
児童生徒にとっての成功体験とは 

 

随伴経験認知と学習の関連性について検討した心理学研究では，これまで「自分の行動と

結果が随伴していない」という認知が，無力感を引き起こすとする，非随伴経験と学習性無

力感との関係についての研究が行われてきた（牧，2003）。つまり，成功体験の有無が，学

習へのモチベーションと関わってくるということである。 

昨年，通常学級の児童へ質問紙調査を行い，強制投入法を用いて分析した結果（Table1~6

参照）は，「相手から還元された経験」「積極的関与と自己主張」と「相手から還元された経

験」「雰囲気づくり」以外は有意な標準偏回帰係数が示されたことから，友人関係の成功体

験が他者とのコミュニケーションに影響があることが示唆された。 

では，障害のある児童ではどうだろうか。重複障害児にとってのコミュニケーション・集

団行動の困難さや情報障害による見通しの困難さが，「何をやっても上手くいかない」とい

った自己効力感の低さに関係していると考えられる。コミュニケーション能力や言語能力

が低い場合は，さらに友人関係の成功体験にはつながりづらいのではないだろうか。普段自

分が感じている達成感や成功した感覚の尺度で重複障害児を測っても，重複障害児にとっ

て本当にその行動が自己効力感の増加につながっているかは分からない。重複障害児のそ

れぞれの特性を理解し，日常の中でいかに成功体験を積む機会を作ることができるかが重

要となる。（584 字） 
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Table1. 随伴経験尺度の因子分析結果 

                          因子１     因子２    共通性 

とても悩んだときに親しい友人に相談したら，わかってもらえた     -.769     -.089      .507 

困っているとき友人に助けを求めたら，力になってくれた        -.720     -.017      .502 

友人の悩みを聞いてあげたら，感謝された               -.716     -.000      .512 

友人とじっくりつき合ったら，お互いにわかりあえた          -.556     -.204      .503 

友人のために自分のできることをしてあげたら，とても喜んでくれた   -.516     -.173      .417 

積極的に話しかけたら，友達がたくさんできた             -.097     -.867      .649 

自分を正直に出したら，友人がふえた                 -.104     -.753      .683 

思いやりをもって他人に接していたら，友人が増えた          -.040     -.747      .599 

 

因子１…相手から還元された経験 因子２…友人が増えた経験 と仮定 

 

 Table2.  D・S 尺度の因子分析結果 

                     因子１  因子２  因子３  因子４  共通性 

友達に反対の考えを言う前に友達の気持ちになって考える -.920    -.001   -.029    -.169    .748 

友達の考えを友達の立場に立って聞く          -.745    -.118   -.027    -.121    .584 

友達の考えを自分の立場から聞く            -.687    -.220   -.093    -.102    .519 

声の調子などから友達の気持ちを読み取る        -.687    -.056   -.018    -.017    .427 

友達の気持ちを考えるのが得意だ            -.683    -.038   -.052    -.043    .518 

友達の気持ちを大切にする               -.504    -.216   -.119    -.320    .461 

友達に伝わるように工夫して話す            -.424    -.209   -.131    -.097    .526 

自信をもって自分の考えを言う             -.034    -.902   -.076    -.056    .789 

恥ずかしがらずに考えを言う              -.138    -.894   -.084    -.089    .788 

思ったことを発言する                 -.129    -.770   -.063    -.162    .610 

友達と違う考えでも自分の考えを言える         -.091    -.679   -.179    -.040    .560 

次に話し合う話題をうまく提案する           -.254    -.423   -.056    -.312    .647 

自分以外の考えを聞く                 -.074    -.006   -.981    -.076    .828 

グループで何かを決めるとき自分と違う考えも聞く    -.150    -.007   -.773    -.071    .727 

自分の考えを言った後に友達の考えを聞く        -.032    -.058   -.710    -.120    .603 

他の人の考えをよく聞く                -.172    -.013   -.466    -.042    .368 

明るく楽しい雰囲気をつくる              -.097    -.047   -.006    -.973    .907 

場をうまく盛り上げる                 -.050    -.086   -.022    -.764    .699 

 

因子１…他者の認知的共感性 因子２…積極的関与と自己主張 

因子３…他者への配慮と理解 因子４…雰囲気づくり と仮定 



Table3 「他者の認知的共感性」と随伴経験の重回帰分析の結果 

            他者の認知的共感性    95％下限     95％上限     

相手から還元された経験       .408**        .282       .533      

友人が増えた経験        .317**        .191       .442      

R2             .422** 

 

** p < .01, * p < .05, + p < .10 

 

 

Table4 「積極的関与と自己主張」と随伴経験の重回帰分析の結果 

            積極的関与と自己主張    95％下限     95％上限     

相手から還元された経験       .055**        -.091       .201      

友人が増えた経験        .423**        -.277       .570      

R2             .210** 

 

** p < .01, * p < .05, + p < .10 

 

 

Table5 「他者への配慮と理解」と随伴経験の重回帰分析の結果 

            他者への配慮と理解    95％下限     95％上限     

相手から還元された経験       .274**        .125       .424      

友人が増えた経験        .198**        .049       .347      

R2             .180** 

 

** p < .01, * p < .05, + p < .10 

 

 

Table6 「雰囲気づくり」と随伴経験の重回帰分析の結果 

               雰囲気づくり      95％下限      95％上限     

相手から還元された経験       .063**        -.081       .207      

友人が増えた経験        .441**        -.297       .585      

R2             .232** 

 

** p < .01, * p < .05, + p < .10 

 

 


