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問題の所在

現代社会はストレスに満ちており，児童生徒

の体験するストレスは，児童生徒の心身症状を

含めた様々なストレス反応だけでなく，近年は

いじめ，不登校などの学校不適応の一因として

指摘されている(山田・高元. 2006)。さらに

子どもが学校で受ける学校ストレスの研究も進

み，学校ストレスが児童生徒に及ぼすネガテイ

ブな影響も看過できない問題である(I司安 .11嶋

田-丹羽・森-矢富. 1992)0 

そこで着目すべきが.1ストレスマネジメント

教育(以下. SME) Jである(富永. 2007)。

近年の中学校における SMEの介入研究では，

リラクセーション技法の習得のみではなく，ス

トレスコーピング，認知的評価の変容へも介入

を行って.SMEの有効性が示されている(三浦，

2002・三浦・上里. 2003)。 しかし. SMEの本来

の!ヨ的では，個人の直面しているストレッサー

に対応したコーピングを柔軟に組み合わせ実行

することが求められているが，先行研究におい

ては柔軟なコーピングに着自した実践的研究は

少ないか嶋田・小野.2005)0 Cheng(2001)の研究

によれば，同一個人が同じコーピングを行った

としても，状況が異なればストレス反応は変化

することが示されている O それは，偶人のコー

ピングのレパートリーを増やしたとしても，ス

トレス状況に柔軟に対応したコーピングを行わ

なけれlえストレスマネジメントすることカf

できないということを示している O したがっ

て.SMEにおいても，ストレッサーに効果的な

コーピングを実施するためには，柔軟なコーピ

ングに着目した SMEを行うことが必要である。

ストレス状況に柔軟に対応したコーピングの選

択・実行とは，状況の変化に応じてコーピング

を実行し (Westman& Shiron， 1994).あるスト

レスフルな状況下で用いたコーピングがうまく

機能しなかった場合，効果的でなかったコーピ

ングの使用を断念し 新たなコーピングを選択

することである(加藤. 2001) 0 
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本研究では. SMEにおいてストレッサーに

対応した柔軟なコービングの選択と実行，お

よびその効果について検討する(研究 1)。ま

た，中学生に対して，生徒の状況や特性に応じ

たSME(プログラム)を計画し実施する O そ

れにより， 中f学ヨミにおけるストレスに対1志した

柔軟なコーピングの選択・実行とその定着を目

指し，中学生がストレッサーに対応した柔軟な

コーピングの実行， またストレッサーに対して

実行したコーピングの効果がないと自己評価し

た場合には，新たにコーピングを選択すること

(柔軟なコーピングの選択)による SMEの効果

の検討を行い，学校場部における SMEのより
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よいあり方を考察すること(研究 2)を目的と

する。

研究 1

[自的}

ストレッサーに対して柔軟に実行したコーピ

ング¥実行したコービングの生徒による自己評

価， また，新たなコーピングコーピングの選択

に着目し，中学生におけるストレッサーに対応

した柔軟なコーピングの選択-実行の効果につ

いて明らかにすることを自的とする O

{方法}

①調査対象者首都!君公立中学校 1校，第 2

学年の 5学級，計186名(男子:94名，女子

92名)を対象とし，質問紙調査を実施した。

②調査期間 平成22年10月上旬に実施した。

③調査内容:調査に使用した尺度，調査した内

容は次のとおりである O

a.短縮版i干i学生用ストレス反応尺度(I司安.11鳴

EEI .坂野. 1992; 16項目. 41~1ニ法)

b.中学生用ストレスコーピング尺度，項 13一部

改変・追加(三浦・坂野・上皇，1997;大竹・

島井・曽我. 1998; 29項目. 4件法)

c.認知的評価測定尺度(三浦. 2002; 14項目，

41~1ニ法)

d.児童nJ一般性セルフ・エフイカシー尺度改訂

版(戸ヶI/l*i-.小野 .1嶋田. 2000; 18項目. 4 

件法)

e.学校生活満足度尺j支(i可村¥1999; 20項目，

5 flこ法)

③追加項目 生徒自身に. r:最近 1ヶ丹以内に

iヨ常生活で経験した出来事で，最も嫌だった

出来事J. r出来事に対する心と体の反応J.

「行ったコーピングJ.rコーピングに対する自

己評価J. rその出来事が起こったときに同じ

コーピングをするかどうかJ. r違うコーピン

グをする場合にどのようなコーピングをした

いかJの 5つについて， より詳しく生徒に記

述してもらうために，生徒に配布した質問紙

調査用紙に I~I 由記述を追加した。

{結果と考察}

柔軟なコーピングの選択・実行の機能につい

ては，中学生が行う柔軟なコーピングの選択・

実行の両方の観点から以下の基準により 3群に

分類を行った。まず，生徒の直面した出来事に

対して柔軟にコーピングが実行できているかに

ついて，筆者により「柔軟実行jと「非柔軟実

行Jに分類した。次に，実行したコーピングの

「自己評価jの程度により， 自己評価の低い場

合には新たにコーピングを選択しているかどう

か (r柔軟選択jまたは「非柔軟選択J) につい

ても分類を行った上で 柔軟なコーピングの選

択-実行について 3群に分類を行った。①「自

己評価低×柔軟選択群・自己評価高×柔軟実行

群Jは，柔軟なコーピングの選択と実行， また

はそのどちらかを行っている群であか柔軟な

コーピングの選択・実行スキルがある群と想定

する。②「自己評価高×非柔軟選択×非柔軟実

行群Jは，コーピングを行った本人のコーピン

グに対する自己評価が高かったが，筆者により

柔軟なコーピングの実行をしていないと判断さ

れ， また新たなコーピングを選択していないた

め. 13己評価と筆者による評価に矛盾が生じて

いる群である O したがって コーピングを柔軟

に選択・実行できていないが， 自分自身で納得

している群と想定する。③「自己評価低×非柔

軟選択×非柔軟実行群」は，自己評価が低く，

筆者により柔軟コーピングの実行をしていない

と判断され， また新たにコーピングを選択して

いないため，柔軟なコーピングの選択・実行ど

ちらもできていない群として想定する O これら

3 ~洋と各尺度との分散分析を行った。

その結果，柔軟なコーピングの選択-実行を

行っている生徒 (r自己評価低×柔軟選択群-自

己評fllli高×柔軟実行群J)では，ストレス反応

が低い (F(2，122)= 2.35， pく.l0). r問題解決J

コーピングを多く実行する (F(2，124)= 10.12， p 

く .001). r行動的lfil避」コーピングをあまり実

行しない (F(2，122)= 2.75， pく .10).認知的評

価における影響性 (F(2，125)= 6.63， pく .01)• 

コントロール可能性 (F(2，124)= 14.47， pく .01)

の評価が高い， 自己効力感における能力の位置
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づけが高い (F(2，l26)= 3.60， p < .05).さらに学

校生活における先生や友人からの承認について

満足していることが明らかとなった (F(2，124)

= 3.29， pく .05) (Table 1 ~ 7) 0 中学生におい

てはストレッサーの質的側面や認知的評価に応

じてコーピングを使い分け 実行したコーピン

グの効果がなかった場合に新たにコーピングを

選択できることがストレスをマネジメントする

上で、重要となることが示された。

また，実行したコーピングの自己評価が高い

生徒よりも，自己評価が低くとも新たなコーピ

ングを選択している生徒のブjが.ストレス反応

の表出を抑えられることも明らかとなった。こ

れは，実行したコーピングの自己評価が正当な

評価もあれば，出来事に対ーして効果がなくとも

行ったコーピングに納得している生徒も含まれ

Table 1 柔軟なコーピングの選択-実行における 3群のストレス反応尺度総得点の分散分析結果

尺j主総得点 主効果 多1f(比較

η M (SD) 

自己評価高×柔軟実行群 自己評価低×柔軟選択群 (a) 66 11.42 (8.92) 

自己評倍高 x非柔軟選択×非柔軟実行群 (b) 40 12.25 00.10) 2.35 i- c > a t 
自己評価低×非柔軟選択×非柔軟実行群 (c) 19 16.95 (12.10) 

Tρ< .10 

Table 2 柔軟なコーピングの選択・実行における 3群のストレスコーピング尺度「問題解決」得点の

分散分析結果

「問題解決J得点 主効果 多 )l~比較

η M (SD) 

自己評価高×柔軟実行群・自己評価低×柔軟選択群 (a) 68 

自己評価高×非柔軟選択×非柔軟実行群 (b) 40 

自己評価低×非柔軟選択×非柔軟実行群(c) 19 

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

1.47 (.78) 

87 (.64) 

96 (.58) 

10.12キキ* a> c斗 a>b**キ

Table 3 柔軟なコーピングの選択・実行における 3群のストレスコーピング尺度「行動的回避J得点

の分散分析結果

幻

自己評価高x柔軟実行群・自己評古lli低×柔軟選択群 (a) 67 

自己評価高×非柔軟選択×非柔軟実行群 (b) 41 

自己評価低×非柔軟選択×非柔軟実行群(c) 19 

Tρ< .10 

「行動的回避」待点 主効果 多重比較

M (SD) 

59 (.59) 

62 (.46) 2.751" c> a t 
.95 (.85) 

Table 4 柔軟なコーピングの選択-実行における 3群の認知的評価測定尺度[影響性j得点の分散分

析結果

「影響性」得点 主効呆 多重比較

n M (SD) 

自己評知ii高×柔軟実行群 自己評価低×柔軟選択群 (a) 68 1.55 (.58) 

自己評価高×非柔軟選択×非柔軟実行群 (b) 41 1.12 (.70) 6.63* * a>bl a>cキキ

I~l 己評fllli低×非柔軟選択×去二柔軟実行群(c) 19 1.16 (.74) 

**ρ< .01lρ< .10 
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ることから，このような結果が得られたと推測 研究 2

される。このような結果を踏まえると. SME 

において，いかにコーピングレパートリーの増

加させるかだけでなく コーピングの効果がな

かった場合に新たなコーピングを選択できるか

ということが重要となる。また， 自己評価が高

くとも筆者により柔軟にコーピングを実行でき

ていないと判断された生徒も存在することか

ら， 自分自身の実行しているコーピングの特性

をより理解させる必要がある O 柔軟なコーピン

グを実行するためにはストレス状況を見様め，

自分自身の経験しているストレッサーの質的側

面，認知的評価の特性についても理解すること

が必要であるといえる。

{毘的}

中学生に対して，生徒の状況や特性に応じた

SME(プログラム)を計画し実施した。それに

より，中学生におけるストレスに対応した柔軟

なコーピングの選択・実行とその定着を目指し，

中学生がストレッサーに対応した柔軟なコーピ

ングを実行しているか， またストレッサーに対

して実行したコーピングの効果がないと自己評

価した場合に新たにコーピングを選択している

か(柔軟なコーピングの選択)により.SMEの

効果の検討を行うことを第一の自的とする O こ

れをふまえ，学校場面における SMEのよりよ

いあり方を考察することを第二の目的とする O

Table 5 柔軟なコーピングの選択・実行における 3群の認知的評価測定尺度「コントロール可能性J
得点の分散分析結果

「コントロール可能性J得点 主効果

n M (SD) 

多重比較

自己評価高×柔軟実行群-自己評価低×柔軟選択群 (a) 67 

自己評価高×非柔軟選択×非柔軟実行群 (b) 41 

自己評価低×非柔軟選択×非柔軟実行群(c) 問

中本 本ρ<.001 *キρ<.01 

1.65 (.77) 

.99 (.62) 

.95 (.65) 

14.47本 * 本 a>b字縮 a> c* 

Table 6 柔軟なコーピングの選択・実行における 3群の一般性セルフ・エフィカシー尺度「能力の位

置づけ」得点の分散分析結果

多重比較「能力の位置づけJ得点 主効果

n M (SD) 

自己評価高×柔軟実行群・自己評価低×柔軟選択群 (a) 69 1.67 (.61) 

自己評価高×非柔軟選択×非柔軟実行群 (b) 41 1.34 (.61) 3.60* 

自己評価低×非柔軟選択×非柔軟実行1洋 (c) 19 1.69 (.93) 

*戸<.05 

a > b * 

Table 7 柔軟なコーピングの選択・実行における 3群の学校生活満足度尺度「承認の因子J得点の分

散分析結果

「承認の因子」得点

n M (SD) 

自己評価高×柔軟実行群・自己評価低×柔軟選択群 (a) 67 3.14 (.74) 

自己許制高×非柔軟選択×非柔軟実行群 (b) 41 2.71 (.95) 

自己許制低×非柔軟選択×非柔軟実行群 (c) 19 3.00 (.96) 

本戸<.05 

主効果 多重比較

3.29* a > b * 
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{方法}

①誠査対象者 首都圏，公立中学校 2年生 5学

級186名(男子:94名，女子:92名)のうち 3

学級を実験群(男子:56名，女子:55名). 2 

学級を統ijjlJ{洋(男子:38名，女子:37名)に

分類し実験群を対象に SMEを実施した。

②調査期間J:本研究における SMEプログラム

は，平成22年 10月 2 遇 I~ から 11 月 2 週目まで

の約 1ヶ月間において，週 11ill程度.50分の

プログラムを 21ill行う O また.SMEの効果検

証のため，調査は SME実施"M (10月上旬).

実施後 (11月上旬). SME終了から約 4週間

後 02月上旬)の計 31ill実施した。

③使用尺度:※研究 1を参照

④追加項目:研究 1における追加項目に加え，

生徒による SMEの評価項目を追加した。

① SMEプログラム内容:対象者の学級担任と

対象校の生徒指導相談員である筆者との

ティームティーチングにて. SMEを実施す

る。 SME実施前に，実!投群のクラス.11話人特

性を考慮し三浦 (2002) などを参考に，①

ストレスに関する心理教育.1自分のストレス

を知るJ.②ストレスに対する捉え方の理解，

「様々なコーピングの理解・コーピングメ

ニューの作成J.の 2時間構成としてプログ

ラム内容を筆者が作成した。 SMEプログラム

実施後. 1週間ごとに自由記述によるコーピ

ングおける自己評側ワークを行い，筆者がコ

メントを付ーけてフィードノくックした。

[結果と考察}

実験群と統制群との比較からは SMEの実施

の有効性を示す結果が得られなかった。

しかし，生徒とのワークブックを使ったコメ

ントのやり取りでは，ストレッサーに対応し柔

軟にコーピングを選択・実行できるようになっ

た生徒もみられた。たとえば， 自分にとって

「寝るj というコーピングが自分自身に合って

いることを理解した上で，様々なコーピングと

「寝るJというコーピングを組み合わせて実行

している生徒や，実行したコーピングが機能し

なかったと評価したことから新たなコーピング

を選択し次にi可じ出来事が起きたときに選択

したコーピングを実際に実行し機能したと評価

している生徒もいた。したがって.柔軟なコー

ピングの選択・実行に着 IJした SMEによる効

果がある生徒も存在する可能性があることが示

された。しかし，効果があった生徒となかった

生徒を分けた背景にはどのような要因があるの

か，本研究では明確には判断することができな

い。柔軟なコーピングの機能をより明確にした

上で， さらなる学校場ITfIにおける実践研究を行

うI:jJで，柔軟なコーピングの選択-実行に着目

した SMEの確立が必要である。

全体的考察

本研究において明らかになったことは大きく

分けて次の 3点で、ある O ①柔l!汰~こコーピングの

実行をしている中学生は. 1 j1-1日選解決」コーピ

ングを多く実行し認知的評価の影轡tt コン

トロール可能性の評{illiが高く，学校子i三ii行!支にお

ける学校生活における先比や友人からの承認を

得ていると感じていること，②ストレッサーに

対して実行したコーとングの効来がなかったj揚

合，新たなコービングを選択しているヰI~'J:生

は，ストレス反応の表U:¥が低く，コントロール

可能性の評価が高いこと，③柔軟なコーピング

の選択・実行を行っている中学生は，ストレス

反応の表出が低く.1問題解決」コーピングを多

く実行するが.1行動的回避Jコーピングをあま

り実行せず，認知的評価における影響性， コン

トロール可能性の評価が高く， 自己の能力の位

置づけも高ことが明らかとなった。

今後の課題としては， まずストレッサーと認

知的評価の関連について再検討が必要である。

認9:1]的評価に影響を及ぼすストレッサーの質的

側面についてもより詳細に検討する必要があ

るO 柔軟なコーピングの実行とストレッサーの

質的1H1J面，認知的評価の関連について明らかに

することで，柔軟なコーとングの実行に関する

基準を明確にすることはできることが考えられ

る。

児童生徒は iヨ常生活において様々なストレッ

ウ

iつL
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サーにさらされている。そのため早急な，スト

レス理論の擁立，柔軟なコーピングの選択・実

行とその定着を行うことのできる SMEの開発

が求められる。

付記

本論文は，筑波大学大学校教育研究科に提出

した平成23年度修士論文「中学校におけるスト

レスマネジメント教育の検討-柔軟なコーピン

グの選択・実行に着目して-Jの一部を加筆・

修正したものである O

本研究の調査実施にあたり，ご協力いただき

ました生徒の皆さん ならびに，関係諸先生方

に心よりお礼申し上げます。
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