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教員免許更新講習受講後の松本大学に対するイメージの向上：	

集団式潜在連想テストによる検証	

 
     守	 一雄（教育学部学校教育学科） 
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Association Test 
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要約：松本大学では教員免許の更新講習を行っている。講習終了後にアンケートで

受講者による評価がなされているが、アンケートは必ずしも本心を答えるかの保証

がない。アンケートの欠点を補う手法として、回答者の潜在連想構造を探ることが

できる「潜在連想テスト (Implicit Association Test: IAT)」(Greenwald, et al., 1998)が開
発され、様々な研究領域で活用されてきた。本研究では、IATを集団で実施できる
ように改良したFUMIEテスト (Mori, et al., 2008) を用いて、受講者74名の「松本
大」に対する潜在イメージを更新講習（必修領域）受講前後で測定し比較をした。

その結果、松本大学に対するイメージは受講前から肯定的であり、受講後はそれが

さらに向上したことが確認された。 
[キーワード：大学イメージ、教員免許更新講習受講者、集団式潜在連想テスト、
学校教育教員] 
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Ⅰ．はじめに	

少子化が継続する中で全国の私立大学は学生定員の確保に苦労している（小川, 2016）。
平成29年度に新設された松本大学教育学部も初年度2年度と学生定員の確保ができなかっ
た。学生にとってより魅力的な大学となるようにして、志願者を増やすための種々のイメー

ジアップ対策が取られている。具体的には、テレビ等のマスメディアを使った大学の宣伝

や、高校生や保護者を対象とするオープンキャンパス、大学教員による高校などへの出前講

座や公開講座などである。 
本報告では、こうした直接に受験生増を目指す活動ではなく、大学本来の研究や教育を充

実させることで、大学の価値を高め、間接的にイメージアップができることを示したいと思

う。例えば、受験生やその保護者、高等学校の進路指導教員に向けた直接的な大学の宣伝以
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外にも、大学教員の優秀さをアピールすることで間接的に受験生に大学のイメージアップが

できることを大澤 (2017) が報告している。大澤 (2017) によれば、大妻女子大学は所属す
る教員に対する全学的な科研費申請への支援体制によって科研費取得実績が向上したこと

で、高校の進路指導教員などが大学教員の研究レベルを高く評価し、結果的に受験者増につ

ながったという。  
以上のように、直接的にも間接的にも大学のイメージアップを図る種々の試みがなされて

きているわけであるが、教員免許更新講習も、間接的に大学のイメージアップに関わる重要

な事業の一つである。講習会を主催する大学教員の実際の講義や授業が体験できるという意

味では、前述の出前講座や公開講座と似ている。しかし、出前講座などは無料で開講される

ことが多く、開講する大学側と受講する側とで「大学の宣伝」という位置づけが共通認識さ

れている。これに対し、更新講習は「真剣勝負」である。大学側は講習を有料で提供し、受

講者は6,000円程度の受講料を払って受講する。教員免許更新の可否に関わる合否判定がな
される試験も含まれる。授業料を払って受講する通常の4年間の大学教育を「6時間だけ切
り取った」ものとも考えられるわけである。受講する学校教員は、後述するように幼稚園か

ら高等学校までの広範囲に及ぶため、高校の進路指導教員のように間接的とはいえ、すぐに

受験生に影響するものではないが、学校の教員に良いイメージを持ってもらうことは大学に

とって重要であることに変わりはない。そこで、この更新講習による松本大学のイメージア

ップの影響を検証することを本研究の目的とした。 
松本大学教職センターでは、平成21年度から導入された教育職員免許更新制度（教員免
許更新制）において、更新を希望する学校教員のための「免許状更新講習」を文部科学省の

認定を受けて実施してきている。免許状の更新に必要な講習時間は30時間であり、そのう
ちの6時間はすべての受講者に必修とされ、更新の期間となる10年間における「教育の
新事情」をアップデートするものとなっている。この必修領域講習は、講習を担当する大学

等がそれぞれ特色をもった講習を行うことになるが、文部科学省が定める内容を含むものと

しなければならない。松本大学では、「教育の 新事情（必修領域）」という講習名称によ

り、次のような概要の講習を2組の担当者によって2講習開講している。 
新の教育事情を大きく(1)子どもの発達に関する脳科学、心理学等の 新知見に

基づく内容（特別支援教育に関するものを含む。）、(2) 子どもの生活の変化を踏
まえた課題、多様化に応じた学級づくりと学級担任の役割 、カウンセリングマイ
ンドの必要性(3)学習指導要領の改訂の動向等(4)学校を巡る近年の状況の変化につ
いてに分け、2項目で3時間、計6時間の講座となります。 
本報告では、報告者自身が担当した平成29年度の「教育の 新事情（必修領域）」の概

要を述べ、実施が義務付けられている受講者評価書（アンケート）に加えて、報告者らが開

発した集団式潜在連想テスト (Mori, Uchida, & Imada, 2008) による「松本大」への潜在イメ
ージの講習前後での測定結果について述べる。 
	

Ⅱ．平成29年度「教育の 新事情（必修領域）」受講対象者の概要 
教員免許の更新は免許取得後の10年ごとに行われる。そこで、平成29年度の講習受講者
は、免許取得後10年、20年、30年という３つの年齢集団となる。更新講習は更新前2年間
に受講することになっており、また、個々の教員の事情によって、免許状取得年齢が多少違

うため、平成29年度の当該講習を受講したのは、「取得後10年」のグループとして1979-
1984年生まれ（32-37歳）、「取得後20年」が1966-1974年生まれ（42-50歳）、「取得後
30年」が1961-1964生まれ（52-55歳）であった。そのほかに、1987-1988年生まれ（29-30
歳）の2名が含まれていたが、これは制度の改正によって栄養教諭も更新講習受講の対象と
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なったためである。それぞれの年齢グループは、24名、22名、28名と全体（74名）のほぼ
1/3ずつとなっていた。 
受講者を学校種別にみると、小学校教員が20名、中学校教員が19名、高等学校教員が

20名、とほぼ拮抗しており、そのほかに幼稚園教員（保育園、こども園を含む）が6名、
特別支援学校教員が5名、栄養教諭などその他が4名であった。年齢と学校種とのバランス
も同様にほぼ均等に分散していたと考えられる。 
更新講習会は全国で開催されており、どの講習を受講してもかまわない。そのため、大阪

府、愛知県、山梨県の受講者がそれぞれ1名ずつ含まれていたが、基本的には長野県内の受
講者であり、なかでも松本市およびその近郊から受講していた者がほとんどであった。 
	 受講者の男女比は、女性が47名、男性が27名と、ほぼ２対１の比率で女性受講者が多か
った。長野県の学校教育教員全体の男女比は55:45でやや男性が多い (長野県教育委員会
「平成22年度学校教員統計調査」https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku02/gyose/zenpan/ 
tokei/kyoin/h22.html）ことを考慮すると、当該講習には女性が多く参加していたことになる
が、その理由は不明である。（なお、今回の分析対象ではないが、平成30年度の同講習の
男女比もほぼ１対２と女性が多く、本講習では女性教員が選択する傾向が高いのかもしれな

い。） 
	 以上をまとめると、平成29年度の免許法更新講習「教育の 新事情（必修領域）」の受

講者74名は、男女比を除くとほぼ偏りのない平均的な長野県内の学校教員とみなすことが
できるであろう。なお、本講習では、4人ずつのチーム（２チームのみ5人）を作りディベ
ートを行ったが、各チームは年齢、性別、学校種などができるだけ均等になるよう考慮し

た。「教育の 新事情（必修領域）」の講習時間は昼食などの休憩時間を除く正味6時間で
あった。平成29年8月8日の午前午後を使い、1日での講習となった。 
	

Ⅲ．受講者評価書の結果とアンケート調査の限界 
1. 受講者評価書とその結果の概要 
免許更新講習では、文科省の定めに従って、受講者による講習の評価書を講習の 後に実

施することになっている。受講者評価書の評価項目は「資料１」に示すとおりである。全部

で12の評価項目のうち、⑥は講習の内容に関する５つの評価項目（①から⑤）を総合した
「講習内容についての総合評価」であり、⑪は受講者がどれだけ学んだかに関する自己評価

（⑦から⑩）を総合した「講習による自己研修の総合評価」である。そして、 終の⑫は

「運営面の評価」となっている。受講者は、それぞれについて以下のような4段階で評定す
ることが求められた。 
	

４：よい（十分満足した・十分成果を得られた）	

３：だいたいよい（満足した・成果を得られた）	

２：あまり十分でない（あまり満足しなかった・あまり成果を得られなかった）	

１：不十分（満足しなかった・成果を得られなかった）	

	 	

	 表-１は、評価項目⑥「講習内容についての総合評価」、⑪「講習による自己研修の総合
評価」、⑫「運営面の評価」について、上記4段階の評定の度数を示したものである。これ
ら3項目についての評定結果は文科省への報告が義務づけられているものである。受講者
74名のうちの大半（37-53名：50.0-71.6％）が評定値4「よい（十分満足した・十分成果を
得られた）」を選択しており、評定値3「だいたいよい（満足した・成果を得られた）」を
含めると95.9％以上が講習に満足していたことがわかった。 
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2. アンケート調査の限界 
	 受講者評価書による更新講習の評価は大変望ましいものであったことがわかったが、手放

しで喜ぶわけにはいかない。アンケート形式で回答を求めるような評価は、たとえ匿名で回

答してもらう場合でも、「アンケートの実施者が望むような回答」をしがちであるからであ

る。アンケートの回答のこうした歪みは、社会心理学などでは古くから知られていて「社会

的望ましさバイアス (Social Desirability Bias)」と呼ばれている (Paulhus, 1991)。どう答えても
「得にも損にもならない」回答なら、あえて否定的にするよりも寛容なものにするほうが気

持ちよく回答ができるため、回答者は肯定的に回答しがちなのである。さらには、回答者は

意図的に歪んだ回答をする可能性も排除できない。例えば、この受講者評価書は講習終了時

に匿名でなされ、「本評価は今後の免許状更新講習の改善と更新講習に関する情報提供のた

めに行われるものであり、あなたの履修認定に係る評価には一切影響を与えません（資料１

に示すように、下線つき）」という説明を明記した上で実施された。しかし、「履修認定に

係る評価」がなされる前であり、学校種や職名の記載欄もあり、匿名性の保証が十分であっ

たとは言えない。「不合格」とされる可能性が皆無ではない状況で、評価される側の受講者

が講習に対して否定的な回答をすることは躊躇われることが十分予想できる。実は、同年度

に開講された別の講師による同じ「教育の 新事情（必修領域）」における受講者評価書の

集計結果も⑥「講習内容についての総合評価」⑪「講習による自己研修の総合評価」とも

「評定値2」は84名中2名「評定値1」は0名とほぼ同様の結果であった。つまり、こうし
たやり方での受講者評価から得られる情報はほとんどないに等しい。 
	 アンケート形式での受講者評価には他にも問題点がある。講習後の評価だけでは、講習に

よって大学のイメージが向上したかどうかがわからないからである。更新講習は松本大学だ

けでなく、長野県内で言えば、信州大学などでも開催されている。松本大学での受講を選ん

だ受講者は、もともと松本大学に対して比較的良いイメージを持っていた可能性がある。過

去に松本大学での同様の講習を受講した同僚教員などの勧めがあったかもしれない。良いイ

メージを持ち、良い講習であることを期待して受講した結果、期待通りの講習だったとした

ら、大学への良いイメージは維持されるだろうが、それがさらに良いものとなったかどうか

はわからない。 
	 松本大学に対してどのようなイメージを持っているかを講習開始前にアンケート調査して

おき、同様の調査を講習後に再度行うことで、イメージの変化を測定することにすれば、こ

の問題は解決できるであろう。しかしながら、仮にそうした事前事後アンケートを行ったと

しても、前述の「社会的望ましさバイアス」などの影響は排除できないままである。 
	

Ⅳ．集団式潜在連想テストによる「松本大」のイメージの測定	

1. アンケートの問題点を排除できる調査方法：潜在連想テスト 
アメリカの社会心理学者グリーンバルドらは、アンケート調査の持つ問題点を解決するた

めの新しい社会的態度測定技法として、「潜在連想テスト (Implicit Association Test)」を開発

   表-1 平成29年度「教育の最新事情（必修領域）」受講者評価書の集計結果 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
評価項目                評定値4 評定値3 評定値2 評定値1 合計 

⑥「講習内容についての総合評価」 52人 19人  3人   0人  74人 

⑪「講習による自己研修の総合評価」 37人 35人  2人   0人  74人 

⑫「運営面の評価」     53人 20人  1人   0人  74人 
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した (Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998)。潜在連想テストは、認知心理学者によって研究
されていたプライミング効果 (priming effects) に注目し、測定対象となる概念（例えば「黒
人」と「白人」）の分類と、善悪の評価分類課題（「良い意味」と「悪い意味」）とを組み

合わせると、測定対象となる概念の分類のための反応時間に100ミリセカンド程度の差が生
じることを活用したものである。例えば、回答者が「黒人」と「白人」に対してどんな潜在

的態度を持っているかを調べるとすると、黒人と白人の顔写真や、黒人や白人に特徴的な名

前を分類する課題を実施する。パソコンの画面上に黒人か白人の顔写真（名前）を提示し、

黒人ならばキーボードの「Q」を左手で、白人ならば「P」を右手で、できるだけ速く押す
ことを求め、内蔵するタイマーで反応時間をミリセカンド単位で計測する。さらに、画面上

に単語を提示し、その単語が「良い意味の単語」か「悪い意味の単語」かの分類課題も行わ

せる。この課題でも、「良い意味」なら左手で「Q」を「悪い意味」なら右手で「P」を押
すよう求め、同様にタイマーで反応時間を計測する。潜在連想テストでは、この2つの分類
課題を交互に行わせることで、2つの課題の干渉によって生じる反応時間への影響を計測す
るのである。このとき、2つの課題の反応キーの組み合わせを入れ替えることで、「黒人／
良い意味」と「白人／悪い意味」の分類組み合わせと、「黒人／悪い意味」「白人／良い意

味」の分類組み合わせとを遂行させると、回答者の「黒人／白人」に対する潜在的な連想構

造によって、前者の場合の方が反応時間が速くなったり、反対に遅くなったりすることがわ

かる。これを逆に考えると、反応時間の違いによって、回答者の潜在的な連想構造の違いを

知ることができ、それは回答者の「黒人／白人」に対する潜在的態度を反映したものになる

というわけである。 
潜在連想テストは、回答者が意識的に回答を歪めることが難しく、結果的にアンケート調

査の難点を解決するものとなった。そのことから、潜在連想テストは社会心理学だけでな

く、心理学の幅広い領域で活用されるようになり、その有効性が研究者によって認められて

きた。また、開発者らによって実施手順などの改良も加えられ、現在ではアンケート調査の

問題点を補完する手法として も広く用いられる測定手法となった。 
しかし、潜在連想テストの実施のためには、回答者にパソコンの操作が求められるため

に、集団での実施は困難である。また、実施時間も30分程度かかるため、アンケート調査
のような簡便さに欠ける難点がある。そこで、守ら (Mori, et al., 2008) は潜在連想テストと
同じ原理を活用しつつ、パソコンを使わずに紙とペンだけで集団で実施ができるような「集

団式潜在連想テスト」を開発した。このテストは「FUMIEテスト」と名付けられ、特に学
校現場で広く活用されている。FUMIEテストの詳細、活用例、および「実施マニュアル」
については、内田・守 (2018) を参照いただきたい。 
 
2. 集団式潜在連想テストの実施 
本報告では、このFUMIEテストを使って、更新講習の前後で受講者の松本大学に対する
潜在イメージがどう変化するかを測定することとした。FUMIEテストでは測定対象となる
「ターゲット語」として「黒人／白人」のように対になったものだけでなく、「数学」など

を単独で用いることができる。そこで、本研究では「松本大」という単語を「ターゲット

語」とすることとした。標準的なFUMIEテストでは、評価語として「成功」「幸福」など
の良い意味を表す単語と、「失敗」「不幸」などの悪い意味を表す単語が用いられている。

そこで、ターゲット語もこれらと同様の2文字熟語であることが望ましい。しかし、「松
大」という略称はまだ定着しているとは言えないため、「松本大」という3文字表記を用い
ることとした。 
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FUMIEテストは、標準
的な実施手順（内田・

守、2018）にしたがっ
て、講習の開始前と終了

後のそれぞれ5分間を使
って実施した。また、実

施にあたっては、同テストが回答者の潜在意識を探るものであり、回答を希望しない場合に

は回答しなくてもよいことを告げた上で、回答結果をデータとして提供することに同意する

方だけにテスト用紙の提出をお願いするという「インフォームド・コンセント」の手続きを

取った。 
FUMIEテストの標準的な手続きは、以下の通りである。FUMIEテスト用紙はA3サイズ
（横長）に、「成功」「失敗」などの評価語のみがランダムに60語並んでいる「練習行」
が印刷されている。さらに、その下には、良い意味の評価語と悪い意味の評価語とターゲッ

ト語の「松本大」の3語がランダムな順序で20セット分60語並んだものが12行分印刷さ
れている。回答者は、それぞれの行について、20秒間にできるだけ速く「良い意味の単語
には◯、悪い意味の単語には×をつけること」が課題とされる。また、「松本大」について

は、行ごとに◯をつけるか×をつけるかの指示が出される。 
FUMIEテストの原理は、「松本大学に肯定的なイメージを持っている人は◯をつける課
題の方が×をつける課題よりも認知的な処理が容易であるために、◯をつける行の方が課題

遂行量が多くなる」ことである。逆に、「松本大学に否定的なイメージを持っている人は×

をつける課題の方が遂行量が多くなる」ことが予想できる。そこで、「◯をつけるよう指示

をする行」を3行分、「×をつけるよう指示をする行」を3行分、どちらも60秒分（20秒
×3行分）遂行させ、その遂行量の差を調べることで松本大学に対する潜在的イメージの測
定ができることになる。（テスト用紙には12行分の課題が印刷されているが、実際に使う
のは半分の6行分だけである。これは、「 後の1行」であることを知ると「終末努力」が
生じることを防ぐために、まだ課題が残っている状態で作業を打ち切るためである。）「◯

をつけるよう指示をする行」の遂行量から「×をつけるよう指示をする行」の遂行量を引き

算すると、肯定的なイメージを持つ場合は正の値となり、解釈がしやすい。ただし、単なる

差ではなく、差を全体の遂行量で除し、100倍することで「潜在連想指数 (IAQ100)」を 終

的な指標とする。これは「課題を100語分行った場合に、◯をつける課題の方が×をつける
課題よりもどれだけ多くの単語の分類ができるか」を示すものである。 
 
3. 「松本大」の潜在イメージの講習前後での変化 
	 受講者総数は74名であったが、「インフォームド・コンセント」の手続きによりデータ
提供に同意した者は、事前調査で63名、事後調査で64名であった。調査は匿名で行った
が、事前調査と事後調査との対応づけのために、「受講者番号」か（特定されることを望ま

ない場合は）「秘密の言葉」を用紙右上に記入するよう依頼した。それを用いて回答者の対

応づけをしたところ、事前事後両方の調査に参加した受講者は60名であった。そこで、こ
れら60名について以後の分析を行った。 
	 FUMIEテストの標準的な分析手続きにしたがって IAQ100を受講者ごとに算出した。表-2
は、講習の前後での IAQ100の平均値と標準偏差を示したものである。この結果から、受講
者は講習開始前から松本大学に対して肯定的な潜在イメージを持っていたこと、講習後には

その肯定的な潜在イメージがさらに肯定的になったことがわかった。この結果を1要因の分

表-2 受講者の「松本大」に対する講習前後での潜在連想指数 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
潜在連想指数IAQ100      事前       事後 

平均値 (N = 60)   2.78   5.08 

標準偏差    5.09  6.00 
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散分析してみると、講習後の潜在イメージの向上は統計的にも有意であることがわかった

（F(1,59) = 9.74, p < .05)。また、効果量 fも0.41とかなり大きいこともわかった。 
	 潜在連想指数の平均値は有意に上昇したが、個人レベルでは、60名のうち41名が上昇さ
せた一方、19名が下降させていた。これは、パソコン版の潜在連想テストと違って、
FUMIEテストの個人レベルでの信頼性はどうしても低くなりがちだからである。しかし、
この結果をノンパラメトリック検定した結果も統計的には有意に上昇が多かったことを示し

ていた（サイン検定 p = .0062）。 
 
Ⅴ．まとめ	

	 少子化による18歳人口の減少傾向が続き、大学は入学者の確保に相当の努力が必要とな
っている。そのためには大学のイメージアップによって、受験生がより魅力を感じてくれる

ような大学になることが求められている。松本大学でも、大学のイメージアップのための

種々の取り組みをしてきているが、本稿ではマスメディアやインターネットを活用した直接

的な大学の宣伝活動ではなく、大学の本来の研究や教育によって大学のイメージの向上がで

きることを示した。	 	 	 	  
	 具体的には、より良い教員免許更新講習を行うことによって、学校教員の受講者の持つ松

本大学へのイメージを向上させられるかどうかを、松本大学に対する潜在イメージの変化を

測定することによって検証した。対象となった回答者は平成29年度に更新講習「教育の
新事情（必修領域）」を受講した74名のうち、調査に協力することに同意した60名であっ
た。これらの受講者に対して、講習の前後に集団式潜在連想テスト（FUMIEテスト）を実
施したところ、受講者は講習前から松本大学に対して肯定的なイメージを持っており、講習

後にはそのイメージをさらに向上させていたことがわかった。 
	 受講者は学校教員であったが、高校教員の割合は3割程度であり、大学イメージの向上が
直接に大学受験生に影響力を持つわけではない。しかし、長い目で見れば、こうした地道な

大学の活動を通して松本大学のイメージを向上させていくことは受験生の増大につながって

いくことが期待できる。 
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資料１ 
様式第５号 

免許状更新講習受講者評価書 
開設者 松本大学 受講期間 平成29年8月8日 

講習名 教育の 新事情 

本評価は今後の免許状更新講習の改善と更新講習に関する情報提供のために行わ
れるものであり、あなたの履修認定に係る評価には一切影響を与えません。 
◎あなたの所属する学校種・職名・担当教科等について記入してください。 

学校種  職名  担当教科等  

◎以下の質問項目のあなたの評価について、評価基準の１～４の該当する番号を□
にご記入ください。評価の基準は以下のとおりとします。 

４：よい（十分満足した・十分成果を得られた） 
３：だいたいよい（満足した・成果を得られた） 
２：あまり十分でない（あまり満足しなかった・あまり成果を得られなかった） 
１：不十分（満足しなかった・成果を得られなかった） 

 

① 学校現場が直面する諸状況や教員の課題意識を反映して行われていた。 
 

② 講習のねらいや到達目標が明確であり、講習内容はそれらに即したものであった。 
 

③ 受講生の学習意欲がわくような工夫をしていた。 
 

④ 適切な要約やポイントの指摘等がなされ、説明が分かりやすかった。 
 

⑤ 配付資料等使用した教材は適切であった。 
 

⑥ 本講習の内容・方法についての（上記の①～⑤の視点を踏まえた）総合的な評価 
 

⑦ 教職生活を振り返るとともに、教職への意欲の再喚起、新たな気持ちでの取り組みへの契機と

なった。 

 

⑧ 教育を巡る様々な状況、幅広い視野、全国的な動向等を修得することができた。  

⑨ 各教育活動に係る学問分野の最新の研究動向、これまでの研修等では得られなかった理論・考

え方・指導法や技術等を学ぶことができ、今後の教職生活の中での活用や自らの研修での継続

した学習が見込まれる。 

 

⑩ 受講前よりも講習内容への興味が深まり、教員としての知識技能の厚みや多様さを増す一助と

なった。 

 

⑪ 本講習を受講したあなたの最新の知識・技能の修得の成果についての（上記の⑦～⑩の視点を

踏まえた）総合的な評価 

 

⑫ 本講習の運営面（受講者数、会場、連絡等）についての評価 
 

⑬ 感想を自由にご記入ください。 

 


