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近年，中学生の自殺に関するニュースがメディアに取り上げられることが多くなった。文部科学
省の調査では，周囲の人に甘え頼る性格傾向が自殺の個人的背景として挙げられている。しかし，
実際の中学生の自殺事例をみると，誰にも援助を求めずに自殺に至っていることから，援助要請回
避型にも自殺の危険性の高さが伺える。一方で，回避型の援助要請スタイルを持つ生徒が必ずしも
非適応的ではないという研究もある（村山・及川，2005など）。そこで，本研究では回避型の援助
要請スタイルを持つ中学生に対する援助の必要性の検討と，有効な援助資源及び介入方法を検討す
ることを目的とした。研究1では中学生に対して質問紙調査を行い，研究２では教師に質問紙調査
を行った。その結果，回避型は相談不要傾向を持つ一方で，相談できない苦しみも同時に感じてい
ることが分かった。援助資源に関しては，教師は大人を有効な援助資源であると考えているのに対
し，実際に回避型の生徒が援助資源としているのは友人であるという差異が見られた。回避型の生
徒の援助資源項目の平均点はほとんどが中央値以下であったが，友人や親といった，回避型の生徒
が用いやすい援助資源の傾向をうかがうことができたと思われる。介入方法に関しては，「間接的
なアウトリーチ」や「共行動を増やす」などの，回避型の生徒の警戒心を高めない形で行うことが
重要であると考えられる。今後の研究としては，本研究で示唆が得られた介入方法の効果検証が必
要であると考える。
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問題と目的
近年，中学生の自殺に関するニュースがメディアに
取り上げられることが多くなった。2015年だけでも，
７月に岩手県で起こった中学２年生の自殺（朝日新聞
DIGITAL，2015年7月7日）や11月に愛知県で起こっ
た中学１年生の自殺（朝日新聞DIGITAL，2015年11
月２日）など，メディアに大きく取り上げられたニュー
スが存在する。2014年の中学生の自殺者は99名であり
（内閣府・警察庁，2015），早急な生徒の実態把握と対
策が求められている。
文部科学省（2014）は学校の管理職を対象に，「児
童生徒の自殺の背景となった可能性のある事実関係に
関するできる限り正確なデータをより多く収集し，分
析することを通じて，児童生徒の自殺について全体的
な傾向を把握することにより，自殺予防対策を充実さ
せること」を目的とした調査を行った。その結果，児
童生徒における自殺の個人的背景として，回答者の
10.5%が「独特の性格傾向」を挙げた。具体的には，
「周
りの人に甘え頼るなどの未熟・依存的性格傾向」「俗
に言うキレやすいタイプの衝動的性格傾向」「二者択
一的な考えにとらわれるなど極端な完全癖」などで
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あった。
上記の調査で自殺の個人特性として指摘されてい
る，「周りの人に甘え頼るなどの未熟・依存的性格傾
向」が援助要請スタイルの一つである援助要請過剰型
と類似するものであると考えられる。援助要請過剰型
とは，「問題が深刻でなく，本来なら自分自身で取り
組むことが可能でも，
安易に援助を要請する傾向」
（永
井, 2013）と定義されている。永井（2013）は援助要
請スタイルを，上記の援助要請過剰型，「困難を抱え
ても自身での問題解決を試み，どうしても解決が困難
な場合に援助を要請する傾向」
である援助要請自立型，
「問題の程度にかかわらず，一貫して援助を要請しな
い傾向」
である援助要請回避型の三タイプに分類した。
文部科学省（2014）の調査では援助要請過剰型を自殺
の個人的要因として挙げているが，援助要請回避型も
自殺の要因となりうることが示されている。
例えば，2016年９月に兵庫県で起こった中学２年生
の自殺（朝日新聞DIGITAL，2016年11月19日）から
推測できる。このケースでは，自殺後に自宅から見つ
かったメモにいじめなどの言葉が書かれていた。しか
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を回避する理由には「みんなにできないと思われたく
し，学校が全教員や仲の良かった生徒から聞き取りを
ない」
「質問するのがめんどうくさい」というネガティ
行った際には，いじめは確認されなかった。自殺をし
ブなものだけでなく，「自分でがんばりたい」などの
た生徒の保護者は自殺の原因にいじめ問題があるので
ポジティブなものも存在するのである。
このことから，
はないかと考え，教育委員会に調査を求めている。こ
相談を回避する理由においてもポジティブな要因とネ
れは，いじめの有無以前に，自殺した生徒がその原因
ガティブな要因が存在することが分かる。
となる辛さやストレスを誰にも打ち明けなかったこと
以上のように，援助要請回避型は，相談実行のコス
を示している。このように，援助を求めることができ
トを高く評価することでストレスを抱え込み自殺につ
ずにストレスを抱え込み，自殺に至るケースも想定さ
ながる恐れがあるが，そのすべてが非適応的とは言え
れるのである。また，自殺未遂者を対象に調査を行なっ
ないことが判明している。
た荒川区自殺未遂者調査研究事業報告書（2009）で
そこで，本研究では回避型の援助要請スタイルを持
は，自殺未遂後に既遂に至った事例が４例挙げられて
つ中学生に対する援助の必要性を検討することとす
いる。これらの全ての事例において，本人または家族
る。また，援助要請回避型にはどのような援助資源が
が支援を求めなかった結果自殺に至っている。このこ
有効であるかについても調査を行い，介入方法を検討
とからも，援助を求めないことが自殺の危険性を高め
する。同時に，教師と生徒の考え方の比較も行い，教
るということが推測される。  
師と生徒の考え方に差が存在するのかを検討する。
援助要請回避型と同じく回避傾向を特徴として持つ
回避性パーソナリティ障害に関する研究も，参考にな
研究１ 回避型の中学生に対する援助の必
ると思われる。岡田（2004）は回避性パーソナリティ
要性，及び援助方法に関する調査
障害の特徴として，親からの否定的な態度や低い評価
の蓄積に起因する「失敗や傷つくことを極度に怖れる」
目 的
ことを挙げている。自分が何らかの行動を起こすこと
回避型の援助要請スタイルを持つ中学生の現状を把
で失敗するくらいなら，最初からやらない方が良いと
握し，援助の必要性，有効な援助資源及び介入方法を
思うのである。援助要請もこの何らかの行動に含まれ，
検討する。
実行することができないと推測される。
一方で，援助要請回避型は必ずしもネガティブな要
方 法
因ではないという指摘もされている。本田（2013）は，
調査対象 調査協力者は，S県にある公立の中高一
非援助要請者は援助要請者よりも学校生活享受感が高
貫校であるA中学校の１年生79名（男性22名，女性57
く（p < .01）
名）
，２年生78名（男性24名，女性54名）
，３年生77名
，ストレス反応が低い（p < .01）ことを
，計234名（男性68名，女性166
示している。また，永井（2008）は中学生の相談行動 （男性22名，女性55名）
名）であり，平均年齢は13.71±0.97であった。
の実態調査を行い，
「相談を行わず，自身で対処を行っ
調査期間 2015年11月に調査を実施した。
た場合，秘密漏洩や否定的な応答が発生しないという
調査内容
「ネガティブな結果の回避」や，自身で問題に対処す
１．中学生用ストレス反応尺度短縮版 援助要請回
ることによる充実感や，自分が強くなった感覚を得ら
避型の生徒は悩みをため込むため，ストレス反応が高
れるという「充実感」など，ポジティブな結果が発生
くなると考えられる。援助要請スタイルごとのストレ
していた」ことを明らかにした。学習における援助要
ス反応を比較するために，岡安・嶋田・坂野（1992）
請研究になるが，村山・及川（2005）は，自分の低能
が作成した中学生用ストレス反応尺度の短縮版を使用
力を認知すること避けるためなどの回避的な目的のた
した。短縮版を用いた理由は，生徒の負担を軽減する
めに援助要請を回避した場合のみ，非適応的になると
ためである。内容は，
「いらいらする」
「いかりを感じ
述べた。これらの研究から，援助要請を回避し，充実
る」等からなる「不機嫌・怒り感情」
，
「つかれやすい」
感などを得ることで適応するという，回避型の有用性
「頭が痛い」等からなる「身体的反応」
，
「悲しい」
「心
が示されている。
が暗い」等からなる「抑うつ・不安感情」
，
「勉強が手
悩み経験のある中学生が援助要請を回避する理由に
につかない」
「根気がない」等からなる「無力的認知・
ついては，新見・近藤・前田（2009）の研究によって「相
思考」の４つの下位尺度から４項目ずつ，計16項目を
談実行の利益を低く，相談実行のコストを高く評価す
ること」が挙げられている。一方で，下山・桜井（2003） 採用した。教示は「以下に挙げる項目は，あなたのこ
こ２，３日の感情や行動の状態にどのくらい当てはま
は学業場面における援助要請回避理由測定尺度を作成
りますか。
」であり，
回答は「全くあてはまらない（１
し，援助要請回避理由を「自律」「能力重視」「認知的
点）
」から「非常にあてはまる（４点）
」までの４段階
制限」「無関心」の４つに分類した。その中で，「能力
重視」因子と「無関心」因子は援助要請回避傾向に正の， であった。信頼性については，各下位尺度において高
い内的整合性が認められている（α =.72 ～ .90）
「自律」因子は負の相関を示した。つまり，援助要請
。妥当
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性については，明瞭な4因子構造であり，説明率も高
いことから，因子的妥当性は十分であるといえる（岡
安・嶋田・坂野，1992）。
２．援助要請スタイル尺度 生徒の援助要請スタイ
ルを自立型，過剰型，回避型に分類するために，永
井（2013）が作成した援助要請スタイル尺度を使用し
た。内容は，
「先に自分で，いろいろとやってみてか
ら相談する」「悩みが自分一人の力ではどうしようも
なかった時は，相談する」等からなる「援助要請自立
型」
，
「よく考えればたいしたことないと思えるような
ことでも，わりと相談する」
「比較的ささいな悩みでも，
相談する」等からなる「援助要請過剰型」，「悩みが深
刻で，一人では解決できなくても，相談はしない」「悩
みは最後まで，自分一人でかかえる」等からなる「援
助要請回避型」の３つの下位尺度から４項目ずつ，計
12項目を採用した。教示は「あなたは誰かに悩みや不
安について相談するとき，以下の項目をどの程度感じ
ますか。」であり，回答は「全くあてはまらない（１点）」
から「よくあてはまる（７点）」までの７段階であった。
各スタイルへの分類方法は，援助要請スタイルのある
１群の得点が16点以上であり，かつ他の２群の得点よ
りも高いものを基準とした。信頼性については，各下
位尺度において高い内的整合性が認められている（α
=.79 ～ .93）。妥当性については，全般的援助要請意図，
対人依存欲求，自己効力感，再確認傾向との相関が算
出され，十分な構成概念妥当性が認められている（永
井．2013）。
３．相談行動抑制に関する項目 援助要請回避型の
生徒が相談を行わない理由を検討するために，新見・
近藤・前田（2009）が明らかにした相談しにくい理由
の中から，「悩みを相談しても，それを秘密にしても
らえない」
「相談をしても馬鹿にされる」等からなる
「相談実行のコスト」６項目，「相談をするとき，自分
の気持ちをどう表現してよいかわからない」「相談し
たいことを，整理して伝えることが出来ない」等から
Table 1

なる「相談スキルの欠如」３項目を参考に，「相談し
たいと思ったが，相談内容を秘密にしてもらえないと
思い，相談しなかった」などの相談行動抑制に関する
項目を９項目作成し，採用した。教示は「以下に挙げ
る項目は，あなたの考え方にどのくらい当てはまりま
すか」であり，回答は「全く当てはまらない（１点）
」
から「とても当てはまる（５点）
」までの5段階であった。
４．回避型相談スタイル機能尺度 援助要請回避型
の生徒が苦しむ要因として，回避型の援助要請スタイ
ルがうまく機能していないことが考えられる。そのた
め，
「誰にも相談しなくても，困ることは無い」
「誰に
も相談できなくて，つらいと感じる」などの回避型相
談スタイル機能に関する項目を，博士号を持つ心理学
教員および心理学専攻の学生１名と話し合い，９項目
を独自に作成した。教示は「以下に挙げる項目は，あ
なたの考え方にどのくらい当てはまりますか」
であり，
回答は「全く当てはまらない（１点）」から「とても
当てはまる（５点）」までの５段階であった。本項目
の得点が高いということは，相談が出来なくてもその
ことがストレスになっていないことを指す。
５．援助資源に関する項目 援助要請回避型の生徒
はどのような援助資源を求めているのかを検討するた
め，厚生労働省の調査（2006）を参考に博士号を持つ
心理学教員と話し合い，
「クラス担任」
「スクールカウ
ンセラー」などの援助資源を15項目採用した。教示は
「あなたは悩みを誰かに相談するとしたら，誰に，あ
るいはどのような方法で相談すると思いますか」であ
り，回答は「全く当てはまらない（１点）
」から「と
ても当てはまる（５点）
」までの５段階であった。
調査手続き 中学校の教頭に調査協力を依頼し，調
査内容の説明を行った。その後，１年生から３年生の
クラスごとにクラス担任に質問紙を配布してもらっ
た。質問紙のフェースシートには，調査内容，個人が
特定されることはないこと，調査にあたって回答者に
不利益が生じないことを記載した。

回避型援助要請スタイル機能に関する項目の因子分析結果（最尤法・バリマックス回転後）

項
目
相談できない苦しみ（α =.93）
誰にも相談できなくて，余計に苦しむ
誰にも相談できなくて，追い込まれる
誰にも相談できなくて，身動きが取れない
誰にも相談できなくて，つらいと感じる
誰にも相談できなくて，一人で思い悩んでしまう
相談不要傾向（α =.93）
誰にも相談しなくても，悩みを解決できる
誰にも相談しなくても，うまくやっていける
誰にも相談しなくても，困ることはない
誰にも相談しなくても，なんとかこなせる

因子1

因子2

共通性

.95
.91
.87
.81
.65

.01
.06
.09
-.04
.07

.91
.84
.77
.65
.43

-.06
-.06
-.02
-.05

.91
.89
.86
.82

.83
.79
.73
.69

寄与率（%）
累積寄与率(%)

39.79
39.79

33.87
73.66
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も相談しなくても，うまくやっていける」や「誰にも
果
相談しなくても，
なんとかこなせる」等の，
悩みがあっ
１．因子分析の結果
ても他人に頼らないという内容の項目の因子負荷量が
(a)中学生用ストレス反応尺度短縮版の因子分析結
高かったので，
「相談不要傾向（α =.93）
」と命名した。
果 最尤法・バリマックス回転による因子分析を行っ
２．主成分分析の結果 主成分分析・バリマックス
た結果，先行研究と同じ4因子構造が確認された。各
回転による因子分析を行った結果，４因子構造が確認
因子は岡安・嶋田・坂野（1992）にならい，「不機嫌・
された（Table 2）
。
怒り感情（α =.90）」「無力的認知・思考（α =.83）」「抑
第１因子は，
「スクールカウンセラー」や「養護教諭」
等の，中学生が学校生活において最も長い時間を過ご
うつ・不安感情（α =.83）」「身体的反応（α =.78）」と
すクラスの外にある援助資源に関する項目の因子負荷
命名した。
量が高かったので，
「クラス外の援助資源（α =.65）
(b) 援助要請スタイル尺度の因子分析結果 最尤
」
法・バリマックス回転による因子分析を行った結果， と命名した。第２因子は，「クラス担任」や「部活動
先行研究と同じ３因子構造が確認された。各因子は永
の顧問」等の，生徒と関わる機会が多い教師に関する
井（2013）にならい，
「援助要請回避型（α =.94）」「援
項目の因子負荷量が高かったので，「頻繁に会う先生
助要請過剰型（α =.94）」「援助要請自立型（α =.83）」 （α =.79）
」と命名した。第３因子は，
「同じクラスの
と命名した。
友人」や「誰にも相談しない（反転項目）」等の，友
(c) 相談抑制に関する項目の因子分析結果 最尤
人に関する項目と相談するという項目の因子負荷量が
法・バリマックス回転による因子分析を行った結果， 高かったので，「友人・相談する（α =.70）
」と命名し
先行研究と同じ２因子構造が確認された。各因子は新
た。第４因子は，
「親」や「兄弟」等の，身内の人間
見・近藤・前田（2009）にならい，
「コスト懸念（α =.92）」 に関する項目の因子負荷量が高かったので，
「親族（α
「スキル欠如（α =.95）」と命名した。
=.44）
」と命名した。
(d) 回避型相談スタイル機能尺度の因子分析結果
３．相関分析の結果 各変数の相関係数をTable 3
最尤法・バリマックス回転による因子分析を行った結
に示す。回避型得点は，ストレス反応，コスト懸念，
果，２因子構造が確認された（Table 1）。
スキル欠如，相談不要傾向，相談できない苦しみの
第１因子は，「誰にも相談できなくて，追い込まれ
それぞれと１%水準で有意な正の相関がみられた。ま
る」や「誰にも相談できなくて，つらいと感じる」等
た，過剰型得点とは１%水準で有意な負の相関がみら
の，相談できないことで心理的負荷がかかるという内
れた。
容の項目の因子負荷量が高かったので，「相談できな
４．分散分析の結果 はじめに，サンプルを援助要
い苦しみ（α =.93）」と命名した。第２因子は，「誰に
請スタイルごとに分類した。分類方法は永井（2013）
結

Table 2

援助資源に関する項目の因子分析結果（主成分分析・バリマックス回転後）
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Table 3

各変数の相関係数

に基づいて，
「援助要請スタイルのある１群の得点が
16点以上であり，かつ他の２群の得点よりも高いもの」
を基準とした。その結果，自立型（N =96, 40.9%），過
剰型（N =61, 26.0%），回避型（N =39, 16.6%）の３群
に分類された。また，どの群にも属さない者（N =39,
16.6%）は除外した。
(a) 各スタイルのストレス反応 従属変数をストレ
ス反応にし，自立型，過剰型，回避型の３水準１要因
の分散分析を行った結果，１％水準で有意差が見られ
た（F（2, 193）= 4.90**, p < .01）。そして，どの水準に
有意差が見られるか多重比較により検討した結果，回
避型が自立型よりストレス反応が高いことが示された
（p < .05)（Table 4）。
(b) 各スタイルの相談不要傾向 従属変数を相談不
要傾向にし，自立型，過剰型，回避型の３水準１要
因の分散分析を行った結果，0.1％水準で有意差が見
られた（F（2, 193）= 24.30***, p < .001）。そして，どの
水準に有意差が見られるか多重比較により検討した
結果，回避型が自立型より相談不要傾向が強く（p <
.001），過剰型よりも強い（p < .001）ことが示された。
また，自立型が過剰型より相談不要傾向が強い（p <
.01）ことも示された（Table 4）。
(c) 各スタイルの相談できない苦しみ 従属変数を
相談できない苦しみにし，自立型，過剰型，回避型の
３水準１要因の分散分析を行った結果，5％水準で有
意差が見られた（F（2, 192）= 3.98*, p < .05）。そして，
どの水準に有意差が見られるか多重比較により検討し
Table 4

た結果，回避型が過剰型より相談できない苦しみが高
いことが示された（p < .05）。また，回避型が自立型
より相談できない苦しみが高いことが示された（p <
.10）
（Table 4）
。
(d) 各スタイルのクラス外の援助資源への援助要請
従属変数をクラス外の援助資源にし，自立型，過剰
型，回避型の３水準１要因の分散分析を行った結果，
５％水準で有意差が見られた（F（2, 186）
= 4.06*, p <
.05）。そして，どの水準に有意差が見られるか多重比
較により検討した結果，回避型が自立型よりクラス外
の援助資源への援助要請を行わず（p < .05）
，過剰型
よりも援助要請を行わない（p < .10）ことが示された
（Table 4）
。
(e) 各スタイルの頻繁に会う先生への援助要請 従
属変数を頻繁に会う先生にし，自立型，過剰型，回避
型の３水準１要因の分散分析を行った結果，１％水準
で有意差が見られた（F（2, 187）
= 5.16**, p < .01）
。そ
して，どの水準に有意差が見られるか多重比較により
検討した結果，回避型が過剰型より頻繁に会う先生へ
の援助要請を行わないことが示された（p < .01）
（Table
4）。
(f) 各スタイルの友人への援助要請 従属変数を友
人への援助要請にし，自立型，過剰型，回避型の３水
準１要因の分散分析を行った結果，0.1％水準で有意
差が見られた（F（2, 187）
= 47.21***, p < .001）
。そして，
どの水準に有意差が見られるか多重比較により検討し
た結果，回避型が自立型より友人への援助要請を行わ

１要因分散分析結果
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ず（p < .001），過剰型よりも援助要請を行わない（p
< .001）ことが示された。また，自立型が過剰型より
友人への援助要請を行わないこと（p < .01）も示され
た（Table 4）。
(g) 各スタイルの親族への援助要請 従属変数を親
族にし，自立型，過剰型，回避型の３水準１要因の分
散分析を行った結果，0.1％水準で有意差が見られた（F
（2, 186）= 14.78***, p < .001）。そして，どの水準に有意
差が見られるか多重比較により検討した結果，回避型
が自立型より親族への援助要請を行わず（p < .001），
過剰型よりも援助要請を行わない（p < .001）ことが
示された（Table 4）。
５．パス解析の結果 パス解析の結果を，Figure 1
に示す。援助要請過剰型は相談不要傾向と0.1%水準で
有意な負の相関を示した。また，相談できない苦しみ
とは１%水準で，ストレス反応とは0.1%水準で有意な
正の相関を示した。援助要請回避型は相談不要傾向，
相談できない苦しみ，ストレス反応のすべてと0.1%水
準で有意な正の相関を示した。
考

察
本研究は，回避型の援助要請スタイルを持つ中学生
の現状を把握し，援助の必要性，有効な援助資源及び
介入方法を検討することが目的であった。
調査の結果，回避型の生徒は，他の援助要請スタイ
ルの生徒よりもストレス反応が高いことが分かった。
また，回避型の生徒は誰かに相談をしなくても上手く
やっていけると思いつつ，相談できないことを苦痛に
感じているということが分かった。この回避型の高い
ストレス反応に関しては，非援助要請者は援助要請者
よりもストレス反応が低いとした本田（2013）の知見
とは異なる結果となった。このことから，回避型の中
でもタイプによってストレス反応の強さが異なること
が伺える。「相談不要傾向」と「ストレス反応」には
相関がみられなかった（Table 3）。また，「相談不要
傾向」は「コスト懸念」との相関もみられず，「スキ

Figure1
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ル欠如」とは負の相関がみられた（Table 3）
。以上の
ことから，回避型の中でも相談しなくても上手くやっ
ていけると感じる者は，援助要請スキルを持ち，相談
することのコストを気にしないにもかかわらず相談を
しないということがいえる。これは，自らの意志で相
談をしないという行動を決定しているともいえる。そ
のため，回避型の中でも「相談不要傾向」が強い者に
関しては，援助の必要性は低いといえるだろう。一方
で，「相談できない苦しみ」と「ストレス反応」には
相関がみられた（Table 3）
。これは，相談できないこ
とを苦痛に感じることがストレス反応を高めるといえ
る。こちらには，援助を行う必要があるだろう。「ス
トレス反応」以外で「相談できない苦しみ」と相関が
あった項目は「回避型」「コスト懸念」「スキル欠如」
である（Table 3）
。つまり，回避型の中でも特に援助
が必要であるのは，相談するコストを気にし，相談を
行うスキルも欠如しているために相談ができなくて苦
しんでいる者である。
介入方法に関しては，相談できない苦しみを生じさ
せている「コスト懸念」と「スキル欠如」に介入して
いくことが有効であると思われる。援助要請スタイル
である「回避型」を介入対象としないのは，性格特性
である援助要請スタイルを変容させることは難しいと
考えるからである。
「コスト懸念」に対する介入としては，教師と生徒
の共行動を増やすことが有効であると考える。
この
「コ
スト懸念」は,相談をするということを意識した際に
生じるものである。そのため，共行動を増やし，生徒
が悩みや不安を相談ではなく日常会話として表出する
ことができる機会を与えることで，「コスト懸念」を
軽減させることができると考える。「スキル欠如」へ
の介入に関しては，総合考察で述べることとする。
援助資源に関しては，回避型の生徒は提示したすべ
ての援助資源を，他の援助要請スタイルよりも頼りに
していないことが示された。この結果は，永井（2013）
が唱えた援助要請回避型の定義と一致するものであっ

各スタイルが回避型援助要請スタイル機能を介してストレス反応に及ぼす影響
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た。本研究では回避型の生徒に対して有効な援助資源
を示すことができなかったが,回避型の生徒が用いや
すい援助資源の傾向をうかがうことはできたと思われ
る。

研究２

回避型の生徒に対する教師の考え
方に関する調査

目

的
回避型の生徒に対する教師の考え方の実態を把握す
る。
方

法
調査対象 調査協力者は，S県にある公立の中高一
貫校であるA中学校の教師13名（男性７名，女性６名）
であり，平均年齢は38.46歳±9.86であった。また，平
均教員歴は14年±10.34であった。
調査期間 2015年11月に調査を実施した。
調査内容
１．中学校教員用感情労働尺度 教師の生徒に対す
る接し方を問うために，矢部・東條（2011）が作成し
た中学校教員用感情労働尺度の中から，「生徒が何を
感じているのか，気を配ることがある」「生徒の気持
ちを察するように心がけている」等からなる「生徒感
情の積極的認知」４項目，「生徒に，意識的に怒りの
感情を示さなくてはならないことがある」「生徒に厳
しい態度で接しなくてはならないことがある」等から
なる「指導的感情表出」３項目の計７項目を使用した。
教示は「あなたが仕事で生徒と接する中で，過去１ヶ
月の間に以下の項目のようなことがどのくらいの頻度
でありましたか」であり，回答は「まったくなかった
（1点）」から「いつもあった（５点）」までの５段階で
あった。信頼性については，各下位尺度において高い
内的整合性が認められている（α =.72 ～ .85）。妥当性
については，
「注意集中の困難」項目との有意な相関
が見られ（p < .01），並存的妥当性が認められている。
２．生徒に対する考え方に関する項目 教師が，援
助要請回避型の生徒についてどのように感じているの
かを問うために，「何かしらの援助が必要である」「本
音がわからないと感じる」などの生徒に対する考え方
に関する項目を，博士号を持つ心理学教員と話し合
い，独自に９項目作成した。教示は，各援助要請スタ
イルに当てはまる生徒を思い浮かべてもらった上で，
「以下に挙げる項目が，各タイプの生徒に対するあな
たの考えにどの程度当てはまるかを５段階から一つ選
んで，例にならって数字を記入してください」とした。
回答は「全く当てはまらない（１点）」から「とても
当てはまる（５点）」までの５段階であり，一つの項
目につき，自立型，過剰型，回避型の生徒それぞれに
ついて回答してもらった。
３．援助資源に関する項目 教師は，援助要請回避

型の生徒にどのような援助資源が有効であると考えて
いるのかを問うために，研究１で作成した「クラス担
任」「スクールカウンセラー」などの援助資源に関す
る15項目を採用した。教示は「各タイプの生徒にとっ
てどの程度悩みや不安の解決の助けになるかを５段階
から一つ選んで，例にならって数字を記入してくださ
い」であった。回答は「全く当てはまらない（1点）
」
から「とても当てはまる（５点）
」までの５段階であり，
一つの項目につき，自立型，過剰型，回避型の生徒そ
れぞれについて回答してもらった。
４．援助要請回避型の援助に関する自由記述 教師
は実際に，援助要請回避型の生徒への援助をどう考え
ているのかを問うために，自由記述で回答してもらっ
た。教示は「援助要請回避型に援助は必要だと思いま
すか？理由もお答えください」とした。また，援助要
請回避型の生徒への介入方法を検討するために，援助
方法についても自由記述で回答してもらった。教示は
「あなたが回避型の生徒の悩みや不安に気づいたら，
どのような援助を行いますか」とした。
調査手続き 中学校の教頭に調査協力を依頼し，調
査内容の説明を行った。その後，各教員に質問紙を配
布してもらった。質問紙のフェースシートには，調査
内容，
個人が特定されることはないこと，
調査にあたっ
て回答者に不利益が生じないことを記載した。
結

果
１．主成分分析の結果
(a) 中学校教員用感情労働尺度の因子分析結果 主
成分分析・回転なしによる因子分析を行った結果，先
行研究と同じ２因子構造が確認された。各因子は矢
部・東條（2011）にならい，
「生徒感情の積極的認知（α
=.92）
」
「指導的感情表出（α =.57）
」と命名した。
(b) 回避型の生徒に対する考え方の因子分析結果
主成分分析・回転なしによる因子分析を行った結果，
因子負荷量が.40以下の１項目を除いた１因子構造が
確認された。また，α 係数は.62であった。
２．分散分析の結果
(a) 各スタイルに対する「何かしらの援助が必要であ
る」という教師の考え 従属変数を「何かしらの援助
が必要である」にし，自立型，過剰型，回避型の３水
準１要因の反復測定を行った結果，1％水準で有意差
が見られた（F（2, 20）
= 6.87**, p < .01）
。そして，どの
水準に有意差が見られるか多重比較により検討した結
果，教師は回避型に対して自立型より「何かしらの援
助が必要である」
（p < .01）と考えていることが示され
た（Figure 2）
。
(b) 各スタイルに対する「意識的に声をかける必要
がある」という教師の考え 従属変数を「意識的に声
をかける必要がある」にし，自立型，過剰型，回避型
の３水準１要因の反復測定を行った結果，１％水準で
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各スタイルに対する「何かしらの援助が必要で
ある」という教師の考え
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準に有意差が見られるか多重比較により検討した結
果，教師は回避型に対して自立型より「本音がわから
ないと感じる」
（p < .05）と考えており，過剰型より
も「本音がわからないと感じる」
（p < .05）と考えて
いることが示された（Figure 4）
。
３．援助資源の順位付けの結果 教師が回避型の生
徒に対して有効だと思う援助資源の平均値を，項目ご
とに求めた。また，実験１で回避型に分類された生徒
が用いる援助資源の平均値も，項目ごとに求めた。そ
れぞれの上位５項目をTable 5に示す。教師が有効だ
と思う援助資源は，１位「クラス担任（4.55）」「学級
担任（4.55）
」
，２位「生活ノート（4.45）
」
，３位「養
護教諭（4.27）
」４位「親（4）
」
「兄弟（4）
」
，５位「部
活動の顧問（3.91）
」であった。回避型の生徒が用い
る援助資源は，１位「誰にも相談しない（3.59）」，２
位「同じクラスの友人（2.36）」，３位「同じ部活動の
友人（2.13）
」
「親（2.13）
」
，
４位「兄弟（1.72）
」
，
５位「養
護教諭（1.67）
」であった。
考

Figure 3

各スタイルに対する「意識的に声をかける必要
がある」という教師の考え

Figure 4

各スタイルに対する「本音がわからないと感じ
る」という教師の考え

有意差が見られた（F（2, 20）= 6.85**, p < .01）。そして，
どの水準に有意差が見られるか多重比較により検討し
た結果，教師は回避型に対して自立型より「意識的に
声をかける必要がある」
（p < .01）と考えており，過剰
型よりも「意識的に声をかける必要がある」
（p < .10）
と考えていることが示された（Figure 3）。
(c) 各スタイルに対する「本音がわからないと感じ
る」という教師の考え 従属変数を「本音がわからな
いと感じる」にし，自立型，過剰型，回避型の３水準
１要因の反復測定を行った結果，１％水準で有意差が
見られた（F（2, 20）= 8.05**, p < .01）。そして，どの水

郁夫

察
本研究は，回避型の生徒に対する教師の考え方の実
態を把握することが目的であった。
調査の結果，教師は回避型の生徒に対して，他の援
助要請スタイルの生徒よりも本音がわからないと感じ
ていることが分かった（Figure 4）
。また，回避型の
生徒には他の援助要請スタイルの生徒よりも援助が必
要であり（Figure 2），意識的に声をかける必要もあ
ると考えている（Figure 3）
。これは，回避型の生徒
の本音がわからないと感じるがゆえに，教師側からの
積極的なかかわり行動が必要だと認識しているといえ
るだろう。この認識は，回避型の生徒に対する介入を
行う際に重要なものであると思われる。高岡（2013）
が積極的にアウトリーチを行うことの重要性を述べて
いるように，援助を求めてこない者に対しては援助者
側から援助を届けることが有効であると思われる。
援助資源に関しては，教師は回避型の生徒にはクラ
ス担任や養護教諭などの大人が有効な援助資源となる
と考えていることが分かった（Table 5）
。また，教師
が二番目に有効であると考える「生活ノート」につ
いては，基本的には担任教師とコミュニケーションを
とる道具であるため，クラス担任と同レベルの有用性
を感じていると思われる。これらの結果は，相談相
手には友人が最も好まれるという報告（水野・石隈，
1999）とは異なるものであった。このことから，教師
には教師特有の考え方が存在することが考えられる。
教師が有効であると考える援助資源と実際に回避型の
生徒が求める援助資源の比較に関しては，総合考察で
述べることとする。
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Table 5

回避型への有効な援助資源

教師から見た
援助資源（平均値）
クラス担任・学級担任
（4.55）

上位５項目

順位

回避型の生徒から見た
援助資源（平均値）

1

誰にも相談しない（3.59）

生活ノート（4.45）

2

同じクラスの友人（2.36）

養護教諭（4.27）

3

同じ部活動の友人・親
（2.13）

親・兄弟（4）

4

兄弟（1.72）

部活動の顧問（3.91）

5

養護教諭（1.67）

総合考察及び今後の課題
本研究は，回避型の援助要請スタイルを持つ中学生
に対する援助の必要性を検討することと，回避型の中
学生に有効な援助資源，及び介入方法を検討すること
が目的であった。
調査の結果，回避型の中でも特に，相談できないこ
とに苦しみを感じている生徒に援助が必要であること
が示された。
援助資源に関しては，教師が有効であると考えるも
のと，実際に回避型の生徒が行っているものに差が見
られた（Table 5）。教師は，担任や養護教諭，部活動
の顧問などの教員や親といった大人たちが，有効な援
助資源であると認識している。一方で，回避型の生徒
は友人や親，兄弟などを援助資源として活用している
ことが分かった。これは，親・兄弟と養護教諭につい
ては双方ともに考えが一致している。しかし，その他
の項目をみると，教師は大人を援助資源として挙げて
いるのに対し，回避型の生徒は友人を援助資源として
おり，担任などの大人はあまり援助資源とみなしてい
ないことが分かった。岩瀧（2009）は，中学生が援助
要請を行わない理由として，援助要請スキルが未習得
である可能性を示唆しているが，本研究の結果をみる
と，そもそも教師を援助資源としてとらえていない可
能性も示された。
介入方法に関しては，研究１の考察で述べたように，
「コスト懸念」に対する介入としては「教師と生徒の
共行動を増やすこと」が有効であると思われる。
また，回避型の生徒に対する教師の介入方法として，
間接的なアウトリーチを行うことが有効であると考え
られる。間接的とは，回避型の生徒に対して教師が直
接働きかけるのではなく，その生徒の友人などを介し
て働きかけることである。回避型の生徒に教師よりも
援助資源として認められている友人が働きかけること
によって，教師が直接働きかけるよりも悩みを引き出
しやすいと思われる。さらに，間接的なアウトリーチ
は「スキル不足」に対する介入としても有効であると
考えられる。本田（2015）は，「たとえ援助要請スキ

ルが低くても援助要請ができれば，専門家がていねい
に話を聴きながら支援していける可能性がある」と述
べている。この本田（2015）の知見を考慮すると，間
接的なアウトリーチによって，友人から教師，専門家
へと援助資源をつなぐことができれば，援助スキルが
不足している生徒も支援することができると思われ
る。この間接的なアウトリーチを実際に学校現場で実
施する際には，教師が役に立たないわけではないとい
うことを十分に説明し，誤解を生まないようにする必
要がある。
回避型の中でも特に援助が必要である生徒を示し，
その生徒に対する介入方法の示唆を得ることができた
という点において，本研究は意義のあるものになった
といえるだろう。一方で，課題も残されている。
一つ目の課題は，回避型のサンプル数が少なかった
ことである。本研究では，調査対象となった中学生の
71%が女性であった。援助要請行動研究では性差が認
められており，女性のほうが男性よりも援助要請を行
うことが明らかになっている（藤田，
2012 ; 水野・石隈，
1999など）
。そのため，本研究のメインターゲットで
ある回避型の生徒が全体の16.6%という少数になって
しまった。また，質問紙調査では回避型の生徒が記入
の際に回避行動をとる可能性もあるため，データに表
れない事も考えられる。そのため，男女の割合をなる
べく均等にしたうえで，サンプル数を増やす必要があ
ると思われる。
二つ目の課題は，回避型の生徒に対する有効な援助
資源について，その傾向をうかがうに留まる結果と
なったことである。本研究では，回避型の生徒は教師
の認識とは異なり，教師よりも友人を援助資源として
とらえていることが判明した。しかし，友人の援助資
源得点もそれほど高い数値ではなく，「誰にも相談し
ない」以外の援助資源項目の平均点はすべて中央値で
ある3.0を下回っている。回避型の生徒が用いる援助
資源の傾向をうかがうことはできたが,これでは援助
資源として十分に機能していると断言することはでき
ない。この点に関しては，項目の見直しも含めて再度
検討する必要があると思われる。
今後の研究としては，本研究で示唆が得られた介入
方法の効果検証が必要であると考える。「教師と生徒
の共行動を増やす」ことについては，調査協力校のシ
ステムを十分に把握し，教師の仕事量も考慮したうえ
で実験計画を立てる必要があると思われる。
本調査で，
教師は回避型の生徒に対して積極的な関わり行動が必
要であると認識していることが分かった。そこで，回
避型の生徒との関わり方の一つとして，行動を共にし
ながら日常会話を行うこと等を具体的に提案すること
で教師が関わり行動をとりやすくなると考えられる。
「間接的なアウトリーチ」については，中学生の協力
が必要なため，生徒に過度な負担をかけないように配
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慮をする必要がある。具体的には，ピアサポート制度
などの枠組みを作り，友人に働きかけることが不自然
でない環境を作ることが考えられる。これらの介入方
法に十分な効果が認められれば，相談できずに苦しん
でいる回避型の中学生を援助資源に結び付けるための
一助になるだろう。
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Study on the Psychological Support for Junior High School
Students with Avoidant Help-Seeking
Yasuhiro KATSUMATA (Graduate School of Psychology, Tokyo Seitoku University)
Ikuo ISHIMURA (Graduate School of Psychology, Tokyo Seitoku University)

Lately, cases of suicide amongst junior high school students have increasingly been
reported in the news by the media. According to a survey conducted by the Japan Ministry of
Education, Culture, Sports, Science and Technology, an excessive tendency to seek for help
has been put forth as a feature commonly attached with cases of suicide. However, instances
of junior high school student suicides cases have shown that there were also high risks of
suicide in the avoidant help-seeking type. In addition, some studies also hold that those
showing avoidance in seeking for help are not necessarily maladjusted persons (Murayama and
Oikawa, 2005; non-exclusive). Therefore, the objective of this study was to explore the necessity
of providing the students refusing assistance with support and to examine what could be
efficient intervention methods or resources to achieve this purpose. Our method was to conduct
two separate studies: in the first one, a questionnaire-based survey has been conducted with
junior high school students; and in a second one, we have carried out a questionnaire-based
survey with teachers. As a result, it has been found that while arguing that counseling was
unnecessary, avoidant help-seeking style students simultaneously acknowledged that their
distress prevented them from resorting to psychological guidance. Hence, it has been inferred
that there was a necessity to offer support to avoidant help-seeking style students. The study
has revealed discrepancies between surveyed students and teachers in regards to support
resources, e.g. teachers consider that adults are more suited to provide an effective backing
whereas students deemed that friends were more likely to be a more potent help resource. In
the avoidant help-seeking students’survey, the findings have shown that the average score in
regard with support resource entries was under the median value. Nevertheless, it seems that
we succeeded in investigating what type of support resources were the most likely to be utilized
by this type of students. It is essential to carry out intervention without arousing the suspicion
of the avoidance-prone student, e.g. making use of indirect outreach or co-action. In future
studies, it is imperative to confirm the results of the intervention methods suggested in the
present study.
Key words: Junior high school students, Avoidant help-seeking style, Support resources
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