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学級風土研究の経緯と方法

伊藤亜矢子・松井 仁

A Note of Classroom Climate Research， with 
Special Reference to Classroom Environment Scale (CES) 

and Learning Environment Inventory (LEI) 

Ayako ITOH，出toshiMATSUI 

嬰旨

47 

学級風土研究について，まずその定義の分布を概観した。そして，現在に至るまでの主要な研

究の経緯を示し 2つの質問紙調査の方法が重要な位置を出めることを確認した。これらの項目

の翻訳を試みた結果，国内の学校システムに必ずしもそぐわない領域および項目内容の見られた

ものの，これらの調査は全体として学校および学級理解を促進させる枠組を我々に提供するもの

であることが示唆された。

キー・ワード:学級風土，質問紙， CES， LEI 

Summary 

This paper surveyed di命説onsof c1assroom c除nateas found in major previous studies and re-

viewed the history of c1assroom cIimate studies from Lewin to the present. Two questionnaires 

were identified as impoはおltin facilitationg later researches on this topic. A Japanese version of 

each of these questionnaires wes provided. Although some items could not be easily translated due 

to di丘'erencesin school organization， exprolatory application of these questionnaires suggested that 

they could contribute to a conceptual金anleworkfor deepening our understanding of the c1assroom 

climate in Japanese schools. 

主eywords: c1assroom climate， questionnaire， CES， LEI 
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I はじめ に

「明るい学級Jiおとなしい学級Jなどという表現は，その構成員偶人の特性のみならず学級

全体の醸し出す「風土jとでも呼ぶべき特性を表現している。これをあえて学級の心寝社会的風

土と呼べば，これは，生徒の情意や学力に影響する要悶として経験的にも重要視されていよう。

例えば，現代的な社会問題として取りざたされている「いじめJ陪題においても， i正義感や思

いやりがあり，恐い感じの人がなく，苦いたいことが言え，かっ冗談やふざけの要素がみられ，

明るく愉快な人が比較的多く見られる雰囲気のクラスでは，いじめられた体験が少ないJ(児童

生徒の問題行動等に関する調査研究協力者会議 1996)という，億人の特徴のみならずクラス全

体の雰囲気すなわち風土特性への指摘がある。

教育の場の中では，雰閲気や風土への言及は日常fとしているものの，むしろそのE広範囲な日常

化と概念の漠然さが故に研究対象としての扱いがなかなか進展しなかった。それでも，欧米では

1960年代半ばより climateという語をキー・ワードとした研究が数多くなされるようになり，風

土の決定因に興するもの，また生徒の情意・行動への効渠，教舗と生徒惜の風土認知の相違，風

土の改良のための介入研究など発躍の様相を見せている。ただ，間内では学校心理学という領域

への着目が立遅れたこと，心理学研究者の学校への関わりが充分なされていない状況のあること

などにより，I&X米での学級風土研究の成巣のこなれた紹介の必要性も実質において高まりを見せ

なかった。また，欧米での学級嵐土研究隆盛の契機となった質陪紙による調査方法も，各研究者

の偲人的努力により部分的に利用されるに留まっている様子である。

そこで，本稿ではこれまでの学級風土研究の流れを概観し，それぞれの方法の背景を筆者らな

りに再消化することを試みる。そして，学級嵐土研究に大きく貢献した 2つの質関紙そ紹介する。

E 学級風土の定義

間語辞典によれば，風土とは「その土地の状態，却ち，気候，地味などJ(広辞苑)であると

いう。このように，この語はそれ自体に対象の諸要素の要約および総合しての全体という意味が

あり，定義といっても多分に暖妹さを残す語と言える。ここで，各研究者の定義の分布を湾縫認

すベく，表 1のように主たる研究者の記述を概ね年代瀬に並べた。これより伺えるように，その

定義に共通認識としての基盤の存在は認め難く，むしろ研究者独自の研究背禁や実賎に構成概念

の依存する印象が浮上してくる。そのような状況でありながらも，風土研究というキー・ワード

で時間軸に沿って研究者の定義を追うことで，風土研究の大まかな守備範盟とその変遷の経緯は

読み取れよう。

第 Iの定義は，教師の教授行動が学級集団にもたらす雰囲気としての嵐土定義であろう。これ

に該当するのが Wi出all (1949)のものである。彼によると，学習が生じるのに最適な条件と

して学習者を脅かさない心理的雰閤気(Psychological atmosphere )が必績であり，その要悶と

して教諦の発言を位鷺付けられるという。第 2の定義としては，学習の場を力動的場として捉え

ようとする Getzels& Thelen (1960)の定義がある。この定義は教育の場と密接な連携を維持し
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衰 1 学級風土定義の一覧

研究者名(発表年) 用語

Withall 社会的情緒的風土

(1949) Social.Emotional climate 

Getzels & Thelen 

(1960) 

Halpin & Croft 

(1963) 

Tagiuri 

(1968) 

Moos 

(1976) 

風土

Climate 

組織風土

Organizational climate 

組織風土

Organizational climate 

社会的風土

Social climate 

学級風土

Classroom climate 

定義

個人間の相互作用に付随する情緒的な色合か

ら成り，集団に参与した際の相互作用で出現す

る集団としての総合的な情緒的姿悶を指す。

背景に f学習者を脅かさない心理的雰囲気j

重祝の姿勢がある。

これは，集団に参与した偲入の欲求と相互の

目標受容の関数となっている。

操作的には以下の点を左右するもの

1.各人の私的な世界

2.集閣の団結心

3.個人および集団の包擦と活動に抱く有意味感

4.問題解決における客観性

5.集団における倒人間相互作用の繁・量

社会体系として学級集団を{立競付け，制度側

からの期待の次元と個人側からの欲求の次元に

相挟まれた調者を媒介する次元として風土を位

震付ける。期待・欲求の葛藤の講和体系として，

力動的な記述に結び付けた。

風土は擬人化されて，偶人についての人格と

向様に組織の人格として解釈されることとなる。

風土とは，その組織の(a)当事者によって絞験

され， (b)彼らの行動に影響し， (c)環境属性によ

って記述できるものである。そしてき当事者によ

って経験される比較的持続する環境の諸側面の

紫的概念とされる。このような風土の特徴は，

価格や仕上がりなどから総合的に得られる製品

の「品質jに類似した概念であるとした。

環境欲求の記述を碁礎とする環境の性格を指

す。各領域の環境を論じるために物理的環境・

組J織的関子・人間集問・社会風土の 4枝からな

る概念枠組みを提示した。

(a)学校全体の文脈， (b)建物なども含む物理的要

因， (c)綴織的な特徴， (d)教員の特徴， (e)生徒の

特徴，により規定される学級の性格を指す。

てきた研究者による一つの成果と雷えるものだが，これは学級を社会としての制度側からの役割

期待と個人側からの欲求との葛藤の場と晃なし，制度一個人間力動の調和として醸し出されるも

のとして風土を解したのである。この力動モデルは，その後の多くの研究者に多様に吸収され，
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後世に影響を与えた。第 3の定義としては，組織研究や環境研究の文脈において，組織・環境の

「性格(personality ) Jとして風土を捉えるものである。この定義下での研究の代表格としては，

Halpin & Croft (1963)に見られる学校風土に関する調査研究が位置付けられ，組織・潔境研究

の代表として Tagiぽ(1968)やMoos (1976， 1979)の研究がある。

Tagiuriは. Harvard Business Schoolにおいて産業分野での大規模な組織嵐土研究に着手し，

より体系的な風土概念の再構成を試みた。この中で Tagiuriは，客観的に存在する環境と主観的

に認知された環境の異陪や，環境と人との境界など，行動科学の見地から風土を含む「環境jを

捉えようとする場合の問題点について議論を深め，それと問時に，物理的側面から心理社会的側

面に至るまで様々な環境の藷概念を整理した。その結果，風土(climate )は様々な用語によっ

て下位領域として指し示されうる環境の諸側面を要約する包括的な用語とされ，環境の諸側面か

ら当事者によって総合的に判断される，いわば環境の「品質」を指す概念であると結論づけた。

このように単に客観的物理的に存在する環境ではなく，当事者によって認知され判断された環境

という点を意識した定義は，特に組織風土研究の分野において現在にも引継がれ， r経験されたj

「認知されたJものとしての風土評価が重視される傾向が向われる。

また， Moosは社会生態学の立場から，環境が人間に与える影響に注目し，物理的環境と心理

社会的環境を同時に考慮できる，環境研究のための幅広い概念枠組みを提示した。これによると，

環境は①物理的環境，②組織的環境，窃関与する人簡集関，④社会的風土，の 4柱で構成される

という。これらの 4柱は必ずしも独立ではなく，④の社会的風土が，他の 3つを媒介するものと

して位龍づけられている。そして Moosは，この社会的風土が環境の「性格Jであるとし，例え

ば学級風土であれば，学級環境を構成する物理的側面や組織的側面，吏に教師・生徒集盟という

人的側面から規定される学級の「性格jが学級風土だと論じた。

このようにこの用語の定義自体が研究の進躍のみならずその時々の社会要議にも少なからず影

響された流動的な色合いを伴っている。ここであえて比較的どの定義にも共通する点を雷えば，

集団を検討の「単位」とした学級全体としての傾向もしくは性格という点を指摘できょう。

E 学級風土研究の経緯

学級風土研究の初期のものは社会心理学の領域で、毘られ， Lewinら(1939)によるものがし

ばしば引用される。これは，少年クラブそ対象に各型のリーダーシッフのもたらす風土が行動に

及す影響を「場の理論jの概念枠組で検討を加えたものである。この研究からリーダーシップ行

動の研究として各方面への応用が試みられた。そして，教育の場について教師のリーダーシップ

による雰覇気形成すなわち風土形成と学習などへの効果研究と，その後の学級風土研究の口火を

切るものとなっている。ここで知るべきことは，まず研究方法として行動観察の方法が第 11こ採

られたことであろう。 2つめとして，学級風土変数の位置付けは教師行動から生徒の反応に至る

仲介的なものであることであり，従って研究者の焦点の当て方により風土変数は従属変数にも独

立変数にも成り得る扱いが当初よりなされていたことが伺えよう。

ここで，それ以後から近年に至る発展の経緯を概観しよう。

】[-1 教買における観察

前述のように Lewinらの影響と，そもそも風土という媛昧な把握のための仮説的な構成概念

の構築が国難であったこと，加えて直に研究者がその「場jに触れるという研究領域の開拓期の
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エネルギーの高まりも反映されてのことか，当初は観察の方法が中心的で、あった。

その中で教室という場での言語的やり取りに注自した方法が知られている。この方法の代表的

なものとして， Withall (1949)が教師発言の諸機能を分類した業績がある。彼によると，教師

の発言は①学習者の支持，②学習者の受容と意関の暁確化，③問題の構造化を目指した学習者へ

の問いかけ，という学習者の意図と理解の深化を尊重する「学理者中心の発雷Jと，④勧告もし

くは指示，⑤叱責，⑥教師自身の支持，といった教師の持つ方向へ学習者を動かそうとしたり軌

道修正を促す「教師中心の発言jに分類されるとしている。また，学習の成立要件として学習者

を脅かさない心理的雰屈気の場を仮定している点などは，シカゴ大学で同時期にいた Rogersの

影響も推察される。

WithaIlの方法は，教室の場に関する彼自身の理念との整合性を貫くものであったわけだ、が，

一方で評定における判断の難しさを伴い，比較的高度なトレーニングを受けた観察者が必要とさ

れた。また観察法とはいえ，対象が教師の発言のみに限定され，非言語的な行動や生徒の行動へ

の着自が欠けていた。 Witha1l以後，こうした点の改良を含む様々な観察法が提案され，例えば

Medley & Mitzel (1958， 1963)は， Witha1lやその他の分類基準を用語の簡素化により精錬し，

分類作業をデータ収集段階から分離することで，少ないトレーニングでしかも一人の観察者だけ

で，非言語的行動をも対象とできる観察方法を作成し，方法の便宜性を高めるに至った。同様に，

日本でも著名な Flanders (1970 )による観察法は，教室という場に参加している生徒たちにも

視点を振り，教師のみならず生徒の発言をも分類対象とする，洗練されたものとなっている。

このように教師と生徒の発言・行動の観察より得られる「風土J記述は，研究者の視点にその

観察対象や分類基準が限定され，風土として論じられる特性は研究者の構成概念に大きく依存し

ているものであることに注意を払う必要がある。いずれにしても研究者が研究対象とする集団の

場に赴きそこで情報収集する方法は，極めて濃密な情報をもたらしたと推察される一方，これら

の方法はいずれもその効率の悪さ故に組織的研究に導入し難いという点があった。加えて学習者

の風土への知覚の方が外からの観察の情報よりも学習成果としての成績をより説明することも，

以下に述べる質問紙法の実施により示され(Fraser & Wa1berg 1981 )，次第に観察法は，構成員

である学習者の知覚を質問紙によって調査する方法に，その癒を譲ることとなったのである。

m-2 質構紙による調査研究の隆盛

学習者の風土知覚の謂査方法として，学級に対する知覚の分布を組織的に把握すべく質問紙の

方法が大いに使われた。この分野で有力な方法には，まず Trickett& Moosによる Classroom

Environment Sca1e (CES) (Trickett & Moos 1995 )が挙げられる o 先に述べたように Moosは，

環境研究における独自の概念枠組みを提示し，環境研究に必要な概念構成を整理すると同時に，

多様な環境の風土を概定することを試みた。当時パーソナリティ研究の分野においては，効率の

悪い主観的臨床的手続を質問紙法の採用によって効率化するため， Murrey (1938)のneed柵

press理論に基づく needとpressの尺度が開発されていた(Stem 1970 ) 0 Moosはこの press

に着目し，風土を構成するのは pressであり， pressの記述によって環境の風土を記述できると

した。環境そのものの性質ではなく pressすなわち環境によってひきおこされる効果に Moos

が着目していた点は，留意すべき点であろう。 Moosは軍離や家庭など多様な環境を対象に，社

会生態学的枠組みと pressの記述に基づく一連の環境尺度を作成し，その一つがCESである。

CESは 9領域90項毘からなる真偽評定による仕上がりとなっている。
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また，もう一方の有力な方法として， Walbergらによる LearningEnvironment Inventory ( LEI ) 

( Fraser， Anderson & Walberg 1882 )が学級風土研究の経緯を知る上で重要である。これは，

1960年代に端を発する米国における大規模な学校教育カリキュラム改革を背景として発展したも

のである。当時，匿をあげての科学教育の推進発展に寄与する長期的規野に立った人材確保のた

め，特に物理学の学習について，①人間性を基調とした物理学コースの設置，②人材確保の橋野

を広げるべく物理学入門コースの履修希望生を増加させること，③科学的知識の学習要因を明ら

かにすること，という目的で rHarverd Project Physics Jという研究プロジェクトが金画された。

この研究の対象とする母集団は広く，前節で紹介したような観察の方法の時間的・経済的な効率

の悪さより，より客観的かつ効率的な方法をとの現実的要請が高まった。この要請下で作成され

た調査察LEIは， 15領域105項目からなる 4件評定による仕上がりとなっている。

CESとLEIの2方法をあえて比較するならば，調査の基礎となる構成概念にその差異が求め

られよう。 CESでは学級環境が，教師行動・教師一生徒相互作用・生徒同士の相互作用も含む

力動的な社会体系として概念化された。社会心理的環境としての学級に焦点があてられて，その

環境の生徒への影響が調査の主題となっている。ここで Moosは社会風土の個人への影響として

態度・気分・行動・健康・幸福感・運命への影響そ想定していることにも注目したい(Moos 

1976 )。他方， LEIでは学背環境の学習への影響が調査の主題となっている。よって以降の研究

の進展においても，生徒の適応感や生活満足度と関連付ける場合には CESが，生徒の課題達成

のための環境調整を目的とした研究では LEIが利用され研究の目的に応じて使用する質問紙の

分布が異なる様相が伺える。ただいずれの目的にしろ CESおよび LEIの作成により，学級風土

と他の関連諸変数との関係の解明が様々なモデルで進められるようになった。これらの研究につ

いては，既に根本(1989)で一覧としてまとめられているのだが，ここではあえて生徒の情意お

よびメンタルヘルスに関わると見なせる主要な知見を中心に触れておく。

そもそも環境がメンタルヘルスに大きな効果を持つことは，転校などの環境の変化によって生

徒の適応状態が劇的に変化することから指摘されていたことである。 CESを開発した Trickett

&時oos (1973)は学級環境と生徒の感情状態の関連性を指摘し，一方で CESの各下位尺度に

対して理想と現実の隅たりを分析することでの臨床的応用を提案した。これは，学級風土を学級

単位のものとして評鏑するということに留まらず，その認知の自己評価と自覚を促すことが偶

人・環境両面における健康度を高めるという考えに根ざしたものであろう。個人が自分の理想と

現実の隔たりに直面することが，その後の対処の出発点に位置付けられることは心理療法などの

考え方と共通するものであろう。また，集団単位での集団に対する評価研究として生徒の様々な

感情状態変数や出席率などの動向状態変数との検討も為され， rハイ・リスクJ学級の同定も提

案され，学級単位での予防的介入の提案の足掛かりとされた(Trickett & Moos 1973， Moos & 

Moos 1978)。また，教師からすれば学習指導の下地となる学習環境作りに寄与する要盟として，

Goal direction， Democracy， Diversity， Material environmentが正の効果を Friction，Cliqueness， 

Apathy， Favouritism， Disorganizationが負の効果を学習成果に及すことが， LEIを使用した研究の

メタ分析によって明らかにされてきている(日抵抗.elら1981)。いわゆる学習効果ということと

なると学校教育の話題としては教科教育と結付けて考えられる傾向が強く，結果として生徒のメ

ンタルヘルスへ関連付けた考察が薄められる傾向も見られるようだが，中学から大学生にかけて

の適応において大いに作用すると考えられる自己価健感に学習による効果と人間関係などによる

効果が独立して作用している知見のあることを考慮すると，学塑環境としての風土整備に繋がる
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知見も「学校jという場におけるメンタルヘルス向上にとって欠かせない。

班-3 近年の変遷

前項で概観した CES，LEIを主たる道具として為されてきた研究は，関連変数との関係の理

解を深めることでこれらの方法の特性の理解も深まりを見せてきた。根本の1985年までの一覧を

参考にして1985年以降の主たる研究における風土の測定方法とその概略を，表2に一覧として示

した。これを見ると風土研究の進展には大きく 3方向に大部されると言えよう。

ひとつは，方法の理解の深まりの中でこれらが社会的にも市民権を得はじめた証として，これ

らの方法がカリキュラム改革や教育プロジェクト評価の方法として組み入れられていく様相を指

摘できる(Haynesら1898，Ravivら1993，Rossら1994等)。また望ましい風土づくりを目的と

した介入プログラムの研究も注目される(Fraserら1986，Mayerら1993等)。このように社会

的な要請に答えることができる方法の開発は，現代の心理学研究に強く要請される課題である。

また，学級風土を学習者にとってのものとしてだけでなく，例えば教師の職場環境としてそのメ

ンタ jレヘルスの視点から扱うものも出現した(Mykletun 1985等)。最近閣内においても教師の

燃尽き症候群の問題が注目されているが，この額向と風土の関連性が指檎され(B戸ne，1994)， 

生徒への対処について教師に責任を!隠すると共に教師の行動への支援的風土が教師ストレスの軽

減に効巣のあること (H紅tら， 1995)の指擁は浅田すべきかもしれない。

更に，この方法の妥当性の知見の蓄積により他文化への翻訳版の作成も盛んになされ(例えば

イスラエjレ版として Manor(1987)の試みや中国語版として Linら(1987)，Cheng (1994)と

言った試みがある。本研究もそのような位置付けとも見なせよう。)これは風土概念の一般化の

検討の道筋とも見なせる研究発躍の方向である。加えて，中学高校だけでなく，大学への適用と

いう対象の拡大(Stuartら1994他)や，特殊教育への適用(Hansenら1994他)， r体育の授業でj

( Biddleら1995他)等といった適用する授業場面の縮分化も見られる。

ここで，他文化や大学等への適用拡大を外向きの一般化とすれば，この方法による知見の蓄積

に立って風土研究の概念構成を湾整備する議論や風土そのものの教育場面における意義の再確認

の議論もなされるようになってきたといえるだろう。これは，概念の再整備によりその応用領域

の拡大と適合性を高めることを狙っているという意味で，先の地文化への外向きの…般化に対し

て内向きの一般化と言える研究動向だろう。

U 調査方法の紹介

前章で論じたように学級風土知覚の測定の有力な 2つの方法である CES，LEIの測定領域と

項目内~をここに示す。圏内で利用することを考えると学校システムの差などにより，必ずしも

適わない領域および項目内容もあるが，敢えて全項目について日本語化した。また，同時に数人

の中学生に羽田を示すことでその内若手妥当性の検討手掛かりとなる情報にも触れ，国内で利用す

る際の留意事項について若干のコメントを試みることにする。

11/-1 CES 

社会的環境と物理的環境を陪等に扱うことの重要さを認識していたと考えられる Moosは，社

会生態学的な概念枠組を考案して治療場面や学生の共同生活場面，家族，職場環境といった多種

多様な場での組織風土の把握を試みた。そして，その一貫として中学・高校の学級を対象とした
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表 2 1985年以降の学績嵐土調査研究の一覧(その 1) 

研究者名(発表年)風土評価の方法 対象 他の主要な変数(要因) 主たる検討事境および知見

de Ketele C E S (先行研究 教育風土の概念的検討と，笑託研究に

(1985) 

Sommer 

(1985) 

Lowenstein 

(1985) 

Haukoosら

(1985) 

Morrison 

(1985) 

Mykletun 

(1985) 

Dasguptaら

(1986) 

Veacoら

(1986) 

Fraserら

(1986) 

Linら

(1987) 

Newmanら

(1987) 

Fraserら

(1987) 

の集約) 向けた CES下位尺疫の潤の関遠性分

カウンセラーによる評 高校生

定

DCC-NDCC 大学生

(発見的学級風土;限定) 教師

S L 1 C 

(教婦の発言分類基準)

析を行った

家族調査結果 学校および授業の退屈さが生徒の怠学

怠学に関する本人街援 の要闘としてあげられ，学校風土改善

資料 の災践に繋がる研究の必要性を示した

科学的知識の習得

教案内での生後援助の方法における学

級風土の考慮に触れ，学級環境は心理

療法場阪での集団と金〈異質であるこ

とを指摘したo そして，学校における

心理主学者の役割について論じた

教科内容の習得と学級風土の事高速伎を

検討したところ，爾者との闘に直接的

な関連は見出せなかった

MCI 小学生 学級絞鴬行動 学級経営の方法と効果の考察における

境界概念の有用性を示した小学校教師

構造化された面接 中学教師

CESを参照した質問 高校生

紙 (醤ベンガ

ル他)

現想、の教師{象に関する 中学生

自由記述

CES短縮飯

MCI銀総版

ICEQ短縮絞

Undividualized 

Classroom Environment 

Questionnaire) 

L E I 

中学生

中学生

(台湾)

科学学習雪の態度

教室内の不毛な交流パターン発生の要

因として，教自国の怒り感情と無力感の

関わりの様根を示し，さらにこのパタ

ンが学級風土を綴なって教師の無力

感の高まりが促進されることを示した

C E Sの理論枠組みを用いて，カルカ

ッタと商ベンガルにおける潟校の学級

盟主土分析を行った

学級に支援的風土をもたらすような教

締像が努まれていることから，生徒中

心的教授スタイルの認識を持つ教員の

育成を抱擁した

短絡版作成のための調査に加えて，風

土の理想、と現実のずれ評舗が介入計画

の立案に有用な情報であることを示し

た

台湾内での学級風土地域差の検討より，

Speed， Friction等の領減で，都市部に

おける有意な高まりが認められた

L E I 中学生 教師の生徒統制イデオ 教鰯の配慮に対する生徒の瀬戸黒罪対策

中学教師 ロギ一 行動には負の相関があり，瀬戸際対策

教郎のリーダーシップ 行動が高まるほど設、知される風土は否

行動 定的な方向に昔話ることを指摘した

生徒の瀬戸際対策行動

C U C E 1 (生徒用; 高校生 一 生徒は言語校の風土をより探索的で俄人

CoUege and University Alternative 重視と感じており，教師はより専門的

Classroom Inv.) high school で課題主主成試行の性質が強いと認知し

S L E Q (教締Ifl; ていた

School.level Environ. 

冊目ItQuestion.) 
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表2 1985年以降の学績風土謂査研究の一覧(その 2)

研究者名(発表年) 風土評価の方、必

Manor 

(1987) 

Shortら

(1988) 

CES 

CES 

Van der Sijde C E S 

(1988) 

対象 他の主要な変数(望号E日) 主たる検討事項および知見

高校生 生徒の成綴 風土としての Teachercontrol. Task 

orientation. Competitionと成綴の間に

正の相関，風土としてのAffiliationと

退学率に負の宇目隠が認められた

(イスラエ 転入学率・退学率

ル)

中学生

中学生

教自市

生徒の課題達成行動の風土としての Teachersupport. Rule 

評定 clearity. Innovationが課題遂行行動に

関連していることが認められた

生徒の成績

自己イメージ

教締の満足感

風土としてのTeachercontrolと生徒の

学力にまの相関，風土としての

Teacher support. Tas主orIentationと生

徒の自己イメージにiE. Teacher con 

trol. Order and organizationに負の相

関が認められた

Greenら 異人稜関学校 中学生 異人穫の級友の友好度 Inter-dependence. Supportive norms. 

(1988) 風土尺度 カフェテラスでの異人 Association.Equal statusの下位尺度か

種の同席率他 らなる調査禁の開発と，倒人の友人の

人緩都合・学級全体としての人穣割合

.人稜差別の改蓄の働きかけ等の効果

およびそれらの教鰯認知との関連伎を

検討した

Albertsonら CAQ 大学教員 ストレス評級 CohesiveでExpressiveな家庭風土と

(1988) (Classroo臨 Activiti出 家庭風土(FE S) Openな学級風土に関連があったoまた，

Questionn剖 re) 教師のストレス度と学級風土のよりま

Kaganら

(1988) 

CAQ 

Dupuisら ClimateIndex 

(1988) (by Withall) 

Schwarzwaldら IQ S L S 

(1988) (Israeli Quality of 

School Life Scale) 

Andersonら 学級綴祭

(1988) 

Haynesら

(1989) 

CES 

Yale大学の学校風土

測定法

教鰯

高校生

中学生

小学生

小学生

父兄

小学校教的

確な認知に関連のあることが示されたo

教員研修への参加の税 現署員教員に対する研修が，より高次の

度 レベルの恋考を促すことと Inter-

depend叩 ceを促進し，討論の機会の多

い学級風土作りに関係していることを

示した

能力~IJ学習集郎編成の 英語教科において教師の穣し出す嵐土

レベル は学習者中心のものでありつつも学習

に対する教E雨の予言任感が強く， E事い能

力のクラスにおいて教師の言言動が有意

に指示的であることが示された

プログラム実施の有無 民族学校における効果的な運営介入検

討の一環として，入学前に行われるプ

ログラム評価を学級風土と生徒の対人

関係童話において行った。結果として，

最新のプログラムの実施において集rn
内の分裂を低める風土作りの効果が認

められた

生徒の自己効力感 教締による授業の構造化の程度と生徒

課題に対する鏑綴付け 自身による活動内容の認整の機会の頻

度が，課題達成に向けた望ましい風土

作りに関連していた

父母の学校活動への参 父母を学校活動により参加させる学校

加頻度 改善プログラムの効果を調べたところ，

このプログラムの笑施により，児童量・

父兄いずれにもおける学級・学校風土

認知の改養と児童の学力・出席率に右

主主羨が見られた
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表 2 1985年以降の学鰻嵐土調査研究の一覧(その 3)

研究者名(発表年)風土野舗の方法

Fraserら

(1989) 

Ravivら

(1990) 

Shechtman 

(1990) 

MCI短縮版

CES 

対象

小学生

小学生

教富市

f也の主要な変数(要図) 主たる検討事項および知見

学級風土測定尺度の利用促進のために

鈎使な短縮版を作成 L，数学の授業に

おける事例を示すことでその効用を明

ら培、にした

現実/環懇の風土の織理想の風土については児童一教師潤の

別 類似が見られたが，現実の風土の評鏑

座席の費e9tl については類似していなかった。この

他に学級の組織溺子として例えl王座席

の配列を指摘した

治療約学級風土の価値についての概念

的検討を行い，治療約雰関気を促進さ

せるための介入プログラムを提案した

Leeら

(1991) 

学校総織変数 中学教締 教締の自己効力感 校長のリーダーシップや共肉体の感覚

教締の仕事の満足感 の強さ・秩序の維持と教師に対する平

等な管理風土が，教翻の自己効力感と

関透していることを示した

Cheng 

(1991) 

OCDQ 教締 LBDQ 中学校長のリーダーシップスタイルと

Kennedy 

(1992) 

教脊期待の学校平均他小学生

(努子)

Hertz巳 Walbergらを参照した 小学生

Lazarowitzら質凋紙

(1992) 

Bordersら

(1992) 

Litterstら

(1993) 

Mayerら

(1993) 

Battistichら

(1993) 

観察

独自の質向項8
学級観察

高校生

小学生

(Leader Behavior 組織の変容遇税について検討した

Description 

Questionnaire) 

児童の学力

人種

学校規模

人種に関わらず学級への参加態度と学

カに関連があり，黒人の場合では学校

の特性も掬透していた。また，規模が

大きく経済レベルの低い地域では，特

に黒人男子にとって不利な環境である

ことが指摘された

介入プログラムの有無 スクールサイコロジストによる学習風

退学率

介入プログラムの有無

児童の学校への態度

役会的態度・動機付け

技能・側{渡綴他

IJ、集団活動の質的評飽

土改婆のためのコミュニティワイドな

介入の効果を検討した

学校カウンセリングプログラムに隠す

るレビュー。カウンセリング・プログ

ラムは学校風土全体に関わるものであ

り，効果的に構成されると学校コミュ

ニティに好ましい風土を養うことを指

摘した

生徒の想像力を育成するのに遮った学

級風土作りの方法について議論を展開

した

退学予紡プログラムにより学級風土の

建設務伎を引き下げた効果を検討した。

結来として，退学率の低下のみならず

教締の対処法の変化を過して他の風土

要I!lの質的変化が見られた

小集間活動の質と肯定的な風土認知お

よび他者への潟心の高き・内発的動機

付け等との潟速が認められ，協同学習

の成果がノj、集団活動の質によって左右

されることを示Lた
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表 2 1985年以降の学級風土謂査研究の一覧(その 4)

研究者名(発表年)風土評価の方法

C閉めal 独自の質問項8
(1993) 

対象

大学生

f也の主要な変数(重要因) 主たる検討事項および知見

性差 黒人は白人に比べて宗教的な方向性・

民族差 民族的な方向性を明示した教育活動を

Shechtman 

(1993) 

Fraserら

(1993) 

Tamirら

(1993) 

Akindehin 

(1993) 

My feeling in the 

Classroom Scale 

中学生

研究家環境調g定尺度 高校生

(Science Laboratory 高等教育機

Environment Inv_) Il!l 

L E 1 高校生

C L E 1 中学生

(FraserのICEQを参照 (ナイジェ

Classr∞臨 Lea叩 IOg リア)

Environment Inv.) 

民主的教育プログラム

の有無

学校生活尺度

個人の価値感尺度

人稜'A

科学学習の関i車態度

重視しており，また，スペイン系の黒

人と白人の女子は白人男子に比べて教

育風土の多様伎をE重視していることが

示された

民主的倣値観の習得を目標にした教育

プログラムの効果を調査したところ，

民主的な傭値観とそれに適った学級風

土の高まりが確認された一方，学校に

対する肯定的態度の低下が見られた

Student cohesiveness. Open-endedness. 

Integration. 設ule clarity. Material 

environmentからなる研究家環境測定

尺疫の際発を行った

イスラエルの高校生(理科系クラス)

の学級嵐土のユダヤ人とアラブ人の知

覚の援を検討した

学級風土測定法を改害事し，ナイジエリ

アの中学における学級レベル・学校レ

ベルでの心理社会的学笥環境の記述を

試みた

Ravivら CES 教育イデオロギーのま豊 個人教育のイデオロギーの笈が学級風

(1993) (Bacharachによる) こtにも反映される様絡を記述し，学級

風土評価を学級に対するアセスメント

に総入れることの必要性をf示唆した

Funderburk 学校風土の構成概念に大学生 一 大学生における学校風土の認識を調査

(1994) 対する重要さの評価 大学院生 L. Teacher task. Teacher affectへの

高い学生の認識に対して， CI国 sroo血

physical conditionへの低い認識が明ら

かになった

設ossら

(1994) 

Cheng 

(1994) 

Byrne 

(1994) 

質問紙

綴glJ言語接
学級綴察

CES 

(香港向改訂)

CES 

幼稚翻児 諾案能力検査 読みについての教育プログラムの 1年

にわたる退跡効果研究を行った。結果

として 1年生でのプログラム効采が多

額的に示された

小学生 プログラムの有無

小学生

(香港)

児童量の情意、 児童量の情意の良好な学級とそうでない

教紛の学級経営スタイ 学級を比較し，両者の学級風土が対照

ル 的であり，教締の専門的知識や道徳性

が学級風土に関連していることを指摘

した

小学校教師教鰯の人格安問 教鱒の燃尽き症候群の関遠因子として，

中学校教陶総織鶴子に興する議査役割葛藤，労働過重，学級風土などが

教師の燃えつきと関連した

Olweus 各滋賀関紙他 小・中学生 いじめ介入プログラムの大規模な評価

(1994) 研究において，風土としてのOrder

and diciplineの改養効果を指主義した

Stuartら CES 大学生 教師のユーモアの使用教師の使用するユーモアのタイプが学

(1994) C C Q 級風土の誇関子と関逮し合っているこ

(Classroom Climate とを示した

Questionnaire) 
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表2 1985年以降の学級愚土語査研究の…覧(その 5)

研究者名(発表年)風土評価の方法 対象 他の主要な変数(要因) 主たる検討事項および知見

Lirgg CES 中高生 性差 共学クラスと努女別クラZの比較より，

(1994) (体育の授業用に改訂) (体脊授業) 体育授業における風土認知の大きく異

なることが示され，男女別クラスの努

子が最も好ましくないものと認知して

いた

Winstonら CCES 大学生 Cathetic learning c1imate， Professional 

(1994) (Col!ege Classroom concern， Inimical ambiance， Academic 

Environment Scale) regor， Affiliation， Structureとの下位鎖

域からなる大学における風土調IJ定の方

法を試みた

Hansenら CAQ 教鰯 教師の技能祖8定 才能ある子の教育に隠して教師の特別

(1994) (Classroom activities (TOF) なトレ ニング効果を，教締の技能Jlii

questionnaire) 教締の特定のトレ ニ と学級の教授風土への波及から検討し

ング経験 たところ，いずれの甑においてもトレ

ーニングの効薬が認められた

Benshoffら 校内における様々な訓練滋稜における

(1994) スク ルカウンセラーの{立登1~ けと役

寄jを議論し，教師への教育の提案，そ

の諸側磁の主意義の明示に加え，それを

過しての学校風土の改警が生徒にお定

的な影響をもたらすことを示唆した

Biddleら PECCS 中高主主 生後の動機付け 学校現場に関係する動機付け研究の務

(1995) (Physical Education 究単位は偶人だけでなく学級単位も必

Classroom Climate 要との視点から，体育教育における学

Scale) 級風土測定(英務・仏誘版)の方法を

開発した

Eshelら イスラエ}j"の民族風土 中学生 友人関係調査 イスラエルの生徒の民族に関する学級

(1995) 諜IJ定 風土知覚は，民族的接触を予測IJL，長

(Perceived Acceptence 期的な民族接触が民族関係を改議する

Scale等) ことが示された

Pugachら 生徒への面接 小学生 教授効果 LD児教育におけるチームティーチン

(1995) 教師の話し合い記録の 小学校教締 LD児の存在 グ効巣を調べたところ，結果として笈

分析 助的適正之の高まりによって学校にとっ

て肯定的な経験がもたらされているこ

とが7Fされた

Hartら 生徒の逸脱行動を扱う 小・中学校教師のストレスi原 教締のストレス低減については，生徒

(1995) 際の教締の受ける支援教締 そうル調査 の行動を度後修正するような関わりの

{也 プログラム効果の認知 強化よりも，むしろ生徒に対処するこ

とへの教師への支援的組織風土の育成

が効果を持つことがZ訴された
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方法が，ここにあげる CES (Trickett & Moos 1995 )である o ①関係性の次元②個人発達と目

標志向の次元③組織の維持・変化の次元との 3次元が，様々な組織環境の記述に共通して，

Moosが適用できるとする概念モデルであるのだが， CESでは①関係性の次元にInvolvement，

A姐liation，Teacher supportの3領域，②個人発達と目標志向の次元に Taskorientation， Competi-

tionの2領域，③組織の維持と変化の次元に Orderand Organization， Rule c1arity， Teacher control， 

Innovationの4領域が対応付けられた。

関係性の次元に位置付けられるInvolvementr関与J領域は，授業を含む学級諸活動lこ生徒の

詮意と興味の向く程度を捉えようとするものである。これには，教師からの指示以上に活動を広

げようとしているかどうかという，自発的な態度も含まれている。向次元の A血liationr親和性j

領域は，お互いを知り合ったり助け合ったりといった関わりあいの密度を含めて，共に活動する

ことの楽しみで表現される風土を指す。 Teachersupport r教師の支援J領域は，教舗が生徒に

向ける信頼と親和性を指すもので，先の毅和性が生徒にとって横の繋がりのものであるのに対し

てこれは縦の繋がりのものであると解されよう。

他人発達と巨標志向の次元に位置付けられる Ta北 orientationr課題志向性j領域は，教科学

習活動を重視するもので，計画された活動遂行の価値の位置付けを捉えようとするものである。

陪次元の Competitionr競争J領域は，生徒連の各自の成績や承認を獲得するための競い合いに

対する価値観を挺えようとするものである。項目表現として，特に逆転項目として示される f競

争的でないことJに棺互の関心の低さを漂わせる表現が付髄しているものがある。圏内における

風潮に比べて「競争J的であることと相互の関心の高さに関連性があり，ひいてはそれらが正の

評舗に繋がる傾向にあると察せられる。

組織の維持と変化の次元に位置付けられる Orderand Organization r秩序と構造化j領域は，側々

に対する行動様式の要請が fきちんとJr行儀長くjを重視しているかどうかに加え，学級全体

の活動や分担等の構造化の程度を問うものである。また，同時に教師の側の用意周到さが如何に

効そ奏しているかについても問うている。生徒にとって，これらは明文化されていなくても守る

ものという性質を帯びたものであるのに対して， Rule c1arity r規則の明解さJ領域は，生徒にとっ

て外的なもの明文化されたものとして規則が如何に明解に示されているかの程度を把握するもの

といえよう。ここでの規則にはそれを守れなかった場合の教師の対応を，生徒が把握している程

度も含まれている。即ち規則の統治者である教師の対応の一貫性がここで潤われる。この教師の

対応の厳しさを評定の主たる対象とした領域が， Teacher control r教師の統治Jである。これ

は規尉の実行における厳しさを通して教師の態度を捉えるものである。これら3領域が教師の姿

勢ということでいえば，ともすれば生徒に向かう姿勢の硬臨化に関連するものであるのに対して，

lnnovation r新しい工夫の受容j領域において CESは新しい fそれまで無かったものJへの柔軟

性や吸収力を学級レベルおよび教師レベルで捉えようとしている点が特徴的である。ただ，この

領域を菌内に当てはめて考えるとすると，圏内の授業形態の自由度や多彩さが低いことにより授

業場面に限った質問では充分な分散が見込めないと予想される。むしろ，学級活動や仔事に関わ

る活動を含めて問うことが適っているようにも考えられた。
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表 3 CES讃査項毘のー麓(その1)

Inovolvement領域

このクラスのみんなは，クラスの活動に一生懸命取組んでいる。

*このクラスでは，授業中に別のことを考えている人が多い。

*このクラスでは，授業中に時計を見る人が多い。

このクラスの大方の生徒は，先生の話をよく聞いている。

*このクラスのみんなは，クラスの話合いや活動に自分からあまり参加しない。

*授業中にいたずら書きをしたり，手紙を践したりする生徒がいます。

このクラスでは，自分たちの勉強したことをみんなの前で発表することがあります。

*授業中に賠限りをする生徒がいます。

みんなは，自分から進んで先生に言われたこと以上に作業や活動をすることがあります。

みんなはこのクラスを本当に楽しんでいます。

Affiliation領域

このクラスの生徒たちは，お互いのことをよく知っています。

*このクラスの生徒は，他の生徒にあまり関心をもっていません。

このクラスには，友人関係といえる人間関係がいっぱいあります。

このクラスでは，行事のときなどのグループ分けに時間はかかりません。

このクラスでは，みんなで一緒に勉強することを楽しみにしています。

このクラスの生徒は，よろこんで宿題を協力し合う。

*このクラスでは，あまりお互いを知り合うチャンスがありません。

*このクラスになって，みんなの名前を覚えるのにかなりの時間がかかりました。

*お互いにうまくいかない人たちが，このクラスにいます。

*このクラスには，お互いに仲の良くない人がいます。

Teacher Support領域

*先生は，あまり生徒とおしゃべりをしません。

先生は，一入一人のことを思いやってくれています。

先生は，権威ある人というよりも友達のような人です。

先生は，とても親切に生徒のめんどうをみてくれます。

*先生は，生徒が答えにつまるとからかうことがあります。

*先生は，生徒を見下して話すことがあります。

先生は，生徒が話会したいと希望すれば持潤をとってくれます。

先生は，生徒が何を勉強したいのかということに，強い関心をもっています。

*先生は，生徒をあまり信頼していません。

*みんなは，何か言うときに先生の顔色をうかがったり反応を気にしたりしています。

Task Orientation領域

授業はおおむね計画通り進み，脱線したりすることはありませんO

授業はかなり集中しなければいけません。

*このクラスの授業は，しばしば勉強以外のことにも使われます。

このクラスではがその白にやるべきことをちゃんとこなしていくことが重要です。

*このクラスのみんなは，あまり勉強しません。

生徒は，その日に予定されていたことがらを全部こなしています。

2-38休むと，授業についていくのが大変です。

*は，逆転工員8。
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表 3 CES調査項目の一覧(その 2)

*しばしば先生は，授業を中断して内容と直接関係の無い話をします。

*このクラスの授業は，勉強の場というよりもむしろ社交の場のような券関気がある。

先生は授業に熱心で，脱線したりはしない。

Comp巴tition領域

*このクラスの生徒たちは，お互いの関で競争のプレッシャーをあまり感じていない。

生徒は，何事においても一番をとろうと頑張っています。

先生の質問に対して，競っていちばん最初に答えようとする生徒たちがいます。

*このクラスの生徒たちは，お互いの間で競い合うことをしない。

宿題の提出が遅れると，成績が確実に下がります。

*このクラスでは，成績はあまり重視されていない。

*生徒は，友達がどんな成績をとっているのかをあまり気にしない。

このクラスで良い成績をとることは，なかなか大変だ。

クラスの中で，グループに別れて競争することがある。

*そんなに努力しなくとも，大方の試験は大丈夫だ。

Order and Organization領域

このクラスでは先生がよく主軽傷していて，授業がうまく進みます。

このクラスの生徒は，授業中だいたい静かにしている。

*このクラスの生徒は，ふさfけることが多い。

*このクラスでは， しばしば大騒ぎになることがある。

このクラスでは，先生の n常に戻りなさいjという注意はほとんど必要ない。

*先生が f静かにしなさいjということが， しばしばある。

61 

課題や役者iの分担がはっきりしているので，クラスのみんなは自分のやるべきことが分かつて

いる。

*時間通りに授業の始まることはあまりない。

クラスでやることについては， しっかりと念入りな計磁が立てられている。

先生の話の最中にそれをさえぎるような生徒はいない。

Rule Clarity領域

守らなくてはならない規則が，わかりやすくはっきりと示されています。

*一度決めたクラスの規則でも，変更がよくある。

規則を破った場合にどのような対応が為されるのかについて，先生がはっきり説明している。

先生は，規則について分かりやすく説明してくれる。

一度作った規則は後から変えたりしないようにと言われています。

*規刻を破った場合に見逃してもらえるか否かは，先生の機嫌によりそうだ。

このクラスでの活動については，それぞれ決まったやり方が有ります。

新しいクラスになった最初(たいていの場合は学年のはじめ)に，生徒がやって良いことと悪

いことについての先生の説明があります。

*自分のやったことが規則違反なのかどうかについて，生徒はよくわからないことがある。

規則を破った生徒への先生の対応は，いつも向じです。

*は，逆転項Elo
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表 3 CES調査項語の一覧(その 3)

Teacher Control領域

*守らないといけない規則は，少ししかありません。

このクラスでは，規則を破ると必ずしかられます。

*按任の先生は，あまり厳しくありません。

お喋りをしてはいけないときにお喋りをすると，必ず叱られます。

*このクラスの生徒たちは，規則にあまりこだわらなくても平気です。

授業の始まって先生が来たときに，席についていないと叱られます。

このクラスでは，他のクラスよりも生徒が叱られることが多いように恋います。

*担任の先生は，織かいことは見逃してくれていると患います。

生徒のいたずらがすぎると，教室から追い出されることもあります。

先生の作る規則では，基本的に例外は認められません。

先生は規則を作ると，生徒にそれを必ず守らせます。

Inovation領域

このクラスでは，新しいアイデイアが出てくるとそれを試してみるということがよくあります。

生徒が授業でやることは，日によって違います。

*先生が，新しい，いつもと違う教え方を試すことは，あまりありません。

生徒がいつもと違うアイデイアを試みるのを，先生は歓迎しています。

*授業の進め方について，生徒たちが意見を言っても余り取入れられません。

先生は，生徒たちに対していろいろと面白いことを提案してきます。

*生徒が決まったやりかたで勉強することを，先生は期待しています。

生徒は，席順を自分たちで決められます。

*生徒には，ほとんど毎日同じような宿題が諜せられています。

このクラスでは，生徒自身のたてた計闘を笑行することができます。

*は，逆転項目。
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J)I-2 LE I 

Walberg (1969)は前述の社会的要請もあり， Getzels &百lelen (1960)の学習環境を力動的

に捉えるモデルに基づいて，学習環境アセスメントの方法として LEIの前身となる CCQを作成

した。これは HefiUp副&Westie (1950)の GroupDimension Desαiption Questionaireの下位尺

度を用い， Getzels & Thelenモデルに従って，構造変数と情意変数を設定したものであったが，

信頼性の掲題と冗長であったため， CCQそ改訂する形で LEIが作成された。 L到は風土を含む

学習環境が生徒の学智結果に影響するという Getzels&百凶enモデルに基づく仮説の検証を当初

の目的としており，学習に重要な次元が網羅的に選択され15次元という膨大な領域設定になって

いる。

クラスの構成員として生徒関係に特に焦点を当てているのは次の 4領域と言えよう。 Cohe-

siveness r凝集性J領域は，生徒達の互いの関心の高さをも含めた関心の密集度と関係の温かさ

とも雷える肌触りの側聞から風土を捉えようとする視点である。これに対して Frictionr不和j

鎮域は，互いの繋がりが途絶えるような緊張感の要素の存在から、風土を評価しようとする視点で

ある。この視点には風土として排除すべきものの特定が為されている可能性を暗に示唆している

点があろう。 Cliquenessr徒党性Jとは構成員の眼定された範弼では先の凝集的な仲間関係の存

在を指すが，眼定された仲間以外は排除している態度を指しているものであり，緩めて緊張感を

高める効果として風土に作用する内容領域である。生徒樹の横の繋がりのみならず教師対生徒の

縦方向の人間関係に触れるものとしては， Favoritism rえこひいきj領域がある。

また，授業課題の達成や授業運営の効果として表現されるものとして次のような領域がある。

Competitiveness r競争J領域は生徒連のお互いに競い合うことの重視の度合いを見るもので，

授業運営に大きく関わるものとして Speedr授業進度j領域，授業に対する難しさの生徒達の

認知の目安として印鑑cultyr臨難度j綴域，授業の方向付けの明確さの指標として Goaldirec-

“on r目標指向性J領域とそれと逆転的な意味合いを持つDisorganizationr非構成による混乱J
領域が設定されている。また，学級運嘗の明確さということで， Formality r形式的規則の尊重j

領域の視点も用意されている。ただし Disorganizationは，勝到な準備・構成の不足を指し，それ

によって内容が理解しづらいなど授業が不成功に終わることを表しているが，単に授業中生徒が

騒がしくなるなど行動レベルに解される可能性があり，訳出に工夫が必要で、あるo

さらに学級活動全体を通しての，学級全体を包む特性としての内容として次のような領域があ

る。生徒遠の興味・関心の多方向への広がりの受盟の程度を示すものとしてDiversityr多様性J
領域の設定があり，学級運営の基準に関するものとして Democracyr民主性J領域，そして

Satisfaction r満足j領域および ApathyrしらけJ領域と学級全体に対する一般的な好感度を示

すものとして概ね逆転した関係にある内容設定が為されている。また，心理学研究で、はしばしば

見落とされがちであるのだが，現実の教室の物理的環境に関わる Materialenvironment r物的環境J

領域も付加されている。しかし，国内事情に鑑みると，教科毎に教室が変わる米関と異なり，生

徒は専科以外いつも同じ教室を使沼し，しかもその教室の規格も比較的画一的である国内では，

教室を「物的環境jとして評価する視点が生徒にあるかどうかについて注意が必要であろう。
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表4 LEI調査項目の一覧(その 1) 

Cぬesiveness領域

クラスのみんなは，お互いにとても親切だ。

クラスのみんなは，どの生徒とも知り合うチャンスがある。

クラスのみんなは，学校の中だけということに限らず個人的にも仲が良い。

クラスのみんなは，お互いのことをよく知っている。

*クラスのみんなは，お互いのことをよく知らないので，お互い好き一嫌いの判断がつかない。

*クラスのみんなは，お互いをわかっているとは言いきれない。

クラスのみんなは，お互いに名字だけでなく名前もわかっている。

Friction領域

このクラスでは，日げんかが絶えない。

他の友達のことを全く考えないで行動する人が，このクラスにはいる。

クラスの中でグループに別れてしまい，その緊張で何かとやりづらいことがある。

決まってもめ事の稜になることをする人がいる。

お互いに嫌っている人たちが，このクラスにいる O

お互いに協力的になれない人たちが，このクラスにいる。

クラスがバラバラになってしまうような雰囲気がこのクラスにはある。

Cliqu巴ness領域

仲良しの人としか作業をしない人がいます。

*クラスのみんなは，設とでも同じように協力し合います。

仲良しでかたまっていて， rみんなで一緒にやるjことを嫌がる人たちがいます。

*他の人たちにおかまいなしで行動するグループがあります。

このクラスには，いつも一緒にいる仲良しグループがいます。

*クラスのみんなはたいてい協力的で，入によって協力のし方に差はない。

いつも少人数でいっしょにいる人たちが，このクラスにはいます。

Satisfaction領域

みんなは，このクラスの授業を楽しんでいます。

クラスに対する個人的な不満はあまりなしそれが問題になることもありません。

宇多くの人が，授業のやり方に不満を感じています。

*クラスでやっていることに，かなりの不満があります。

クラスで顔を合わせるのを，みな楽しみにしています。

授業の後，みんなはそれぞれに満足している様子です。

みんなはクラスで行なう活動に，満足しています。

Apathy領域

みんなは，クラスがうまくいかなくても関係ない感じです。

クラス全体がどうなっていくのかということについて，みんなはあまり気にかけていません。

クラスのみんなは，クラス活動に気にかけていない感じです。

*クラスでやることがうまくいくようにとの気持ちをみんながもっています。

*ほとんどのみんなが，クラスでやることがうまくいくようにと怒っています。

みんなにとって，クラスがうまくいかなくともどうでもいい感じです。

*みんなは，自分のクラスの進度にとても関心がある。

*'立，逆転瀕白。
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表4 L定 l謀査項目の一覧(その 2)

Favoritism領域

できる人が費問すると，俄の人が質問したのに比べて丁寧に答えてもらえます。

*クラスでは，みんな向じ権利を持っています。

成綴の良い人だけに認められていることがある。

成緩の良い人向けの特別の問題や課題を，先生は時々出します。

ひいきされている人達に，このクラスは支配されている。

前から問題児と見られている人が，他の人と別に扱われていると思う。

先生のお気に入りの人が，このクラスにはいます。

Competitiveness領域

おおかたのみんなが，友達よりも諜題うまくやりたい。

みんなは，競って一番になろうとしている。

友達よりも良い成績をとろうとしている人たちが，このクラスにはいます。

競争の中に入っていないと，おいてきぼりになったような感じがします。

*友達と競争するよりも協力することの方が，このクラスでは好まれます。

このクラスでは，競争が多い。

*友達の関で，あまり競争はしません。

Speed領域

このクラスでは，何ごとも急いで、やらねばなりません。

*授業中にでた課題は，だいたい時間内に充分に終わらせられます。

*たいてい，課題をあわてて終わらせる必要はありません。

授業中，関係の無いことを考えたりするような余裕はありません。

みんなは，たいてい課題を焦ってこなします。

課題や宿題の期限が緩くて，守りきれないことがある。

このクラスの授業は，大急ぎで先に進んでいく。

Difficulty領域

このクラスの授業は，難しい。

授業が適度に難しいので，生徒たちはいつも「挑戦してみよう jという気になります。

*このクラスの授業は，どの生徒にもわかる内容です。

授業中， r難しいなあjとか「わからないなあjとの顔つきをしている人が多い。

*みんなにとって，先生の説明は易しすぎる様子です。

*みんなは，このクラスの授業は易しいなぁと思っています。

このクラスの授業ですることは，他のクラスの子にも難しいと患います。

Disorganization領域

授業が混乱して，長いことよくわからないままに続くことがあります。

授業中やることがなくなった生徒が，他の人を邪魔し始めることがあります。

*先生がよく準備しているので，授業はうまく進みます。

ときどき授業が混乱します。

*先生の準備のおかげで，授業は効E終的に進みます。

授業中，何をしたら良いのかわからなくなっている様子の人がいます。

授業は，かなり混乱しています。

*は，逆転項B。

6う
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表 4 L E I調査項農の一覧(その 3)

Formality領域

規刻を破ると罰則があります。

このクラスには，クラス活動についての規則が有ります。

先生は，みんなに厳しい規則もきちんと守るように期待しています。

*どちらかというと，このクラスは規則も少なく気楽だと思います。

クラス活動の進め方として， rこの方法でやりましょう jと決められたやりかたがある。

クラスで色々なことをするときには，あらかじめやり方が決まっています。

みんなの守るべき規則というものが，はっきりとあります。

Material 

教室内では，必要に応じて図書や道具をすぐに使えるようになっています。

教案内に必要な図書や資料が，すぐに使えるように集められている。

みんなにとって，外からのお客さんにこの教室を自慢したい気分です。

みんなの教室は，明るくて気持ちが良いです。

この教室は，授業に関係するものがちゃんと貼られていて，わかりやすいです。

*教室にはいろいろなものがあって，たてこんでいます。

1人で勉強するにも， 2 -3人で勉強するにも，充分なゆとりが教室にあります。

Go鳴1Direction鍍域

みんなは，それぞれの課題で自分のすべきことをよくわかっています。

*みんなは，授業のねらいがちゃんとつかめていません。

*みんなは，授業で何をしようとしているのかわかりません。

このクラスの授業では，目標が縮かくしかも具体的に決められています。

みんなは，それぞれの科Bの目擦を各自それなりに理解しています。

それぞれの単元でどれくらいの勉強が必要なのか，みんなは分かっています。

みんなは，授業目標をちゃんと理解しています。

Diversity領域

このクラスのみんなは，それぞれに違ったことに色々と興味を持っています。

みんなの関，心はいろいろだ。

他のみんなとは異なることに興味を持っている独特な人が，このクラスにはいる。

このクラスでは，授業でみんながそれぞれに異なるテーマに取組むことがあります。

このクラスでは，みんながそれぞれの目標に向かつて努力する。

このクラスのみんなの各自の目標は，非常に種類が多い。

このクラスでは生徒によって，同じ科目でも興味を持っところが，随分速います。

Democracy領域

クラス全体のことは，たいてい全員がいるところで決める。

クラス全体のことは，民主的に決められていると思う。

*クラスで何かを決めるとき，人より強い影響力をもっ人がいる。

*自分たちの意見をクラス金体に押し付けようとする人たちが，このクラスにいる。

クラスに対する影響力は，みんな同じである。

クラス全体ですることは，クラス全員で決める。

*クラスのことに対して，数人だけが強い影響力を持っている。

*は，逆転項目。
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v おわり に

学級風土研究の経緯を概観し，この研究鎮域の発展に大きく貢献した 2質問紙の紹介をその環

自レベルで試みた。学校教育において学級風土を好適なものに保つことは，これが生徒の情意・

認知・行動レベルにおいて影響力を持つことにより，生徒個々人のメンタルヘルスの観点からも

極めて葉大な課題である。ただ，本論の留頭でも示したようなその概念の畷妹さが故に，これに

いかに働きかけていくのか，その対処の対象としての実体が構みづらく，風土改善などの議論は

結果的に観念的なものに終始しがちであったのだろう。このような状況では本末転倒ではありな

がらも，測定・評価方法をその概念の具現化したものとして基準に揖え，検討の枠組を共有して

いくことも有用な知見の蓄積に貢献すると考えられる。概念の整備とそれに基づく研究の実用性

を高める努力は今後も大いに為されるべき課題であるが，ここでは方法の紹介を通して「学級風

土Jという事象を垣間見る一つの窓を提示するに留める。
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CES， LEIの訳出に当たり根気強く助言を下さった北海道大学大学院教育学研究科の Robert
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