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子ども同士で感謝と賞賛を伝え合うポジティブカードの有効性の検討 
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本研究では，小学5年生を対象として，学級の子ども同士で感謝と賞賛を伝え合うことを目的とした「ポジティブカード」に取り組み，

その効果を検討した。ポジティブカードは，仲間と協力する取り組みや，協同学習を行った授業後に書き合うこととした。分析の結果，取

り組みによって対人的感謝と学校環境適応感における友人サポート，向社会的スキル，非侵害的関係が有意に影響することが示され，カー

ド枚数は向社会的スキルと学習適応に正の影響を及ぼすことが示唆された。また子どもがポジティブカードを記入し友達に渡した枚数を

集計し，多群と少群に分けて分析を行った結果，多群については対人的感謝と学校環境適応感における非侵害的関係，少群についても非侵

害的関係が有意に影響することが示された。以上の結果から，学級で子ども同士がポジティブカードを書き合うことは，子どもの感謝感情

を高め，友人との関わりを促進することが示唆され，加えてポジティブカードを書く機会を増やしていくことは，友人関係における適応と

非侵害感を向上させ，学習の適応にも効果を及ぼすことが示唆された。 

 

The present study developed a positive card for communicating gratitude and praise, and examined whether the program resulted 

in interpersonal gratitude and school adaptation in 5th grade of elementary school. Positive card was each other to write after the efforts 

to cooperate with peer and collaborative learning. The results of statistical analysis showed significant effects of the program on 

interpersonal gratitude, friends supports, pro-social skills and non-infringement feeling of school adaptation in intervention group. The 

data of intervention group were divided into high group(n=15) and low group(n=15). The results of statistical analysis showed significant 

effects of the program on interpersonal gratitude and non-infringement feeling of school adaptation. These results, positive card program 

is increased friendship in the peer group and writing a lot of positive cards improve the friends supports, pro-social skills, non-

infringement feeling and Learning adaptation feeling. 

 

 

問題と目的 

 

近年，子どもの問題行動に注目が集まっている。2012

年に文部科学省が実施した「通常の学級に在籍する，知

的障害はないものの発達障害の可能性のある特別な教

育的支援を必要とする児童生徒」に関する調査によると，

学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生

徒の割合が推定値で 6.5％と示された。調査結果では，

この数値以上に，通常の学級には教育的支援を必要とす

る子どもがいる可能性も指摘されている。 

このような現状に対して，現在，小学校では様々な心

理教育が取り組まれている。例えば，行動上の問題を予

防することを目的として取り組まれる，サクセスフル・

セルフ(安藤, 2008)や，学校適応に影響を及ぼす心的特

性を育成することを目的として取り組まれる TOP 

SELF (いのちと友情の学校予防教育 : Trial Of 

Prevention School Education for Life and Friendship，

村上・山崎, 2014)，対人関係で必要なスキルの習得を目

的として取り組まれる，SEL(社会性と情動の学習: 

Social Emotional Learning，小泉・山田, 2013)，また，

生じた対立問題に対して，修復的に介入することを目的

として取り組まれるピア・メディエーション(松山・池島, 

2014)など，様々な取り組みが行われている。 

アメリカでは，早くから未然に問題行動を予防する取
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り組みが多く取り組まれており，暴力問題などの反社会

的行動を未然に予防することを目的として取り組まれ

るFirst Step(Walker et al., 1998)や，対立問題を未然に

予防することを目的として取り組まれる，Teach 

Conflict Resolution Skills Training(Johnson & 

Johnson, 1996)などがある。また昨今，アメリカでは問

題行動を未然に予防する取り組みとして，応用行動分析

学に基づく行動支援が取り組まれている。例えば，ポジ

ティブな行動を教師が賞賛(Praise)することを目的とし

て取り組まれるPraise Student Frequently (Conroy et 

al., 2009)や，Positive Pow(バーンズ, 2013)，ポジティブ

な行動に対して報酬を与えることを目的として取り組

ま れ る Rewards, Simple Reward Systems, & 

Incentives(Fantuzzo et al., 1991)などがある。また，こ

のような取り組みを学校全体にシステムとして導入を

図る PBIS(ポジティブな行動介入と支援: Positive 

Behavior Interventions and Supports，Flannery et al., 

2014; Jessica & Linda, 2015)も広がりつつある。 

ところで，賞賛とは，他者の行動に対し，すばらしい

と思った際に生じる感情であり，物事を評価し，よしと

してその気持ちを表すことである(広辞苑第六版)。教師

が，ポジティブな子どもの行動を賞賛するというような

視点を持ちつつ，子どもの問題の背景や，環境に着目し，

その子ども本人の内面的変化を図るだけでなく，学校に

おける子どもを取り巻く環境の変化を図ることの重要

性が，わが国でも指摘されている(大久保・高橋・野呂, 

2011; 竹中・関戸,2010)。このような問題行動に対する

応用行動分析学に基づく取り組みは，昨今，わが国でも

多く見られるようになってきた(斎藤・吉田・小野, 2012; 

岩本・青葉・野呂, 2014)。しかしながら，海外の実践を

わが国へ導入する際は，それぞれの学校現場の特徴を考

慮することが必要である。岸野・無藤(2009)は，日本と

アメリカの教育について，子どもと教師の関係を，たて

の関係として印象付けようとするアメリカと比べ，日本

では平等的関係が築かれていることを指摘している。具

体的に臼井(2001)は，日本では，子どもに日直や班活動

などを取り組ませることによって，学級における教師の

統率力を分散させて相互に対照し合っていると指摘し

ている。 

よってわが国での取り組みでは，教師が子どもの行動

を賞賛し，ポジティブな行動を支援するだけでなく，子

ども同士の相互作用をマネジメントするための集団随

伴性(涌井, 2006)を活用し，子ども同士がポジティブな

行動に着目し賞賛し合える関係を，学級担任が主導とな

って構築していくことが重要であろう。 

このような問題意識の上で，賞賛とともに子ども同士

がポジティブな行動に着目できる関わりとして，感謝

(gratitude)に着目した。感謝とは，何かをしてもらうな

ど，他者に思いやり行動をしてもらった際に生じる感情

であり，他者に対してありがたく感じて謝意を表すこと

である(広辞苑第六版)。賞賛と感謝は，他者に対する感

情であることは同じであるが，賞賛は自分に関係のない

行動も含めた他者の行動を評価し，判断して感情を伝え

る意図があるといえる。それに対し感謝は，基本的には

自分への他者の思いやり行動や向社会的行動に対して，

謝意の意図をもって伝えるものであるといえる。感謝に

対しては，これまでポジティブ心理学や感情心理学の分

野において，研究が進められている。感謝は7歳から10

歳までに生起し始めるポジティブな感情であり 

(Emmons & Shelton, 2005) ，わが国での学校教育では，

道徳の学習指導要領において，小中学校における教育内

容として明記されていることを考慮すると，小学校にお

いて実践研究を進めていくことは極めて重要であると

される(藤原・村上・西村・濱口・櫻井, 2014)。感謝は感

謝する側，感謝される側ともに向社会的行動を動機づけ

る(McCullough et al., 2001)。大学生を対象とした調査

ではあるが，感謝はソーシャル・サポートを高めるとい

う効果も示されている(Wood et al., 2008)。また，二者関

係において，感謝を言葉で伝えなくても，他者のポジテ

ィブな行動への感謝の意図として，いわゆる恩返しとし

てポジティブな行動を取るという(Tsang, 2006)。そして，

二者関係において感謝を伝え合うことで，その両者はそ

の他の第三者に対してもポジティブな行動を取り，恩送

り (pay it forward) が実現するという (Grant & 

Gino,2010)。ポジティブな友人関係を築くことによって，

学習に対する意欲や学業達成が向上されていることも

明らかにされている(Berndt,1999; Guay et al.,1999; 

Ide et al.,1981)。このように，子ども同士が感謝を伝え

合いポジティブな関係を構築することは，様々な効果が

期待される。 

アメリカでは，学級全体におけるポジティブな関係づ

くりの一環として，ポジティブな感情を伝え合う取り組

み，PPR(Positive Peer Reporting，Skinner et al., 2002; 

Morrison & Jones, 2007)が行われている。PPRは，ま
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だ統一された手順は確立されていないが，学級における

問題行動の低減や向社会的行動の増加などの効果が示

されている (Murphy & Zlomke, 2014)。わが国の学校

現場でも，子ども同士で行動を賞賛し合う取り組みは行

われている。例えば菊池(2015)は，学級において子ども

同士が認め合うことのできる「ほめ言葉のシャワー」の

実践をしている。具体的には，日替わりで順番に子ども

に対して，全員で褒め言葉を伝え，それを，1年を通し

て取り組むというものである。このように，子ども同士

での感謝の伝え合いは有効であると推測されるが，これ

までの研究で具体的に検証された研究は見当たらない。 

そこで本研究は，子ども同士で感謝と賞賛を伝え合う

ことを目的とした「ポジティブカード」に取り組み，対

人的感謝と学校適応に及ぼす影響を検討することを目

的とした。なお，検討に用いる対人的感謝と学校環境適

応感は，賞賛とは直接的には関連しないため，感謝を伝

え合うことだけが研究としては望ましいと考えられる。

または，賞賛を検討できる尺度等で検討することが望ま

しいとも考えられる。しかし，賞賛を検討できる尺度等

が見当たらなかったこと，そして他者にポジティブな感

情を伝える上で，感謝だけでなく賞賛の意図も入れるこ

とにより，子どもの発達段階を踏まえてカードを記入し

やすいよう配慮するために，感謝と賞賛を伝え合うこと

とした。また結果の検討では，感謝と賞賛の差異につい

ては，子どものポジティブカードの意図を，感謝と賞賛

に明確に分けることが難しいため，検討しないこととし

た。 

 

方法 

 

１．対象者 

関西の都市部近郊の公立A小学校5年生1学級30名

を実施群とした。同じ学校の5年生1学級30名を対照

群とし，質問紙調査への回答を求めた。 

 

２．実施期間 

本研究のスケジュールをTable1に示す。実践はX年

10月1日から10 月23日に行った。質問紙調査は実施

群，対照群ともに同時期に実施され事前調査(pre)が実践

前の9月上旬，事後調査(post)が実践後の11月下旬，フ

ォローアップ調査(follow-up)が実践開始5カ月後のX＋

1年2月下旬に行われた。 

３．取り組みの実施手続きと実施者 

本研究の構想は第1著者と第3著者で行った。本研究

を行うにあたって，事前に実施群，対照群の児童及び保

護者に対して書面にて実践の意図と，取り組みの目的，

そして得られたデータの取り扱いについての説明と同

意の手続きを取り，学校長の許可を得た上で，以下のよ

うに実施した。A小学校の実施群の教室にて，道徳の時

間において取り組みの説明を行った。ポジティブカード

への記入の取り組みはそれぞれの教科の時間の終盤に

行った。また，週に1度，特別活動の授業時間に時間を

とり，記入したポジティブカードの交流を行った。取り

組みの説明及び実施は実施群の学級担任(男性，教員経

験7年目)が行った。対照群となった学級に対しては，実

施群の授業及び取り組み，そして効果査定期間後のX＋

1年2月下旬から同様の取り組みを実施した。質問紙調

査の分析は第1著者と第2著者で行った。 

４．調査内容 

(1) 対人的感謝 

ポジティブカードの取り組みによって感謝感情を生

起したかを調べるため，対人的感謝尺度(藤原・村上・西

村・濱口・櫻井, 2014)を用いた(例: 私には，感謝の気持

ちを伝えたい人が，たくさんいます)。5 段階評定(1: あ

てはまらない，2: ややあてはまらない，3: どちらでも

ない，4: ややあてはまる，5: あてはまる)で回答を求め

た。 

(2) 学校環境適応感 

感謝と賞賛の促進が学校適応に及ぼす影響を検討す

るために，学校環境適応感尺度(山田・米沢,2011)を用い

た(例: あいさつは，みんなにしている)。5 段階評定(1: 

あてはまらない，2: ややあてはまらない，3: どちらで

もない，4: ややあてはまる，5: あてはまる) で回答を求

時期 実施群 統制群

9月上旬 pre調査 pre調査

10月上旬 取り組みの説明

カードへの記入と交流

(3週間の間、毎日1回)

11月下旬 post 調査・感想記述 post 調査

不定期なカードの記入

(週に2,3回程度)

2月下旬 follow-up 調査 follow-up 調査

2月下旬

以降

実施群と同様の

取り組みの実施

Table1  　本研究のスケジュール



4 

 

めた。 

(3) 感想データ 

この取り組みを受けた感想について，記述を求めた。

教示は，「この取り組みで感じたことや思ったことを書

いてください。」であった。なお，感想については，実施

群において取り組み開始後2週間後に実施した。 

 

取り組みの実際 

 

１．取り組みの説明 

取り組みの導入にあたって，まず学級児童に対して

「友達に対して，ありがとうやすごいな，すばらしいな，

と伝えたいことはありますか」と発表させた。その発表

の際には，具体的に誰が，どのような時間に，どのよう

なことに対してか，を発表させた。次に，発表で名前が

出された子(ポジティブな行動をした子ども)に対して，

「発表を聞いて，どのような気持ちになりましたか」と

授業者から質問をした。すると，ポジティブな行動をし

た子は「恥ずかしいけど，やってよかったと思う」や「自

分では覚えていなかったけど，言ってくれて思い出し

た。」，「うれしいけど，そんなことで発表してもらえるの

かと，びっくりした。」などと答えた。この交流を受けて

授業者から，これらが感謝及び賞賛ということと，感謝

と賞賛の言葉の意味について，子どもたちが理解できる

よう意味が変わらないよう改変して説明した。そして今

回の取り組みの説明を行った。まず，「友達に感謝をする

ことは，“その行動がよかったよ”というメッセージにな

る」ことを説明した。続いて， Grant & Gino (2010)が

示したpay it forwardを参考に「友達に感謝や賞賛をす

ると，その人は，その行動をまたしようと思う」ことを

説明した。その上で，ポジティブカード(Figure1)の取り

組みの導入について説明を行った。ポジティブカードの

取り組みの導入についての説明では，「授業で，仲間と協

力して取り組んだり，協同学習に取り組んだりした際，

交流を終える時に，ポジティブカードを渡し合うことと

する。」と説明した。 

２．ポジティブカードへの記入 

説明後，試行的に体育のバスケットボールの授業時間

に，5人グループで授業に取り組み，その授業後，チー

ムでポジティブカードを書き合うこととした。ポジティ

ブカードには①自分の名前，②相手の名前，③月日と時

間(授業内容)，④行動の内容を記入させた。授業で活動

したチームは，バスケットボールが上手な子どもと苦手

な子どもが一つのグループにいるようにチーム分けを

行った。また，苦手な子どもが，感謝や賞賛をされる機

会が少ないことが想定されたため，授業開始前に，この

授業を終えた後にポジティブカードを書くことを伝え，

他者の思いやり行動や援助行動に着目しながら活動す

るよう促した。また，より機会を増やすために，準備や

片づけもチームで取り組むこととした。 

授業後，チームでポジティブカードを書き合うことと

した。本研究では，ポジティブな感情を伝えることを目

的としているが，学級児童の中には，友達に感謝や賞賛

を伝えることが難しい子どもがいた。また，ポジティブ

カードを書き合う際に，書けない，または書かない子ど

もがいた場合，書くことを強制することは難しいことが

想定された。そこで，ポジティブカードを書き合う際は，

グループの人数分のカードをグループに配布し，全員が

もらえるよう話し合って書くよう指示した。もしグルー

プに書けない子どもがいた場合は，1人の子どもが2枚，

3枚と記入してそれぞれの友達に渡し，残りの児童の誰

かがそのたくさんポジティブカードを書いた子どもに

渡すということでもよいということとした。 

3 週間の間，1日に必ず1回は，仲間と協力して取り

組んだり，協同学習をしたりした授業の終了時にポジテ

ィブカードを書き合うこととした。授業の中でポジティ

ブカードが書けなかった日は，その日の終礼時に，「1日

の中の出来事で，グループの仲間(日ごろ座っている座

席の班)にポジティブカードを書こう」と，書き合うこと

とした。 

３．ポジティブカードの交流 

 毎週末の金曜日の特別活動の時間に時間を取り，ポジ

ティブカードの交流を行った。まず，カードを受け取っ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1  ポジティブカード 
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た子に対して，「どのようなことが書かれており，どのよ

うな気持ちになったか」と質問した。ある子は，「自分は

シュートを入れられなくて，○○くんに，どうやってゴー

ルを狙うの？と聞いたことを，その聞いた○○くんから

“聞いてくれてありがとう”と，ポジティブカードをもら

った。聞いただけなのに，喜んでもらえるとは思ってい

なかった。」などの発表があった。それらを板書する際，

感謝と賞賛に分けて板書し(分け方については示さずに

行った)，これらがどのように分けて書かれているかを

発表させた。子どもたちは「ありがたいこと」「すごいこ

と」「自分にはできないこと」などと，自分たちの言葉で

発表した。その後，板書に，「感謝」「賞賛」と示し，再

度，学級全員で感謝と賞賛の言葉の意味について，子ど

もたちが理解できるよう意味が変わらないよう改変し

て説明し，その行動について具体的に共有することとし

た(Table2)。 

 次の週に，もう一度ポジティブカードの交流をするこ

ととした。先の交流と同様に，「どのようなことが書いて

おり，どのような気持ちになったか」と質問し，黒板に

感謝と賞賛に分けて整理した。また，授業者からの助言

として，「自分が相手に対して感謝の気持ちをもったり，

賞賛を伝えたりすることもいいが，友達が自分以外の人

に対して行った行動に対して，すごいな，すばらしいな

と伝えることもいい」と話した。これは，ポジティブカ

ードを書くことが苦手に感じている子も，書きやすいよ

う配慮する意図があった。交流は次週も行うこととし，

最後の交流の時間の最後には，感想の記述を求めた。 

 3週間の取り組み後，研究計画の通りポジティブカー

ドへの記入と交流を終えることとしたが，学級でポジテ

ィブカードを書き合うという取り組みを続けたいとい

う子どもの要望から，不定期ではあるが週に 2，3 回程

度書き合うこととした。しかし交流は行わなかった。 

 

 

 

結果 

 

１．取り組みの分析 

取り組みの効果を検討するために，対人的感謝尺度と

学校環境適応感尺度の事後の得点から事前の得点と，フ

ォローアップの得点から事前の得点をマイナスした値

であるそれぞれの変化量について，実施群と対照群の間 

を t検定によって比較した(Table3)。 

分析の結果，対人的感謝について，事後と事前の差に

おいて，両群の間に有意傾向が見られ，実施群が高かっ

た (t(58)=1.56, p< .10)。また，学校環境適応感では，教

師サポートについて，フォローアップと事前の差におい

て，両群の間に有意傾向が見られ，実施群が低かった

(t(58)=-1.63, p< .10)。友人サポートについて，事後と事

前の差において，両群の間に有意差が見られ，実施群が

高かった(t(58)=2.01, p< .05)。また，向社会的スキルに

ついて，事後と事前の差において，両群の間に有意傾向

が見られ，実施群が高かった(t(58)=1.86, p< .10)。そし

て，非侵害的関係について，フォローアップと事前の差

において，両群の間に有意傾向が見られ，実施群が高か

った(t(58)=1.83, p< .10)。 

またカードの記述が対人的感謝と学校環境適応感の

各因子にどのような影響を及ぼすかを検討するために，

子どもが記入したカードの枚数を説明変数，対人的感謝

得点と学校環境適応感の各因子の得点を目的変数とし

た重回帰分析を行った。 

分析の結果，枚数は学校環境適応感における友人サポ

ートに対して正の影響を及ぼす傾向が見られ(B=0.15, 

SE B=0.08, β=.33, p<.10)，向社会的スキル(B=0.17, 

SE B=0.07, β=.42, p<.05)，学習適応(B=0.15, SE 

B=0.06, β=.43, p<.05)に正の影響を及ぼしていた。対

人的感謝(B=0.09, SE B=0.07, β=.24)，生活満足感

(B=0.13, SE B=0.10, β=.24)，教師サポート(B=0.10, 

SE B=0.10, β=.19)，非侵害的関係(B=0.00, SE B=0.09, 

β=.07)は有意ではなかった(Figure2)。 

意味 子どもが記入した行動例(体育の授業時)

感謝
ありがたいと思う
気持ちを表すこと。

・シュートを決めてくれたおかげで、勝てた。
・パスをみんなに回して、みんなが参加できるようにしてくれた。
・相手のドリブルのじゃまをしてくれたので、助かった。
・片づけの時、タイマーを倉庫に片づけてくれた。

称賛 褒めたたえること。

・ドリブルで突破するのがすごかった。
・ボールが転がって行ったときに、すぐに走って取りに行って、えらい。
・シュートを外した人に、「もうちょっと」と声をかけてて、優しかった。
・コートをずっと走ってて、守備も攻撃もやって、すごかったよ。

Table2　 感謝・称賛の意味と行動例
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２．カードの記入枚数別の分析 

子どもがポジティブカードを記入した枚数の差につ

いて検討するために，実施群において各児童の記入枚数

を調査し，多群(対象者 30 名のうちの記入枚数上位 15

人，平均枚数48枚，SD=12.5枚)と少群(対象者30人の

うちの記入枚数下位 15 人，平均枚数 21.9 枚，SD=8.0

pre post fw-up

3.18 3.63 3.70

(0.54) (0.50) (0.34)

3.00 3.32 3.34

(0.51) (0.51) (0.52)

3.83 3.64 3.73

(0.60) (1.04) (0.95)

3.11 3.60 3.86

(1.14) (0.72) (0.83)

3.97 3.91 3.60

(1.02) (1.05) (0.89)

3.51 3.65 3.53

(0.91) (0.66) (0.44)

3.69 4.22 3.92

(0.58) (0.50) (0.45)

3.54 3.77 3.89

(0.91) (0.80) (0.49)

3.74 3.98 3.79

(0.88) (0.46) (0.36)

3.22 3.42 3.52

(1.02) (0.72) (0.55)

2.96 3.53 3.83

(1.06) (0.77) (1.02)

3.36 3.79 3.97

(0.94) (0.68) (0.77)

3.61 4.06 3.81

(0.94) (0.43) (0.38)

3.71 3.56 3.52

(0.87) (0.62) (0.56)
0.05n.s.

8.60**

pre<post, pre<fw-up

1.16n.s.

0.24n.s.

1.28n.s.

0.16n.s.

0.97n.s.

1.85n.s.

2.80
✝

pre<fw-up

1.36n.s.

0.03n.s.

2.49n.s.

0.23n.s.

F- value

3.69*

pre<post, pre<fw-up

少群

多群

生活満足感

学習適応

非侵害的関係

向社会的
スキル

友人サポート

Table4　カード枚数の多群と少群の各因子の平均値と
         標準偏差 ，時期の1要因分散分析の結果

多群と少群ともにn =15, fw-up=follow-up  **p <.01, *p <.05, 
✝

p <.10   

多群

少群

対人的感謝

少群

少群

多群

多群

少群

多群

少群

多群

少群

多群

教師サポート

pre post fw-up pre post fw-up post-pre fw-up-pre

3.09 3.48 3.52 3.18 3.28 3.32

(0.53) (0.53) (0.47) (0.71) (0.52) (0.68)

3.47 3.62 3.79 3.44 3.34 3.54

(0.98) (0.89) (0.89) (0.56) (1.07) (0.90)

3.74 3.78 3.57 3.81 3.60 3.75

(0.99) (0.89) (0.70) (0.82) (0.74) (0.95)

3.62 3.99 3.91 3.67 3.69 3.71

(0.77) (0.71) (0.47) (0.81) (0.92) (0.81)

3.48 3.70 3.66 3.57 3.49 3.41

(0.99) (0.67) (0.49) (0.51) (0.61) (0.63)

3.16 3.66 3.90 3.01 3.23 3.31

(1.02) (0.74) (0.91) (0.88) (1.23) (1.22)

3.66 3.81 3.67 3.47 3.42 3.52

(0.91) (0.59) (0.50) (0.80) (0.99) (0.96)

Table3　実施群と統制群の各因子の平均値と標準偏差，変化量のt検定の結果
実施群(n =30) 統制群(n =30) t- value

fw-up=follow-up,   *p <.05, 
✝

p <.10

対人的感謝

生活満足感

教師サポート

友人サポート

向社会的
スキル

非侵害的関係

学習適応 0.69n.s. 0.40n.s.

1.83
✝0.98n.s.

0.95n.s.0.36n.s.

1.56
✝ 1.28n.s.

1.86
✝ 1.23n.s.

0.68n.s.2.01*

0.70n.s. 1.63
✝

-

- -

R 2=. 111

R 2=. 174

Figure2   枚数を説明変数，対人的感謝得点と学校環境

適応感の各因子得点を目的変数とした重回帰分析の結果

R 2=. 188

          . 33†

         . 42*

         . 43*

枚 数

感 謝

学 習

非侵害

向社会

友 人

教 師

生 活
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枚)に分けた。多群と少群に違いが見られるかを検討し

たところ，有意差が見られた(t(28)=6.82, p< .01)。そこ

で，実施群の対人的感謝尺度と，学校環境適応感尺度の

平均値と標準偏差を算出し，多群と少群の事前，事後，

フォローアップ，それぞれの 1 要因分散分析を行った

(Table4)。 

分析の結果，対人的感謝について，多群において有意

差が見られた(F(2, 28)=3.69, p< .05)。LSD法を用いた

多重比較の結果，事前より事後，事前よりフォローアッ

プの方が有意に高かった。また，学校環境適応感におけ

る非侵害的関係について，多群において有意な差が見ら

れた(F(2, 28)=8.60, p< .01)。LSD法を用いた多重比較

の結果，事前より事後，事前よりフォローアップの方が

有意に高かった。非侵害的関係について少群においても，

有意な差が見られた(F(2, 28)=2.80, p< .10)。LSD法を

用いた多重比較の結果，事前よりフォローアップの方が

有意に高かった。 

３．感想データの分析 

 原田・渡辺(2011)を参考に，“他者への気づき”，“自

己への気づき”，“実践意欲”，“関係作り”，“困難”と

いうカテゴリを設定し，実施群の感想の内容について

分類した。第1筆者と臨床心理士の計2名の評定の結

果，k係数は.82であった。一致しなかった内容につい

ては，第1筆者と第2著者が協議したうえで分類し

た。最終的に多く見られた感想のカテゴリは，“他者へ

の気づき(11個)”であった。その他，”自己への気づき

(8個)”，“実践意欲(6個)”，“関係づくり(5個)”，など

の肯定的な感想も見られた。一方，否定的なカテゴリ 

である”困難(3個)”に該当する記述も見られた。子ども

の記述例をTable5に示す。 

 

考察 

 

１．取り組みの分析について 

本研究では，小学5年生を対象として，他者に対して

ポジティブな感情を伝える感謝と，他者を尊重しポジテ

ィブな存在であることを示す賞賛を，子ども同士で伝え

合うことを目的とした「ポジティブカード」に取り組み，

その効果を対人的感謝と学校環境適応感の側面から検

討することであった。取り組みの効果について，実施群

と対照群を比較した結果から考察を述べる。 

まず，対人的感謝の結果については，事後と事前の差

において有意傾向が見られた。この結果より，有意傾向

ではあったが，ポジティブカードの取り組みは感謝感情

を促進させる効果があったことが示された。学校環境適

応感の結果については，友人からのサポート・支援感を

示す友人サポートにおいて，事後と事前の差において有

意差が見られた。この結果より，ポジティブカードの取

り組みは，子ども同士のサポートや支援感を向上させる

効果が示された。自ら友達に声をかけたり，挨拶をした

りするスキルを示す向社会的スキルについては，事後と

事前の差において有意傾向が見られた。有意傾向ではあ

ったが，友人サポート及び向社会的スキルの両方に効果

が示されたことから，ポジティブカードの取り組みは，

カテゴリ- 記述数 記述の内容(一部)

他者への気づき 11

・カードをもらった時はうれしかったし、そんなところを見ていてくれたんだとびっくりした。
・書いていることを読むと、この人はそう思ってくれているんだな、と思って信頼できる。
・ちょっとしたことに気づける人は、すごい優しいんだなと思った。
・あまり関わってない子でも、カードを書いていたので、優しいんだろうなと思えるように
　なった。

自己への気づき 8

・伝えたいと思うことがたくさんあるようになってきた。
・カードをもらうと、次もやろう、と思う。
・誰とでも関われるようになった。

実践意欲 6
・こんなことをみんなやってくれたらいいなと思って書いている。
・そのことを続けてくれたらうれしいよ、という気持ちを伝えたい。
・カードをもらったら、うれしかったし、だから自分も渡そうと思う。

関係作り 5

・喜んでもらえたら、クラスにとってもプラスになると思う。
・日頃話さない子からカードをもらったり、渡したりすることができた。
・この取り組みが始まって、みんな優しくなったし、温かい言葉が増えた。

困難 3
・渡したいと思っても、カードになんて書けばいいかがわからなかった。
・みんながくれるカードみたいに、上手に言葉を考えられない。

Table5　  取り組みの感想
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友人への関わりと友人からの関わりという相互の適応

感を向上させる効果が示された。これは感謝を伝え合う

ことによって向社会的な行動を動機づけるという

McCulloughら(2001)の指摘を支持したといえる。また，

友人関係における安心感を示す非侵害的関係について

は，フォローアップと事前の差において有意傾向が見ら

れた。この結果より，有意傾向ではあったが，ポジティ

ブカードの取り組みを通して他者のポジティブな側面

に着目し合う関係をつくることは，結果として他者との

関わりにおける心理的な障壁が低減され，友人関係にお

ける安心感が向上することが示されたと解釈できる。ア

メリカで取り組まれているPPRでは，Murphyら(2014)

が示した問題行動の低減と向社会的行動の増加という

効果が考えられることから，問題行動や向社会的行動の

実際を具体的に検討することも今後必要であろう。 

 以上のように，ポジティブカードの取り組みは，対人

的感謝に効果があり，学校環境適応感における友人サポ

ート，向社会的スキル，非侵害的関係という子ども同士

の関わりに関する因子において一定の効果があること

が見出された。実施群において，教師サポートが有意傾

向で減少したことについては，学級で特に教師に対して

否定的な関わりが多くなった様子は見受けられなかっ

た。これについては，実施群ではこれまで教師と子ども

の双方向的な関わりが多かったが，ポジティブカードの

取り組みを通して，子ども同士の関わりが促進され，授

業中にわからないところを聞き合ったり，話し合ったり

する姿が多く見られたことから，これまで教師に依存し

ていた関わりが，子ども同士の関わりに移行したからで

はないかと推察している。 

 次に，子どもが記入したカードの枚数と，対人的感謝

と学校環境適応感の各因子の関係の分析を行った結果

からは，カード枚数が学校環境適応感における友人サポ

ートに対して正の影響を及ぼす傾向が見られ，向社会的

スキルと学習適応に正の影響を及ぼしていた。 

 この結果より，ポジティブカードを記述する枚数が友

人サポートと向社会的スキルという，子ども同士の関わ

りに対して効果が示されたことから，カードを多く記述

することは，友人との関わりへの適応を向上させる効果

があることが示された。よってポジティブカードを通し

て感謝を伝え合うことは，Wood ら(2008)が示すように

ソーシャル・サポートを高め，学級集団において子ども

同士の社会的なつながりをつくることができると考え

られる。また学習適応に正の影響を及ぼすことから，学

習場面でポジティブカードを記入し合うことは，学習に

対する適応感に影響があることが示唆された。これはポ

ジティブな友人関係を築くことができる子どもは，学習

に対する意欲や学業達成が高いという Berndt ら 

(1999)の指摘が実証されたといえる。これまで，子ども

同士の関わりと学力の関連性に注目されながらも，わが

国において具体的な検証はされてなかったことから，こ

の結果は重要な示唆であろう。本分析の結果では，対人

的感謝と学校環境適応感における生活満足感，教師サポ

ート，非侵害的関係には影響が見られなかった。特にそ

の他の分析結果では効果が示された対人的感謝と非侵

害的関係については，カード枚数の影響を受けないこと

が明らかになりながらも，実施群と対照群の比較分析に

おいて実施群では対人的感謝が有意に高まり，非侵害的

関係も有意傾向で高まったことから，カードの記述枚数

の多少は関係なく，友人からカードをもらうという体験

によって感謝感情が高まると考えられる。この感謝感情

は Tsang(2006)が指摘する恩返し行動の生起要因と同

様のものと考えられる。このような過程でポジティブな

行動が増加することによって，カードの記述枚数の多少

は関係なく非侵害的関係も向上したのではないかと考

察している。この結果から，教師がポジティブカードを

書く機会を増やすことによって，子どもは友人への向社

会的行動を増加させることができる可能性があると考

えられる。 

２．カードの記入枚数別の分析について 

実施群において各児童の記入枚数を調査し，多群と少

群に分けて分析を行った結果から考察を述べる。 

まず，対人的感謝の結果については，多群において有

意な差が見られ，多重比較の結果，事前より事後，事前

よりフォローアップの方が有意に高かった。この結果よ

り，ポジティブカードを多く書いた子どもは，対人的感

謝が促進されることが示された。学校環境適応感の結果

については，非侵害的関係において，多群に有意な差が

見られ，多重比較の結果，事前より事後，事前よりフォ

ローアップの方が有意に高かった。また，少群において

も，有意傾向が見られ，多重比較の結果，事前よりフォ

ローアップの方が有意に高かった。これらの結果より，

ポジティブカードを多く書いた子どもは，取り組みを通

して他者のポジティブな側面に多く着目し，その結果と

して，自らの友人関係における安心感が向上することが
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示された。また，少群においても有意傾向が見られたこ

とで，ポジティブカード記述枚数が少なかった子どもに

おいても非侵害的関係が向上したことが示された。枚数

が各因子に及ぼす影響の分析では，非侵害的関係が有意

ではなかったことから、カードを友達から受け取ること

が自らの友人関係の安心感の向上につながると推察で

きる。よって今回の取り組みのように，カードを記入す

ることを全員に強制せずに学級全員がもらえるよう配

慮した手順でも，ポジティブカードの取り組みは有効で

あると考えられる。 

また，実施群と対照群の比較の分析と，ポジティブカ

ードを記入した枚数の多群と少群それぞれの分析にお

いて，対人的感謝，学校環境適応感における友人サポー

ト，向社会的スキル，非侵害的関係でフォローアップと

事後の間に比べて，事後と事前の間の方が有意な差が見

られた。フォローアップと事後の間においては，不定期

ではあるがカードの記入を継続していることから，週に

一度の交流における振り返りの重要性が指摘できる。ポ

ジティブカードを書き合うだけでなく，丁寧に感謝と賞

賛の言葉や行動を交流し，学級全体で共有することがポ

ジティブカードを取り組む際には重要であることが示

唆された。 

３．感想データの分析について 

感想データからは，概ねポジティブな感想が見られた。

ポジティブカードの取り組みが，他者への気づきや自己

への気づきにつながることが示された。他者への気づき

に関する記述では，受け取った際の喜びや認められたと

いううれしさ，またそんな場面を見てくれていたのか，

という驚きや，他者の優しさに気づいたことが示された

記述が見られた。記入してくれた友達に対しても賞賛し

ているような感想も見られ，ポジティブな関わりが相互

に行われていると推測できた。また，自己への気づきに

関する記述では，ポジティブカードを記入する際の他者

への期待や，他者との関わりに対する抵抗感の低減に関

する記述が見られた。実践意欲や関係作りに関する記述

では，ポジティブな行動を継続してほしいという願いや，

その行動がクラスで広がってほしいという視点でポジ

ティブカードを記入している記述があった。また，学級

全体として，関わりが変わってきたというような感想や，

あまり関わりの少ない子に対するポジティブな見方が

見受けられ，ポジティブカードが集団内における関係促

進機能としての役割を果たしていると推察できる。  

困難に関する記述では，少数ではあるが否定的な感想

が見られた。困難に関する記述した子どもは，このポジ

ティブカードの取り組み自体に否定的なわけではない

様子が見られた。カードを記述する姿もしばしば見られ

たが，カードの記述内容は短いものだった。子どもの実

際から，カードをもらうことによって，どのようなカー

ドが相手にとって好ましいかに気付くことができたも

のの，実際に自分が書く時には，ポジティブカードに望

ましい言葉がすぐに出ない様子が見られた。感想データ

からも，記述する難しさが示されている。このような子

どもの支援として，振り返りを継続的に行うことが重要

であろう。また感謝や賞賛の言葉を掲示するなどして，

言葉と触れ合える環境をつくることも重要だろう。 

４．総合考察 

実際の子どもたちの様子を見ると，いつもは話さない

友達に対しての賞賛や，直接言葉では言いにくい感謝を

カードで伝えることがしばしば見られた。よって，関わ

りの少ない他者への関わりが促進される効果が期待で

きる取り組みであることが示唆された。これらは，取り

組みの導入前に，これまでの行動における感謝と賞賛の

経験を共有し，丁寧に導入を行ったことが有効だったこ

とが考えられる。また，カードを記入した後に交流を行

い，カードの文脈的な基準を学級全体で確認したことが

影響したと推察している。つまり，「どのようなことが書

いており，どのような気持ちになったか」という授業者

の質問に対し，個人それぞれが受け取ったカードの中か

ら，ポジティブに受け止めたポジティブカードを発表す

ること，感謝と賞賛に分けて板書すること，それに対す

る気持ちを学級全員で共有することの3つの過程で，ポ

ジティブカード自体の書き方や，伝え方に対する工夫が

可能になった考えられる。また，授業者より第三者に対

しても記入してもよいという助言が，周囲の様子を観察

したり，学級全体でポジティブな行動を見つけたりして

いこうという動機づけとなったことも，効果の要因の一

つであろう。 

 

今後の課題 

 

本研究には課題として以下の3点があげられる。第1

に，ポジティブカード記入に際して，それまでの友人関

係が大きく影響し，ポジティブカードの記入枚数に影響

を与えたと考えられる。友人関係において充実している
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子ども，非侵害感の高い子どもや友人サポートが高い子

どもは，カードを記入することに心理的負担は少ないが，

友人関係があまり充実しておらず，非侵害感の低い子ど

もや友人サポートが低い子どもは，カードを記入するこ

とに心理的負担があったことが推測される。そのため，

ポジティブカード導入前に，子ども同士の関わりを促進

するワークなどを導入し，学級の共同性意識(池島, 

2010)を高める取り組みを行う等の配慮が必要であった

だろう。第2に，ポジティブカードの取り組みは，ピア

(仲間)の資源を生かしたものである。カードには，子ど

もたちの生活場面で着目した，他者のポジティブな側面

が多く見られた。今後はカードの有効性やカードの活用

方法を考えていくために，子どもの記述内容を検討し，

子どもの関わりを丁寧に質的に見ていく必要があるだ

ろう。第3に，ポジティブカードの取り組みの目的の1

つであった，賞賛を伝え合うことの検討を行うことが必

要である。子ども同士で賞賛を伝え合うという研究はま

だ少ない。今後は感謝だけでなく賞賛の伝え合いについ

て検討するとともに，ポジティブカードのような，子ど

もが他者のポジティブな側面に着目できる取り組みを

学校現場において確立させていくことが目指される。 
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