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＜あらまし＞ 本研究は，「教える技術」講座の受講生を対象に，教えることについての態

度尺度を調査した．調査は，「教える技術」講座全 3 回のうち，初回と最終回に行った．

初回と最終回を比較した結果，教えることについての態度の 3 因子のうち，「教えること

への自信」が有意に上昇し，「教えることの価値」と「教える相手次第」には有意な変化は

なかった．また，交差遅延効果モデルによる共分散構造分析を行った結果，各因子は独立

した因子であることが明らかになった． 

＜キーワード＞ 教えることについての態度尺度 交差遅延効果モデル 

1. はじめに 

1.1背景 
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． 
教師の教える態度については，教師効力感

（teacher efficacy）という概念が提唱されてい

る．教師効力感とは，「こどもの学習に望ましい

変化を与える能力に関する信念」と定義されて

いる（Ashton，1985）．西松（2008 ）は，教

育実習前後の実習生を対象に調査を行い，実習

前後で教師効力感が変容することを指摘した． 
養育場面での態度として，齋藤・内田（2013）

は，子ども中心で子どもとの体験を享受する「共

有型」養育態度と，子どもにトップダウンに関

わり，罰を与えることも厭わない「強制型」養

育態度の２つの態度があることを指摘した． 
このように，教えることについての研究にお

いて，教育，養育場面での教える態度は，教え

る相手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好悪や

考え方といった態度は表だって取りあげられる

ことは少ない．しかし，人が人に教える以上，

教える人の態度は，学習者に何かしらの影響を

与えると考えられる． 
 教える技術の基礎として，インストラクショ

ナルデザインがある．インストラクショナルデ

ザイン（ID）とは，教育活動の効果・効率・魅

力を高めるための手法を集大成したモデルや研

究分野，またはそれらを応用して学習支援環境

を実現するプロセスのことを指す（鈴木，2005）． 
鈴木（2005）によると，ID の目的は，教育

活動の効果・効率・魅力を高めることにあると

示している．言い換えると，効果があり，効率

良く，魅力のある教育活動として，教え方を学

ぶという「教える技術」を身につけることであ

ると考えられる． 
「教える技術」とは，教える人が，教える相

手をなんらかの知識や技能を身につけられるよ

うに導いていくために必要な技術である．「教え

る技術」を学ぶことで，教えることについての

態度が変容すると考えられる． 
 

1.2 目的 

本研究は，「教える技術」講座の受講生を対象
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に，講座受講によって教えることについての態

度が変化するかどうか確認する．そして，教え

ることについての態度尺度の因子について影響

関係を明らかにすることを目的とする． 
 
2. 方法 

2.1. 調査対象と調査時期 

調査対象者は，「教える技術講座」受講生とし

た． 
本研究対象の「教える技術」講座は，X 大学

のエクステンションセンターで開かれ，全３回

90 分間行われた．講座の目標は，以下の３つで

あった． 
(1)日常や仕事で必要となる教える技術を身

につける． 
(2)教える技術の基礎理論であるインストラ

クショナルデザインの考え方を身につける． 
(3)教える技術を活用して，さまざまなことを

教えられるようになる． 
講座内容を表１に示した．第１回は「教える

ことはどういうことか」をテーマとして，教え

る技術の３つの技能（認知的領域，情意的領域，

精神運動的領域）のうち，精神運動的領域の中

でも運動技能の教え方について講義した．第２

回は「認知技能の鍛え方」をテーマとして，言

語情報の伝え方を講義した．第３回は「非認知

能力の鍛え方」をテーマとして，意志力の鍛え

方を講義した． 
調査時期は，プレ調査（初回）を 2016 年２

月 25 日，ポスト調査（最終回）を 2016 年３月

17 日におこなった．どちらも，質問紙を講座開

始前に配布し，講座終了後に回収した． 
 

2.2. 調査項目 

(1) 教えることについての態度尺度 
早坂・向後（2016）が，成人を対象に質問紙

調査を行い，因子分析の結果，「教えることへの

自信」，「教えることの価値」，「教える相手次第」

の 16 項目３因子構造であることが明らかにな

っているので，この16項目を使用した（表２）． 

 

表１「教える技術」講座内容（全３回） 

回 テーマ 内容 

第１回 教えることはどういうことか 

・3つの技能の説明 

認知的領域 

情意的領域 

精神運動的領域 

・運動技能の教え方 

‣ スモールステップ  

‣ 即時フィードバック 

‣ Challenge/Skillバランス 

・シェイピング・ゲーム 

・運動技能を教えるポイント 

第２回 認知技能の教え方 

・言語情報の教え方 

‣ 精緻化 

‣ 体制化 

‣ 二重符号化説 

・ハノイの塔パズル 

・言語情報を教えるポイント 

第３回 非認知能力の鍛え方 

・非認知能力の鍛え方 

‣ 自制心 

‣ 意志力 

‣ 自己調整力 

・非認知能力を鍛えるポイント 



質問には，「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．TIPI-Jは，Big Five
尺度５因子「外向性」，「神経症傾向」，「開放性」，

「誠実性」，「調和性」60 項目を各因子２項目ず

つ計 10 項目で測定する尺度である．の５因子

で構成されている．これに，「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 

プレ調査は，成人 60 名，ポスト調査は，成

人 54 名であった．本研究の調査対象者は，プ

レ・ポストがマッチングできた成人 45 名（男

性 17 名，女性 27 名，不明１名，平均年齢 48.33
歳（SD＝8.69））とした． 

 
3.1. 教えることについての態度尺度の検討 

教えることについての態度尺度 16 項目につ

いて，「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因子を構成する下

位尺度得点を求めた．下位尺度得点は，各因子

の加算平均とした．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=.89，「教

えることの価値」が α=.80，「教える相手次第」

が α=.86 であった． 

 

 

 

表２ 教えることについての態度尺度 （早坂・向後 2016） 

第１因子：教えることへの自信 

1．人から「教えるのがうまい」と言われる 

2．人に教えることは苦手だ 

3．人にうまく教える自信がある 

4．自分の教え方をほめられたことがある 

5．人に何かを教えるのが好きだ 

6．私ならもっとうまく教えられるのにと思うことがある 

7．できれば教える仕事は避けたい 

8．人に教えることは大切な技能だと思う 

第２因子：教えることの価値 

9．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 

10．教えることで自分の理解がさらに深くなる 

11．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 

12．うまく教えることができるとうれしい 

13．教えることで自分も学ぶことがあると思う 

第３因子：教える相手次第 

14．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 

15．やる気のない人にいくら教えても無駄だと思う 

16．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 

 



表３ 教えることについての態度尺度の相関係数 

  

プレ:教え

ることへ

の自信 

プレ:教え

ることの価

値 

プレ:教え

る相手次第 

ポスト:教

えることへ

の自信 

ポスト:教

えることの

価値 

ポスト:教え

る相手次第 

プレ:教えることへの自信 ― .236 -.230 -.902** -.221 -.083 
プレ:教えることの価値   ― -.271† -.343* -.730** -.045 
プレ:教える相手次第   

 
― -.224 -.243 -.414** 

ポスト:教えることへの自信   
  

― -.223 -.102 
ポスト:教えることの価値   

  
  ― -.121 

ポスト:教える相手次第   
  

  
 

― 
 **p<.01  *p<.05  †p<.10 

 
表４ 教えることについての態度尺度についてのプレ，ポストの平均，標準偏差，t 検定の結果 

  プレ ポスト     

  平均 SD 平均 SD    t値 

教えることへの自信 3.36 0.69 3.65 0.77 -5.84 *** 

教えることの価値 4.75 0.36 4.73 0.33 0.39   

教える相手次第 2.36 0.76 2.40 0.86 -0.35   

***p<.001 
 

表５ 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 -.11 .15 .24 -.27† .11 
教えることの価値 -.08 -.01 -.39** -.14 -.11 
教える相手次第 -.11 .13 .01 .04 .00 

**p<.01   †p<.10 
 

プレ・ポスト各因子の下位尺度の相関を表３

に示した．因子間相関から，「プレ：教えること

への自信」因子と「ポスト：教えることへの自

信」因子，「プレ：教えることの価値」因子と「ポ

スト：教えることの価値」因子，「プレ：教える

相手次第」因子と「ポスト：教える相手次第」

因子，「プレ：教えることの価値」因子と「ポス

ト：教えることへの自信」において，正の有意

な相関が確認された．「プレ：教えることの価値」

因子と「プレ：教える相手次第」因子において，

負の有意傾向の相関がみられた．他の因子間で

は，有意な相関はみられなかった． 

 

3.2. プレ・ポスト間の比較 

プレ・ポスト間で，教えることについての態

度尺度の３因子がどのように変化したのか検討

するために，各因子の下位尺度得点の差を検討

した．結果を表４に示した．表４より，「教える

ことへの自信」はプレよりもポストの方が，有

意に高い得点を示した（t(42)=-5.84，p<.001）．
「教えることの価値」，「教える相手次第」では，

有意な差はみられなかった（t(43)=0.30,n.s，
t(42)=-0.35,n.s．） 

 
3.3. 教えることについての態度尺度のプ

レ・ポスト間における因子間の影響関

係の検討 

教えることについての態度尺度の因子間の影

響関係を検討するために，プレ調査とポスト調

査のデータを用いて，交差遅延効果モデルによ

る共分散構造分析を行った．結果を図１に示し

た．分析の結果，適合度指標は，χ2(11)=8.423，



図１ 教えることについての態度尺度の交差遅延効果モデル 
χ2(11)=8.423，GFI=.928，AGFI=.863，CFI=1.000，RMSEA=.000 

***p<.001   *p<.05 
 

GFI=.928 ， AGFI=.863 ， CFI=1.000 ，

RMSEA=.000 であった．適合度は，十分とは

いえないが，まずまずの結果になったため．こ

れを最終モデルとした． 
 

3.4. 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と 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５に示

した．表５から，「教えることへの自信」は，「神

経症傾向」に負の有意傾向の相関がみられた．

「外向性」，「協調性」，勤勉性」，「開放性」には

有意な相関はみられなかった．「教えることの価

値」は，「勤勉性」において有意な負の相関がみ

られた．「外向性」，「協調性」，「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，「外向性」，「協

調性」，「勤勉性」，「神経症傾向」，「開放性」す

べてにおいて有意な相関はみられなかった． 

 
4. 考察 

4.1. 教えることについての態度尺度因子の
プレ・ポスト間の変化 

教えることについての態度尺度の３因子のプ

レ・ポスト間の比較を行った結果から，「教える

ことへの自信」はプレよりもポストの方が，有

意に高い得点を示し，「教えることの価値」，「教

える相手次第」は，有意な差はみられなかった． 
このことから，「教える技術」講座を受講する

ことで，「教えることへの自信」が高まることが

示された．「教えることの価値」と「教える相手

次第」は，受講による変化はみられなかった．

これは，受講内容が技術面に焦点を当てたため

技術に関する知識の向上が自信の高まりに影響

したと考えられた．また，「教えることの価値」

と「教える相手次第」は，誰かに何かを教えた

後の感情や考えに関係した項目で構成されてい

るため，教える技術に対する知識が向上したこ

とで影響されなかったのだと示唆された． 
 

4.2. 教えることについての態度尺度のプ
レ・ポスト間における因子間の影響関

係 

交差遅延効果モデルでは，プレ・ポストいず

れの因子間においても影響関係は示されなかっ

た．すなわち，教えることについての態度尺度

の３因子は，「教える技術」講座受講による因果

関係はなく，それぞれ独立している因子である

と考えられる． 
したがって，「教えることについての態度尺度」

を高めるには，３因子それぞれ高めていく介入

方法を開発する必要があると示唆された． 
 



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

度尺度についての相関から，本調査では，Big 
Five 性格特性のうち，「教えることへの価値」

が高いほど，勤勉性が低いことが明らかになっ

た．TIPI-J（小塩ら，2012）によると，勤勉性

とは，「しっかりしていて，自分に厳しいと思う」，

「だらしなく，うっかりしていると思う（逆転

項目）」である．早坂・向後（2016）では，「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ことから，本研究では調

査対象者数が少ないことが影響していると推察

された． 
 

5. 結論 

 本研究は，「教える技術」講座の受講生を対象

に，教えることについての態度尺度を調査した．

初回と最終回を比較した結果，以下のことが明

らかになった． 
（１） 「教える技術」講座を受講すること

によって，教えることについての態度尺度

3 因子のうち，「教えることへの自信」得点

が増加し「教えることの価値」と「教える

相手次第」には変化はなかった． 
（２） 因子間の影響関係は示されず，「教え

ることへの自信」，「教えることの価値」，

「教える相手次第」各因子は独立した因子

であることが明らかになった 
以上のことから，「教える技術」講座は，「教

えることへの自信」を高める機会になることが

示唆された． 
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