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問題 の所在 と目的 :子 どもたちが将来 どのよ うな人間 に『 なろ う』 と思 うかは、それ
ぞれ の子 どもが持 つ 目標 としての人間像 (理 想 の 自己像)に よつて決まると考 え られ る。
したが って 、本学園 の 「人間 になろ う」 とい う教育理念 を実践す るためには、子 ども
たちが 自ら成長・発達 してい く上での理想 とす る人間像 (理 想 自己)を 、教師が適切 に援
助 しつつ 、育 ててい くことが必 要 である。従来 の研究 で取 り上げ られ る理想 自己は、
「豊 かな感性 を持 つ」「人 よ り仕事 ができる」「頭 が よい」 な ど、個人内 の能力や特性
の高 さに視点 が集 中 してお り、公共性 な どの道徳 的な視点 が不足 してい るよ うに思わ
れ る。この点に関 しては、2005年 に筆者 らが実施 した大学生を対象 とした予備調査で
も、「どんな人 にな りたいか」 とい う質問 に対す る自由記述 の 中で、道徳的 な特性 に関
す る回答(「 常識や マナー を守れ る人」「人 のために生 きることができる人」)は 非常 に
少 なか つた。 このことは、現代 の青少年 の抱 く理想 自己あるい は 目標 とす る人間像 の
中に、道徳性 (あ るい は公共心)"と いつた側面が欠落 している可能性 を示唆 している。
そ こで 、小学生か ら大学生までを対象 として、道徳的な側面 を考慮 した理想 自己を
調査 し、「人間 になろ う」を実践す る 人間性教育 "、 す なわち 理想 の人間像 を 目指
して育 つ子 ども"を 効果的 に援助す る教育 の あ り方 を検討す るための基礎資料 の収集
を行 い たい と考 える。昨年度 はそ の前提 として、子 ども達 の 日々の成長発達 に多大 な
影響力 を持 つ教師が 、 どのよ うな人間像 を理想 として教育活動 を展開 して い るのか 、
を 自由記述 に求 めた。本年度 はそ こで得 られたカテ ゴ リー をもとに、生徒用並 びに教
師用質問紙調 査用紙 を作成 し、全学園的調査 の実施 と分析 の緒 に就 いた ところである。
調 査対象者 :椙 山女学園中学校 生徒 620名 、高等学校 生徒 1,145名 、椙 山女学園大学
。
教育学部 生 102名 、教師 (幼 稚園・ 小学校 中学校・ 高等学校 )111名 。
。
アンケー ト項 目の構成 :平 成 19年 度実施 の学園内 (附 属幼稚園・附属小学校 中学校・
高等学校 )の 教員 を対象 とした意識調査結果 (教 師 が育 てたい理想 の人間像)に 、理想 自

己に関す る文献研究結果 を加 味 し、以下 の 2資 質 11カ テ ゴ リー を作成。それぞれ のカ
テ ゴ リー か ら代表的な項 目を 2項 目抽 出 し、22項 目か ら成 るア ンケー ト調査用紙 を作
成 した。生徒用 では、そ の 22項 目について、現在 自分 自身 が どの程度到達 してい るか
を問 う設問 1を 。また、22項 目の 中か ら将来な りた い理想像 を選択 させ る設問 2を 設
けて い る。 さらに、それ までの教育歴 (卒 業 した 園や学校 )を 問 うてい る。教員用 の
設 問は 1つ で 、生徒用 の設 問 2と 同 じ形式 である。
【
社会人 としての資質】思いやり (共 感性または愛他性):①思いやりの心を持つている ⑫相手の立場
に立つてものごとを考えられる

対人関係スキル :② 周囲の人とのつながりを大切にする ⑩さまざまな考え方

や生き方を認めることができる

社会性:③ (高 校生)と して常識ある行動がとれる ①社会への関心を持つて

いる 道徳性 :④ ルールやマナーを守れる ⑮正しいことを正しいと言える
頼されている ⑮友達から好かれている
にこだわらない
取り組む

性役割

他者からの承認 :⑤ 人から信

さを大切にする O女 性らしさ
(ジ ェンダー):⑥ 女性らし

個人としての資質 】積極性 :⑦ 何事も前向きに考えられる ①目標を持つて物事に
【

誠実さ:① 人の意見を素直に聞ける ⑩何事にも真面目に取り組める

豊かである ⑩よく考えて判断できる

知 性 :③ 知識や教養が

自律性 :① 人に頼らずに行動できる ⑪自分の行動に責任を持てる

自専感情 :① 自分が好きである ②自分を大切にできる
調査結果― 基本集計― (現 在分析 中)
生徒 の 自己評価 「今 の私」は比較的高 く、中学生 か ら高校生へ と向上傾 向がみ られ
た。肯定回答 率 が 600/0を 上回る項 目が、中学生 16項 目、高校 生 19項 目、大学生 18
「思 いや りの心 を持 ってい る(中 :55%,
項 目であつた。将来 の理想像「な りたい私」では、
高 :53%,大 :600/0)」 「人 か ら信頼 されて い る(中 :520/0,高 :520/0,大 :46%)」 「自分 の行動
に責任 を持てる(中 :39%,高 :460/0,大 :450/0)」 の 3項 目が 、共通 して上位選択 されてい
る。「人 か ら信頼 されてい る」には、自己意識 の高 ま りと自尊心を高 く保 つ ことを望む
青年期 の特徴 が反映 されてい るよ うで 、教員 の選択率は低 い。
教員 は、「思 いや りの心 を持 つてい る(幼 :870/0,小 :800/0,中 ・ 高 :690/0)」 「相手 の立場
に立 って もの ごとを考 え られ る(幼 :600/0,小 :800/0,中 ・高 :500/0)」 の 2項 目を共通に上
位選択 し、対他者指 向性 を求 めてい る。 これ らに続 いて 、幼稚園教員 は 「自分 を大切
にできる(730/0)」 を選択 し、生 きる上で基本的に大切 な 自己肯定感 を強調 している。小
学校教員 は 「ルール や マナ ー を守れ る(400/0)」 「何事 も前 向きに考 え られ る(400/0)」

を

選択。 ギ ャ ングエ イ ジや勤勉性 の獲得 といつた児童期 の特色 と課題 が反映 されてい る
よ うである。中学・高校教員 は「中学生(高 校生)と しての常識 ある行動が とれ る(37%)」
を選択 し、社会人 として の基本的なス キル獲得 を望んでい る。対象児 の発達 に応 じた
若干 の違 いがみ られた。 生徒 も教員 も 「思 いや りの心を持 ってい る」 を最 多選択 して
いて 、理想像 として い る。両者 が希求す る 「思 いや り」 の 中身や選択理 由な どにも着
目 していきたい。 また、他 の選択について も丁寧 な検討 を試みたい と考 えてい る。

