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研究成果の概要（和文）：教員養成系学部学生および若年教員（教職経験10年以下程度の教員）の社会的能力を
高めるための学習プログラムとして、SEL-8T(Social and Emotional Learning of 8 Abilities for Teachers)
プログラムを開発し、またその効果を検証するための教師用社会性と情動尺度を作成した。教員養成系学部学生
対象には実験法，若年教員対象には事例研究法によりSEL-8Tプログラムの効果を確認することができた。

研究成果の概要（英文）：Social and Emotional Learning of 8 Abilities for Teachers (SEL-8T) program 
was developed to promote the social competence of students in teacher education and young teachers 
with less than 10 years of experience.  In order to examine the program’s effects Teachers’ 
Perceived Social and Emotional Competence Scale was constructed.  Experiments for students in 
teacher education and case studies for young teachers showed that SEL-8T program enhances their 
perceived social and emotional competence.

研究分野： 教育心理学
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１．研究開始当初の背景 
(1) 学校教育を充実させるために、教員の資
質能力の向上は重要な課題の一つである。
種々の教育活動の中でも、中心となるのは対
面での子どもの指導であり、また同僚教職員
との協働関係が必要不可欠である。さらに最
近は、従来以上に保護者との連携も重要にな
っている。これらに共通する資質能力は、教
育の対象者や関係者との相互作用に関わる
社会的能力である。 
 
(2) 本研究で開発する学習プログラムの枠組
みとして、社会性と情動の学習（social and 
emotional learning、以下 SEL とする）の
観点を用いる。SEL は、「自己の捉え方と他
者との関わり方を基礎とした、対人関係に関
するスキル、態度、価値観を育てる学習」（小
泉、2011）を意味しており、SEL プログラム
は、数多くの心理教育プログラム（心理学の
考え方や研究成果などを基盤とした学習プ
ログラム）の総称である。これまでの SEL は
おもに子どもを対象としているが、概念とし
ては生涯にわたって必要とされており（Elias 
et al., 1997）、教師の社会的能力育成に適用
できる。 
 
２．研究の目的 
  教員養成系学部学生および若年教員（教職
経験 10 年以下程度の教員）の社会的能力を
高 め る た め の SEL-8T (Social and 
Emotional Learning of 8 Abilities for 
Teachers)プログラムを開発し、その効果を検
討することが目的であった。 
 そのために、次の 3 点を実施した。 
(1)教師用社会性と情動尺度を作成する。 
(2)教員養成系学部学生及び若年教員が児童
生徒、職場での同僚教職員、そして保護者等
と適切に関わるための社会的能力の向上を
目的とした SEL-8T プログラムを開発する。 
(3)教員養成系学部学生及び若年教員を対象
にしたSEL-8Tプログラムの効果を検証する。 
  なお、(3)については、受講者本人の社会的
能力向上のみでなく、児童生徒を対象にした、
社会的能力を向上させるための指導方法の
取得もめざした。これにより、例えば学級経
営力の向上につながるといったインセンテ
ィヴを受講者に提供し、学習プログラム参加
への動機づけを高めるようにした。 
 
３．研究の方法 
(1) 参加者 
①教師用社会性と情動尺度の作成には、小中
高等学校の教員約 500 名と、教員養成系学部
学生約 70 名が参加した。 
 
②SEL-8T プログラムの教員養成系学部学生
を対象とした効果検討には、試行ごとに 5名
～40 名前後が参加し、約半数の試行ではほぼ
同数の学生が統制群として調査に参加した。
また、若年教員の効果検討には、2 名～5 名

が事例研究に参加した。 
 
(2)手続き 
 教員養成系学部学生には、試行ごとに
SEL-8Tプログラムの中から5～10セッション
を選び、1セッション約 90 分で実施した。若
年教員には、試行ごとに SEL-8T プログラム
の中から実態に即した 5～7 セッションを選
び、1セッション約 60 分で学習を行うととも
に、各セッションの間に適宜コンサルテーシ
ョンを実施した。 
  
４．研究成果 
(1)教師用社会性と情動尺度の作成について
は、山下・小泉（2012）をもとに、本研究で
開発する教師の社会的能力向上のための
SEL-8T プログラム の構造に合わせて改訂し
た。SEL-8T プログラムで設定されている 8つ
の社会的能力（自己への気づき、他者への気
づき、自己のコントロール、対人関係、責任
ある意思決定、生活上の問題防止のスキル、
人生の重要事態に対処する能力、積極的・貢
献的な奉仕活動）と同一の 8因子が抽出され
た（5件法、23 項目）。 
 
(2) SEL-8T プログラム開発については、15 
回分の学習内容を作成した（表）。 

(3) 教員養成系学部学生を対象にした複数
回の試行で、プログラム内容及びロールプレ
イングのやり方に改善を加え、最終的に 7回
のセッションからなる試行を実施した。その
結果、実験群は教師用社会性と情動尺度の得
点が事後に上昇しており（図 1）、また各セッ
ションで学習した事項（あいさつ、聞き方な
ど）を子どもに指導することに関する指導自
己効力感も上昇していた（図 2）。 
   
(4) 若年教員を対象にした事例研究では、
SEL-8T プログラムの一部を少人数で、複数セ
ッション実施した。その際、児童対象の
SEL-8S プログラムの指導方法の研修と組み

表 SEL-8T の学習内容 
1：あいさつ  
2：時間と金銭の管理 
3：自己理解 
4：他者理解 
5：気持ちの伝達 
6：断り方と頼み方 
7：電話でのコミュニケーション 
8：関係開始 
9：問題解決 
10：説明や指示の聞かせ方 
11：ストレスマネジメント 
12：スクールコンプライアンス 
13：環境変化への対処 
14：日常のボランティア 
15：まとめ 
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