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Investigation on the Experience to Overcome Serious Hardship and to Get Positive Outcomes of
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Kosai OKAMOTO & Tadashi HARADA
（平成 28 年 10 月 3 日受理）
問
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と

目

的

東日本大震災以来，「逆境からの回復力」つまりレジリエンスの力が今まで以上に注目され
ている。学校教育においても，児童生徒の情動の安定を図り，自ら生きる力を身につけ，今後
予想されるグルーバル化が進んだ社会において，一人ひとりが自己実現を果たして行くために
も，レジリエンスの力の育成という観点から児童生徒一人ひとりの成長を支援する仕組みを構
築することが求められている。我が国の将来を考えても，国民が一丸となって乗り越えなけれ
ばならない災害その他の緊急事態の発生が想定される中で，レジリエンスの力の形成やそれを
支える条件を明らかにすることは喫緊の課題であると言えよう。
ところで，「レジリエンス」とは，一般的に「重大な逆境という文脈の中で，良好な適応を
果たすこと」とされる（松島，2015）
。たとえば，同じような逆境に陥った場合でも，それに
対する抵抗や課題解決の仕方は個人によって異なることが推測される。ある人はいつまでも逆
境状況から抜け出せずに，精神的な疲労が蓄積して大きなストレスを感じたまま毎日を過ごさ
ざるを得ないであろうし，逆に，周囲の人物が驚嘆するような奇跡的な回復ぶりを示す人もい
る。このように，日常生活の中で経験するであろう否定的なライフ・イベントや逆境に対して，
それを乗り越えて心身ともに安定した生活に比較的早く復帰できる人や，逆に時間がかかって
しまう人など，逆境からの回復状況には個人差があると考えられ，こうした個人差を説明する
概念としてレジリエンスという用語が次第に広まりつつある。
先述したように，これからの社会を担う児童生徒の成長を支援するためにも，学校教育にお
いてレジリエンス概念を正面からとらえ，児童生徒に対するより適切な教育活動の中に適切に
組み入れることが求められるであろう。その背景には，現在の子どもたちが健康に，また健全
に成長していくための環境が必ずしも十分であるとは言えない現状があり，その上，新聞記事
等で取り上げられているように，「子どもの貧困」の問題や「児童相談所で対応した虐待相談
件数の増加」の問題， 9 月新学期早々に自死した中学生など，なかなか改善しないどころか，
より一層困難さの程度が増大している問題等が相変わらず広がっている状況がある。これらの
問題を解決するために関係各機関が鋭意努力をしていることは間違いないところであるが，そ
れら各問題の深刻さや複雑な背景要因の複合のゆえに，根本的な解決が見られるまでには至っ
＊
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ていない。否，こうした子どもの育ち・成長をめぐる問題はますます複雑化・多様化が進行し，
学校教育教員や社会福祉関係の職員など子どもの育ちに関わる職務従事者たちは疲労困憊の極
に近づいていると言っても過言ではない。
現代の子どもの成長発達の背後にこうした子ども一人ひとりの努力だけでは解決できない負
の圧力が恒常的に子どもたちに降り注いでいるとするならば，たとえば，しっかりと教師の言
うことに耳を傾けたり，他者の迷惑になる行為を自らの力で抑制したり，家庭の中で当然のよ
うに予習や復習を行ったりといった，教師などおとなが本来的に子どもに求める姿がどれほど
今の子どもたちの行動の中に実現されているのか不確かにならざるを得ないであろう。
こうした状況にあっては，子どもたち全般，とりわけ発達障がいや虐待などの影響を受けて
苦悩を抱えている子どもたちにとっては，通常の学校における学習課題を達成したり，学級の
中で適切な対人関係を形成したりすることに健常の子どもたちよりもはるかに困難を感ずるこ
とが多ことが推測される。これらの原因が生得的な脳の神経ネットワークの機能不全であった
り，親の養育態度そのものが主因であったりするなど，いずれも当該の子どもたちが個人的な
努力だけでは解決し難いので，周囲の的確な支援が継続的に提供されることが望ましい。こう
した状況にあって，とりわけ不安や苦しみを抱えている子どもたちに新たにレジシエンスの力
を獲得することができる環境を提供できるとすれば，学習面や人間関係面の課題を克服する見
通しをいっそう持ちやすくなるのではないだろうか。
本研究では，今後授業づくりや学級づくりなど学校教育の重要な側面において，レジリエン
スの力の獲得を視野に入れた教育活動が位置づけられないかという課題意識を出発点として，
レジリエンスは実際のところ，どのような形成の過程をたどるのか，どのような逆境状況に対
してどのような対処行動が採用されてきたのか，などに関するデータを収集することを目的と
する。具体的には，これまでの人生において逆境克服体験を少なからず持っていると考えられ
る大学生，とくに教員養成学部の学生を対象として，これまでの逆境克服体験の振り返りを依
頼し，そこで収集された質的データを分類・整理する。この作業を通して，苦しい状況にあっ
て困り感を抱いている児童生徒に対して，どのような支援を学校教育教員が試みるべきである
のかの手がかりが得られることが期待される。本研究では，教員養成学部学生を対象として，
これまでの人生の歩みの中で体験した逆境克服の経験とその際に支えとなったことについての
自由記述を求め，どのような逆境に対してどのような力が働いていたのかについて明らかにす
ることを目的とする。
方

法

（1）調査対象：静岡大学教育学部に在籍する 3 年生62名（男子24名，女子38名）である。
（2）調査日時：2015年12月に教職科目「生徒指導」の授業時間の一部を割いて自由記述形式に
よる質問紙調査を行った。調査に先立ってレジリエンスに関する講述を１コマ分実施し，
レジリエンスとは何かについて具体例を含めて紹介を行った。したがって，調査対象者の
回答は，概ね前回の講述内容を踏まえての回答であると推定される。
（3）調査内容：質問項目は以下の 2 点である。調査対象者によっては，複数有している場合も
ありうるが，今回はこれまでの体験の中で最も重要であると思われるできごと 1 つに絞る
よう依頼した。
①「今までの人生で乗り越えてきたことは何か」

教育学部生が自分の人生で乗り越えたことと，それを支えたと考えられる力
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②「それを支えてきた力は何だったか」
調査対象者には，個人を特定しないこと及び調査結果は学術的な利用以外には用いない
ことの 2 点について口頭で了解を得た。なお，両方の自由記述を合わせて15分以内に回答
するよう求めた。
（4）分析の方法：まず調査対象者が記述したできごとと支えた力を一つのセットとしてカード
に転記し，まず，できごとの内容に基づいて分類作業を行った。次に支えた力に注目し，
これについてもその内容に基づいて分類作業を行った。いずれの分類作業についても，第
1 著者が原案を作成し，その後第 2 著者を含む大学院教育学研究科に在籍する教員 2 名が
独立に分類を行い，不一致があった場合には話し合いの上で分類を確定させた。さらに，
分類された結果を，小花和（2002）の分析表を手掛かりとして一覧表の形に整理した。
結

果

（1）内容の分類（今までの人生で乗り越えてきたこと）
まず，今までの人生で乗り越えた来たことを内容に基づいて分類したところ，下記のように
なった。出現度数の多い順に並べると，受験（30％），部活動（19％），家庭生活（11％），疾
病など（6％），人間関係の転機（5％），その他（26％）となった（Fig. 1）。各できごとカテゴ
リーの具体的な記載内容を以下に示す。
①＜受験＞19（30％）
〇高校受験→レベルの高い友人に出会えるだろうという期待感がモチベーションとなる
〇受験→受かりたいという気持ち，親への期待に応えたい
〇大学受験→自分が将来こうなりたい姿をしっかり思い描くことができたから
〇受験→塾や学校の先生，親，友達（周りの人の助け）
〇高校受験失敗を乗り越える→負けず嫌い
〇受験→自分には出来るという自己肯定感

誰にも負けたくない

〇浪人の一年間→友人と一緒に頑張ろうと互いに支え合った
〇受験勉強→親に恥をかかせない，見栄を張る，周りが一生懸命だから
〇大学受験→あきらめないではなく，「友達と諦めず，誰かのために成し遂げる」だれかの為
にの思い
〇受験→将来教師になりたいと言う夢
〇大学受験→夢がスタートする勇気になり，頑張り合える友だちが続ける気力になり，親の応
援が良い意味のプレッシャーになり，教師の大丈夫だよが自信になった。これら全てが，
「私
はできる」という自己効力感に繋がった。
〇受験→勝利の夢，一人で戦っているわけではないという感じ
〇受験→家庭環境や家族の期待
〇受験：面接練習に苦労→先生や家族の励まし
〇大学受験→周りも頑張っているから，忍耐力，周りの友人に話しを聞いてもらったり慰めて
もらった
〇受験→何が何でもこの学校に入りたいという気力
〇大学受験→母親の協力，友達の応援や支え
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〇高校受験失敗→リンカーン「あなたが転んでしまったことに関心はない。そこからどう立ち
上がるかに関心があるのだ」失敗だって自分を成功させることに繋がる
〇受験→仲間がいたことで，自分の考えを柔軟にしてくれたこと
②＜部活動＞12（19％）
〇新体操の熾烈な競争→頑張って見返してやる，努力すれば必ず報われる，誰にも負けたくな
い
〇勝負に負けることの恐怖→純粋な「楽しさ」「好きこそものの上手なれ」
〇バスケの最後の試合にけがで出られず→バスケが好きだという気持ち，仲間や先生
〇部活内でのいじめ→一人だけ支えてくれた友人がいた，そのスポーツ自体が好き→「好きな
こと・やるべきこと」は最後までやり遂げる
〇部活→周りの友達が同じように努力していたから
〇部活動→同期のメンバー，意見を言い合えるまでの信頼関係が出来ていること
〇部活動→友達とのチームワーク
〇部活→責任感や顧問の先生への期待に応える
〇高校時代の強豪の部活と勉強→家族の支えと同期の子の優しさ（お弁当，送迎）
〇弓道部→8本の矢にかける集中力

たゆまぬ努力

〇部活→家族からの力，ある友人からの力，自分は正しいんだと言い聞かせている
〇高校の厳しい部活→仲間との励まし合い（人とのコミュニケーション能力が支える力になる）
③＜家庭生活＞7（11％）
〇祖父の死→子ども達の笑顔，仲間が一緒（周りから沢山の力に助けられた）
〇父の死→周囲の人の温かさに救われた
〇父の死→大学受験を控えていたため，へこんでいてはダメという逆境に打ち勝つ気持ち
〇一人っ子→より色んな人の話が聞きたい，私の話を聞いて欲しい気持ち
〇家族のこと→今はとても幸せなのは，自分とって都合の悪いこと，嫌なことを見ようとしな
い力が高いから。共有できる姉妹がいたから
〇家庭内のこと→「自分だけはちゃんとしていなくてはいけない」という思い，あきらめ
〇母の病気→父の懸命の看病を見たこと，姉や看護婦さんや友達の存在が心強かった
④＜疾病など＞4（6％）
〇入退院の繰り返し→家族や医師が支えてくれた，社会への恩返しがしたい
〇身体の弱さ→受け入れる，長時間が苦手なら効率よくやる

幼い頃は深く考えずにその場の

興味にひかれていくこと
〇複雑骨折で一年間運動できず→やはり人間関係，沢山の友達
〇精神面落ち込み：馬鹿にされること→家族の理解，「自分たちはどの家族より幸せ」「プラス
に考える」「ポジティブに」「色んな思いを経験できる」
⑤＜人間関係の転機＞3（5％）
〇不登校になったことがある。→家族や友達の力
〇卒業（仲の良い友との別れ）→過去にこんな素敵な友達がいるから今頑張れる
〇クラス替えで学校がいやになる→「〇〇ちゃんはあなたにひどいことされても毎日学校に
行っているでしょ。いざ自分が一人になったからといって学校を休むのは許さない」という
母の言葉。（私の母は慰めるタイプではないけど，そこに愛情を感じた）
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＜その他＞17（26％）
〇多忙→学ぶことが好き，何かを知ること・知識があることが乗り越えていくための源
〇受験，別れ，暑さ寒さ，人間関係→諦めない力，楽観的に見る力
〇一輪車，鉄棒，受験→こつこつと努力してきた，時間は掛かっても

絶対に出来るようにな

る
〇困難→「いつだって，何かを始めたのは自分がやりたい」と思ったからだ。逃げるわけには
いかない。逃げる自分が嫌だったから。
〇良い結果が得られると思ったものに挑戦，これからは，失敗しても大切な経験と気持ちでい
たい
〇自信が持てない→友達が自分では気づかない自分の良さを教えてくれた
〇壁にぶつからない→全てにおいて超えられそうもない壁にはぶつからないようにしてきた
〇中学生のとき自分が大嫌いになった。他人に話しかけることも「相手は自分のことを嫌って
いるだろう，気持ち悪いと思っているに違いない」と思って出来なかった。しかし，あると
きなぜか「自分は価値のない，どうでもいい存在だから，何をしてもどう思われても，今さ
ら変わらない」と一周回ってポジティブになることができた。
〇ポジティブで失敗したこともプラス面を見つけて自分の力にして乗り越えてきた。自分は運
動神経も悪い，頭も良くない，しかし少しでも良くしたいの思いから・・・
〇親が教師だから・・・→嫌だったが，「自分として周りに “ 認められたい」「レッテルを無く
したい」→モチベーションアップ
〇人前で話すのが苦手→あえて学級委員や生徒会→周囲の推薦，自分を改善しようとする危機
感
〇人間関係のいざこざ，劣等感→人の支えとそれを受けて自分を見つめ直し変えようとする気
持ち
〇耐えがたいこと→将来の自分を想像する，そのために動く

結局は自分のため

〇物事の選択・葛藤→環境，価値観，人から掛けられた言葉や “ 意味
〇過去の自分の決定の積み重ねだからしょうがないと思うようにしている。
〇嫌だなーと思ったときはその嫌なことを終えてスッキリした自分の姿を想像する。「頑張れ
ば終わりだ」
〇様々な困難→「逃げる」そうしないと自分がつぶれる

内容分類

その他
27%

人間関係の転機 5%
7%
疾病など
家庭生活
11%

受験
31%

部活動
19%

Fig.1 今までの人生で乗り越えたできごとの分類結果
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大学生として最近強く心に残った「乗り越えた困難」といえばやはり「受験」であろう。そ
して，次は「部活動」となっている。 2 つのカテゴリーを合わせてちょうど半数となっている。
「受験」と「部活動」は，今回調査対象とした教員養成学部学生にとって今までの人生におい
て乗り越えた困難として意識化されやすい体験であるといえよう。次に，
「家庭生活」と「疾病」
が続いている。これらはきわめて個人的な経験に属することであり，また，回答した学生自身
の責任に帰されるというよりは，多くは自分自身以外のどちらかといえば個人のコントロール
が不可能な要因によって発生したできごとである。その意味で，「受験」や「部活動」とはや
や意味を異にするカテゴリーであるといえよう。また，「人間関係の転機」として分類された
体験はわずか 3 であった。「その他」としては多種多様なできごとが挙げられている。調査対
象者一人ひとりの「乗り越えた」や「困難」のとらえ方の違いが反映されていると考えられる。
（2）支えた力の分類
次に，困難を乗り越えることに役立ったと考えている要因についての分類結果を下記に示す。
「支える人」（43％）の割合が高く，第 2 位の「危機感・強さ・気力」以下に並べると群を抜い
ていた。第2位以下の内容はいずれも困難を乗り越えるための個人的な資源を駆使したと見な
すことができることから，調査対象となった学生は，大別して「他者」と「個人的資源」の 2
つを困難を乗り越える力として活用していると考えることができる。なお，Fig.2 に困難を乗
り越えることを支えたものの出現度数を示した。
＜支える人＞29（43％）
・人から掛けられた言葉・人の支え・友達が自分では気づかない自分の良さを教えてくれた・
母の言葉・素敵な友達・家族や友達の力・やはり人間関係，沢山の友達・姉や看護婦さんや友
達の存在・家族や医師が支えてくれた・家族の理解・共有できる姉妹・私の話を聞いて欲しい・
周囲の人の温かさ・仲間が一緒・仲間がいたこと・家族からの力，ある友人からの力・家族の
支えと同期の子の優しさ・友達とのチームワーク・同期のメンバー，意見を言い合えるまでの
信頼関係・周りの友達が同じように努力・一人だけ支えてくれた友人・仲間や先生・母親の協
力，友達の応援や支え・周りの友人・先生や家族の励まし・頑張り合える友だちが続ける気力
になり，親の応援が良い意味のプレッシャーになり，教師の大丈夫だよが自信となった・友人
と一緒に頑張ろう・塾や学校の先生，親，友達・仲間との励まし合い
＜危機感・強さ・気力＞8（12％）
・自分を改善しようとする危機感・へこんでいてはダメという逆境に打ち勝つ気持ち・何が何
でもこの学校に入りたいという気力・忍耐力・逃げる自分が嫌・諦めない力・自分には出来る
という自己肯定感

誰にも負けたくない・負けず嫌い

＜想像力・夢・期待感＞7（10％）
・スッキリした自分の姿を想像・将来の自分を想像・勝利の夢・夢がスタートする勇気・将来
教師になりたいと言う夢・自分が将来こうなりたい姿をしっかり思い描くことができた・期待
感がモチベーションとなる
＜回避・逃避・あきらめ＞7（10％）
・逃げる・しょうがないと思う・何をしてもどう思われても，今さら変わらない・超えられそ
うもない壁にはぶつからない・あきらめ・自分とって都合の悪いこと，嫌なことを見ようとし
ない力・受け入れる

教育学部生が自分の人生で乗り越えたことと，それを支えたと考えられる力
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＜責任感・認められたい＞6（9％）
・周りに “ 認められたい・責任感や顧問の先生への期待に応える・頑張って見返してやる・家
族の期待・親に恥をかかせない，見栄を張る・受かりたいという気持ち，親への期待に応えた
い
＜好き＞4（6％）
・学ぶことが好き・そのスポーツ自体が好き・バスケが好きだという気持ち・好きこそものの
上手なれ
＜ポジティブ思考＞3（4％）
・失敗したこともプラス面を見つけて・失敗しても大切な経験・失敗だって自分を成功させる
ことに繋がる
＜努力＞2（3％）
・こつこつと努力・たゆまぬ努力
＜楽観性＞1（1.55％）
・楽観的に見る力
＜貢献＞1（1.5％）
・だれかの為にの思い
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Fig.2 困難を乗り越えるために役立った内容の分類結果

先述したように，調査対象者が困難を乗り越えることに役立ったと考えている要素は，「他
者」と「個人的資源」の 2 つである。「他者」としては，両親や学校の先生，友人などが登場
していることから，身の回りの信頼できる人間が困難状況を克服するための「支える力」の提
供者となっていることが分かる。また，「個人的資源」として挙げられたものの中には，「危機
感・強さ・気力」や「責任感」，「努力」など今その時点で困難に陥ったときに対する即時的な
反発や抵抗を個人の精神的努力によって対処しようとした経験や，
「想像力・夢・期待感」や「ポ
ジティブ思考」，「楽観性」など困難を乗り越えることができる先々の見通しを展望するなど，
困難に陥った状況に対する時間的展望などに細分することができる。また，「回避・逃避・あ
きらめ」など消極的とも思われる対応が一定の割合で見出されたことは興味深い。
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（3）レジリエンスの要因の分類について
ところで小花和（2002）は，先行研究を参考にレジリエンスの構成要因とそれらに関係する
特性からなる分析表を提案している。レジリエンスは基本的には環境要因と内的要因とに区分
され，このうち内的要因はさらに「子どもの個人内要因」と「子どもによって獲得される要因」
とに分類されている。環境要因とは，子どもの周囲から提供される要因のことを指し，安定し
た家庭環境・親子関係，家庭内での組織化や規則，親による自律の促進や安定した学校環境，
学業の成功などが特性として例示されている。小花和（2002）の分析表は幼児期を対象とした
Table 1 小花和（2002）を手がかりとしたレジリエンスの要因分類結果
＜レジリエンスの研究＞

H２６／１１／１３

小花和（２００２）より引用 を加工 岡本康哉

構成要因

特性

具体的な内容

家庭外での情緒的サポート（話せる友達や支えとなる人がいる）

・人から掛けられた言葉・人の支え・友達が自分では気づかない自分の
良さを教えてくれた・素敵な友達・友達の力・やはり人間関係、沢山の友
達・姉や看護婦さんや友達の存在・医師が支えてくれた・周囲の人の温か
さ・仲間が一緒・仲間がいたこと・ある友人からの力・同期の子の優しさ・
友達とのチームワーク・同期のメンバー、意見を言い合えるまでの信頼関
係・周りの友達が同じように努力・一人だけ支えてくれた友人・仲間や先
生・友達の応援や支え・周りの友人・先生や家族の励まし・頑張り合える
友だちが続ける気力になり・教師の大丈夫だよが自信となった・友人と一
緒に頑張ろう・塾や学校の先生、友達・仲間との励まし合い

安定した家庭教育・親子関係

・家族の力・家族が支えてくれた・家族の理解・共有できる姉妹・私の話を
聞いて欲しい・家族からの力・家族の支え・母親の協力

家庭内での組織化や規則
両親の夫婦間協和
役割モデル（自分を生かせる役割・仕事がある）
親による自立の促進
安定した学校環境、学業の成功
教育・福祉・医療保障の利用可能性
宗教的（道徳的）な組織

・母の言葉・親の応援が良い意味のプレッシャーになり・親の励まし

子どもの周囲から提
環境要因 供される要因

年齢と性（その問題が克服できる年齢及び性差が幸いしている）

達成試行（挑戦してやろうとする）

・逃げる自分が嫌・諦めない力・誰にも負けたくない・負けず嫌い受かりた
いという気持ち

共感性と愛他性

セルフ・エスティーム（自己有用観・自分が好き）

・自分には出来るという自己肯定感・期待感がモチベーションとなる・周り
に“認められたい・頑張って見返してやる・見栄を張る

自律性（自らを律していこうとする）

子どもの個人的要
因

内的要因

ローカス・オブ・コントロール（自分のせいにしない、自分を責めない）

・逃げる・何をしてもどう思われても、今さら変わらない・超えられそうもな
い壁にはぶつからない・あきらめ・自分とって都合の悪いこと、嫌なことを
見ようとしない力・受け入れる

好ましい気質（楽観的な考え方）

・失敗したこともプラス面を見つけて・失敗しても大切な経験・失敗だって
自分を成功させることに繋がる・楽観的に見る力

他者にとっての魅力（得意なことや他者より長けたものを持っている）

・学ぶことが好き・そのスポーツ自体が好き・バスケが好きだという気持
ち・好きこそものの上手なれ

神聖なものへの希望・信仰・信念、道徳性、信頼

・スッキリした自分の姿を想像・将来の自分を想像・勝利の夢・夢がスター
トする勇気・将来教師になりたいと言う夢・自分が将来こうなりたい姿を
しっかり思い描くことができた・責任感や顧問の先生への期待に応える・
家族の期待・親に恥をかかせない・親への期待に応えたい・だれかの為
にの思い

ネガティブな気持ちの表出（自分の感情を押し殺さない）

コンピテンス（あきらめないで努力できる）
問題解決能力
コミュニケーション能力
衝動のコントロール
子どもによって獲得 ソーシャル・スキル（他者とのつきあいがスムーズ）
ユーモア
される要因
根気強さ
信頼関係の追及（人と信頼関係を作ろうとする）
知的スキル（知的に考え処理する力）

・しょうがないと思う
・へこんでいてはダメという逆境に打ち勝つ気持ち
・自分を改善しようとする危機感

・何が何でもこの学校に入りたいという気力・忍耐力・こつこつと努力・たゆ
まぬ努力

教育学部生が自分の人生で乗り越えたことと，それを支えたと考えられる力
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ものであるので，両親や家庭環境が重要な部分を占めているのはある意味で当然のことである
が，今回の大学生対象の自由記述結果からは，支える力を提供可能な人的環境として友人や教
師が含まれるという点で範囲が拡張しているところに特徴がある。
また，先に「個人的資源」という名称が与えられたカテゴリーは小花和（2002）の分析表で
いうところの「内的要因」に該当するが，見出されたサブカテゴリーが「個人内要因」である
のか「獲得された要因」であるのかは判然としない。とはいえ，今回の教員養成学部学生を対
象とした自由記述結果を小花和（2002）の分析表を一部修正して整理することには意味があろ
う。その結果を，Table 1 に示す。
Table 1 及び Fig. 3 から，子どもの周囲から提供される要因が47％，子どもの個人的要因が
46％，子どもによって獲得される要因が 7 ％を占めていることが分かる。子どもの周囲から提
供される要因は「環境要因」であり，子どもの個人的要因，子どもによって獲得される要因は
「内的要因」と大きく括られることから，「環境要因」と「内的要因」とはどちらも同程度に影
響を与えていると考えることができる。
ところで，「子どもによって獲得される要因」の多くは，学校教育の中で育成を目指す資質
能力と深い関連性を持っている。たとえば，
「問題解決能力」や「コミュニケーション能力」，
「衝
動のコントロール」，「ソーシャルスキル」，「信頼関係の追及」などは，児童生徒が学校教育全
般にわたって習得を目指す目標であるともいえ，これまでにも教科指導や生徒指導全体を通し
てこれらの資質能力形成に関わる多様な実践プログラムが提供されている。本調査結果の分析
から，レジリエンスのうちで「子どもによって獲得される要因」カテゴリーの中にこうした学
校教育が目標として掲げる子どもたちに身につけて欲しい資質能力が含まれていることは，学
校あるいは教師による児童生徒に対する意図的な教育的働きかけが，結果としてレジリエンス
の獲得にとっても有意義であることを示唆している。
例えば、身近に支援者が見当たらなかったり、個人的要因の内容にも恵まれなかったりした
場合において、レジリエンスを高める為には「子どもによって獲得される要因」カテゴリーが
重要なウェイトを占めることになる。そのため、部活動等に挑戦させ根気強さを身に付けるこ
と等で、様々な困難を乗り越えていく力を身に付けることは良く見受ける例である。特に中学
校においては、自分の人生を生き抜く自信を全ての子どもが身に付けて義務教育を終わらせた
いという願いにも通じている。

構成要因
子どもによって獲得される要
因

子どもの周囲から提供される
要因

7％

46％

47％

子どもの個人的要因

Fig.3 要因の構成割合
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本研究は，今後学校教育において児童生徒の成長を育む上で重視すべき資質能力の一つであ
るレジリエンスが，実際にどのような形成の過程をたどるのか，すなわち，どのような逆境状
況に対してどのような対処行動が採用されているのかについて検討するために，大学生を対象
として質問紙調査を行った結果について取り上げたものである。
その結果，下記のことが明らかにされた。
①教員養成学部学生が今までの人生の中で乗り越えてきたできごとは，「受験」と「部活動」
に代表される学校生活に関する課題が半数を占め，続いて「家庭生活」や「疾病」など，個
人的にユニークな体験についても報告された。
②教員養成学部学生が困難を乗り越えることに役立ったと考えている要素は，大別して「他者」
と「個人的資源」の 2 つが挙げられた。このうち，「他者」としては身の回りの信頼できる
人物が，「個人的資源」としては，「危機感・強さ・気力」や「責任感」，「努力」など個人の
精神的努力が挙げられた。
③教員養成学部学生を対象とした調査結果を小花和（2002）の分析表を手がかりとして解釈し
たところ，「子どもによって獲得される要因」の多くは，学校教育の中で育成を目指す資質
能力と深い関連性を持つことが示唆された。
これらの結果は，教員養成学部生にとって困難状況と認識されやすい課題は，学業生活のよ
うな日常化された生活の中で生ずるできごとに加えて，個人的にユニークな体験との双方から
構成されることや，その克服に関して有力な担い手となっていたのは，周辺の信頼できる人物
の存在と個人的な精神的努力の傾注にあることを示している。学習面にしろ，部活動にしろ，
児童生徒の日常生活のうちで中心を占める学校生活に関わる困難体験を周囲の人間からのサ
ポートを受けながら，同時に個人的な資源を有効活用しながら，何とかして乗り越えてきた学
生の姿を浮かび上がらせることができる。
また，小花和（2002）の分析表で特性の一つとして位置づけられていた「子どもによって獲
得される要因」の多くは，同時に今後の学校教育において児童生徒が身につけるべき資質能力
と内容的に重なっていることは，レジシエンス育成の方向性が学校教育目標と軌を一にしてい
ることを意味する。したがって，学校教育目標の充足は同時に児童生徒のレジリエンスの力を
高めることになり，またその逆についても成り立つことになる。今後，目指す子どもの姿にレ
ジリエンスの力の育成を具体的にどのように位置づけていくのかが問われることになるであろ
う。
本研究は，教員養成学部学生に過去の困難克服体験とその促進要因について自由記述で回答
を求めた結果を分析したものである。逆境克服という側面を重視したために，被調査者の記憶
再生の際にはいわば良い思い出としてバイアスがある形で記述された可能性があることは否定
できない。したがって，今後さらに逆境克服に向けて対処中であったり，逆に思う通りの結果
に結び付けられなくて妥協やあきらめなどの対処法を駆使しながら何とか折り合いをつけよう
としている途上の者についても焦点を当てていく必要があろう。
また，学年の上昇とともに困難克服に向けての対処方法や資源の有効活用の仕方などが異
なって来ることが想定されることから，今後は対象者の校種や学年，あるいは性別の違いなど
にも考慮した調査を実施することが求められる。
最後に，今回示唆された調査結果を受講生に対して還元することが大事であり，また，教職

教育学部生が自分の人生で乗り越えたことと，それを支えたと考えられる力
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科目の「生徒指導」や「教育相談」などの授業においても教材の一部として活用することを心
がけたい。
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