられなかった．仕事と

して教える経験をすることで自信がつくが，教

える仕事に就いた経験によって，教えることの

価値や教える相手次第についての考え方は影響

されないことが示唆された． 
育児経験による差を確認した結果，「教えるこ

とへの自信」，「教えることの価値」，「教える相

手次第」いずれの得点においても有意な差はみ

られなかった．教えることと育児を分けて捉え

ていることが示唆された． 
この人は教え方が上手いと思った経験による

差を確認した結果，経験がある人は「教えるこ

とへの自信」得点が経験がない人より有意に高

く，経験がない人は「教える相手次第」得点が

経験がある人より有意に高かった．ここで指す

経験は，調査対象者自身が教わった経験である．

他者の上手な教え方に接して，自分の教える態

度に真似ることで教えることへの自信が高まる

ことが示唆された．反対に，そういった経験の

ない人は，教えることは教える相手の努力によ

ることで，誰が教えても変わらないと考えてい

ることが示唆された． 
 

4.3. 教えることについての態度尺度と Big 

Five性格特性との関連 

Big Five性格特性と教えることについての態
度尺度についての重回帰分析結果から，Big 
Five性格特性のうち，「神経症傾向」，「開放性」，
「外向性」，「協調性」が，教えることについて

の態度尺度に影響を与えることが明らかになっ

た． 
「教えることへの自信」因子は，他者からの

評価を受けることで自分の自信につながる態度

の項目が多い．教えることは，相手を変化させ

ることである．したがって，「教えることへの自

信」得点の高い人は，TIPI-J（小塩ら，2012）
の項目である変化好き（開放性）で，気分が安

定している（神経症傾向）ことが推察される． 
「教えることの価値」因子は，自分から他者

に貢献することから得られる態度の項目が多い．

そのため，「教えることの価値」得点の高い人は，

活発で外向的（外向性）で，人に気をつかう（協

調性）ことが推察される． 
「教える相手次第」因子は，自分がどのよう

な態度で教ええても，教える相手の問題だと感

じる態度の項目が多い．そのため，「教える相手

次第」得点の高い人は，他人に不満を持ち，も

めごとを起こしやすい（協調性）ことが推察さ

れる． 
 

5. 結論 

本研究では，教えることについての態度尺度

作成と，性格特性の関連について質問紙調査を

用いて検討した．その結果，次のことが明らか

になった． 
第一に，教えることについての態度尺度は，

「教えることへの自信」，「教えることの価値」，

「教える相手次第の３因子構造であることが示

された． 
第二に，Big Five 性格特性は，神経症傾向，
開放性，外向性，協調性において教えることに

ついての態度尺度に影響することが示された． 



6. 今後の展望 

教えることについての態度尺度は，教える仕

事に就く人だけでなく，すべての人に対して教

える態度を明らかにする尺度になると考える．

そのためには，16項目は多いので，教えること
についての態度尺度を測定する簡易版を作成す

る必要がある．簡易版として，以下の項目を検

討した．教えることへの自信を測定する項目と

して，「教えることへの自信」は，「人に何かを

教えることが好きで自信がある」，「人から「教

えるのがうまい」といわれたり，ほめられたり

する」の２項目，「教えることの価値」は，「自

分が教えた相手が成長したりうまくできるよう

になると自分もうれしい」，「教えることで自分

の理解が深まる」の２項目，「教える相手次第」

は，「できるようになるかどうかは，教え方より

も本人の努力によって決まると思う」の１項目

の合計５項目と考えた．今後は，本研究で得ら

れた結果と簡易版を検証する予定である． 
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