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第 3 章 教師と生徒の関係 

 教師と生徒の関係について述べる前に、一般的な人間関係についての研究成果を概観してみ
よう。まず「共感ギャップ」と呼ばれる興味深い現象がある。共感ギャップとは、人が他人の

立場に自分を置くことができない場合に発生する。たとえば、穏やかで安心感に浸っていると

きに、他人の痛みや不安感を理解するのは難しいものだ。だから、いじめられたことのない人

には、その辛さは想像できない。そうした痛みがわかるのは、自分もいじめられた経験のある

人だけだ。そこで、経験のない人は、他人の痛みを過小評価することになる。他人の痛みはわ

からないものなのだ。  
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	 同様に、権力を持つ地位にある人は自分の決定が他人どれだけ悪い影響を与えるかを過小評

価しがちである。攻撃性についての研究は、暴力をふるう者が巧みに自己正当化をしているこ

とを明らかにしている。彼らは自分の暴力行為の言い訳を考え、正当化する一方、相手に与え

た損害の大きさを過小評価し、被害者にも落ち度があると責任転嫁をする。これに対し、被害

を受けた側は憤りを感じるだけでなく、時間とともに怒りを増幅させ、いつか報復してやると

まで考えるようになる。 

	 このような認識のギャップは「雪だるま効果」や「負の連鎖」と呼ばれる悪循環を引き起こ

し人間関係がさらに悪化していくことになる。ちょっとした小突きが報復されることで、さら

なる攻撃の正当化につながり、暴力行為がエスカレートしてしまう。こうした悪循環によって

人間関係が壊れてしまうことはよくあることで、ときには深刻な結果を引き起こすことさえ起

こる。親子のように固定された人間関係の場合には、関係悪化の連鎖増幅によって死人が出る

ような悲劇的な結末にまで至ることがある。 

 

良好な関係を築くことの効果 

	 幸いなことに、人間関係がここまで壊れることはめったにない。ほとんどの場合、人間関係

はうまくいっているものだ。行為の連鎖は、互いによい関係を築く方向にも働き、豊かな社会

関係が維持される。教師が生徒との好ましい人間関係を築くことに関心を持つのも当然であ

る。小学校低学年が生活適応パターンの発達において重要な時期であることは多くの調査研究

で明らかにされている。人間関係は連鎖的に深まっていくものであるから、教師と子どもたち

が初めの段階から適切な関係を築くことはお互いの信頼と愛情を育み、長い学校生活における

利益をもたらすことになる。 

	 ニューヨーク大学のエリン・オコーナーら (2011) は、アメリカ国立小児保健発達研究所の調
査データを使って、1,364人の児童について教師との人間関係と問題行動の連関について分析し
た。この調査では教師たちが児童一人一人との関係の親密さ・温かさを評定し、子どもたちの

トラブルの有無などを報告していた。分析の結果、小学校1年生のときに教師と友好的な関係
を築いていた子どもは、(a)その後、反社会的行動など問題の外在化を引き起こすことが少な
く、(b)1年生のときに心理的問題を抱えていた場合でも、その後の問題行動の悪化が防止できて
いたことが確認された。 

	 高校レベルでも教師と生徒の関係が永続的な効果を持つことは、 近アメリカでなされた研

究で確認されている。この研究では、専門能力開発訓練プログラムによって高校教員に人間関

係の改善方法を教えた。その結果、生徒との関係改善は生徒の成績を著しく向上させた。プロ

グラム実施の翌年には、生徒のパーセンタイル順位が9ポイントも上昇したのである。訓練を
受けた教師はクラス生徒との関わり方を改善させ、そのことがすぐにではないまでも、生徒た

ちの学びと動機づけに効果として現れたわけである。 

 

親密さと不和 
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	 ヴァージニア大学のロバート・ピアンタら(2009)もまた、前述のオコーナーら(2011)と同じア
メリカ国立小児保健発達研究所の調査データを使って、幼稚園時代の教師との人間関係の影響

が小学校6年時にどのように現れてくるかを縦断的に分析した。ピアンタらは、教師との親密
さと不和 (conflicts) に注目した。親密さとは教師との感情的な結びつきを意味し「困ったら、
私に甘えてくるだろう」などの質問項目への教師の回答で判断された。教師側から見てコント

ロールできている子だったと言えよう。こうした子どもたちは、教師があまり親密さを感じな

かった子どもたちに比べ、小学校での適応が全般的に良いことがわかった。 

	 一方、ピアンタらが「不和」とみなしたのは、教師が「この子は手が焼ける子だ」という回

答をしたような子どもたちだった。相関分析によると、こうした子どもたちは小学校で不登校

になりがちで、学校での活動もやりたがらない子どもだった。また、攻撃的で社会性に欠ける

傾向があった。こうした研究結果に加え、当然ではあるが、子どもと不和になることは教師側

にとってもストレスになりやすく、仕事のやりがいを削ぐことになりやすい。現に、職業的満

足度を低く回答する教師は、子どもとの不和を報告しがちであり、子どもへの感情的な支援も

あまり行えていないということも明らかにされている。	   

	 もちろん、こうした研究結果は過剰解釈しないように注意しなければならない。この研究は

相関研究であり、どちらが原因でどちらが結果であるのはわからないからである。それでも、

残念ながら教師との人間関係が子どもたちの学校生活での不適応の原因になりうることを心に

留めておく必要がある。「子どもに手を焼く」と回答した教師は、実際に個性的な子に振り回

されているのだろう。そうした特別な子どもに過剰反応しないことが必要だが、教師には難し

いことである。扱いが難しい子どもがいることは、教師たちもよく口にすることであるが、だ

からと言って「負の連鎖」を引き起こしてよいわけではない。 

	 協力的でない子どもと親密な関係を築くのは簡単ではない。ついつい厳しく対応してしまう

ことになりがちである。感情を隠そうとしても漏れてしまうことが社会心理学の研究で明らか

にされている。協力的でない子どもにもやさしく接しようとしても、不快に思う感情を隠しき

れないことが起こりうる。その結果、思わず強い口調になってしまったり皮肉っぽい言い方に

なってしまったりするのである。 

	 非協力的な子どもを罰することはどんな理論も推奨しない。むしろ、多くの研究が懲罰的な

対応を否定している。たとえば、オーストラリアのある調査でも、高校生は叱られても自分の

責任を感じるよりも、教師に嫌われたりいじめられたりしたと捉えることが示された。こうし

た教室運営の問題は章末の参考文献に譲りここではこれ以上触れない。しかし、懲罰的な管理

方法が子どもたちの表面的な服従にしかつながらないことは多くの研究によって揺るぎのない

事実とされてきている。 

	 懲罰的な教室運営は教師の自滅行為に等しい。子どもたちを服従させることは、他のもっと

重要な教育目標を損なってしまうからである。どのような対人関係においても嫌悪的な方法は

強い感情的反応を呼び起こし、お互いに感情的になって「負の連鎖」を引き起こしてしまう。

その結果、怒りの感情が蓄積されたり、無気力になってしまったりする 悪の結末になってし

まいかねない。 
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緩衝帯としての学校 

	 教師との人間関係は、子どもたちの適応にも重要である。発達障害を抱えるような子どもた

ちは周囲の大人に頼りがちである。学校生活に適応するための多くの障害は、教師からの親密

で暖かい支援があれば軽減できる。教師とのよい関係が反社会的な行為などの様々な問題の発

生を防ぐ働きがあることは、種々の調査結果によっても明らかにされている。 

	 子どもの家庭環境が支援的でない場合、学校が社会的・文化的学習の主要な源となり、教師

との関係を通して人間関係を学ぶことになる。そうした子どもは家庭生活で適切な大人との人

間関係が学べないため、代わりに学校の教師が社会生活に必要な大人との付き合い方を教える

役割を担うことになる。つまり、学校には緩衝帯としての役割もある。 

発達の調整スイッチ機能 

	 学校における人間関係の重要性についての研究から明らかなことは、学校の持つ調整機能で

ある。これはスイッチボードのようなものだ。スイッチがどの位置に入っているかによって、

適切なことがらが生じやすくなる。良いことが起こると、それは別の良いことにつながる。一

方、悪いことにつながるのを弱めたり止めたりするスイッチもある。防護回路のようなもの

だ。発達遅滞の傾向がある子どもも、学校で教師と良い関係を作ることで、発達の仕方に良い

変化をもたらすことができる。そのほかにも学校環境における種々の要因が発達における諸問

題から子どもたちを守る働きをする。 

	 しかし、そのスイッチが適切な位置に入っていないと良い影響を与えるはずの種々のことが

らが互いに働きあうことがなくなり、発達が順調に進んでいかなくなる。良い人間関係が形成

できないと子どもは目的を失い、学校教育の目的も果たせなくなってしまうのだ。教師は子ど

もたちに良い影響を与えたいと考え、スイッチが良い位置にセットされるよう努力している。

そこで、子どもたちと良い関係を構築することが 初の目標となるのだ。それは子どもたちの

生活に強い影響を与えるとともに教師自身の職業的地位を確立することにもつながる。 

スイッチを入れ合う 

	 では、どうすればスイッチを良い位置に入れられるだろうか？それは教師たちが子どもたち

と良い人間関係を構築することである。ここで言う「良い関係」にはクラス全体との関係も

個々の子どもとの関係も含まれる。この章で述べてきたように、教師力向上のためには教師と

生徒の良い関係を作り上げることに焦点をあてるべきなのである。 

	 ボストン子ども病院のドリスコールとピアンタは、子どもと教師の関係向上のための興味深

いアプローチの効果を実験的に検証した。彼女らの研究では、問題を抱えた就学前の子どもが

毎日数分間、教師と１対１で関わるようにする試みがなされた。この１対１の短いセッション

(Banking Time)は、カウンセリングで言うところの非指示的で幼児主導のものであった。試みは
6週間続けられ、子どもたち自身には直接の影響が見られなかったものの、教師が子どもたちを
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見る目に良い変化が生じることがわかった。教師たちは「子どもたちとの関係がより親密にな

った」と評定した。このことから、教師が個々の子どもと「子ども中心の関わり合いの時間」

を持つことが、子どもとの人間関係の向上に有効であると結論できるだろう。わずかな時間で

も定期的に個々の子どもの話を聞くことで子どもたちの生活を大きく変えられるのである。 

	 このように学校での良好な関係は家庭環境に恵まれない子どもを守ることができるという証

拠がある。しかし、別の側面からの研究成果も得られている。教師が子どもに十分な働きかけ

ができない場合でも、親からの良い影響によって補えることが確認されているのである。低所

得家庭の9-16歳の生徒とその母親および教師について調べたアメリカのある研究では、教師が
生徒に十分な期待をしていない状況でも、母親が積極的な支援をすることで子どもたちを守る

ことができることを報告している。この研究をしたベナーとミストリー自身の言葉を借りれば

「これは、母親から高い期待を得られていれば、教師からの期待が低くても生徒はちゃんとや

っていけるという証拠 (Benner & Mistry, 2007, p. 151)」だということになる。 

	 つまり (a) 教師との良好な関係は家庭の劣悪な背景要因の影響を緩和することができ、(b)親
との良好な関係は教師の関係が多少悪くともその影響を緩和することができるということであ

る。しかし、ベナーとミストリーが見出したさらなる事実は、 も成績の良い生徒は家庭から

も学校からも同じように好影響を受けているということである。つまり、親と教師の両方と良

好な関係ができ、両方から良い影響を受けている生徒は、 も成績の良い生徒になることが予

測できる。逆に、親からも教師からも期待をかけてもらえない生徒は、 も成績も低くなって

展望： 子どもから青年までの教師との人間関係がなぜ重要なのか 

	 「共感ギャップ」のせいで、子どもたちが「自分たちを教えてくれている身近な人々を尊

敬している」ということにも私たちはなかなか気づかないことになる。良い人間関係は発達

を通して良い影響を与える。ピアンタ博士の継続的研究から得られた驚くべき発見の一つ

は、幼稚園時代の教師との関係の影響がその後の学校教育期間中ずっと続くということであ

る。縦断的調査の結果、幼稚園で教師と良い関係であった子どもは、10年後も良い関係を築

けている。教師と良好な関係は持続的であり「良い連鎖」を引き起こすようである。良い関

係は良い経験となり、その良い経験は良い関係を促進するからである。 

 教師との親密な関係が不適応を減らすのは、学びに必要な信頼が築かれるためとも考えら

れる。第1章で述べたように、学ぼうとすることにはかなりの投資（努力）が必要だ。そこ

で学ぶためには「学べる」という自信が必要なのである。また、新しいことを経験したり考

えたりすることを喜んで受け入れる心を持つことも求められる。さらには、自分が間違うか

もしれないことを理解し、叱られることも覚悟しなければならない。子どもたちにとって、

学ぶことはリスキーな仕事なのである。だからこそ、教師との良い関係によって学ぶことへ

の信頼が得られることが重要なのである。教師を信頼できれば、子どもは間違いを恐れなく

なり、自信を持って助けを求めたり挑戦を繰り返したりするようになる。最初はできなくて

もバカだと思われたりしないのだと教師を信頼できるのである。 

 この章は「共感ギャップ」の研究に注目することから始めた。最後は、同じ社会心理学の

領域に由来する他の関連する知見を引用して締めくくりたい。人は自分と似ていない人より 
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しまうと予想される。こうした研究結果は、すべての子どもにとって「良い影響を与えてくれ

るような大人が必要である」ということを示しているわけである。 
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   も似ていると感じる人と共感しあおうとすることはよく知られた事実である。人々の共感

は、集団への忠誠心、社会的アイデンティティ、文化的結束と密接に結びついている。一方

で、新しい集団に加わるとすぐに忠誠心を変えることができることも知られている。ヒトは

生まれつき、驚くほど簡単に「別のチームに移籍できる」能力を持っているようである。チ

ームプレーを重んじる一方で、良い条件が提示されれば簡単に新しいチームに移籍もできる

のである。 

 幼い子どもたちは他人に共感できるものの、他人の視点で物事を見ることは難しいことも

よく知られたことである。本章で述べたように、規則や慣習に従って公平に課した罰であっ

ても、子どもたちは自分が受ける罰を大人のせいにしがちである。他者の視点を真に理解す

る能力は青年期後期または成人期初期になるまで確立されない。 

青年期の（未）成熟についての新しいエビデンス 

	 科学的研究によるとヒトの脳の成熟は思春期までの長い期間が必要とされると論じられて

きた。認知能力と思考能力は青年期初期までに十分に発達するが、社会的・情緒的成熟には

さらなる年月が必要とされる。例えば、リスクマネジメント技術を身につけることは青年期

後期になってもまだ不十分である。青年たちは「自分が不死身だ」と信じていると考えられ

てきた。高速で運転したり危険な薬を試したりしても大丈夫と思っているのだともみなされ

てきた。しかし、この説明は魅力的ではあるが正しくないようだ。そもそもそうした証拠は

得られていないし、青年たちが大人とそう違っているわけではない。成人との違いはごくわ

ずかであるように思われる。質問紙調査などでは「不死身仮説」にもかかわらず、青年たち

の多くは選択と決定のコスト・ベネフィットを正しく理解して判断できるだけの成熟した能

力を示すことが報告されている。 

 それでも最近の研究によるとリスク評価の正確さは青年期の後でも向上し続ける。十代の

うちは越えてはいけない線があることを知っているが、それがどこであるかが不確かなよう

だ。このような判断には、分別のある大人がモデルとなれるかどうかが大きく影響する。青

年は刺激を求める傾向が強く恐怖に怯えないという特徴がある。例えば、ギャンブル行動の

心理学実験研究では、思春期の被験者は大人よりもリスクの高い賭けをしがちである。ま

た、青年は危険な行動を好むような仲間からの強い影響を受ける(下記のコラムを参照)。 

 青年期の若者は、社会的責任やリスク管理、将来の計画などの領域において、彼らだけで

は十分な判断力を示すことができない。真のリスクを冒すことは、もはや子どもではないと

いうことを証明する1つの方法である。しかし、皮肉なことにそのためには大人からリスク

管理の指導を受けねばならない。青年期には社会的能力に大きな個人差が現れてくる。青年

期の初めから大人と強い絆を持ち社会的能力が高かった子どもは、青年期を通じてさらに社

会的能力を高める。心理社会性が豊かな子どもはより豊かになり、貧しい子どもはより貧し

くなるのである。 

 次の章では、教師と生徒の関係というテーマを継続し、生徒に良い影響を与える教師の特

徴をさらに詳しく見ていく。具体的には、教師の性格のどのような側面が教室運営に影響を

与えるのかという質問に答えようと思う。 



 
J. Hattie & G. C. R. Yates (2014) Visible Learning and the Science of How We Learn. 

 - 8 - 

   

学習ガイドとしての読者への問い 

1. 「共感ギャップ」は人が他人と相互作用するときに起こる普遍的な特徴の1つである。あなた
は、他人の立場になって考えることがどれくらいできるだろうか？それが難しいのはなぜだろ

うか？ 

2. 人間関係の「負の連鎖」は多くの社会的病理につながる。こうした現象につけられた他の用
語は何だったろうか？こうした現象が起こってしまうのはどんなメカニズムが働くからだろう

か？ 

コラム：青年の自動車運転 

	 マーゴ・ガードナーとローレンス・スタインバーグは異なる年齢層(14歳、19歳、25歳以

上)の被験者に依頼して運転シミュレーションゲームに参加してもらった。その際、半分の被

験者には個別にゲームに参加させリスクレベルを個別に評価した。残りの半数は、同年齢の

仲間2人が見ている状況でゲームに参加させた。その結果、個別にゲームをした場合には3

つの年齢群いずれもが低いリスクレベルで運転をすることがわかった。しかし、仲間に見ら

れている状況では14歳の少年は大人の２倍、19歳の青年は1.5倍ハイリスクの運転をしてい

たのだった。性差による運転の違いは見られなかった。 

 周囲の仲間の影響は、彼らが囃し立たりせずに黙って見ているだけでも生じた。実験室で

観察されたそうした行動パターンは実生活でも見られるのだろうか？その答えは、カメラや

重力センサなどの記録装置を搭載した実際の車を16歳男女42人に１年間にわたって運転し

てもらったお金のかかった研究で明らかにされた。男女ともに同乗者がいる場合には運転パ

ターンが劇的に変わることが示されたのである。同乗者が特定の友達の場合、危険度の高い

運転がなされる傾向があった。それでも嬉しいことに、同乗者が大人や他の友達の場合には

むしろ安全に運転していたことが確認された。 

 世界中では何十年にもわたって交通事故調査が行われてきている。こうした調査の結果か

ら、死亡事故は運転者の年齢が18 歳付近でピークとなることや、そうした事故は経験の浅い

若い男性ドライバーが仲間と一緒に馬力の大きい車を深夜に運転するという危険要素の重な

るりによって起こりやすくなることが知られるようになった。アレンとブラウン (Allen & 
Brown, 2008, p.289)は、こうした危険要素が重なった状況を「壊滅的災禍 (the perfect storm)」
と名付けている。 

 交通事故調査から明らかになった別の興味深い事実として、運転経験400kmまでの事故率

は、その後の3倍にも達するということがある。若いドライバーが事故を起こしやすい状態

はしばらく続き、事故率が大人の水準に落ち着くまでにはさらに4年かかる。若者たちが

「運転技術を学ぶこと」から「安全で防御的な運転をすること」へと目標を移していくとい

う現象は、成熟度の主要な指標であるリスクを最小化するという目標への移行と関連してい

るように見える。 
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3. 就学初期の経験はどの程度までその後の学校生活に影響を与えるだろうか？ 

4. 初期経験の影響が持続することには、教師側のどんな要因が関わっていると考えられている
だろうか？ 

5. ロバート・ピアンタの研究は、子どもと教師の関係の「親密さ」と「不和」という2つの点に
注目したものだった。この2つのうち、教師がコントロール可能なのはどっちだろうか？ 

6. 自分の感情を抑えながら人と交流することはできるだろうか？あなたの個人的経験ではどう
だっただろうか？ 

7. 正当な規律に従って罰を受けるときにも、子どもたちはその罰を誰のせいと考えがちだろう
か？ 

8. 社会からの種々の悪影響に対して、学校が「緩衝帯」として機能することは教育における一
つの重要な論点である。この論点を他人への同調や同一視などの社会的学習理論で説明してみ

よう。 

9. もう1つの重要な論点は、子どもたちが恵まれない環境にある場合にもそれがすぐに好ましく
ない結果に結びつかないように調整する機能を学校が持つことである。この機能が働くために

どんなメカニズムが関与しているだろうか？ 

10. 社会心理学の興味深い発見の1つとして、人が簡単に新しい社会集団を形成できる能力を持
っていることがある。誰でも簡単にチームを替われる能力を持っている。古典的な例として

は、個人や集団、さらには国全体が一連の戦争状態の途中で敵側に寝返ってしまうことが何度

も起こっている。このことは人間関係について何を物語っているだろうか？また、学校での集

団の形成についてどんなことが言えるだろうか？ 

11. 現代社会にうまく適応するための知識の獲得が青年期後期になってもまだ不十分であること
が研究で明らかになっている。彼らは知性を獲得できていても、まだ他の多くの面での成長が

必要とされる。そもそも「早く成長しようとすること」の利点は何だろうか？ 

12. なぜ若者たちは不幸な自動車事故を起こしがちなのだろうか？交通事故に関するデータベー
スとは何だろうか？車を運転することの責任を若者にどう教えていくべきだろうか？ 

  

文献ガイド 

▪ 共感ギャップの研究 (Nordgren, Banas, & MacDonald, 2011)。攻撃者と犠牲者の見方は異なる
(Kearns & Fincham, 2005)。 

▪ 状況はどのように悪化するか：教師と生徒の関係の「負の連鎖」(Demanet & Van Houtte, 
2012)。 

▪ 学齢期から青年期初期にかけての1,364人の子どもたちの縦断的研究 (O’Connor, Dearing, & 
Collins, 2011)。 
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▪ 専門能力開発モデルを使ったアメリカの研究 (Allen, Pianta, Gregory, Mikami, & Lun, 2011)。使
用された専門能力開発訓練プログラムは、Pianta & Allen (2008)に記載されている。 

▪ 生徒との不和は教師のストレスを生む (Chang, 2009; Spilt, Koomen, & Thijs, 2011; Tsouloupas et 
al., 2010)。心理的支援を受けていない教師は、生徒との不和の問題を抱えがちである
(Hamre, Pianta, Downer, & Mashburn, 2008)。 

▪ 感情は漏れるが本人が考えるほど漏れてはいない (Gilovich & Savitsky, 1999)。 

▪ 教室運営テクニック：非協力的な生徒の扱い方 (Evertson & Weinstein, 2006; Good & Brophy, 
2008)。罰を受けた子どもがそのことで責任を感じるよりも教師のせいにしがちであること
を明らかにしたオーストラリアの研究 (Lewis, Romi, & Roache, 2012)。 

▪ 発達障害のある子どもたちが教師からの支援に強く依存していることを示す臨床研究 (Little & 
Kobak, 2003; Myers & Pianta, 2008)。 

▪ 教師との良い関係が子どもの反社会的な特質を緩和する (Meehan, Hughes, & Cavell, 2003)。学
校生活で不適応を起こしがちな子どもたちのリスクを軽減する効果もある (Baker, 2006; 
Benner & Mistry, 2007; Hamre & Pianta, 2005; Wilson, Pianta, & Stuhlman, 2007)。 

▪ 教師との親密さと不和の背景要因 (Pianta & Stuhlman, 2004)。 

▪ 子ども一人一人と過ごす時間を増やすことが教師との関係を改善する (Driscoll & Pianta, 
2010)。 

▪ その他の「共感ギャップ」研究：内集団外集団効果 (Harris & Fiske, 2006)。簡単にチームを移
籍できる能力 (Van Bavel & Cunningham, 2009)。 

▪ 青年期の不均衡な精神発達 (Choudhury, Blakemore, & Charman, 2006)。認知能力は青年期早期ま
でに十分に発達するが、情緒的および社会的成熟は青年期を通じて成長し続ける (Steinberg, 
2007)。 

▪ 若者はリスク評価が苦手でリスクを見込んだ計画がうまく立てられない (Albert & Steinberg, 
2011)。近年、心理社会的に豊かな人はより豊かになり貧しい人はより貧しくなってきてい
る(Monahan & Steinberg, 2011)。若者は危険な賭けをしがちである (Cauffman et al., 2010)。 

 

 

コラム：仲間がいるだけで青年期ドライバーは運転リスクを増大させる (Gardner & Steinberg, 
2005)。運転状況記録装置を用いた16歳以上の運転状況の1年間にわたる実証研究 (Simons-
Morton et al., 2011)。自動車運転の「壊滅的災禍」事態 (Allen & Brown, 2008)：親や教師、若者
自身にもぜひ読んでほしい「青年の運転の心理」をわかりやすく解説した論文。若いドライ

バーが自動車運転における「スキル」より「安全」を優先させるようになることについての

興味深い議論については Keating & Halpern-Felsher (2008)を参照されたい。 
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私訳者による批判的コメント (2021.1.28) 

	 この第3章は読者を誤解させることが満載である。 も本質的なこととして、アメリカ国立

小児保健発達研究所 (NICHD: National Institute of Child Health and Human Development) の調査デー
タ (SECCYD: Study of Early Child Care and Youth Development) を分析した研究が紹介されている
が、この調査データをどう解釈するかが問題となる。この調査は、アメリカ保健省が1991年か
ら始めた大規模な長期追跡調査で、アメリカの子どもたち1,300人余りについて、その誕生前か
ら青年期に到るまで発達の道筋を辿ることができる有名な調査である。（日本でも、日本子ど

も学会編『保育の質と子供の発達	 アメリカ国立小児保健・人間発達研究所の長期追跡研究か

ら』として「赤ちゃんとママ社」から2009年に刊行されている。） 

	 長期追跡調査では、1991年に生まれた特定の赤ちゃんが10年後の2001年にはどんな子ども
に育ったかがわかるという利点を持つ。それぞれの子どもについて、出生時の状況やどんな乳

児期を過ごしたか、幼児期、小中学校での成績や人間関係が調べられている。そこで、このデ

ータを活用すれば、幼稚園時代にどんな子どもだったかと10年後にどんな子どもになったかを
照らし合わせることができる。そして、その発達にどんな要因が関わったのかもわかるわけで

ある。科学的な研究に基づいて「学びの見える化」を提唱しようとする著者らが注目するのも

当然である。 

	 このデータを分析すれば、幼児期にどんな人間関係だった子どもが10年後にはどんな子ども
に育っているかがわかるのであるから、本章のテーマである「教師との人間関係」の影響を調

べるにはうってつけということになる。現に、ピアンタら (2009) やオコーナーら (2011) が分
析した結果が紹介されている。そしてそれに基づいて、幼児期に先生と良い関係にあった子ど

もは小学校でも先生と良い関係に育っていたとして、幼児期の教師との関係の重要性を主張し

ているわけである。 

	 しかし、著者らも簡単に警句を発してはいるが「この研究は相関研究であり、どちらが原因

でどちらが結果であるのはわからない」という根源的な問題点がある。教師と良い関係がとれ

ていた子どもは「もともと教師に好まれるような子ども」であって、そういう子どもがそのま

ま小学校でも教師に好まれ続けたというだけのことなのかもしれない。教師に好まれるような

素質があったことが「原因」で、良い人間関係になったことは「結果」なのかもしれない。 

	 著者らは、ピアンタらとオコーナーらの研究を含め、読者が「人間関係が原因で、その後の

学校への適応が結果として起こる」と暗黙のうちに考えるように論を展開し、 後の方で「こ

の研究は相関研究であり、どちらが原因でどちらが結果であるのはわからない」と述べるに留

まっている。教育の分野では、教育的介入がどんな効果を生むかに関心が集まるために、よほ

ど注意しないと簡単に原因と結果を取り違えた議論になってしまう。著者らはそれを知らない

はずがないのだから、本章での論の展開は意図的に読者を間違った方向に誘導するつもりで書

いているとさえ言える。 

	 本章のテーマとなっている「教師と生徒の関係 (The teacher-student relationship)」の「生徒
(student)」という用語も読者を誤解させる。たとえば、上述のピアンタらの研究でもオコーナー
らの研究でも、教師との関係が問題とされているのは小学校1年生や幼稚園児であった。この
私訳では、原論文にあたってそれぞれ「小学校1年生」「幼児」と訳したが、本書では student



 
J. Hattie & G. C. R. Yates (2014) Visible Learning and the Science of How We Learn. 

 - 12 - 

であり、翻訳書では「生徒」と訳されている。しかし、日本では通常「生徒」は中学生高校生

のことである。その結果、おそらく読者は中学生のことだと思って読むことになるだろうと思

う。（さらに言えば、日本では普通「幼児と教員」との関係を「人間関係」とは言わないこと

も、誤解をさらに引き起こしやすくするだろうと思う。） 

	 幼稚園児や小学校低学年の子どもたちへの接し方だけが論じられているのなら、それはそれ

でいいのかもしれないが、話題は高校生や自動車を運転する若者などへと広げられる。さらに

は、発達障害を持つ子どもたちにまで話題が広がる。それぞれのテーマではそれなりの根拠と

なる研究が紹介されるが、あまりに脈絡を欠いている。 

	 本章後半の「スイッチ」を使った比喩も問題である。著者らはこの用語を比喩として使って

いるわけだが、比喩を使うことでかえって何を言おうとしているのかがわからなくなってしま

った。実際には存在しない比喩的な「スイッチ」を「適切な位置に入れる」と言われても、ど

こが「適切な位置」なのかはわからないし、どうすれば「適切な位置に入れられるのか」はま

ったくわからない。結局、読者は何をどうすればいいのか、まったくわからないままだ。 

	 教育産業が「やる気スイッチ」を謳い文句にしているのと同様に、この比喩は、「スイッチ

を入れる（あるいはスイッチの位置を調節する）」という簡単に思える行為によって、いろい

ろな発達の問題を抱えた子どもを良い方向に導くことができるような幻想を抱かせかねないこ

とも批判されるべきであると思う。 

	 結局、この章で著者が主張していることは、「教師と生徒（幼児を含む）の人間関係は大事

だよ」という誰でも知っていることだけだ。どうすれば、人間関係を良くできるのかはわから

ないし、そもそも「教師との良い関係」が原因として働くのか結果なのかもわからない。 

 


