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1．緒言 

 本研究の目的は、技能の習得がどのように自己

肯定感・自己効力感に影響するかを明らかにする

ことである。技能を習得することは、ライフスキ

ルの獲得にとどまらず、子どもたちに自信を持た

せ、充実感を味わわせることにも影響する。 
松田は、長期キャンプ体験へ参加することで、

子どもたちの自己効力感が向上したと報告してい

る 1)。目標に向かって努力し，達成感を味わうよう

なプログラムによる成功体験の積み重ねによるも

のと考えられる。また、マイネルは「成功体験は

肯定的性格をもった強い情動的作用を生む。いく

ども繰り返し試みて、やっと成功したときには、

子どもの顔が喜びでぱっと輝くことを知らない人

は誰もいない 2) 。」と述べ，技能の習得時における

成功体験の重要性を示している。 

平成 23 年度に施行される新学習指導要領の器械

運動と武道の領域では、「技ができる楽しさや喜び

を味わい、その技がよりよくできるようにする。」
3)と明記された。これは、技の理解を深め、できる

ようになることの重要性が見直されていると考え

られる。 
そこで本研究では、技能の習得が自己肯定感・

自己効力感に与える影響について、性差や習熟度、

頑張り度との関係を検討し、明らかにする。 
 
2．研究方法 

2-1 対象 
茨城県 A 中学校に所属する第 1 学年１クラスの

38 名（男子 17 名、女子 21 名）の生徒を対象とし

た。 
2-2 調査方法・調査内容 

平成 20 年 12 月 15 日～19 日の５日間、技能課題

のけん玉を練習してもらい、級位の変化を記録し

た。初日と 終日に、自己肯定感、自己効力感を

測るアンケートを実施し、各領域の得点の変化を

調べた。 
1) けん玉体験について 
 様々な技能課題を考えた結果、対象者の時間や
労力がかからず、技能の上達が級位という形で見
えやすいけん玉を技能習得の課題とした。日本け
ん玉協会が定める級位認定表をもとに一日 20 分間
の練習を行い、級位を高めることに挑戦してもら
った。練習を始めるにあたり、以下のことを説明
した。 
・全員が 10 級から始め、技ができるようになった 

ら次の級の練習をすること。 
・グループに分かれるが、基本的には一人で練習
を行い、級位の審査の時にはお互いに協力して
行うこと。 

・他の人の試技を見て笑ってバカにしたり、比べ
たりしないこと。（心理尺度への影響） 

2) アンケート調査について 
平石が作成した自己肯定意識尺度の５つの下位

尺度（自己受容、自己実現的態度、充実感、人間

不信、対人積極性）5)と成田らが作成した自己効力

感尺度 6)を並べ替えて調査用紙を作成し、領域ごと

に得点を算出した。また、 終日のアンケートの

中に頑張り度の項目を加えた。生徒たちの技能課

題に対する取り組みを頑張り度として、５段階で

自己評価してもらった。 

2-3 分析方法 

分析ソフト STATISTICA を用いて統計処理を行

った。けん玉練習前後の自己肯定感･自己効力感に

ついては対応のある t 検定、また、級位から見る習

熟度や、頑張り度と自己肯定感･自己効力感につい

ては相関分析を行った。有意確率は 5％とした。 
 
3．結果と考察 

3-1 技能の習得が学習者に与える影響 

1) けん玉実験による尺度得点の変化 
 男女問わず、すべての領域で平均得点が増加し、

自己受容、対人積極性、自己効力感の３領域では、

実験前後の得点に有意な差が見られた。また、平

石・成田が調べた自己肯定感・自己効力感得点の

平均値と比較した結果、自己受容全体、充実感男

子、人間不信全体、対人積極性全体、自己効力感

男子、自己効力感女子の領域では、平均より得点

が低かったが、実験後の得点では平均を上回った。 
実験前後の得点の伸び率は、順に自己受容、自

己効力感 6.8％、対人積極性 6.6%、人間不信-2.4%、

自己実現 2.2%,充実感 1.7％という結果が得られた。  
これらの結果から、けん玉の技能習得が自己肯

定感・自己効力感の向上に影響を与えることが明

らかとなった。仲間とともに課題に取り組み、技

能を習得したことで自分に自信を持つことができ

たと考えられる。 

表１ 実験前後の心理尺度得点（ｎ＝38） 

  練習前 練習後  

  平均 SD 平均 SD ｐ 

自己受容 15.34 2.77 16.66 2.42 0.0045** 

自己実現的 24.24 6.48 25.03 6.64 0.3132 

充実感 29.16 6.72 29.82 8.05 0.4523 

人間不信(-) 17.05 5.82 16.11 6.76 0.1292 

対人積極性 22.24 6.02 24.61 6.23 0.0045** 

自己効力感 71.47 14.2 79.26 15.69 0.0003*** 

*＝p<0.05 **=p<0.01 ***=p<0.001  

 
2) 心理尺度得点の男女差 
 実験前後すべての領域で、女子が男子の得点を

上回った。対象のクラスの集団特性として、男子

より女子の自己肯定感・自己効力感が高いことが

示された。これは、平石・成田らが調べた平均値

の傾向とは全く正反対であった。対象が中学 1 年

生で、発達における性差が顕著ではなかったこと

が影響していると考えられる。 
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表２ 心理尺度得点の男女差 

 実験前 実験後 

 男子 女子 男子 女子 

自己受容 14.29±2.52 16.19±2.68 15.65±2.5 17.48±2.01

自己実現 23.76±5.41 24.62±7.21 23.94±5.96 25.9±7.02

充実感 27.59±7.59 30.43±5.6 28.12±8.8 31.19±7.1

人間不信（-） 17.59±6.17 16.62±5.47 17.12±7.58 15.29±5.89

対人積極性 20.59±5.11 23.57±6.37 23.12±5.67 25.81±6.4

自己効力感 69.47±12.45 73.1±15.29 76.65±14.96 81.38±15.94

 
3-2 技能の習熟度との関係性 

習熟度をどのように測るかが問題となる。級位

が高まるほど技能の習得における難易度は高くな

ると推測され、9 級から 7 級になった生徒と 7 級か

ら 5 級になった生徒の習熟度が単純に等しいとは

言えない。そこで、級が上がるほど習熟度が高ま

っていくと仮定し、級位の高まりに応じて０から 1
の間で重みを付けた場合の習熟度得点表を作り、

生徒の習熟度得点を計算した。 
習熟度と前後の得点差、習熟度と尺度得点の高

さともに有意な相関関係は見られなかった。今回

の実験では、技能の習熟度が尺度得点の変化や得

点の高さに与える影響は少ないという結果が示さ

れた。技能課題の難易度や習熟度の大小に関わら

ず、成功体験を味わったことが得点の向上に影響

を与えた要因と考えられる。 
3-3 頑張り度との関係性 

 けん玉に対する頑張り度と自己肯定感・自己効

力感尺度の前後の得点差において、自己受容領域

との間に弱い負の相関関系が見られた。つまり、

頑張らなかった人ほど、自分のことを受け入れよ

うとする傾向が強いと言える。これは、あきらめ

の気持ちが生まれる要因とも考えられる。 
 頑張り度と心理尺度得点の高さにおいては自己

受容以外の領域で有意な相関関係が見られた。こ

の結果から、技能課題に一生懸命取り組む人ほど

自己肯定感や自己効力感が高いという結果が得ら

れた。 

表３ 頑張り度とけん玉練習前後の得点差 

自己受容 自己実現 充実感 人間不信 対人積極性自己効力感

-0.34 -0.05 0.145 -0.14 -0.07 0.244

表４ 頑張り度とけん玉練習後の得点の高さ 

自己受容 自己実現 充実感 人間不信 対人積極性自己効力感

0.121 0.471 0.494 -0.36 0.3 0.506

 
4．まとめ 

 本研究では、技能の習得が学習者の自己肯定感

や自己効力感に与える影響について検討し、以下

の結果が得られた。 
・対象のクラスの集団特性として、自己肯定感や

自己効力感が男子より女子の方が高いことがわ

かった。これは平石、成田らが調べた男女の得

点差の傾向とは正反対の結果であり、学年の変

化によって傾向が異なることが考えられる。 

・けん玉の技を習得することは、自己肯定感や自

己効力感の向上に影響を与えることが明らかに

なり、特に自己受容、対人積極性、自己効力感

の領域で有意な差が見られた。 
・習熟度と前後の得点差、習熟度と得点の高さの

どちらにおいても、有意な相関関係は見られな

かった。今回の実験で、技能の習熟度が学習者

の自己肯定感や自己効力感に与えた影響は少な

かったと言える。 
・頑張り度と前後の得点差との間で、負の相関関

係が見られた。頑張り度が低い生徒ほど、自分

を受け入れようとする傾向が強く、あきらめの

気持ちとの関係性があると考えられる。 
・頑張り度と得点の高さでは、自己受容以外の５

領域で有意な関係が見られた。この結果から、

自己肯定感・自己効力感の向上に影響を与える

のは、技能の習熟度ではなく、成功体験の積み

重ねや技を習得しようと努力する行為そのもの

であることが考えられる。 
以上のように、けん玉による技能の習得は学習

者の自己肯定感・自己効力感に影響を与えた。こ

れは他の技能課題においても同様の結果が考えら

れ、技能の重要性を改めて認識することができる。 
 また、今回の実験では、分析したデータ数が十

分ではなかったため、今後有効なデータ数を確保

し、技能の習得と自己肯定感や自己効力感との関

係性についてさらに検討を深めていくことが必要

である。 
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