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1．背景と目的

NHK全国県民性調査（1979）と沖縄地域科学

研究所（1985）は，意識調査による本土他府県と
の比較から，沖縄の社会・文化の特徴として①最

も教育熱が高く，地縁・血縁性が高いこと，同時
に②実力主義，権威主義への反発が強く公共意織
の低いことを指摘している。

図１は，沖縄地域科学研究所（1985）が全国県
民性意識調査の項目を因子分析し，得られた次の
２つの代表的な因子軸による２次元空間に各都道
府県をプロットしたものである。第１因子は，
「受験戦争の肯定｣，「教育熱心度｣，「県人意識・
血縁性｣，「コミュニティ参加意識」などの項目の
肯定に高く負荷しており，「期待志向性」の因子
と命名されている。そして，第２因子は「実力優
先志向｣，「分の肯定｣，「現状肯定度｣，「公共志向

性」などの項目の肯定に高く負荷する「事大主義

性」と命名されている。この２つの軸による２次
元空間に各都道府県を位置づけることによって，

図１因子得点散布図の再構成

県民性意識に見られる日本の社会・文化は大きく

（日本の県民性の位置）（沖縄地域科学研究所，1985）

２つのグループに大別されることが分かる。ひと

つは本土各都道府県がひとつにまとまったグルー

ここで注目したいのは「期待志向性」の中に，

プであり，他のひとつはそれから大きく離れた沖
縄である。つまり，沖縄の県民性として「期待志

受験戦争の肯定，教育熱心度という意識が大きく
関与していることである。期待志向性が高いこと

向性」が最も高く，逆に「事大主義性」は最も低
く，日本文化の中で質的に大きく異なる独自の意

は，同時に教育にかける期待も高いということで
ある。このように考えると沖縄は日本でも最も教

識を持つことが分かる。

育期待の高い地域ということができる。教育期待
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が高いとは，具体的には子どもたちに学習をしっ

かりやり，成績を高め，高学歴を身につけてもら
いたいという社会や親の希望・願望が強いことを
意味する。東江ら（1991）の調査でも，また沖縄

に，標準学力検査の結果は小学校低学年では全国
平均と大きな隔たりは見られない。しかし，小学
校中学年から中学校にかけて全国平均から大きく
隔たっていく方向にあることがわかる。当然のこ

する進学期待水準が高く，同時にそれに追随して

とながら学力成就値も同様の方向にある。知能指
数では全国平均値を下回るものの，中学２．３年

子どもの進学希望水準も高い傾向にあることを示

生を除いては学力ほどの隔たりはないと言える。

県教育委員会（1992）の調査でも親の子どもに対

また，沖縄県教育委員会（1994）の「本県児童生

している。

さて，教育期待の高さを作り出す要因に関する

徒の学力・生活等の概況(平成５年度)｣によると，

考察はさておき，教育心理学の立場から興味のあ

児童の標準学力検査結果は，昭和62年に41.4で

る問題は，社会や親の側にあるこのような教育期

あったのが平成３年には47.7に上昇し，全国平均

待の高さが，子どもの側の学習習慣，学業成績，
進路意識などの学習をめぐる意識・行動の形成に

た「学力向上対策」による児童の家庭学習時間の

効果的な影響を与えているかどうかということで

増加，補習指導の実施，そして読書量の増加を反

ある。

映したものと考えられている。しかし，学力偏差

値の低い児童の割合は全国よりも多い傾向を示し
ている。他方中学生では昭和62年に41.4であった
のが，平成３年には43.9とわずかに上昇しただけ
で,依然として全国平均から大きく隔たっている。
そしてその分布の特徴も左寄りの分布を示し，基
礎学力の足りない生徒の多いことを示し，また中
学生で家庭学習時間の短さ，読替量の少なさ，夜

表１昭和62年度沖縄県児童生徒
知能・綜合学力・学習効果平均値一覧
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に近づいている。この変化は昭和63年から始まっ

中退率は全国平均をかなり上回っており，それも
男子生徒が多くかつ大学進学率の低い高校で顕著
であるという。また,平成４年度の中退の理由とし

て沖縄県教育委員会(1994)は,進路変更(54.5％)，

－
－￣

－沖縄一ｍ１本一一全国楓準

（沖縄タイムス昭和63年２月29日）

ここで昭和62年度の「沖縄県児童生徒の知能．

学校生活・学業不適応（22.7％)，学業不振
（12.8％）を報告しているが，その中退の問題に
は基礎学力の低下があるものと思われている。

総合学力゛学習効果」（沖縄タイムス，昭和63年）

以上検討していたように，沖縄における児童・

の結果に見られる知能，基礎学力，学力成就値の

生徒の学力の現状が社会的な「教育期待・教育熱

発達について検討してみる。表１に示されるよう

の高さ」に対応せず，さまざまな問題を抱えてい
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ることが分かる。そのことは子どもを教育し，育
てる側（社会，親や教師）にも，そして教育を受
け，育てられる子どもの側にも問題があることを

ての問題点などが指摘されている(竹綱ら,1985)。

示している。

制感（ControlBeliefs)」と「達成のための手段
一目的関係の誕知（Means-EndsBelifsMおよ
び「その手段の保有感（AgencyBeliefs)」の３

そこで，本研究では，今回，後者の子どもの側
に焦点をあて，学習をめぐってどんな問題を抱え
ているかについて発達的に検討していくことにす
る。具体的には子どもの「学習をめぐる原因帰属」
を中心とした学習意織の特徴を発達的に把握し，

その上で学習意職の特徴が「学習動機づけ」とど
う関連しているかを明らかにしていく。また，子
供の学習意識や学習動機づけは，時間展望の一部
である｢教育的進路成熟,職業的進路成熟｣によっ
て規定されていることが考えられる。なぜなら将

来の目的の有無が現在の行動を意味づけ，コント
ロールする役割を担うからである（Nuttin,1985)。
ここで本研究で取り上げるＣＡＭＩ尺度，進路
成熟尺度について若干触れておきたい。なおＣＡ
ＭＩ尺度と学習動機づけとの関連は,嘉数,井上，
島袋，前原（1995）で検討されている。

これらの批判に応える形で，LOC理論に基づき

ながらも，Skmnerら（1988）は，「達成への統

項関係のあり方が行動を予測する上でより効果的
と考えた。手段一目的関係の認知はBandura

（1977）の結果期待に相当し，手段保有感は効力

期待に相当している。そして「人と結果（目的)」
の関係が達成への統制感に対応している。Skin．

nerらは学習における達成の問題を，Control
Beliefs，Means-EndsBelifs，AgencyBeliefsを
測定するための尺度，すなわちＣＡＭＩ尺度を作

成し，児童を対象に検討している。
わが国では，唐沢ら（1993）がＣＡＭＩ尺度の
日本濡版を作成し，小学生を対象にその特徴と発
達的変化および学業成繍との関連について検討し

ている。その結果，日本の小学生では，学年が進

されてきた。Rotter（1966）は，社会的学習理論

むにつれて学習の規定因としての｢努力｣,「能力」
に関する認知が発達していくこと，しかし，それ
にも関わらず「努力｣，「能力」の保有感は発達せ
ず，達成への統制感も発達変化しないことを指摘

の立場から，人が自分の行動とその結果である強

している。またＣＡＭＩ尺度の因子分析の結果，

化が随伴性を持つと一般的に認知しているかどう

「運｣，「できる意繊｣，「手段認識一原因不明｣，
「手段の保有感一教師｣，「手段の認識一努力｣，
「手段の認識一能力｣，「手段の認織一教師｣，「手
段の保有感一努力｣，「手段の認識一努力不足｣，

従来，達成への統制感は統制の位置（Locus

ofControl；LOC）という概念を中心として検討

かが，行動を予測する上で重要な役割を持つこと

を指摘した。そして強化の随伴性を持つと題知す
る人を内的統制型，非随伴性を持つと認知する人
を外的統制型と名付けた。一般に内的統制型の人
は自己の行動の結果の原因を，内部の「努力や能

「手段の保有感一外在的運」の10個の因子構造が
確認されている。

力」に求め，外的統制型の人は外部の「運やチャ

このような達成への統制感，原因帰属による手

ンス，課題の困難性，あるいは力ある他者」に求

段一目的関係の囲知および手段の保有感のあり方

める傾向のあることが明らかにされている。この

が，学習行動をよりよく予測することは容易に考

LOCの概念は達成動機や学業成纈や無力感との
関係を中心としてその妥当性が検討されてきてい

えられることである。一般的に低学力であるとい

われている沖縄の児童は，学習達成への統制感，

る。わが国でも，LOC尺度を用いて学業成績と

学習達成における手段一目的関係の認知および手

の関連あるいは学習の成果をめぐる原因帰属との

段保有感の尺度上でどのような特徴を示すのであ

関連について検討されてきているが，概して主観

ろうか。そしてその特徴から学力低下の原因をど

的統制感の高さや，内的帰属傾向が学業成績と関

う理解し得るであろうか。

係することを示している（速水，１９８１；樋口ら，
1983；鎌原ら，1982；神田，1993)。

ところで，ＣＡＭＩ尺度に含まれる「手段一目

ところでLOC尺度は一般化された信念，期待を

的関係の認知」の発達とは，親の家庭教育や，教
師の学習指導，ときには仲間関係の中で学習にさ

問題として測定するため，その測定妥当性に関し

れるものと考えることが可能である。どのような
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行動が学習の成果の向上につながるかの認知は，

Skinner,1988）５９項目に「よくあてはまる－まっ

子ども自身の直接的な行動体験にもよるが，小学

たくあてはまらない｣までの４件法で回答させた。

生ではそれ以上に見聞によるところが大きいと思

進路成熟度尺度：児童の目的意識を見るため

われる。その点で子どもの「手段一目的関係の認

に，坂柳ら（1986）の将来の進学に関する教育的

知」の発達には親や教師との関係が重要な役目を

進路成熟度尺度（ＥＣＭ）と，職業選択に関する

もっているといえる。中川（1980）は「小学生の

職業的進路成熟度尺度（ＯＣＭ）の各15項目．計

目的意識を育てる条件」として，①親子間での，

30項目を用いて３件法で回答させた｡なおＥＣＭ，

子どもの将来に関する問いかけ，対話を挙げてい

ＯＣＭは各々進路自律度（ＥＣＡ，ＯＣＡ)，進

るが，そのためには②子どもの仲間関係における

路関心度（ＥＣＣ，ＯＣＣ)，進路計画度（ＥＣＰ，

開かれた心，他者の体験に感動すること，が重要

ＯＣＰ）の下位尺度から構成されている。

になると指摘している。また将来の目的意識のあ

上記の２調査尺度に，デモグラフィック要因，

り方が，現在の学習行動を意味づけることも指摘

家庭学習時間，一週間の通塾回数，本人の進学希

している。この指摘は「より大きい満足のために

望水準および親の進学期待の認知，そして国語，

目先の小さい満足を抑制する」という満足の遅延
（井上，１９９１；MischeL1984）の研究からも予測

算数の成績の自己評価の６項目を加え「児童の学
習意識に関する調査票」を作成した。
「児童の学習意識に関する調査票」は各クラス

できることである。

そこで本研究では「手段一目的関係の認知」の

発達に，親子関係のあり方が寄与すること，また

担任を介して,児童に配布され,担任教師の説明・

指導のもとで記入・回答させた。

将来の目的意識が現在の学習行動を規定すること

を考慮して，沖縄の児童のＣＡＭＩ尺度によって

３．分析方法

捉えられる学習意識の３側面の特徴を探ると同時

沖縄における児童のＣＡＭＩ尺度の特徴につい

に，それが進路成熟一進学をめぐる教育的進路成

て検討する目的で主因子法による因子分析を実施

熟と，職業選択をめぐる職業的進路成熟一の要因

した。

そして得られたＣＡＭＩの因子と学習の背景要

とどのように関係するか検討していくことにす

因との相関係数が算出された。またＥＣＭ，ＯＣ

る。

Ｍ尺度にも新たに因子分析が実施された。そして
Ⅱ、方法と手続き

ＣＡＭＩ尺度との相関係数が算出され，両者の関
係が検討された。なお分析はすべてＰＣ－ＳＡＳ

１．被験児

を用いて行われた。

沖縄本島の都市部郊外の小学校２校（男児251

名，女児205名）と沖縄本島南部地区農村部の小

Ⅲ、結果と考察

学校１校(男児85名,女児83名）の５年生(313名）
６年生（311名)，合計624名が本研究の調査対象

１．学習の背景要因の特徴とその性差

者である。都市部に比較して農村部の児童の数は
その約１／３である。

最初に，学習の因果帰属の認職や意識と進路意
識の関係を検討する前に，学習の背景要因の特徴
について性差を考慮しながら検討していくことに

２．調査尺度と調査の手続き

する。

ＣＡＭＩ尺度：学習（達成）への統制感（よい

表２～表３は，それぞれ①家庭学習時間，②通

成績を取ること)，学習達成における手段一目的

塾回数の性差を示したものである。まず，家庭学

関係の認知（努力，能力，教師，運，未知の原因

習時間では男女児とも「１時間」(41.5％,48.6％）

と学習成績の関係の一般的認知）およびその手段

を選択した者が多く，次いで「30分ぐらい」

（努力，能力，教師，運）の保有感の３要因から

（37.26％，26.4％）の選択の順になっている。

構成されるＣＡＭＩ尺度（唐沢ら，１９９３；

しかし，「２時間｣，「３時間」を選択した者は合
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わせて男児で10.5％，女児で21.6％と少なくなっ

ていろ。ｘ2テストの結果，家庭学習時間には性
差が見られ，男児より女児において家庭学習時間
の長いことが分かる（Ｘ２＝33.84,ｐ＜0.001)･
表２家庭学習時間の性差

58.0％）を選択し，「平均より上｣,「とてもよい」
を選択し国語の成績に自信を持っていると思われ

る者は30％以下となっている｡また｢平均より下｣，
「平均よりかなり下」を選択し，国語の成績に自
信がない者は20％前後以下となっている。しかし

４｜配㈹｜印叫

３｜噸幽一岬酎

６β

２７

１３

難

では大部分の児童が「平均ぐらい」（49.3％,

Ｘ２検定の結果有意な性差は認められない。

５

そして，算数の成績の自己評価でも「平均ぐら

１３

い」の選択が,男女児とも40％前後と最も多いが，

(3.9）
１２

(4.2〉

単位：人（）内：％Ｚ２＝３３８４ｐ＜､001

＊１：しない２：３０分３：１時間

「平均より下｣，「平均よりかなり下」の選択が,
男児で34％，ざらに女児で43％に昇り，算数の成
績に自信のない児童が国語の成績に比べて多いこ
とが分かる。また「平均より上｣，「とてもよい」
の選択率が女児において小さく（13％)，男児に
比べて女児は算数の成績に自信の持てないことが

４．２時間５：３時間

分かる（Ｘ２＝20.89,ｐ＜0.001)。

表３通塾回数／週

表４国語の成織の自己評価

８６

(30.4）

単位：人（）内：％Ｘ２＝1.52,ｓ、
＊１：行かない

２：１回３：２，３回

零

３｜嘘幽一蠅剛

(54.1）

(28.1）

２｜脚四一卵函

１５３

３
９１

４｜羽四一躯四

(5.86）
女児

２｜ｕ四一珀甸

選

柵児

１
１９０

４

５

６４

１７

(19.1）

(5.1）

“

８

(15.4）

(2.8）

単位：人（）内：％Ｘ２＝6.31,ｓ．

．l：とてもよい２：平均より上３：平均ぐらい

４：４回以上

４．平均より下５：平均よりかなり下

次に通塾回数では，男女児とも「通塾していな

にそれほど熱心でないように思われる。調査地域

が都市地区郊外であること，調査対象者が小学生
であることがこの様な結果の要因であると思われ

簗

５｜型四一弧四

以上の結果から，家庭における勉強には全体的

４｜ね③｜卵關

かる。

３｜唖四一唾幽

テストの結果通熟回数に特に性差のないことが分

表５算数の成綴の自己評価

２｜泥四一羽四

い」子どもが大多数を占めている（58.4％，
54.1％)。しかし，男女児とも30％前後の者が｢週
２，３回」の通塾をしていることがわかる。Ｘ２

単位：人（）内：％Ｘ２＝20.89ｐ＜､001

＊１：とてもよい２：平均より上３：平均ぐらい

る。

４.平均より下５：平均よりかなり下

それでは学力（国語，算数の成績の自己評価）
はどのような特徴を持ち，家庭学習時間の性差を

さて，上の結果からは，全体的に勉学に熱心で

反映した結果となっているだろうか。表４，表５

かつ学習習慣が十分に確立されている児童の姿は
想像しがたいが，それでは将来の進路（進学）に
ついての本人の希望（以下，進学希望）と両親の

は，国語，算数の成績の自己評価を性別に示した

ものである。まず，表３の結果から，国語の成績
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進学期待の認知（以下，進学期待）にはどのよう
な特徴，性差が見られるであろうか。
表６，表７は，本人の進学希望水準，両親の進
学期待水準の認知を性別に示したものである。ま
ず，本人の進学希望では「大学まで」と「大学以
上」の選択が，男児で48.7％，女児で64.1％とか

なりの高率になっていることが分かる。しかし，
男児は女児に比べて「高校まで｣，「短大・専修学
校まで」の選択（48.8％）も多いことがわかり，
概して男児より女児の進学希望率の高いことが分
かる（Ｘ２＝28.95,ｐ＜0.001)。両親の進学期
待の認知は「大学まで｣，「大学以上」の選択が男
女児とも70％を上回り，高学歴期待が一般化して
いることがうかがえる。

４９

(17.2）

先の学習の背景要因の分析から，高い教育期
待・希望とそれに対応しない学習成績・学習習慣
の存在が示唆された。そのような不一致を生み出
す要因としては，間接的には家庭，学校の教育力
やしつけの問題，直接的には児童の学習をめぐる

意織・意欲の問題を挙げることができる。本研究
では，後者の児童の学習をめぐる意識としてＣＡ

ＭＩ尺度に見られる学習行動における手段一目的
関係の認知と意離（手段保有感）と達成への統制
感に焦点をあて，前者に関係する要因として進路
意識の発達の問題を取り上げ，それらの関係を検

４
１５４

(46.1）
１７２

(60.4）

最初に，沖縄県の児童におけるＣＡＭＩ尺度の
構造的特徴を明らかにするために，主因子法によ
る因子分析を実施し，解釈可能な９因子について

５’９四一ｕ四

(34.1）

３｜蛆叫一記幽

鷺

２

２．ＣＡＭＩ尺度の因子分析

討していくことにする。

表６将来の進学希望

１１４

究の対象児童に特に片寄りのないことが分かる。

バリマックス回転を行った。

表８は，ＣＡＭＩ尺度の因子分析の結果を示し
ている。９因子によって全分散の45.78％が説明

されている。第１因子は，項目４３「あたまがよく

単位：人（）内：％Ｘ2-28.95ｐ＜､００１

ないのでいくら勉強してもテストでいい点が取れ

．１：中学まで２：高校まで３：短大・専鯵学校まで

ない｣，項目５３「学校でよい点が取れないのは頭

４：大学まで５：大学以上

がよくないからです｣，項目５４「わたしはテスト

では運がわるい方です｣，項目４４「むづかしい勉

表７両親の進学希望の認知

強をするときわたしは運がわるくわかりません」
などの学習におけるネガティブな結果を「能力」
と「運」に帰属させる項目がまとまっていること

から，「自分ができないことの能力と運帰属」の
因子と命名した。第２因子は，項目９「よい点を
とった友達がいたとします。それはその子が先生
単位：人（）内：％Ｘｚ＝3.82,ｓ

となかよしだからです｣，項目１９「友達が学校で

ｌの週択は0

＊１：中学まで
４．大学まで

よくできるのは先生となかよしだからです｣，項
目３９「わるい点をとった友達がいたとします。そ
れは先生がその子を好きでないからです｣，項目

２：商校まで３：短大・専修学校まで
５：大学以上

以上の結果から，目的において指摘した「高い
教育期待と希望」と「それにマッチしない学習成
績，学習習慣」の存在をうかがうことができる。
上の結果を沖縄県教育委員会の調査と比較してみ
ると，選択率にある程度の相違はあるものの，基
本的な選択のパターンはほぼ一致しており，本研

４９「友達が学校でできないのは，先生がその子を
気にいっていないからです」などの項目に高く負
荷していることから「友達ができること，できな
いことの教師・運帰属」の因子と命名できる。第
３因子は，項目３「がんばらなくとも学校の勉強
はすぐわかります｣，項目４「テストのときわた
しは運がよいからいい点が取れます｣,項目８「学
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枝でよい点がとれるのは運がいいからです｣，項

強がよくできるからです｣などの項目がまとまり，

目１４「わたしがいい点をとれるのは運がいいから

「友達ができることの能力帰属」の因子であるこ

です」などの勉強・テストをめぐる能力と運のよ

とがわかる。そして，最後の第９因子は，項目３２

さに関する項目がまとまっていることから，「自

「わたしは授業中お話をよく聞くことができませ

分ができることの能力・運帰属」の因子と命名し

ん｣，項目３３「わたしは学校の勉強がダメです｣，

た。そして，第４因子は，項目１「やる気になれ

項目４５「わたしは先生に教えてもらいたいことが

ばむづかしいことでもわかります｣，項目１１「わ

あってもあまり教えてもらっていません｣などの，

たしはわるい点をとらないと決めたらぜつたいに

手段保有感（努力，能力，教師）がまとまってい

わるい点をとりません｣，項目１２「やる気になっ

る「自分の手段の非保有感」の因子であることが

たらわたしは学校ですごくがんばることができま

分かる。

す」などの学習における達成への統制感と，項目

ここで再度，各因子についてまとめておくと，
第１因子自分ができないことの能力・運帰属。
第２因子友達のできること．できないことの教

３「がんばらなくても学校の勉強だったらよくわ

かります｣，項目２０「その気になれば先生のいう

師・運帰属。

ことをよく注意して聞けます」などの勉強におけ
る能力帰属の項目が共通に高く負荷することか

第３因子自分ができることの能力・運帰属。

ら，「自分ができることの能力帰属と統制感」の
因子と言える。次に第５因子は，項目１０「友達が

第４因子自分ができることの能力帰属と統制

算数や国語でいつもより点がよくてもそのわけは

第５因子友達ができること．できないことの未

感。
知の原因帰属。

わかりません｣，項目３０「友達がテストでよくで
きたとしてもそのわけはわかりません｣，項目４０

第６因子自分の手段〈教師）の保有感。

「友達が学校でわるい点をとることがあってもど
うしてだかわかりません」などの手段一目的関係

第７因子友達ができないことの内的帰属。
第８因子友達ができることの能力帰属。

の未知の原因帰属の項目がまとまっていることか

第９因子自分の手段（努力，能力，教師）の非
保有感。

ら，「友達ができること，できないことの未知の

は，項目５「先生はわたしを好きだと思います｣，
項目１５「わたしが先生に何か聞きたいときいつで
も先生は答えてくれます｣，項目２５「わたしは先

なお，各因子の信頼性を折半法とクロンバック
のα係数を用いて検討した。その結果信頼性係数
は折半法でｒ-257-.768,α係数はα＝.492.801の範囲にあり，－部信頼性に疑問があるもの

生によい子だと思われています」などの項目に正

の十分信頼性のある因子となっている。

の負荷を示し，項目３５「先生はわたしのことを好
きではないと思います｣，項目５５「先生に質問し

以上検討してきたようにＣＡＭＩ尺度の因子分
析の結果から，本来の理論的な尺度構成とは多少
異なる因子が抽出された｡まず因子は手段保有感，
統制感（自分の場合）と，手段一目的関係の認識
（友達の場合）に２分されていることが分かる。
しかし，個々の帰属要因は独立した因子として出
現せず，統制感も独立していないことが分かる。
唐沢ら（1993）の因子分析の結果と比較して，帰
属要因としての「努力」に関する項目が，友達の
場合も，自分の場合もまとまらず，勉学における

原因帰属」の因子であることが分かる。第６因子

たいことがあっても先生はなかなかつかまりませ

ん｣などの項目に負の負荷を示す｢自分の手段(教
師）の保有感」の因子であることが分かる。そし

て，第７因子は，項目３６「友達が授業のことがわ
からないのはその子が注意して聞いていないから

です」などの努力帰属と，項目３７「友達がわるい
点をとるのは勉強ができないからです」などの能
力帰属がまとまった「友達ができないことの内的
帰属」の因子であることが分かる。この因子とは
反対に第８因子は，項目７「友達が授業中，質問

努力の認識，あるいは意識の希薄さという特徴が
浮かび上がっている。この結果から，学習におけ

によく答えられるのはその子がよくできるからで

る「努力」に関する日常生活の中での学習習慣が

す｣，項目１７「いろんなことがよくわかるのは勉

十分に成立していないことが予測される。
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ところで，努力の認識，あるいは意識の欠如と

いう特徴の他に，本研究での学習に関する帰属の
特徴として，「運」と「教師」そして「未知への
原因」が大きな要因として捉えられている。この
ような帰属のあり方は３節で示すように，家庭学
習時間などと結びつかず，学習生活のあり方を反
映しない「主観的，感情的」な帰属であること，

希望，期待水準の低さが関与しており，さらに国
語，算数の成績の自己評価の低さがあることが分
かる。

第２の相関係数のパターンは，「自分ができる
ことの能力帰属と統制感」と学習の背景要因との

一連の相関である。第１のパターンとは逆にここ
ではすべて正の相関関係（ｒ＝.138-.392）が

そしてその傾向は子どもの学習行動への親や教師

得られている。つまり，「自分ができることの能

による強化の随伴性の欠如と関係しているものと

力帰属」を行い，かつ達成への「統制感」を持つ
児童の学習の背景として，家庭学習時間の長さ，
通塾回数の多さの傾向がうかがえ，そして明らか

考えられる。学習生活の実態を正しく認識させ，
「手段一目的関係」を正しく認識させること，そ
の上で自己学習行動の帰属を現実の学習生活に沿
うものとして理解させていくような，親や教師に
よる強化・しつけの取り組みが必要となろう。

とが分かる。当然のことながら国語，算数の成績
の自己評価も高い。このような結果から，前者は

３．ＣＡＭｌ尺度の因子と学習の背景要因の関係

であることが分かる。

２節で確認きれたＣＡＭＩ尺度の９因子は児童
の学習の背景要因とどのように関わっているであ

できないことの教師・運帰属｣と進学期待水準(ｒ

に高い進学希望を持ち，両親の進学期待も高いこ

いわゆる勉強の｢できない子｣,後者は｢できる子」

ろうか。つまり，学習習慣，進路希望，学習成績
を正しくかつ客観的に反映しているだろうか。
表９は，ＣＡＭＩ尺度の９因子と家庭学習時間
の長さ，通塾回数，進路希望水準の高さおよび国
語,算数の成績の自己評価の高さとの間で有意(ｐ
＜､05）な相関係数が見られたものを示す。表８
の結果から両者の相関のあり方を３つにまとめる

最後に第３のパターンは,｢友達ができること.
＝-.179)，国語（ｒ＝.211)，算数（ｒ-174）
の自己評価との関係である。明らかに学力の自己
評価の低い子どもに，「友達ができること．でき
ないことの教師・連帰属」が高いことが分かる。
つまりこのような「手段一目的関係」の認識の背
後には，学力低下の問題が潜んでいると言える。

ことができる。第１のパターンは，「自分ができ

４．ＣＡＭＩ尺度と進路意職と関連

ないことの能力・運帰属」と学習の背景要因との

(1)進路意識尺度（ECM，OCM）の因子分析
板柳ら（1986）の進路成熟尺度は，進路意識の

一連の相関(ｒ＝-.191～､353)であり，押しなべ

て負の相関を示している。つまり，「自分ができ
ないことの能力・運帰属」という学習意識を特徴

とする児童の学習の背景として，家庭学習時間の
短さ，通塾回数の少なき，そしてそれ以上に進学
表９ＣＡＭＩと学習意織の背景要因の相関
▲つ

-.2罰一.、】-.300-.2釣、353．310
-.1両、211、179
-.260

.1蛆．]38、289、159-.331-.392

』

■白

１１

沌酊

１２３４５６７８９

“ 率曄ｗｗｗ醒郡昨曄

家膳宇目時Ｂｉ麺鴎遺芋希HH水』b】8字Ｎｉ待水IF鴎の皮租＃“皮1N

､130

-.122

*逆史量尺壁

発達を査定する尺度であり，教育的進路成熟
⑱ducationalCareerMaturity;ＥＣＭ）と職業
的進路成熟（OccupationalCareerMaturity;ＯＣ
Ｍ）の２下位尺度の構成されている。そしてそれ
ぞれの尺度は,自律度(ECA,OCA),関心度(ECC，
OCC)，計画度位CP，OCP）の３つの角度から
構成きれている。先にも指摘したように，沖縄県
には他府県と異なる社会的・教育的背景があるこ
とが考えられるのでＣＡＭＩ尺度と同様に因子分
析をＥＣＭ尺度，ＯＣＭ尺度別々に実施した。
まず，ＥＣＭ尺度の15項目について主因子法に
よる因子分析を実施し，固有値１以上の４因子を
バリマックス回転した。表10にその結果を示す。
第１因子は，項目５「入りたい高校はよく考えて

決めた｣，項目３「最近どんな高校にはいるか気
-109-
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にならない」に負の負荷が，逆に項目８「入りた

く高校はまだ決まっていない｣，項目１１「将来ど
んな高校に進むかはわからない」に正の負荷を示
す「教育的進路計画度」の因子であることがわか
る。第２因子は，項目３「最近どんな高校に入る
か気になる｣，項目６「どんな種類の高校や学科
があるかとても関心がある｣，項目９「何のため

に高校に入るのかまじめに考えたことがある」な
どの項目に正の負荷を示す「教育的進路関心度」
の因子である。第３因子は坂柳ら（1986）では見
られなかった因子であり，項目４「将来どの高校
に入るかは親や先生に決めてもらいたい｣，項目
１３「将来高校に入っても親や先生にめいわくをか
ける」という親や教師にたいする依存を示すこと

から「教育的進路依存度」と命名した。ＯＣＭ尺
度でも「将来仕事についてからは親や先生にめい
わくをかけない」という項目に示される「職業的
進路責任度」の進路意識が抽出されており，沖縄
県の児童の親子関係の特徴を反映した因子ではな
いかと思われる。そして，第４因子は項目１「将
来上の学校に進むための勉強は自分で進んでや
る｣，項目７「入りたい高校の校風や特徴は自分
で調べたい」に負荷する「教育的進路自律度」の
因子であることが分かる。

表１０ＥＣＭ尺度の因子分析表
番号項目内容ＦＡＣ１２３４ｈ２
８２７９

ＥＣＰ

．６５３９

①●●●

ＥＣＰ

６３５４

-.7301

即蛎調詑

-.4571

ＥＣＰ

４５７４

３５８，

EＣＣ

抽出された。第１因子は，項目１「将来どんな職

業につくかは親や先生に決めてもらいたい｣，項
目７｢希望している仕事はどんなことをするのか，
親や先生に調べてもらいたい」に負の負荷を，項
目４「将来の自分の仕事は，自分でよく考えてか
ら決める｣，項目１０「将来の仕事は自分で責任を
持って決める」に正の負荷を示す「職業的進路自
律度」の因子である。第２因子は，項目３「最近

自分の仕事のことを，まったく気にしない｣，項
目９「なぜ大人になって仕事をしなければ行けな
いのか，あまり考えたことがない」に正の負荷を，
そして項目６「社会の中にどんな種類の仕事があ
るのか，とても興味がある｣，項目１２「将来どん

な仕事を選ぶかは，自分に取って大事な問題であ
る」に負荷を示す「職業的進路関心度」の因子で
あることが分かる。第３因子は，項目５「将来つ
きたい仕事は，今は何もない｣，項目１４「どうす
れば好きなしごとにつけるか，まったくわからな

い」に負の負荷を，項目８「将来やってみたい仕
事は，もう決まっていて今そのために努力してい
る｣，項目１１「自分が将来どんな仕事をするのか，
だいたいわかっている」に正の負荷を示す「職業
的進路計画度」の因子であることが分かる。そし
て，第４因子は，項目２「自分が希望している仕
事につけるかどうかは，計画をたて準備すること

が大切である｣,項目13｢将来仕事についてからは，
親や先生にめいわくをかけるようなことをしな
表１１０ＣＭ尺度の因子分析表
番号項目内容ＦＡＣ１２３４ｈ２

２ＥＣＰ

－．4811

３ＥＣＣ
６ＥＣＣ
９ＥＣＣ
1２ＥＣＣ

､3833

１ＯＣＡ

-.7022

.5164

､4990

.4805

４ＯＣＡ

.7284

-.5631

.3875

７０CＡ

.5445

-.6094

.5346

１０ＯＣＡ

.4486

.4172

.6427

-.6708

1５ＥＣＣ

.6085

.4596

．７２３６

.5547

３ＯＣＣ

、6653

６ＯＣＣ
９０CC

､4776

-.7056

.5289

.5431

I：88：

.4897

-.5265

.3873

４ＥＣＡ

､6834

ＩＯＥＣＡ
１３ＥＣＡ

､5404

.7468

.6272

.6592

.5065

ECA

７

､7280

ECA

､6311

.6520

.5158

固有値

寄与率

2.38632.3534
１５．９１１５．６９

1.94851.23327.9154
12.998.2252.81

ECC：教育的進路関心度
ECP：教育的進路計画度
ECA：教育的進路自律度

５８ｎＭ ２週

１

固有値
寄与率

次に表11にＯＣＭ尺度の因子分析の結果を示
す。ここでもＥＣＭ尺度の場合と同様に４因子が
-110-

.5280

.3185

OＣＰ

－．5397

､3918

ＯＣＰ

.7482

.6820

ＯＣＰ

.7062

.5122

ＯＣＰ

-.4985

.3305

ＯＣＰ

､7768

､6681

ＯＣＡ

.6422

.5306

2.08882.0843
１３．９１３．８９

ＯＣＣ：職業的進路関心度
OCP：職業的進路計画度
OCA：職業的進路自律度

1.77141.24567.1901
１１．８１８．３０４７．９３
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い」の２項目だけに負荷することから「職業的進

（ｒ-.489）が見られ，将来の職業への関心と

路責任度」の因子と命名した。単なる自律度では

進学への関心が深く結びついていることが分か

なく，親や教師を意識した因子である。

る。しかし，「教育的進路自律度」と「職業的進

以上，ＥＣＭ尺度とＯＣＭ尺度の因子分析の特

路自律度」の間には関連が見られず，また，「教

徴について述べてきたが，ここで各因子について

育的進路計画度」と「職業的進路計画度」の間に

まとめなおしておくことにする。

ＥＣＭ尺度では

も低い相関（ｒ=-.173）が見られるだけで，教育
的進路成熟の発達と職業的進路成熟の発達は，関

第１因子教育的進路計画度（ＥＣＰ）

心度を除いてほぼ独立していることがうかがえ

第２因子教育的進路関心度（ＥＣＣ）

る。

第３因子教育的進路依存度（ＥＣＤ）

しかし，ＥＣＰは，ＯＣＡ（ｒ＝-.134)，ＯＣ

第４因子教育的進路自律度（ＥＣＡ）

Ｃ（ｒ二.302)，ＯＣＰ（ｒ＝-.173)，ＯＣＲ（ｒ＝
-.168)との間に,低いながらも有意な相関を示し，
「教育的進路関心度」が「職業的進路自律度｣，

ＯＣＭ尺度では

「職業的進路関心度｣，「職業的進路計画度」およ

第１因子職業的進路自律度 (ＯＣＡ）
第２因子職業的進路関心度 (ＯＣＣ）

び「職業的進路責任度」を方向づけいることが分

第３因子職業的進路計画度 (ＯＣＰ）

かる。また，ＥＣＣとＥＣＤが,ＯＣＡ（ｒ＝.173,

第４因子職業的進路責任度 (ＯＣＲ）

ｒ＝-.161)，ＯＣＣ（ｒ二一.489,ｒ二.191)，ＯＣ
Ｒ（ｒ=､247,ｒ-.145）との間に一部低いなが

（２）教育的進路成熟と職業的進路成熟の関係

らも有意な相関を示し,｢教育的進路関心度｣が｢職

前節で検討したようにＥＣＭ尺度とＯＣＭ尺度

業的進路自律度｣，「職業的進路関心度｣，「職業的

は理論的構成が同一であるにもかかわらず，親や

進路責任度」を高める方向にあり，逆に「教育的

先生を意識した因子が抽出され，また類似した因

進路依存度」がそれらを低める方向にあることが

子であってもその方向性が異なっていた。教育的

分かる。

概して教育的進路成熟度と職業的進路成熟の間

進路発達はどちらかといえば，学校教育の影響が

大きく，逆に職業的進路発達は家庭教育の影導が

には，その関心度を除いて，それほど強い関連は

大きいと考えられ，そういった事情が因子のあり

見られず両者は比較的独立に発達していることが

方を決定しているかも知れない。そこで，ＥＣＭ

考えられる。しかし，年齢が進むにつれ両者は現

尺度とＯＣＭ尺度の関連について確認しておく必

実味を帯び，密接に関連していくことが予想され

要がある。

る。

表12は，ＥＣＭ尺度とＯＣＭ尺度の各因子間で
有意（ｐ＜､05）な相関係数が認められたものを
示したものである。まず，表12から「教育的進路

５．ＣＡＭＩ尺度と進路成熟との関連

関心度」と「職業的進路関心度」に高い負の相関
表１２０ＣＭ尺度とＥＣＭ尺度の相関
｜ＥＣＰ＊ＥＣＣＥＣＤＥＣＡ
０■

氾朗

＊逆転尺度

１４

一一

ＯＣＲ

●●０句

ＯＣＰ

弘胆ね配

ＯＣＣ＊

１３１１

ＯＣＡ

-.161

.190-.128

､247-.145

ここまで沖縄県の児童のＣＡＭＩ尺度によって

捉えられた，学習をめぐる意織の特徴と進路意識
の特徴について検討してきた。ここで目的におい
て述べたＣＡＭＩ尺度による学習意識と進路意識
の関連について検討する。学業成績と将来を見通

す時間的展望の関係については，Teahan（1958)，
ORand＆Eliss（1974）により検討されてきてお

り，学習をめぐる意識も，時間的展望の発達に関
係する進路意識と深いかかわりのあることが考え
られる。

表13は，ＣＡＭＩ尺度の各因子とＥＣＭ尺度の

各因子の間に有意（ｐ＜､05）な相関係数が見ら
－１１１－
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れたものを示す。表13から３つの相関係数のパ
ターンのあることがわかる。そのひとつは，ＣＡ
ＭＩ尺度の第１因子「自分ができないことの能
力・運帰属」とＥＣＣ（ｒ＝-.257)，ＥＣＤ（ｒ
二.245)，ＥＣＡ（ｒ-.160)，そしてＣＡＭＩ尺
度の第２因子「友達ができること.できないこと

の教師・運帰属」とＥＣＣ（ｒ-.172)，ＥＣＤ

（ｒ=168）の間に一連の有意な相関が見られる

ことである。つまり，「教育的進路関心度｣，「教

育的進路自律度｣の未熟さと「教育的進路依存度」
の高さが，「自分のできないことの能力・運帰属」

という学習意識の背後にあることが分かる。同様
に「教育的進路関心度」の未熟さと「教育的進路
依存度」の高さが，「友達ができること.できな
いことの教師・運帰属」を方向づけていることが

度｣，「教育的進路自律度」の未熟さがあり，それ
が「教育的進路依存度」の高さにつながっている
ことが分かる。

次にＣＡＭＩ尺度の各因子と職業的進路成熟尺
度はどう関わっているであろうか。表14に示した
結果から，まずＣＡＭＩ尺度の第１因子「自分が
できないことの能力・運帰属」とＯＣＡ（ｒ＝

-.180)，ＯＣＣ（ｒ＝-.205）の間に有意な相関
が見られ，「職業的進路自律度｣，「職業的進路関
心度｣，「職業的進路責任度」の未熟さが，「自分
ができないことの能力・運帰属」につながってい
ることが分かる。

表１４ＣＡＭＩ尺度と職業的進路成熟の相関
jｃＡＯＣＣＯＣＰＣ

分かる。

8０】BＧ
肛ｍ旧くごＣ･ｍＸ曰UＪＬ

表１３ＣＡＭＩ尺度と教育的進路成熟の相関

霞iiiiiii

ヨガの手段・非保有児

*逆15R尺度

*逆転尺度

第２の相関のパターンはＣＡＭＩの第４因子
「自分ができることの能力帰属と統制感」とＥＣ
Ｐ（ｒ＝-.228)，ＥＣＣ（ｒ＝､255)，ＥＣＤ（ｒ

=-.190）との間に有意な相関である。先の結果
とは反対に，ここでは「教育的進路計画度｣，「教
育的進路関心度」の高さ，「教育的進路依存度」
の低さが，「自分ができることの能力帰属と統制
感」を高めていることが分かる。
そして，第３の相関のパターンはＣＡＭＩ尺度
の第５因子の「友達ができること．できないこと

の未知の原因帰属」とＥＣＣ（ｒ-.204)，ＥＣ
Ｄ（ｒ=123)，ＥＣＡ（ｒ＝-.181）との間の有意
な相関であり，学習における「手段一目的」関係
の認織ができない子どもには，「教育的進路関心

その反対に，ＣＡＭＩ尺度の第４因子「自分が
できることの能力帰属と統制感」は，ＯＣＡ（ｒ
=､140)，ＯＣＣ（ｒ＝-.220）ＯＣＲ（ｒ＝､174）
と有意な相関を示している。つまり「自分ができ
ることの能力帰属と統制感」という学習意識を持
つ子どもには，同時に「職業的進路自律度｣，「職
業的進路関心度｣，「職業的進路責任度」の発達が
あることを示している。また，ＣＡＭＩ尺度の第
５因子「友達ができること．できないことの未知
の原因帰属」がＯＣＡ（ｒ-.230)，ＯＣＲ（ｒ
=-.135）の間に有意な相関を示し，「友達ができ
ることの未知の原因帰属｣という学習における｢手
段一目的関係」の認織のできない子どもの進路意
識の特徴として，「職業的進路自律度｣，「職業的
進路責任度」の未熟さがあることが分かる。とこ
ろで「職業的進路計画度」はＣＡＭＩ尺度とほと
んど相関が見られず，また上に示した他の相関も
それほど強いものではない。一般に児童期は認
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識・思考のあり方が具体的操作期にあり，進路意

青的進路成熟や職業的進路成熟とも結びついてい

識は現実性を帯びていないということがその一因

ることが示された。このような結果から，学校や

として考えられる。それにもかかわらず，学習を
めぐる意繊のあり方は学習成絞の高低に対応し

家庭での学習指導において,教科指導のみならず，

て，教育的進路成熟，職業的進路成熟の発達と関

的進路成熟を育てる必要性のあることが示唆され

将来の目的意織に関係する教育的進路成熟，職業

係しており，学習指導の一貫として子どもの将来

た。つまり現実に対応した子どもの目的意識の発

に関わる進路意識を育成していくことが重要であ

達が，より効果的に学習行動を意味づけ学習行動

ると言える。つまり進路指導を具体的に強化して

を促進していくことが予測された。

いくことが，子どもの目的意織を具体化し，それ

今後，ＣＡＭＩ尺度に現れた子どもの学習の原

が学習行動を意味づけ，より効果的に学習を動機

因帰属のあり方の発達的な特徴を把握すること，
また子どもの「手段一目的関係の認知」に影響を
与える親の側の「手段一目的関係の認知」の特徴
を明らかにしていくこと，それと同時に子どもの
進路意織の発達を促進する親子関係のあり方など
力蝋討課題として残されている。

づけていくことが上の諸結果から考察できるので
ある。

Ⅳ．要約と展望

沖縄県の児童の学習をめぐる問題として「高い

教育期待・希望｣と｢それに対応しない学習成績・
学習習慣」の存在が考えられることから，本研究
ではその不一致を児童のＣＡＭＩ尺度による学習
の原因帰属の特徴を理解することで説明し，また
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