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本研究では，幼稚園から小学校への移行期の子どもの学級集団内での振る舞いの現

状について，3 月と 7 月の 2 回の縦断的調査を行った。その結果，一人一人の子ども

の「多動性・衝動性」，「攻撃性」，「主張性」に関する振る舞いに有意な正の相関が示

された。 

性別による傾向の差では，3 月の「多動性・衝動性」，「攻撃性」に関する振る舞い

における男児の得点の平均値が女児より有意に高く，「関係促進」に関する振る舞い

では，女児の得点の平均値が男児より有意に高かった。また，7 月の「多動性・衝動

性」，「攻撃性」に関する振る舞いにおいても，男児の得点の平均値が女児より有意に

高かった。他方，「自己制御」，「関係促進」については，男児の得点の平均値が女児

より有意に低いという結果が示された。 
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The child's behavior within a classroom group： 

Longitudinal survey of transition period from kindergarten  

to elementary school 

 
Rumi Hatanaka 

 

In this research, regarding the present state of behavior of children in classroom 

group during transition from kindergarten to elementary school, I conducted two 

longitudinal surveys in March and July. As a result, there was a significant 

positive correlation in behavior regarding "hyperactivity / impulsivity", 

"aggression", and "assertiveness" of each child. 

In the analysis of the difference of tendency by gender, the average score of boys 

in behavior concerning "hyperactivity / impulsivity" and "aggression" in March 

was significantly higher than that of girls. In case of the behavior regarding the 

"relationship promotion", the average of girls' scores of the value was significantly 

higher than boys’. Also, in the behavior related to "hyperactivity / impulsivity" and 

"aggression" in July, the average score of boys was significantly higher than that 

of girls’. On the other hand, "self-control" and "relationship promotion" showed 

that the mean score of boys was significantly lower than that of girls.  
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Ⅰ. 研究の背景と目的 

1990 年代の終わり頃から，小学校 1 年

生が授業中に教室内を立ち歩く，集団行

動がとれないなど，授業や学級経営の混

乱が問題視され始めた。これは，集団教

育という学校の機能が成立しない状態

が一定期間継続し学級担任による通常

の手法では問題解決ができない状態で

あるとの指摘がなされている 1）。学級が

うまく機能しない状況について，東京都

教育委員会 2)の調査では，５校に１校が

発生しており発生状況は入学後の１学

期に多発しているなどの調査報告を行

っている。 

以上のように，学級集団内における子

どもの問題のある振る舞いが，小学校入

学後の１学期に多発しているのであれ

ば，入学前の学級集団においてはどのよ

うな状況であったのか。就学前と就学後

の学級集団における子どもの振る舞い

傾向について把握し，その関連性につい

て検討することが重要であると考えた。 

 子どもの学級集団内での振る舞いに

関する先行研究では，立元ら 3)が，子ど

もの行動傾向測定尺度の作成過程にお

いて測定した幼稚園年中・年長，小学校

1・２年生の 4 学年に渡る横断調査があ

る。「多動性・衝動性」，「攻撃性」，

「自己制御」に関する行動傾向には有意

差があり，「関係促進」，「集団行動」，

「主張性」に関する行動傾向には有意差

はなかったとしている。また，石澤 4)が

小学校 1・２年生を対象に行った調査で

は「多動性・衝動性」，「攻撃性」，「自

己制御」，「関係促進」，「集団行動」，

「主張性」に関する行動において，スタ

ートカリキュラム実施後に有意な得点

の向上があったと述べている。さらに，

盛ら 5)の幼稚園から小学校への移行期の

子どもの学校適応についての縦断的調

査では，入学後に適応していき，基本的

生活習慣が身に付いていない子どもや

自己コントロールが低い子どもは学校

適応が悪いことが示されたとしている。 

このように，先行研究では，幼稚園か

ら小学校への移行期の子どもの行動の

傾向や学級での適応に関して，横断・縦

断調査を行っているが，その結果に相違

も見受けられる。 

そこで本研究においても，幼稚園 5 歳

児の 3 月時点の学級集団内での振る舞い

と，小学校入学後の 1 年生の 7 月時点で

の学級集団内における振る舞いの傾向

について縦断的調査を行った。また，子

どもの振る舞いを評定する幼稚園・小学

校教師の学級経営観についても併せて

調査した。 

以上の調査を通して，子どもの幼稚園

の学級集団内での振る舞いと入学後の

学級集団内での振る舞いの関連性や相

違を明らかにし，先行研究との関連を含

め検討することを本研究の目的とした。  

 

Ⅱ. 研究方法 

1. 調査対象と調査期間 

兵庫県下Ｔ市の公立幼稚園 5 歳児担任

教師 16 名，同市小学校 1 年生担任教師

23 名を対象に，担任する子どもの学級集

団内における振る舞いの傾向について

アンケート調査を依頼した。2014 年 3 月

下旬に幼稚園教師に，同年 7 月に小学校

教師に依頼し，学級経営をする上で重要
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視している学級経営観についても併せ

て調査依頼した。回収率は 100％であっ

た。なお，調査対象園児・児童数は 278

名であった。 

3. 調査内容 

1) 子どもの学級集団内での振る舞い 

幼稚園 5 歳児 3 月時点と小学校 1 年生

7 月時点の学級集団内での振る舞いの傾

向を把握するために立元ら 3)が開発した

「幼保小連携のための子どもの行動傾

向測定尺度」を使用した。本尺度は子ど

もの行動傾向として第 1 因子「多動性・

衝動性」，第 2 因子「攻撃性」，第 3 因

子「自己制御」，第 4 因子「関係促進」，

第 5 因子「集団行動」，第 6 因子「主張

性」の 6 因子で構成されており 6 因子の

質問項目合計は 28 項目である。 

第 1 因子「多動性・衝動性」は，<教

室や保育室の遊具や備品をきちんと片

づける(逆転項目)>，<席についてもそわ

そわ落ち着きがない>，<先生が話してい

る最中に離席する>，<先生が話している

時に先生の方を向いて聞く(逆転項目)>，

<じっくり考えないで衝動的に行動する

>など 5 項目，第 2 因子「攻撃性」は<仲

間とのトラブルが生じた時に泣いたり

攻撃したり逆上したりする>，<イライラ

不機嫌である>，<大きな声を出して仲間

を従わせようとする>，<仲間を叩いたり

けったりする>，<仲間の遊びや活動を邪

魔する>など 5 項目，第 3 因子「自己制

御」は<ゲームでの負けを認める>，<仲

間とのトラブルが生じた時に自分の気

持ちをコントロールする>，<批判された

り問題点を指摘されても受け入れるこ

とができる>，<仲間と遊具や教具を分か

ち合って使う> <仲間の提案を受け入

れる>など 5 項目，第４因子「関係促進」

は<すすんで仲間の手伝いをする>，<年

下の子どもに話しかけたり世話をした

りする>，<仲間が何かを成し遂げた時に

はいっしょに喜ぶ>，<仲間に励ましの言

葉をかける>，<仲間の良い点を誉める>

など 5 項目，第 5 因子「集団行動」は<

ゲームや集団での活動に率先して参加

する>，<自分から仲間に話しかける>，<

すすんで集団の遊びや活動に加わる>，<

ひとりで過ごしている(逆転項目)>，<ひ

とりきりで遊んでいる(逆転項目)>など

5 項目，第 6 因子「主張性」は<適切な場

面で自分のよいところや得意な点を述

べる>，<話し合いの時にはっきりとした

声で発言する>，<必要な時にはっきりし

た声で発言する>など 3 項目であり，合

計 28 項目である。 

上記尺度の質問項目に対して，5 歳児

担任，小学校 1 年生担任に対し，子ども

の学級集団内での振る舞いの傾向につ

いて，「非常によく見られる 5 点」，「や

や多く見られる 4 点」，「多くも少なく

もない 3 点」，「まれに見られる 2 点」，

「まったく見られない 1 点」の 5 件法で

の評定を依頼し，1 点から 5 点の 5 段階

評定で得点化した。なお，本研究では，

使用尺度の「行動傾向」を「振る舞いの

傾向」としている。 

  

2) 幼小教師の学級経営観 

5 歳児担任と 1 年生担任が学級集団内

での子どもの振る舞いについて評価す

るに当たり，両者の学級経営観の比較を

行った。中川ら 6)により作成された「幼

保小の円滑な接続を支援する学級経営

観尺度」を使用し，幼稚園・小学校教師

がそれぞれ学級経営を行う上で重視し

ている学級経営の観点について尋ねた。 
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本尺度は 2 つの因子で構成されており

第１因子は「規範を重視した指導的な関

わり」，第 2 因子は「心情を重視した受

容的な関わり」である。 

第１因子「規範を重視した指導的な関

わり」は，(1)黙って行動できるように

指導する。(2)やるべきことをやるよう

に指導する。(3)当番活動をきちんとす

るように指導する。(4)学級のみんなが

協力するように指導する。(5)約束を守

らせる。(6)きちんと整列できるように

指導する。(7)きまりからはずれた行為

を許さない。(8)何でも一生懸命するよ

うに言う。(9)悪い行為をしかる。(10)

毅然とした態度をとるなど 10 項目であ

る。 

第２因子「心情を重視した受容的な関

わり」は，(1)スキンシップをする。(2)

いっしょに遊ぶ。(3)自由に子どもの好

きな活動をさせる。(4)いっしょに話を

する。(5)子どもと話しながら給食(お弁

当)を食べる。(6)子どもと友達のように

関わる。(7)子どもとできるだけ対等な

関係を築く。(8)その時々の子どもの思

いを尊重した活動をする。(9)いつも笑

顔で接する。(10)学級でのきまりは子ど

もたちで決めるなど 10 項目である。 

これらの尺度項目に対し，「非常に重

視する 6 点」，「重視する 5 点」，「や

や重視する 4 点」，「やや重視しない 3

点」，「重視しない 2 点」，「全く重視

しない 1 点」の 6 段階評価で得点化した。 

 

4. 分析方法 

1) 3 月と 7 月の振る舞いの得点差 

使用尺度の質問項目について，因子ご

とに 3 月時点と 7 月時点の一人一人の子

どもの評定項目の素点を合計し項目数

で除した後平均値を算出した。算出した

2 群の平均値の差を確かめるために，有

意水準 5％で両側検定のｔ検定を行った。

性別による得点差も併せてｔ検定を行

った。 

 

2）3 月と 7 月の振る舞いの関連性 

使用尺度における 6 因子それぞれの 3 

月時点と 7 月時点の子ども一人一人の平

均値を算出した後，ピアソンの積率相関

係数を求めた。 

 

3）幼小教師の学級経営観の比較 

使用尺度における 2 因子それぞれの質

問項目の素点を合計した後，項目数で除

し因子ごとの平均値を幼稚園・小学校教

師ともに算出した。算出した幼稚園・小

学校教師の平均値の差を確かめるため

に有意水準 5％で両側検定のｔ検定を行

った。 

 

Ⅲ. 結果 

1. 3 月と 7 月の振る舞いの得点差 

幼稚園の修了間際の 3 月と小学校入学

後の 7 月の子どもの学級集団内での振る

舞いの得点差については，table1 に示す

通りである。 
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子どもの振る舞いにおける多動性・衝

動性傾向の 3 月の尺度得点の平均値は

1.93 点，7 月の平均値は 1.91 点であり

ｔ 検 定 の 結 果 に 有 意 差 は な か っ た

（t=0.36，df=277，ns）。攻撃性傾向の

3 月の平均値は 1.44 点，7 月の平均値は

1.37 点であり，結果は（t=1.95，df=277，

ns）で有意差はなかった。さらに，自己

制御の得点においても，3 月の平均値

3.73 点，7 月は 3.70 点で，結果に有意

差は確認できなかった。（t=0.55，df=277，

ns）。関係促進については，3 月の下位

尺度得点の平均値は 3.61 点，7 月の平均

値は 3.36 点で t 検定結果は 3 月時点の

方が有意に高かった（t=5.13，df=277，

p<0.001）。また，集団行動については，

3 月の平均値は 4.11 点，7 月の平均値は

3.92 点であり，集団行動に関する振る舞

いにおいても 3 月時点の方が有意に高か

った（t=3.85，df=277，p<0.001）。さ

らに，主張性の 3 月の平均値は 3.32 点，

7 月の平均値は 3.19 点であり，主張性に

関する振る舞いにおいても 3 月時点の方

が有意に高かった（t=2.22，df=277，

p<0.05）。 

 

2. 3 月の男女別の平均値の比較 

 幼稚園 5 歳児の 3 月時点の学級集団内 

の振る舞いについて，男女別の得点の平 

均値の差を table2 に示している。 

多動性・衝動性傾向の振る舞いの尺度

得点の男児平均値は 2.15 点，女児平均

値は 1.72 点であり，t 検定の結果，男児

の平均値が有意に高かった（t=5.24，

df=276，p<0.001）。攻撃性傾向の振る

舞いでは男児平均値は 1.57 点，女児平

均値は 1.33点，t検定の結果は（t=3.48，

df=276，p<0.001）で男児の平均値が有

意に高かった。一方，関係促進に関する

振る舞いでは，男児平均値が 3.48 点，

女児平均値が 3.74 点で女児の平均値が

男 児 の 平 均 値 よ り 有 意 に 高 か っ た

（t=3.61，df=276，p<0.001）。自己制

御，集団行動，主張性に関する振る舞い

における得点の平均値には有意差は確

認できなかった。 

 

3. 7 月の男女別の平均値の比較 

 小学校 1 年生の 7 月時点の学級集団内 

の振る舞いにおける男女別の得点の平 

均値の差は，table3 に示している通りで 

df
男児の平均

値±SD
女児の平均

値±SD
ｔ値 有意差

第1因子 276 2.15±0.62 1.72±0.33 5.24 ***

第2因子 276 1.57±0.52 1.33±0.86 3.48 ***

第3因子 276 3.66±0.68 3.81±0.56 1.56 ns

第4因子 276 3.48±0.33 3.74±0.38 3.61 ***

第5因子 276 4.11±0.48 4.12±0.44 0.06 ns

第6因子 276 3.28±0.50 3.37±0.71 0.89 ns

***ｐ <.001

table2   3月時点の男女の平均値とＳＤおよびｔ検定結果

df ３月平均値±SD 7月平均値±SD ｔ値 有意差

第1因子 277 1.93±0.51 1.91±0.66 0.36 ns

第2因子 277 1.44±0.36 1.37±0.47 1.95 ns

第3因子 277 3.73±0.62 3.70±0.70 0.55 ns

第4因子 277 3.61±0.37 3.36±0.53 5.13 ***

第5因子 277 4.11±0.46 3.92±0.51 3.85 ***

第6因子 277 3.32±0.61 3.19±1.00 2.22 *

***ｐ <.001 *ｐ <.05

table1 3月から7月の縦断調査の平均値とＳＤおよびｔ検定結果

df
男児の平均

値±SD
女児の平均

値±SD
ｔ値 有意差

第1因子 276 2.21±0.80 1.63±0.36 6.35 ***

第2因子 276 1.54±0.74 1.21±0.17 4.09 ***

第3因子 276 3.53±0.83 3.87±0.54 3.44 ***

第4因子 276 3.24±0.50 3.48±0.53 2.76 **

第5因子 276 3.94±0.60 3.90±0.44 0.39 ns

第6因子 276 3.17±1.04 3.22±0.98 0.4 ns

***ｐ <.001 **ｐ <.01

 table3   ７月時点の男女の平均値とＳＤおよびｔ検定結果
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ある。 

 

 

多動性・衝動性傾向の尺度得点の男児 

平均値は 2.21 点，女児平均値は 1.63 点

であり t 検定の結果，男児の平均値が有

意に高かった（t=6.35，df=276，p<0.001）。

攻撃性傾向の尺度得点の男児平均値は

1.54 点，女児平均値は 1.21 点，結果は

（t=4.09，df=276，p<0.001）で男児の

平均値が有意に高かった。一方，自己制

御に関する振る舞いでは男児平均値が

3.53 点，女児平均値は 3.87 点，結果は

（t=3.44，df=276，p<0.001）で女児の

平均値が有意に高かった。さらに，関係

促進に関する振る舞いにおいても男児

平均値が 3.24 点，女児平均値は 3.48 点，

結果は（t=2.76，df=276，p<0.01）で女

児の平均値が有意に高かった。 

 

4. 3 月と 7 月の振る舞いの関連性 

幼稚園の修了間際の 3 月と小学校入学

後の 7 月の学級集団内での一人一人の振

る舞いの関連性については，figure1 に

示す通りの結果であった。 

 多動性・衝動性傾向の子どもの振る舞

いにおける 3月と 7月の関連は r=0.523，

(p<0.001)であり有意な正の相関が認め

られた。また，攻撃性傾向の振る舞いの

3 月時点と 7 月時点の関連は，r=0.536，

(p<0.001)で，有意な正の相関が認めら

れた。自己制御に関する 3 月時点と 7 月

時点の振る舞いでは，r=0.225，(p<0.01)

であり有意な正の相関が認められた。さ

らに，関係促進に関する 3 月時点と 7 月

時点の子どもの振る舞いは，r=0.251，

(p<0.01)で有意な正の相関が認められ

た。集団行動，主張性に関する振る舞い

においても，それぞれ r=0.286，(p<0.01)，

r=0.406，(p<0.001)であり，有意な正の

相関が認められた。 

以上のように，6 因子すべてに有意な 

正の相関関係が認められた。特に，多動

性・衝動性，攻撃性，主張性などに関す

る振る舞いは，相関係数が 0.4 以上であ

り中程度以上の相関関係が示唆された。 

 

5. 幼小教師の学級経営観の比較 

 幼稚園 3 月時点と小学校 7 月視点での 

同一の子どもの振る舞い傾向の評定者 

は幼稚園・小学校それぞれの教師である 

ため，5 歳児担任と 1 年生担任，両者の 

学級経営観の比較を行った。 

「規範を重視した指導的な関わり」の 

観点と「心情を重視した受容的な関わり」

の観点，2 つについて調査した。その結

果，両者の得点差は，table4，table5 に

示す通り，「心情を重視した受容的な関

わり」において，幼稚園教師の平均値が

小学校教師の平均値より有意に高いと

いう結果であった (t=4.14， df=37，

７月時点の子ども
の振る舞い

多動性・衝動性 多動性・衝動性

攻撃性 攻撃性

自己制御 自己制御

関係促進 関係促進

集団行動 集団行動

主張性 主張性

      ***p<0.001    **p<0.01    N=278

 ３月時点の子ども
の振る舞い

f igure1　子どもの振る舞いに おける3月時点と7月時点の関連性 

r=0.523 *** 

r=0.536 ***

r=0.225 **

r=0.251 ** 

r=0.406 *** 

r=0.286 ** 



学級集団内における子どもの振る舞い 

 

p<0.01)。 

 

 

有意差のあった「心情を重視した受容

的な関わり」の尺度項目中，「スキンシ

ップをする」は幼稚園教師 5.41 点，小

学校教師 4.25 点で得点差が一番高かっ

たが，双方 4 点，5 点台であり「重視す

る」の範疇内である。 

 一方，平均値に有意差が確認されなか

った「規範を重視した指導的な関わり」

の尺度得点の平均値は，幼稚園教が 5.15

点，小学校教師が 5.03 点でともに 5 点

以上であり，幼稚園・小学校教師が規範

を重視した指導的な関わりの観点を大

事にしていることがうかがえる。 

 

Ⅲ. 考察 

1.子どもの学級集団内での振る舞い 

本調査では，幼稚園から小学校への移 

行期における同一児の学級集団内での

振る舞いについて，5 歳児の 3 月と小学

校 1 年生の 7 月の期間に 2 回の縦断調査

を行った。関係促進，集団行動，主張性

に関する振る舞いは，友達が何かを成し

遂げた時に一緒に喜んだり，自分から積

極的に話しかけたり，また場面に応じて

適切に自分の意見を述べるなどの行為

であり，子どもの言語表現による友達と

の人間関係に関する振る舞いである。こ

れらは table1 に示している通り，幼稚

園 5 歳児の 3 月に比べ，1 年生 7 月の評

価得点が有意に低下している。これは，

5 歳児の学級集団と 1 年生の学級集団を

取り巻く人間関係の在り方に様々な相

違があるからだと考えられる。例えば，

就学前は異なる幼稚園，保育所，こども

園で集団生活を送っていた子ども達が，

同一の小学校に入学し集団規模や構成

要員に違いが生じた，幼稚園と小学校の

教育環境や行動様式の相違，仲の良い友

幼稚園教師
平均値±SD

小学校教師
平均と±SD

       第１因子「規範を重視した指導的な関わり」

 １　 黙って行動できるように指導する 4.82±0.73 4.92±0.50

 ３　やるべきことをやるように指導する 5.41±0.51 5.50±0.51

 ５  当番活動をきちんとするように指導する 5.29±0.51 5.13±0.54

 ７　学級のみんなが協力するように指導する 5.47±0.51 5.08±0.70

 ９　約束を守らせる 5.47±0.64 5.33±1.06

１１　 きちんと整列できるように指導する 5.18±0.64 4.79±1.06

１３　きまりからはずれた行為を許さない 4.59±0.80 4.58±0.88

１５　何でも一生懸命するように言う 5.24±0.62 4.75±0.94

１７　悪い行為をしかる 5.41±0.94 5.21±0.59

１９　き然とした態度をとる 4.59±0.62 5.04±0.69

第１因子の平均値と標準偏差値 5.15±0.42 5.03±0.36

      第２因子「心情を重視した受容的な関わり」

 ２  スキンシップをする 5.41±0.56 4.25±1.22

 ４  いっしょに遊ぶ 5.24±0.83 4.63±0.77

 ６  自由に子どもの好きな活動をさせる 4.76±0.51 4.21±0.98

 ８  いっしょに話をする 5.41±0.33 5.13±0.74

１０  子どもと話しながら給食（お弁当）を食べる 4.88±0.86 3.83±1.20

１２  子どもと友達のように関わる 3.65±0.86 2.71±1.08

１４  子どもとできるだけ対等な関係を築く 3.94±0.90 3.21±0.93

１６  その時々の子どもの思いを尊重した活動をする 5.24±0.66 4.88±0.80

１８  いつも笑顔で接する 5.71±0.47 5.04±0.86

２０  学級でのきまりは子どもたちで決める 4.71±0.85 3.63±0.92

第２因子の平均値と標準偏差値 4.89±0.35 4.15±0.60

teble4 幼小教師の学級経営観尺度項目の平均値と標準偏差

尺度項目

下位尺度 df
幼稚園教諭の平

均値±ＳＤ
小学校教諭の平

均値±ＳＤ
ｔ値 有意差

規範を重視した指
導的な関わり

37 5.14±0.43 5.03±0.37 0.8 ns

心情を重視した受
容的な関わり

37 4.86±0.32 4.17±0.61 4.14 **

**ｐ <0.01

table5  幼小教諭の子どもへのかかわり行動のＴ検定結果
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達が異なる小学校に入学したため友達

関係が希薄になったなどにより，入学後

において子ども達のコミュニケーショ

ンは十分とれておらず，人間関係づくり

もまだまだ不十分な状態だと考えられ

る。そのため，関係促進，集団行動，主

張性に関する振る舞い得点が低下した

のではなかろうか。 

石澤 4)の研究では，入学後の 1 年生に 

スタートカリキュラムを 7 回実施した結

果，事後において有意な得点の向上があ

ったことを示している。集団規模や環境

の相違，幼児教育から学校教育への接続

を考慮したスタートカリキュラムを施

すことにより，子どもの人間関係が広が

り相互のコミュニケーションも豊かに

広がっていく可能性があるのではなか

ろうか。 

一方，多動性・衝動性，攻撃性，自己

制御に関する振る舞いは，じっくり考え

ないで衝動的に行動する，大きな声で周

りの友達を従わせる，トラブル発生時の

自己コントロールなどの行為であるが，

これらの 3 月と 7 月の有意差はなかった。

多動性・衝動性，攻撃性，自己制御に関

する振る舞いは，子どもが本来持ってい

る固有の性質がもたらす可能性があり，

5 か月程度の経過では大きな変化はない

のだろうと推測できる。よって，乳幼児

期からの一人一人に対する丁寧な関わ

りが非常に重要であると考えられる。 

 

2. 3 月の振る舞いにおける男女差 

 5 歳児の振る舞いの男女差については

table2 に示している通り，多動性・衝動

性，攻撃性傾向の振る舞いは，女児より

男児の評価得点が有意に高く，落ち着き

がなく衝動的な振る舞いや攻撃的な行

動は男児に多く見られる傾向が示唆さ

れた。また，関係促進に関する振る舞い

では，男児より女児の評価得点が有意に

高く，女児は友達が頑張っていたらとも

に喜んだり困っていたら励ましたりす

るなどの，友達との関係を良好にしてい

く振る舞いが男児より多く見られる傾

向があると考えられる。 

 

3. 7 月の振る舞いにおける男女差 

幼稚園の 3 月から５か月経過後の 7

月時点における振る舞いの男女差は， 

table3 に示している通り，多動性・衝動

性，攻撃性傾向の振る舞いは，女児より

男児の評価得点が有意に高く，落ち着き

のなさや衝動的，攻撃的な行動は男児に

多く見られる。関係促進に関する振る舞

いでも，男児より女児の評価得点が有意

に高く，女児は友達との関係を自ら促進

していこうとする振る舞いが男児より

多く見られる傾向がある。これらは 3 月

と同様の傾向である。これに加え 7 月で

は自己制御に関する振る舞いに有意差

が示された。これは男児の得点が 3.66

点から 3.53 点に低下し，女児の得点が

3.81 から 3.87 に向上したことにより得

点差が増幅したと考えられる。幼児や児

童の教育心理学分野の研究においても，

自己制御は一貫して女児が男児の得点

より高いことが示されている（柏木 7)，

塚本 8)）。 

 

4. 子ども一人一人の振る舞い傾向 

 幼稚園から小学校への移行期に在る

子どもの学級集団内での振る舞いの得

点の平均値においては，多動性・衝動性，

攻撃性，主張性，関係促進などに有意差

が認められたが，子ども個人の得点では，



学級集団内における子どもの振る舞い 

 

6 因子全てに正の相関関係が示された。

子ども一人一人の振る舞いの傾向が 5 か

月経過後も大きく変化することがない

と推察される。3 月の振る舞い得点が低

かった子どもは 7 月においても低く，高

かった子どもは高いという傾向が示さ

れた。特に相関係数が中程度以上であっ

た多動性・衝動性，攻撃性，主張性に関

する傾向により強く表れていた。この結

果は先述した通り，子ども固有の性質に

関する振る舞いは短期間では変化しに

くいということではなかろうか。 

 

5. 幼小教師の学級経営観の比較 

 幼稚園・小学校教師は，ともに規範を

重視した指導的な関わりの観点を重要

していた。また，有意差のあった心情を

重視した受容的な関わりについても，一

番得点差が高かった下位尺度項目にお

いて幼稚園教師は 5.41 点，小学校教師

4.25 点で，双方「重視する，やや重視す

る」の範疇内であった。したがって子ど

もの振る舞いの評定をする上で，特に大

きく評定に影響したと考えにくい。 

 

Ⅳ. まとめ 

幼稚園 5 歳児の 3 月から 5 か月経過後

の小学校入学後の 7 月における一人一人

の子どもの振る舞い傾向には大きな変

化は見られず，むしろ，評価得点の高い

子どもは高く低い子どもは低いといっ

た連続性が示唆された。特に落ち着きの

なさや相手への攻撃性，自己主張などに

関する振る舞いに中程度以上の関連性

が見られた。また，性別による振る舞い

の傾向差では，男児は女児より落ち着き

のなさや相手への攻撃性傾向が多く見

られ，友達との関係を促進したり自己コ

ントロールする行為は女児に多く見ら

れる傾向が示唆された。 

以上の結果を見ても，あらためて幼稚

園教育と小学校教育の円滑な接続に向

けて努力する必要があると考える。平成

29 年 3 月に告示された新しい幼稚園教

育要領 (9)においても，接続に当たっての

留意事項として 2 項目が明記してある。

幼稚園教育が小学校以降の生活や学習

の基盤の育成につながることの配慮や

幼稚園教育において育まれた資質・能力

を踏まえ，幼小教師の合同研修や「幼児

期の終わりまでに育ってほしい姿」の共

有をするなどの連携を図ることなどが

示されている。このことを踏まえ，今後

は幼稚園・小学校教師のフィールドワー

クを充実させるなどの工夫が重要では

なかろうか。 
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