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はじめに

　～沖縄の子どもたちの自己肯定感の低さ

文部科学省による平成 30年度全国学力・学習

状況調査において実施された児童生徒アンケート

結果の中で，自己肯定感について尋ねた質問項目

がある。その中で自己肯定感の肯定率（「自分には，

よいところがあると思いますか」のあてはまる率）

は小学生が 83.9％に対して中学生は 78.8％となっ

ており，中学生の方が低いことが示されている（文

科省，2018）。また沖縄県の中学生の自己肯定感

の肯定率はさらに低く 76.6％となっており，47

都道府県中 43位となっている。

本稿の目的は，低いとされる沖縄の中学生の自己

肯定感を，合唱コンクールを通して向上させること

ができるかどうかについて検討することである。

高垣（2004）によると，自己肯定感とは「自分

自身のあり方を肯定する気持ちであり，自分のこ

とを好きである気持ち」であるとしている。自己

肯定感が高い子どもは，ストレスへの積極的対処

行動が多く，逆に，自己肯定感が低い子どもは，

ストレスへの消極的対処行動が多いとされている

（細田・田嶌，2009）。また，竹田ら（2003）は，

自己肯定感が高い者は学校での他者との関わりや

出来事に対する不安が生じにくいと指摘してい

る。さらに，久芳ら（2005）は，中学生の自己肯

定感と人との関わりとの関連について，友人との

関わり，家族との関わり，教師との関わり，いず

れについても自己肯定感が高いほど人との関わり

が良く，それゆえに自己肯定感が高くなるという

相互に影響があることを示唆している。このこと

から自己肯定感を高く保つことは，子どもたちが

社会生活を送る上で非常に重要であるため，学校

生活が主な場となる中学生にとって自己肯定感を

高める支援は，極めて重要であるとされている。

学校生活において中学生の自己肯定感を高める

可能性があるものとして特別活動が挙げられる。

中学校における特別活動は，学級活動，生徒会活

動，学校行事に分けられ，さらに，学校行事は，

儀式的行事，文化的行事，健康安全・体育的行事，

旅行・集団宿泊的行事，勤労生産・奉仕的行事の

５種類に分けられる。

学校行事と自己肯定感の関連について扱った

研究としては，「リズム・アンサンブルと学級の

集団凝集性，集団離散度，自己肯定感」（古積，

2008），「体育祭と文化祭での学級劇の活動と成就

感」（樽木，2009），「集団宿泊的行事と自己信頼感」

（佐伯ら，2007）などが挙げられ，さまざまな学

校行事が生徒の行動や態度，意識に対してポジ

ティブな影響を与えていることが示されている。

学校行事が多くあるなかで「合唱コンクール」

は実施例が多い。ただし近年，９割弱の学校が，

授業時間数確保のために学校行事の精選を行って
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いることや，必修科目を中心とした教育課程の編

成から音楽科教育は減少している。しかし，合唱

コンクールが該当する，学校行事の中の文化的行

事は「生徒が学校生活を楽しく豊かなものにする

ため，互いに努力を認めながら協力して，美しい

もの，よりよいものをつくり出し，互いに発表し

合うことにより，自他のよさを見付け合う喜びを

感得するとともに，自己の成長を振り返り，自己

のよさを伸ばそうとする意欲をもつことができる

ようにする」ことをねらいとしている。

音楽活動の中でも歌唱や合唱は日常的にクラ

スや学年全体で楽しむことができるとともに歌詞

を通して生徒の情緒面に深く作用することから，

一人ひとりの豊かな心を育むことができると考え

られている。また Smeets（2007）は，合唱には

次代の社会を担う自立した人間を育てる機能があ

ると説き，「目標・目的に向かって，共同，協力

する能力。問題を分析し，解決のために努力する

能力。その過程で，それぞれが社会的責任を果た

す能力。演奏会を通して，誇り，自尊心や自信を

持つことが出来る。また，集団で責任を持ち，そ

れぞれがその責を果たすという行為は，暴力や差

別に対して立ち向かう能力の獲得につながる」と

述べている。さらに，Clift，S，& Hancox，G（2010）

は合唱の効果として，合唱による心理的幸福感や

健康増進感の向上を挙げている。つまり，合唱に

は仲間同士のつながりや支え合いのきっかけとな

り社会性を育む効果があると考えられる。

同時に皆でその曲を練習し，徐々に仕上げて

いき，本番でそれを発表する「合唱コンクール」は，

子どもたちがお互いに，相手の表現を的確に受け

取り，自分の意見や感情を的確に表現し伝えるこ

とで対人関係が良好になり，自己肯定感を高める

効果があると考えられる。

以上のことから，本稿では，合唱コンクール

の効果について実証的データから検討したい。

１．本研究の目的と仮説

本研究では，中学生において，子どもたちの

行動や心理状態に大きな影響を与えていると考え

られる学校行事のうち，合唱コンクールに焦点を

当てる。合唱コンクールが自己肯定感にどのよう

な影響を与えるのかについて，合唱コンクールの

取組前と取組後に質問紙調査を実施することによ

り，検討を行う。

よって仮説は，「合唱コンクールによって，人

間関係が良好になり，自己肯定感が高まる」とし

たい。

２．方法

　⑴　調査対象

　事前調査は，合唱コンクールを行う県内の

公立中学校に通う440名（中学１年生163名，

中学２年生123名，中学３年生154名），合唱コ

ンクールを行わない県内の公立中学校に通う

129名（中学１年生45名，中学２年生38名，中

学３年生46名），計569名を対象に行った。以

上２校は同じ地区に位置する。

　事後調査は，合唱コンクールを行った県内

の公立中学校に通う471名（中学１年生155名，

中学２年生157名，中学３年生159名），合唱コ

ンクールを行わない県内の公立中学校に通う

114名（中学１年生34名，中学２年生35名，中

学３年生45名），計585名であった。

　事前・事後でのべ 1,154名を対象に行った。

　⑵　調査時期

　　　2018年 10月から 12月にかけて実施した。

　⑶　質問項目

　使用した質問紙は①フェイスシート，②合

唱コンクールに対する意識，③自己肯定感意

識尺度，④学級雰囲気尺度などである。以下，

具体的に示す。

　　①　フェイスシート

　調査の目的や注意点に関する教示を記載

し，調査対象者の学年，クラス，出席番号，

性別の記入欄を設けた。

　　②　合唱コンクールに対する意識（５項目）　　

　河本ら（2016）で用いられた，中学生の

合唱コンクールへの取り組みへの影響を測

定する尺度を用いた。「合唱コンクールは

Figure１　仮説モデル

自己肯定感

（事前）
合唱コンクール 自己肯定感

（事後）
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楽しみだ（楽しかった）」，「聴いている人

に感動を与える合唱にしたい（できた）」，

「みんなで心をひとつにして合唱コンクー

ルを成功させたい（させた）」，「合唱の練

習を真剣に取り組みたい（取り組めた）」，

「合唱コンクール本番で達成感を感じたい

（感じた）」の５項目から構成され，「　」

内の文章は事前での問いかけであり，（　）

の言葉は事後での問いかけで文末を過去形

にした。事後調査では，その項目に「合唱

コンクールの練習は楽しかった」，「合唱コ

ンクールの練習はクラスメイトと仲良くで

きた」の２項目を追加し構成した。回答は

「１．あてはまらない」，「２．どちらかと

いえばあてはまらない」，「３．どちらかと

いえばあてはまる」，「４．あてはまる」の

４件法で求めた。

　　③　自己肯定意識尺度（全 41項目）

　平石（1990）で用いられた，健康性の

次元として肯定性―否定性の次元を想定

し，自己肯定性次元を測定する尺度を用い

た。対他者領域と対自己領域の２つ，そし

て，それぞれの領域はさらに３つの下位因

子から構成されている。対他者領域は「自

己閉鎖性・人間不信」，「自己表明・対人的

積極性」，「被評価意識・対人緊張」の３因

子 22項目，対自己領域は「自己受容」，「自

己実現的態度」，「充実感」の３因子 19項

目で構成されている。回答は「１．あては

まらない」，「２．どちらかといえばあては

まらない」，「３．どちらともいえない」，「４．

どちらかといえばあてはまる」，「５．あて

はまる」の５件法で求めた。

　　④　学級雰囲気尺度（全12項目）

　三島ら（2004）で用いられた，中学生が

学校で日常的に感じる学級雰囲気の程度

を測定する尺度を用いた。「規律」，「楽し

さ」，「認め合い」の３つの下位尺度からな

り，各４項目の計 12項目で構成されてい

る。回答は「１．全くあてはまらない」，「２．

あまりあてはまらない」，「３．どちらとも

いえない」，「４．少しあてはまる」，「５．

あてはまる」の４件法で求めた。

　　⑤　合唱コンクールに向けての練習時間

　「クラスで行った合唱コンクールの練習

時間」，「担任と一緒に行った合唱コンクー

ルの練習時間」を 12件法で求めた。

　⑷　手続き

　それぞれの公立中学校の校長先生に質問紙

調査の説明と調査依頼を行い，承諾を得た。

その後，各担任に教示文と質問紙を配布し，

各学級で質問紙調査を実施した。質問紙を配

布する前に，回答は統計的に処理されるため，

個人が特定されることはなく研究目的以外で

使用しないことを伝えた。所要時間は約 15

分であった。

３．結果　

　⑴　自己肯定感の比較

　先ほども述べたように，自己肯定感は「対

自己領域」と「対他者領域」に分かれる。そ

して先行研究に基づき，前者には「自己受容」

「自己実現的態度」「充実感」の３因子，後者

には「自己閉鎖性・人間不信」「自己表明・

対人積極性」「被評価意識・対人緊張」の３

因子を想定する。

　ちなみに「自己受容」は「自分の個性を素

直に受け入れている」といった項目から，「自

己実現的態度」は「情熱をもって何かに取り

組んでいる」といった項目から，「充実感」

は「自分はのびのびと生きていると感じる」

といった項目から，「自己閉鎖性・人間不信」

は「自分はひとりぼっちだと感じる」といっ

た項目から， 「自己表明・対人積極性」は「人

前でもありのままの自分を出せる」といった

項目から，「被評価意識・対人緊張」は「人

に気をつかいすぎてつかれる」といった項目

からなっている。

　こうした項目から得られた得点をわかりや

すく 100点満に変換し，因子ごとに事前と事

後の得点を比較したものが次の表である。対

応のある t 検定を行った。
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　表からわかるように，予想に反し，得点の

変化はほとんど見られなかった。なし群，つ

まり合唱コンクールを実施しなかった中学校

の得点が変化しないのは仮説どおりではある

が，あり群，つまり合唱コンクールを実施し

た中学校の得点もほとんど変化していない。

「自己受容」「充実感」のようにむしろ得点が

下がっているところさえある。

　一部仮説を支持する結果が得られたのは，

「被評価意識・対人緊張」についてである（５％

水準で有意）。対人緊張得点が低くなってい

るので，対人緊張が緩和されたということで

ある。

　以上のことから，合唱コンクールを実施し

さえすれば人間関係が良好となり自己肯定感

が向上するとは単純には言えないようであ

る。

　⑵　合唱コンクールの熱心度によるグループ分け

　そこで視点を変え，それぞれの生徒が合唱

コンクールにどの程度熱心に取り組んだかを

加味して分析を行う。具体的には，先ほど質

問項目の説明２．⑶②でふれた合唱コンクー

ルに対する意識である「合唱コンクールは楽

しかった」，「聴いている人に感動を与える合

唱ができた」，「みんなで心をひとつにして合

唱コンクールを成功させた」，「合唱の練習を

真剣に取り組めた」，「合唱コンクール本番で

達成感を感じた」の５項目を用い，その得点

が高いほど熱心に取り組んだと解釈し，グ

ループ分けした。

　グループ分けは，これら５項目を主成分分

析により１つにまとめ，その主成分得点をも

とに人数を 33％ずつ区切ることで３群に分

けた。得点上位群を「熱心群」，中位群を「通

常群」，下位群を「不真面目群」と命名し，

これに合唱コンクールを行っていない生徒を

「非開催群」として計４グループを設定した。

　この４群間で比較を行うが，従属変数に

は「自己肯定感の伸び」を用いる。なお「自

己肯定感の伸び」は，先ほど Table１に示

した数値である「事後調査の自己肯定感得点

（100点満点）」から「事前調査の自己肯定感

得点（100点満点）」を差し引いた値で示す

こととした。よって自己肯定感が向上してい

れば値はプラスとなり，低下していればマイ

Table １　自己肯定感得点（100 点満点）の変化

あり なし

因　子 時期 M M

自己受容
事前 78.5＊＊ 80.7

事後 76.6 78.7

自己実現的態度
事前 72.0 70.0

事後 71.5 69.2

充実感
事前 73.5＊ 70.4

事後 72.3 70.6

自己閉鎖性・ 事前 48.9 49.6

人間不信 事後 48.7 51.4

自己表明・ 事前 64.6 63.9

対人積極性 事後 64.2 63.9

被評価意識・ 事前 51.1＊ 49.5

対人緊張 事後 49.7 48.8

p <.01＝＊＊

　p， <.05＝＊

Table ２　自己肯定感得点（100 点満点）の伸び（対自己領域）

熱心群 通常群 不真面目群 非開催群

因　　子 M SD M SD M SD M SD

自己受容 0.67 0.93 -3.65 1.04 -2.67 1.14 -2.03 1.58

自己実現的態度 1.38 0.83 -1.16 0.78 -1.81 0.98 -0.74 1.29

充 実 感 0.9 0.83 -1.71 0.94 -2.94 1.12 0.21 1.12
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ナスとなる。

　１要因４水準の分散分析を行った結果が上

の表とグラフである。

　分析の結果，合唱コンクールを熱心に取り

組んだ熱心群は「自己受容」（F（3,497）＝

2.679，p<.05），「自己実現的態度」（F（3,491）

＝ 2.199，p<.10），「充実」（F（3,485）＝ 3.118，

p<.05）のすべてで得点の上昇が見られたの

に対し，他の群は軒並み下降していることが

わかる。

　なお，「対他者領域」については有意な結

果が得られなかった。

４．考察

　本研究の目的は，中学生において，子どもたち

の行動や心理状態に大きな影響を与えていると考

えられる学校行事のうち，合唱コンクールに焦点

を当てることで，合唱コンクールが自己肯定感に

どのような影響を与えるのか検討することであっ

た。そこで，合唱コンクールの有無と，合唱コン

クールの取組前と取組後を比較することで，自己

肯定感が高まるという仮説のもと，研究を行った。

　合唱コンクールを行うことで自己肯定感が高ま

ると予想したが，実際は予想したほどの高まりは

見られなかった。ただし，合唱コンクールの取り

組み方から４群に分けた分析では，合唱コンクー

ルを熱心に取り組んだ生徒である「熱心群」で自

己肯定感の伸びが見られた。このことから，仮説

は一部支持されたと言える。

　そしてより注目したいのは，合唱コンクールに

ただ参加すれば自己肯定感が高まるのではなく，

生徒が合唱コンクールに対して意欲があり積極的

に取り組むことによってしか自己肯定感の高まり

は期待できないことが示された点である。つまり，

学校行事を機械的にこなすだけでは，効果はほと

んどないということである。

　それどころか，そうした行事はかえって自己肯

定感を低くする可能性さえある。実際，本稿でも

事前から事後にかけて全体としての得点は下がる

傾向を見せている（Table１参照）。例えば，中

学３年生で考えれば，高校受験が近づいてくるこ

とによって，対人関係は悪化する可能性もある。

そうした微妙な時期に，学校行事に消極的に関わ

れば，かえって逆効果となってしまうこともある

だろう。

　教師は以上のようなことを念頭に置き，指導を

行う必要があるだろう。

おわりに

　冒頭で述べたように，沖縄県の中学生の自己肯

定感の肯定率は，47都道府県中 43位という低さ

である。沖縄県の中学生の自己肯定感を，合唱コ

ンクールを通して向上させることができるかどう

かについて検討したが，その向上はあらためて言

Figure２ 自己肯定感得点の伸びについての 4群間比較（対自己領域）
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うまでもなく容易ではない。ただ単に参加するだ

けではなく，積極的に取り組んだ生徒ほど効果が

あったことをふまえ，そのような環境を教師側も

作っていく必要があるだろう。

　ただこのような意義があるにもかかわらず，近

年，合唱コンクールや体育祭，文化祭などの行事

は「精選」の名のもとに減少傾向にある。以前は

体育祭で活躍することにより，自己肯定感を高

めることができた生徒が多くいたかもしれない

が，そうした機会の減少により，学習場面以外で

評価を得ることが難しくなってきている可能性も

ある。多様な機会の減少により、ますます自己肯

定感の維持が困難になっていると考えらえる。特

に学力が低いことで知られる沖縄の子どもたちに

とって、学習場面以外での活躍の場は貴重な機会

となり得るに違いない。

　合唱コンクール限らず，学校行事の効果を今一

度見直すことが重要であろう。
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