
琉球大学学術リポジトリ

教師の評価と中学生の学力の関連性 :
階層問題に潜む教師のまなざしに着目して

言語: 

出版者: 琉球大学法文学部

公開日: 2007-09-15

キーワード (Ja): 同和地区, 学力, ラベリング効果,

文化的再生産論

キーワード (En): 

作成者: 西本, 裕輝, Nishimoto, Hiroki

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/1846URL



教師の評価と中学生の学力の関連性

一階層問題に潜む教師のまなざしに着目して－

西本裕輝

ＮＩＳＨＩＭＯＴＯ，Hiroki

RelationshipbetweenTeacher1sEvaluationand

Student1sAcademicAchievement

本稿は同和地区生徒の低学力問題を教師の評価という観点から考察した。

西日本に位置するＨ県の公立中学校において得られたデータを分析した結果、

地区生徒の学力達成が低いのは、厳しい家庭環境のためだけではなく、教師

による低い評価も大きく関わっていることが明らかになった。教師の評価が

学力試験の得点よりも正確に生徒の階層を予言しているのである。これはラ

ベリング理論において説明可能であるが、教師の生徒に対する「まなざし」

が階層問題に大きく荷担している可能性を示唆するものである。逆に言えば、

家庭環境の厳しい地区生徒でも、教師の評価次第で、学力が上昇する余地が

残されている（ピグマリオン効果）という可能性をも示している。

キーワード：同和地区、学力、ラベリング効果、文化的再生産論

はじめに

本研究の目的は、同和地区や要保護家庭といった厳しい家庭環境を持つ子

どもの学力が未だに低いのか、また、もし未だそうした学力格差が存在する

とすれば、そうした格差を解消するような手だては存在するのかどうかにつ
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いて、中学生を対象として得られたデータの実証的分析によって検討するこ

とである。

そもそも、そうした階層問題と結びついた低学力問題というものは解消し

たというのが一般的認識であろう。しかし本当にそうだろうか。今日、日本

はメリトクラシーの社会であると言われている。メリトクラシーとは、社会

学の用語で「業績主義」のことであり、メリトクラシーの社会とは、どのよ

うな家庭に生まれるかよりも、個人の能力と努力によって成功の機会が与え

られる社会のことである。したがって、ある地位が世襲によって相続された

りするような、いわゆる封建社会や階級社会とは根本的に異なる。日本はメ

リトクラシーの社会を目指し、教育の機会を均等にするため、学校を増やし、

教育を腹く行きわたらせることによってそうした社会を実現し、学校教育は

それに大きく賞献してきたと言える。

そうした背景から、日本では一般に、貧困問題が解消するとともに階層問

題も消えたと考えられている。一昔前、経済格差が目に見える形で存在して

いた頃には、家庭の経済状態と学業達成や進学との関連といったことがテー

マとして意味を持ち、そうした研究も盛んであった。ところが、経済格差が

小さくなるにつれて、そうした問題は教育研究の関心からも、一般の人々の

関心からも外れていった。したがって、成績がよいか悪いか、進学するか否

かといった問題は、本人の努力や能力と関係づけて議論されることはあって

も、家庭環境と結びつけて考察されることは少なくなりつつあった。

ところが近年、フランスの社会学者、ブルデュー（Bourdieu，Ｐ、1979な

ど）の文化的再生産論に触発されて、我が国においてもそれに基づく実証研
究が行われ、その結果、「社会階層と教育」の問題は必ずしもすでに解決し
ているわけではないことが明らかになってきた（例えば、Ishidal993，片
岡1992;1998,宮島・藤田1991，西本1998)。むしろ最近の社会学におい

ては、問題が見えにくくなっているだけで、依然として階層問題（不平等問
題）は存従しているという見方が一般的である（例えば、苅谷1995)。事
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実、同和地区児童・生徒の学力は未だに低いということは数々の研究によっ

て報告されている（池田1992，今津1994,苅谷1997，鍋島1994，原田・

村澤1996,原田・西本1997など)。

なお、苅谷（1997）は、上記のような研究は同和地区／地区外という比較

のみに終始するものが多く、学力を規定するであろうその他の要因（例えば、

親の学歴、職業、経済状況、教師との関係など）にまでふれられているもの

は少ない、と指摘している。それは、地区／地区外という比較のみでも、そ

れなりの意味を持った分析ができたからに他ならないが、ここではそうした

要因（例えば、家庭の経済状況＝要保護）についても併せて検討する。

そこでここで特に注目したいのが「教師の評価」である。そうした格差の

解消しない－つの理由として、教師が日々、無意識のうちに生徒に対して行っ

ている評価が関連している可能性があるからである。こうした研究は社会学

において伝統的になされている。古くはシクレルとキツセ（1963）によって

指摘されているが、教師が生徒を評価する場合、教師が抱いている生徒の出

身階層のイメージに影響されることが多いということが明らかになっている。

こうした研究は社会学の中ではラベリング理論に位置づけることができる。

未だに存在する同和問題であるが、それを階層問題ととらえたとき、現在の

日本においてもそうした教師のまなざしが生徒に対して影響を与えているこ

と（例えば学力に対して）はないだろうか。

そうした立場に立つと、ここで検討したい事項は、必然的に次のようにな

るだろう。すなわち、まず第一に、階層問題は未だに解消しておらず、低い

階層に位置する生徒たちの学力は低いのかどうかということである。そして

第二にそのことが前提となって、そうした階層に位置する生徒の学力が低

いのは、教師の生徒に対する低い評価が一因ではないだろうかというもので

ある。こうしたことがデータ分析により明らかになれば、学校は階層問題を

解消するどころかより助長しているという問題提起にもなるであろうし、逆

に言えば、そうした格差を解消する方向性も指摘することができるであろう。
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なお、ここでいう要保護家庭とは、経済的理由により何らかの生活保護を

受けている家庭のことである。

1．調査のデータと概要

ここで用いるデータは、合計２回の調査から得られたものである。第１回

調査は、1995年１月に実施された。対象となった学校は、Ｈ県Ｈ市に位置し、

同和地区を含むＡ中学校の１，２年生540名と、同中学校の校区に位

置する三つの小学校、Ｂ小学校、Ｃ小学校、Ｄ小学校の５，６年生671名

（各235,317,119名）の計1211名である。本報告ではこのうち中学生のデー

タを用いる。

第２回綱査は、1998年９月に実施された。対象校は|司じＡ中学校の３年生

160名である。この160名は第１[回1調査当時の小学５年生であり、第２回調査

は追跡調査となる。したがってデータはパネルデータである。

また調査は主に「基礎学力実態調査」「生活に関する実態調査」の二つか

らなる。「基礎学力実態調査」では、図書文化社の学力テスト「新CRT」を

用い、国語、算数（数学）の２教科を実施した。

「生活に関する実態調査」では、「小学生の生活についての調査」「中学生

の生活についての調査」と称する質問紙調査アンケートを実施し、基本的生

活習慣、学校生活、家庭生活、生活意欲等、児童・生徒の生活に関しての全

般的な把握を試みた。さらに、この調査だけでは把握できない児童・生徒に

関する情報（例えば、同和地区出身か否か、要保護家庭か否か、基本的生活

習慣が身についているかなど）を、補足的に学級担任教師に記入してもらう

ためのものとして、「学級担任用調査」も同時に実施した。

なお、このように、学力テストと質問紙調査を同時に実施し分析する研究

は、極めて少ないと言える。本研究の特徴の一つである。

分析では第一に、重回帰分析により、地区／地区外、要保護／非要保護の
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生徒の間に学力格差が存在するのかについて概観し、次に、パス解析により、

教師の評価を媒介とした学力格差の要因分析を行う。

2．分析の枠組み

ここでの分析の視点としては、次の二つのモデルを想定している。すなわ

ち、①階層（同和地区、要保護家庭）が直接学力に影響を与えるとする「階

層→学力」というモデル、②階層の影響が教師の評価を介して学力に影響す

るとする「階層→教師の評価→学力」というモデルである。①と②を総合す

ると、ここでの分析モデルは図１のようになるだろう。ここでは、こうした

因果モデルを採用する。

教師の評価階層

3．分析に用いる変数

重回帰分析、パス解析といった詳細な分析に入る前に、ここではまず、デー

タの概要と具体的な分析に用いる変数についてふれておきたい。

また分析は、第１回調査の中学生データを用いる部分と、第２回調査で得

られたデータを加えた中学生のパネルデータを用いる部分と、二つに分かれ

ることを断っておきたい。

ここでは上の分析モデルにしたがって、「階層」に関する項目（同和地区、

要保護家庭、それに加えて性)、「教師の評価」に関する項目（生徒に対する
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「基本的生活習慣」「自主性.根気強さ」「責任感」「思いやり」「協調性」の

評価)、「学力」（国語、数学）に関する項目を分析に用いることにする。以

下、それぞれの変数について順にふれたい。

(1)階層

階層に関する変数は性も含めて計３つ用いる。

①性

「性（女子)」については、男子＝O研女子＝１のダミー変数を与えて

いる。

②同和地区

「同ﾈⅡ地区」については地|Ｘ＝１，地区外＝()のダミー変数を与えてい

る。

③婆保纐鎌庭

喫保蝋＝ｌ、非襲保澱＝Ｏのダミー変数を与えている。

なお、実際には地匹／地１Ｋ外、要保趨／非要保讃の、２×２の４パターン

であるので、蕊回帰分析では「地区・要保護」「地区・非要保護」「地区外・

要保護」という変数を用いる（地区外・非要保護はダミー変数を用いるため

変数としては投入しない)。

（２）教師の評価

教師の生徒に対する評価は、「基本的生活習慣」「自主性.根気強さ」「責

任感」「思いやり」「協調性」の５項目（２件法）について、それぞれの生徒

に関してどの程度身についているかを教師に尋ねた質問から得られたデータ

である。したがって、この評価は主観的なものであるとも言える。分析の表

は示さないが、実際にはそれら５つを主成分分析によって合成するので、主

成分得点を用いる。その得点が高いほど教師の評価は高いということを意味
する。

(3)学力

学力については国語の学力テストの得点、数学（算数）の学力テストの得
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点を合成（合計点を偏差値に変換）したものを用いる。この変数が従属変数
となる。

なお、以後の分析にはSPSS10DJを用いる。また、補助的分析として、

Ａｍｏｓ４０を用いた。

4．階層と学力の関連性分析

表１は以上の変数を用いて、学力を従属変数として重回帰分析を行った結

果である。表から、階層変数の地区・要保護と、地区・非要保護が学力に対

して有意なマイナスの影響を与えていることがわかる。やはり階層による学

力差は存在するようである。

そのことと同時に注目したいのは、教師評価が有意なプラスの影響を与え

ているといことである。標準化偏回帰係数（β〕の値からすると、投入した

変数の中ではもっとも強い影響である。やはり、過去のラベリング理論に基

づいた研究が指摘するのと同様、教師の学力への影響は無視できないものの

ようである。

表１）学力の規定要因分析

標準化係数確率

β

従属変数:学力

独立変数

－００２１

－０，１０７

－０．１０９

－００５４

0.362

性（女子）

地区・要保護

地区・非要保護

地区外・要保護

教師評価

＊
＊

＊＊

Ｒ＝、421*＊*＊ｐ＜､01,＊ｐ＜0５
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5．教師の評価と生徒の学力の関連性分析

次にその教師の評価に影響を与えている変数について検討したい。教師評

価を従属変数として重回帰分析を行った結果が次の表２である。

表２）教師評価の規定要因分析

標準化係数確率

β

従属変数:教師評価

独立変数

性（女子）

地区・要保護

地区・非要保護

地区外・要保護

－０．２０８

－０．１９２

－０．１６８

－００６６

＊＊

＊＊

＊＊

*＊ｐ＜01,＊ｐ<０５ Ｒ＝、324*＊

表から明らかなように、地区・要保護、地区`|非要保護がマイナスの影響
を与えている。つまり、教師は地区の生徒を低く評価しているのである。地

区の生徒の中でも特に要保護家庭の生徒の評価がもっとも低い。同和と要保

護という二重の家庭環境の厳しさは、学校という場において解消されるどこ

ろか、より助長されているようである。教師から基本的生活習慣が身につい

てない、思いやりがない、協調性がないなどの評価を日々受けることによっ

て、生徒はそれを内面化し、結果的に学力も低くなる（｢どうせ自分は何を

やってもダメな人間だ」など）可能性を示唆するものである。

6．パネルデータによる総合的分析

以上は第１回調査データを用いての分析であったが、ここではそうした現

象を時系列的に把握したい。そこで第２回調査データをマージし、パネルデー
タを用いた分析を行う。
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表３）学力の規定要因分析（パネルデータ）

従属変数：国数総合

独立変数

標準化係数確率

β

Ｉ性（女子）

地区・要保護

地区・非要保護

地区外・要保護

教師評価（小学校）

教師評価（中学校）

国算総合（小学校）

0.009

-0.065

-0.191

-0.072

0.007

0.156

0.573

＊＊

＊

＊＊

*＊ｐ<０１，＊ｐ<０５ R＝658*＊

表３は、第１回調査に第２回調査のデータを加えたものである。中学校時

代の学力（国数総合）に対して、地区・要保護がマイナスの影響を、中学校

時代の教師評価、小学校時代の学力（国算総合）がプラスの影響を与えてい

る。階層変数がマイナスの影響を与え、教師評価がプラスの影響を与えると

いう傾向は基本的には変わらない。小学校時代の学力が中学校時代の学力に

影響を与えるのも頷ける結果と言える。よってここまでは先ほどの結果と大

差ないものと言える。

では次に、そうした影響のプロセスも同時に概観したい。そのためにパス

解析を行う。パス解析を行った結果が次の表４である。

ここで見出される有意なパスは、「地区・要保護→教師評価（小学校）→

学力（小学校）→学力（中学校>」や「地区・要保護→教師評価（中学校）

→学力（中学校>」である。これらは最初に設定した分析モデルを複雑にし

たものであるが、基本的には、階層→教師評価→学力という枠組みは崩れて

いない。すなわち、「階層→教師評価（小学校）→学力（小学校）→教師評

価（中学校）→学力（中学校)」というパスが、ほぼ見出されたことになる。
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、

表４）学力の規定要因〈パス解析）

**p＜､ＯＬ*p<0.5

この結果から、中学校時代の学力を規定するのは小学校時代の学力も影響

していること、その小学校時代の学力も教師の評価の影響を大きく受けてい

ることが明らかになっている。教師の評価がいかに重要か、この結果からも

うかがえるのである。

おわりに

本研究の結果から、生徒の出身家庭の状況により学力格差が存在すること、

さらにその格差は教師の評価によってより広げられている可能性があること

が指摘された。つまり、地区生徒や要保護家庭の生徒の学力達成が低いのは、

厳しい家庭環境のためだけではなく、教師による低い評価も大きく関わって

いることが明らかになったのである。換言すれば、「あの子は同和の子だか

ら」とか「あの子の家庭は要保護だから」といったある種の先入観に基づい

て評価を下し、そうした評価が生徒たちのやる気などを失わせ、低学力へと
結びついていく可能性が示唆されたのである。

もっと別の表現を用いるならば、教師の評価が学力試験の得点よりも正確

に生徒の階層を予言しているのである。すなわち、教師の評価だけ見れば生

－３８－

教師評価(小学校）
Ｒ=､325

＊＊

国算総合(小学校）
Ｒ=､324

＊＊

教師評価(中学校）
Ｒ=､347*戦

国算総合(中学校）
Ｒ=､658*零

性（女罎子）

地区・要保鏑

地区・非要保護

地区外・要保溌

教師評価(小学校）

教師評価(中学校）

'五|算総合(小学校）

小
中

＊
＊

０
０
８
４

８
７
５
４

０
０
３
０

の
ｂ
●
■

０
０
０
０
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教師の評価と中学生の学力の関連性

徒の階層は判明するし、学力も予想がつくということである。こうした現象

は社会学ではラベリング理論によって説明可能である。教師の生徒に対する

｢まなざし」が階層問題に大きく荷担している可能性を示唆するものである。

むろん、こうしたことは教育現場ではあってはならないことである。教師も

意識的にそのような評価を行っているわけではなく、むしろこれは無意図的、

無意識的なものであろう。しかしながら、データが示すとおり、そうしたラ

ベリング効果が現実には存在しているようである。

もっとも、逆方向の影響関係が存在する可能性も残されている。ここで採

用したモデルは、「階層→教師評価→学力」であったが、もう一つ「階層→

学力→教師評価」というモデルも解釈可能である。つまり、教師の評価は階

層に基づいたものではなく、学力が低い事実に引きずられたものである可能

性もあるということである。ここでは教師の評価が学力の原因であるという

モデルを採択したが、学力が原因であり教師評価が結果であるという因果モ

デルも想定可能である。

これは理論的にはハロー効果として説明可能であるが、学力が低いという

一つの事実によって、他の部分（例えば性格や態度）の評価にまでかかわっ

てくることは現実問題としてはよくあることと言える。学力が低いという事

実から、基本的生活習慣も身についていないという評価が生じたり、自主性

や根気強さがないといった評価が生ずることは十分に考えられる。ここで見

られた教師の評価は、学力を反映したものであって、階層を直接反映したも

のではないという解釈も考えられるであろう。

また、学力が低いことにより教師の評価が低くなり、そのことがさらに生

徒の学力を低めるという、ループ関係（｢学力→教師の評価→学力｣）も現実

にはありうるだろう。実はこうしたループ関係や、どちらを原因とし、どち

らを結果とした方がより適切なモデルとなるかを検討する方法として共分散

構造分析というものがある。ここではその結果は示していないが、ここで採

用した重回帰分析やパス解析という分析に入る前に、共分散構造分析（詳し
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くは、BrighametaL1997，Freskol997,豊田1992，山本・小野寺１９９９

など）においてもモデルの検討を行っている。ここで採用したモデルはそ

うした検討を経たものであるといことを断っておきたい。つまり、他のモデ

ルの可能性を無視したわけではなく、もっとも適合度のよいモデルを採用し、

ここでの分析に用いたのである。

以上、いささか希望を失わせかねないような表現を用いてきたが、最後に

希望的観測として、分析結果を裏側から解釈しておきたい。

ここで得られた結果は、裏を返して逆の見方をすれば、家庭環境の厳しい

生徒でも、教師の評価次第で、学力が上昇する余地が残されているという可

能性をも示している。これは概念的にはピグマリオン効果として説明されう

るが、教師が先入観を捨て、客観的評価をしさえすれば、こうした問題は解

消されるかもしれないのである。現実的には難しいかもしれないが、多くの

場合、そうした先入観を持っているという自覚のないまま日々の教育実践を

行っている教師も多いことは事実であろう。まずはそうした先入観の存在を

知らせることから始めていく取り組みも重要であろう。
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