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通信制高校生の過去および現在の学校関連ストレスが幸福感に与える影響
─いじめ被害経験の有無に焦点を当てて―
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Effects of Past and Present School-Related Stress on Well-Being of Correspondence high school students: Focusing 
on Experiences of Bullying

Togo Etsuko, Kobayashi Hiroko, Takehashi Hiroki, Fujimoto Masaki and Hirabe Masaki

要　旨
幸福感は人生の目的でもあり、これを高めることは教育の根幹をなすものであろう。それでは、
様々な背景を持つ通信制高校生の幸福感の実態はどのようなものであろうか。本研究では、3,888

名の通信制高校生を対象に、入学前のストレス要因と入学後のストレス要因およびライフスキル 5

領域を取り上げ、幸福感に与える影響をいじめ被害経験の有無別に明らかにすることを目的とし
た。分析の結果、通信制高校生の幸福感は、いじめ被害経験無群の得点が高く、入学前ストレス
や入学後ストレスは幸福感を抑制していた。いじめ被害経験有群においてはライフスキルの自己
認識が幸福感に影響を与えていた。さらに、いじめ被害経験有群を高低群に群分けしてコミュニ
ケーションとの関係を検討した結果、いじめ被害経験有群の低群はコミュニケーションスキルが
幸福感を強めていた。
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 1．問題と目的

幸福感は、近年の国際的なトピックであり、様々
な指標を用いてユニセフや国際連合などが世界的
な調査を実施している（日本ユニセフ協会、2013；
UNICEF、2013；US Network、2019）。子ども達の
幸福感を保障することは、子どもの権利条約でも
「子どもの最善の利益」の趣旨と合致する。また世
界的な合意を得ている持続可能な開発目標である
SDGs（Sustainable Development Goals）でも子ども
の幸福と健康の重要性が指摘されている（日本ユ
ニセフ協会、2015）。このように子どもの幸福感の
重要性は自明のとおりであるが、実際の子どもの幸
福感は、様々な複合要因で成り立っている。子ど

もの幸福感とは、子どもの主な生活の場である家
庭生活、学校生活、地域生活の中で育まれていく
のである。
その中でも、特に学校生活は、子ども達が一日

の大半を過ごす重要な場面である。学校では学習、
対人関係、部活動や行事などの様々な経験を通し
て子どもの人間性を育んでいく。これらが子どもの
幸福感に肯定的にも否定的にも影響を与えている
ことは、容易に推測できる。ゆえに、幸福感をいか
に学校生活で育むことができるかを検討すること
は喫緊の課題であり、社会的意義が高い。子ども
の幸福感を高めるためには、子どもの幸福感に関
連する要因を検討し、肯定的な影響があれば、そ
れをより充実させ、否定的な影響があればそれを
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予防的に抑制していくことが求められる。
幸福感を抑制する学校生活におけるストレスの

影響は、子ども達の問題行動として顕在化される
であろう。文部科学省が実施している、「児童生徒
の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関す
る調査」では、暴力行為、いじめ、不登校、自殺
等の件数が毎年報告されている。特にいじめは誰
にでも起こりうる問題行動であり、腰を据えた長期
的対応が求められる。
いじめの現状を概観してみると、平成 30年度の
いじめ認知件数は、小・中・高等学校および特別
支援学校では 543,933件（前年度 414,378件）と前
年度より 129,555件増加しており、児童生徒 1,000

人当たりの認知件数は 40.9件（前年度 30.9件）で
あった（文部科学省、2019）。
いじめ被害経験者は、対人関係に敏感であり、
その後も長期的影響を及ぼすことが報告されてい
る（長田・相澤、2018；金子、2018）。水谷・雨宮
（2015）は、小中高校時代のいじめ被害経験が大学
生の自尊感情とWell-Beingに与える影響を検討し
た。その結果、中学校と高等学校のいじめ被害経
験が大学生のWell-Beingにネガティブな影響を及
ぼしていることが示された。また、高校生 2,474名
を対象とした三島（2008）の研究では、親しい友
人から小学校高学年の頃に受けていたいじめ被害
経験は男子に比べて女子に多く、これらのいじめ
被害経験は、高校生の学校不適応感、友人に対す
る不安・懸念を強めていた。このようにいじめは長
期的な影響を及ぼすことが明らかになっている。
いじめ被害経験は、学校生活の諸課題でもある
不登校の要因にもなりうる。その根拠として、中学
3年生時に不登校だった者の 5年後を追跡調査し
た「平成 18年度不登校生徒に関する追跡調査報告
書」（不登校生徒に関する追跡調査研究会、2014）
によると、複数回答であるが不登校の原因として
約 50％の生徒が嫌がらせやいじめなどの友人関係
を原因として挙げていた。
それでは、中学 3年生時で不登校だった子ども
達の予後はどのようなものであろうか。前述した追

跡調査では、約 85.1％が高校に進学し、約 22.8％
が大学や専門学校にも進学していることが示され
た。不登校経験者の進学先としては、通信制高校
は一つの重要な選択肢となりうる。全国高等学校
定時制通信制教育振興会（2012）によると、通信
制高等学校（以下、通信制高校とする）には、不
登校経験者 14.6％、特別な支援を必要とする者
8.5％、心療内科等への通院歴がある者 5.6％が在
学していた。一方で、公立の定時制高校生 225名
を対象とした石田（2019）の調査では、不登校経
験のある者は 39.8％であった。全日制の高校よりも
通信制や定時制にいじめ被害経験者を含む不登校
経験者が多いことは確かであろう。
以上のことから、本研究では、通信制高校生を
対象に、いじめ被害経験の有無ごとに幸福感に関
する検討を行う。いじめ被害経験が幸福感にどの
程度の影響を与えているかということだけでなく、
いじめ被害経験を持つ者にどのような働きかけが
できればその幸福感を高めていくことができるのか
についても示唆を得ることを目的とする。
では、いじめ被害経験者の幸福感には、いじめ
被害経験以外に何が影響を与えていると考えられ
るであろうか。考えられる 1つの要因は、過去の経
験で抱えたストレスに比べて、現在どの程度のス
トレスを抱えているかという点である。本研究で対
象とする通信制高校生と同年代の子どもたちには
様々な学校関連ストレスが存在することが指摘さ
れており（e.g., 佐藤・山本・加藤、1991）、その総
和と影響を検討していく必要がある。
一方で、ストレスとは反対に、幸福感に正の影
響を与える要因として、ライフスキルがある。ライ
フスキルとは、「日常の様々な問題や要求に対し、
より建設的かつ効果的に対処するために必要な能
力」（World Health Organization、1997）と定義され
ており、生徒自身が入学前後の学校関連ストレス
と上手に付きあっていくための一つの手段となると
考えられる。実際、ライフスキルに基づく教育的な
実践は、すでに日本の学校現場の中で様々に実施
され、その成果が示されている。例えば、小規模
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中学校におけるライフスキル教育（富岡・梅﨑、
2019）、発達障がい学生の支援（江原、2018）など
の報告がある。その他にも部活動によるライフスキ
ルの獲得（東川・房野・河野・森木・前田、2018）
や家庭科教育での実践（荒谷、2017）、通信制高校
生を対象としたライフスキル育成を目指した性教育
（上野・新開・小林、2019）などの報告も見られる。
しかしながら、通信制高校生を対象とした実態調
査、さらにはいじめ被害経験者を対象とした研究
は未だ少ない。
そこで本研究では、通信制高校に通う生徒の過
去の学校関連ストレスと現在の学校関連ストレス
およびライフスキルが幸福感に与える影響を明らか
にする。さらに、その影響にいじめ被害経験の有
無による違いがあるかを検討することを目的とす
る。

2．方法

対象者
対象者は、A通信制高校の生徒 3,888人であっ

た。A通信制高校は、私立広域通信制高校であり、
全国に 11キャンパスを有している。2016年 1月ま
でに、対象とした全 11キャンパスにおいて、合計
2,424人からの回答を得た（回収率 62.3％）。回答
者の基本属性は、男性 875名（37.3％）、女性 1470

名（62.7%）と、女性が多かった。性別は未回答者
が 78人いた。平均年齢は、男性 17.2歳（SD＝
1.5）、女性 16.9歳（SD=1.3）であった。
調査時期
調査時期は 2015年 10月から 2016年 1月であった。

調査手続きと対象者
全生徒を対象とするクラスごとの一斉ホーム

ルーム時に、担任教員が調査票を直接配付・回収
した。A校に在学する生徒は、主に個別学習をす
るコース（以下、個別学習コース）、週 3日登校し
クラスでの学習をするコース（以下、週 3日コー
ス）、週 5日登校しクラスでの学習をするコース
（以下、週 5日コース）があり、今回はすべての
コースの生徒を対象とした。

質問項目
質問項目は、基本項目、幸福感項目、ライフス

キル項目、学習関連項目、ストレス要因項目であっ
た。基本項目：性別、年齢、コース（「個別学習
コース」、「週 3日コース」、「週 5日コース」「その
他」）、入学年月、入学形態（「新入学」、「転入学」、
「編入学」）、在籍高校数、入学前のいじめ被害経験、
不登校経験、発達障害、心の病気の有無を尋ねた。
幸福感項目：幸福感 1項目について 10段階（「1．

とても不幸」～「10.とても幸せ」）のビジュアルス
ケール方式で尋ねた。
学校関連ストレス要因：通信制高校入学前と入
学後のストレスについて、「学業」、「友人関係」、
「教師との関係」、「部活動」、「学校行事」、「家庭環
境」、「健康状態」、「バイト・仕事」の各 8領域に
ついて尋ねた。「1点：まったく感じていなかった」
から「5点：非常に感じていた」の 5件法で回答を
求めた。
ライフスキル：WHO（1994）定義に基づき、『意
志決定スキル』『目標設定スキル』『コミュニケー
ションスキル』『自己認識スキル』『ストレスマネジ
メントスキル』の 5領域に分類されるとした。
WHO（1994）とその邦訳版から 10個のスキルの
定義を読み取り、各領域 2項目を文章化して質問
項目とした。『意志決定スキル』は、「健康に関す
る行動について、さまざまな選択肢を検討し、主
体的に決定できる」「日常の問題を、建設的に処理
することができる」の 2項目とした。『目標設定ス
キル』は、「さまざまな選択肢を思いつき、それら
の結果についても思い描くことができる」「価値観
や仲間の圧力、メディアなどが自分に及ぼす影響
を認識した上で、情報や経験を客観的に分析でき
る」の 2項目とした。『コミュニケーションスキル』
は、「文化や状況にあったやり方を用い、言葉、表
情や態度などで自分を表現できる」「好ましいやり
方で、人と関わることができる」の 2項目とした。
『自己認識スキル』は、「自分の性格、長所と弱点、
したいことや嫌いなことを知っており、どんなとき
にストレスあるいはプレッシャーを感じるかが分か
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る」「他者が置かれている状況を心に描き、自分と
は異なる人を理解し、受け入れることができる」の
2項目とした。『ストレスマネジメントスキル』は、
「自分や他人の情動を認識し、情動が行動にどのよ
うに影響するかを知り、情動に適切に対処すること
ができる」「生活上のストレス源を認識し、ストレ
スの影響を知り、ストレスのレベルをコントロール
することができる」の 2項目とした。
回答は、「1点：全く当てはまらない」から「5

点：非常に当てはまる」の 5件法で求めた。得点
が高いほどスキルが高いことを示す。
解析方法
データ解析には HAD（清水、2016）を用いた。

倫理的配慮
倫理的配慮としては、回答は任意であること、

回答しなくても成績には関連しないことを明記し
た。データは ID処理により、匿名化して分析した。
本研究については東京未来大学倫理審査委員会で
承認を受けた（承認番号 15号）。

3．結果

基礎統計
不登校経験者は、1,059名であり、全体の 43.7%

であった。内訳は男子 279名（26.3％）、女子 780

名（73.7％）であった。いじめ被害経験者は 325名
であり全体の 13.4%であった。内訳は男子 82名
（25.2％）、女子 243名（74.8％）であった。発達障
害の診断ありは 49名であり、全体の 2.0%であった。
内訳は男子 27名（55.1％）、女子名 22（44.9％）で
あった。心の病気は 421名であり、全体の 13.4%で
あった。内訳は、男子 100名（23.8％）、女子 321名
（76.2％）であった。本研究では、いじめ被害経験
者をいじめ被害経験有群 325名とし、いじめ被害経
験無群との比較を行った。

通信制高校生の幸福感
はじめに、通信制高校生の幸福感を測定する 1

項目の記述統計を確認した。2,423名の通信制高校
生の幸福感の平均値は、6.24（SD=2.31）であり中

点より高かった。通信制高校生の幸福感の詳細を
明らかにするために、回答分布を確認したところ、
「とても幸せ」と回答したものが、全体で 13.8％、
女子では 12.2％、男子では 16.5％であった。「とて
も不幸」と回答したものが全体では約 2.0％、女子
では 1.4％、男子では 3.1％となった。
次に、いじめ被害経験の有無別に幸福感の内訳

をみたところ、「とても幸せ」と回答した割合は、
いじめ被害経験無群では 14.7％であったのに対し
て、いじめ被害経験有群では 8.3％であった。また
「とても不幸」と回答した割合は、いじめ被害経験
無群では、1.8％であったのに対して、いじめ被害
経験有群では、3.7％と多かった。

 いじめ被害経験の有無による幸福感、学校関連
ストレス要因、ライフスキル　
いじめ被害経験の有無による通信制高校生の高
校時代の幸福感得点および学校関連ストレス要因
得点、ライフスキル得点の違いを明らかにするため
に、いじめ被害経験の有無と性別を独立変数、幸
福感得点、学校関連ストレス要因得点、ライフスキ
ル得点を従属変数とした二要因分散分析を行った
（表 1）。その結果、いじめ被害経験有無の主効果が
示されたのは、幸福感［F（1, 2313）=25.40, p＜.01］、
入学前ストレス［F（1, 2269）=230.21, p＜.01］、入学
後ストレス［F（1, 2185）=88.34, p＜.01］、自己認識
［F（1, 2279）=20.67, p＜.01］であった。幸福感はいじ
め被害経験無群が有群より有意に得点が高く、入
学前ストレス、入学後ストレス、自己認識は、いじ
め被害経験有群が無群より有意に得点が高かった。
次に性別の主効果を見てみると、幸福感［F

（1, 2313）=4.34, p＜.05］、入学前ストレス［F（1, 2269）
=19.32, p＜.01］、ストレスマネジメント［F（1, 2272）
=4.00, p＜.05］で主効果が示された。幸福感と入学
前ストレスは有意に女子の得点が高く、ストレスマ
ネジメントは、有意に男子の得点が高かった。
これら幸福感と入学前ストレスにおける性別の
主効果は、いじめ被害経験有無と性別の交互作用
によって制約された［F（1, 2313）=5.40, p＜.05；F



37通信制高校生の過去および現在の学校関連ストレスが幸福感に与える影響

（1, 2269）=5.91, p＜.05］。幸福感は、いじめ被害経
験有群において単純主効果が有意であり、いじめ
被害経験有群では、女子が男子より有意に得点が
高かった。
入学前ストレスもいじめ被害経験有群に単純主
効果が示され、いじめ被害経験無群では、女子が
男子より得点が高かった。

学校関連ストレスとライフスキルが幸福感に与え
る影響―過去のいじめ被害経験有無による検討―

同サンプルを対象に、入学前後の学校関連スト
レスとライフスキルが幸福感に与える影響を検討
し、加え高校入学後のストレスの現状に対してラ
イフスキルを踏まえた支援の可能性を検討するた
めに、通信制高校生の幸福感を目的変数、ライフ

 

男子 女子 男子 女子

幸福度 M 5.20 5.89 6.35 6.31 25.40 ** 4.34 * 5.40 *

SD (2.39)(　  )

SD(　  )

SD(　  )

SD(　  )

SD(　  )

SD(　  )

SD(　  )

SD(　  )

(2.28) (2.41) (2.22)

入学前ストレス M 3.11 3.23 2.04 2.45 230.21 ** 19.32 ** 5.91 *

(0.91) (0.82) (0.88) (0.89)

入学後ストレス M 2.09 1.98 1.54 1.60 88.34 ** 0.21 3.00 ＋

(1.02) (0.82) (0.71) (0.65)

意志決定 M 5.11 5.23 5.21 5.15 0.00 0.06 0.41

(1.94) (1.78) (2.15) (1.85)

目標設定 M 5.64 5.49 5.62 5.39 0.15 1.80 0.08

(2.16) (1.98) (2.22) (1.95)

コミュニケーション M 5.46 5.82 5.56 5.64 0.09 2.30 1.01

(2.31) (1.88) (2.24) (1.97)

自己認識 M 6.84 7.05 6.23 6.37 20.67 ** 1.57 0.05

(2.22) (1.85) (2.22) (1.98)

ストレスマネジメント M 5.45 5.11 5.40 5.22 0.05 4.00 * 0.36

(2.15) (1.70) (2.07) (1.85)
**p＜.01， *p＜.05． ＋p＜.10

いじめ被害経験有群 いじめ被害経験無群 いじめ被害
経験の有無

性別 交互作用

表 1　いじめ被害経験の有無と性別による二要因分散分析

入学前ストレス －.16 ** －.17 ** －.17 ** －.15 * －.15 **

入学後ストレス －.23 ** －.20 ** －.25 ** －.35 ** －.19 **

意志決定 .01 －.02 .00 .03 .02
目標設定 .02 －.01 .08 * .04 .03
コミュニケーション .11 ** .14 * .08 * .10 .11 **

自己認識 .02 .03 .01 .16 * .00
ストレスマネジメント .07 * .11 + .04 .00 .09 *

入学後ストレス合計*意志決定 －.04 .01 －.07 + －.12 －.02
入学後ストレス合計*目標設定 .04 .01 .04 .05 .04
入学後ストレス合計*コミュニケーション －.03 .01 －.04 －.18 * .00
入学後ストレス合計*自己認識 .04 .02 .07 + .09 .03
入学後ストレス合計*ストレスマネジメント .07 * .07 .06 .09 .06

R 2 .16 ** .14 ** .19 ** .29 ** .14 **

**p＜.01， *p＜.05． ＋p＜.10

いじめ
被害経験
無群

β β β β β

全体 男子 女子
いじめ
被害経験
有群

表 2　通信制高校生の幸福感に関する重回帰分析の結果
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スキルの 5領域および入学前後のストレス要因お
よび入学後ストレスとライフスキルの交互作用を説
明変数とした重回帰分析を実施した。
男女別、いじめ被害経験有無別にも重回帰分析

を行い、パターンの違いを探索的に検討した（表
2）。その結果、男女、いじめ被害経験有無ともに
モデルは有意であった〔全体 F（12, 2144）=32.87, p

＜.01, R2＝.16 ; 男 子 F（12, 797）=10.62, p＜.01, R2

＝.14；女子 F（12, 1272）=24.17, p＜.01, R2＝.19；い
じめ被害経験有群 F（12, 288）=9.15, p＜.01, R2＝.29,
いじめ被害経験無群 F（12, 1856）=24.73, p＜.01, R2

＝.14〕。
はじめに各群を概観すると、全体、男女別、い

じめ被害経験有無別のすべての群に置いて入学前
ストレス、入学後ストレスが強まると、幸福感が弱
まった。
続いて、ライフスキルの 5領域を中心に見てみ

ると、意思決定は何も影響を与えず、目標設定は
女子の幸福感を強め、コミュニケーションの向上
は、いじめ被害経験有群以外に対して幸福感を高
めることにつながった。いじめ被害経験無群には
さらにストレスマネジメントが影響していた。いじ
め被害経験有群には、自己認識が影響しており、
自己認識が高まると、幸福感も高まる結果となっ
た。次に、交互作用項を投入して重回帰分析を行っ
たところ、交互作用が有意であった。なお、共線
性の診断 VIFはすべてのグループを確認したとこ
ろ、3.76未満であり許容範囲であった。次に交互
作用項が有意であったストレスマネジメントとコ
ミュニケーションの単純傾斜の検定結果を行ったと
ころ、図 1に示す通り入学後ストレスが低い場合
では、ストレスマネジメントは影響しなかったが
（β＝.01, t（2144）=0.14, n.s.）、入学後ストレスが高い
時はストレスマネジメントスキルが高いほど幸福感
が有意に高かった（β＝.13, t（2144）=3.16, p＜.01）。
次にいじめ被害経験有群では、図 2の通り入学
後のストレスが低い群では、コミュニケーションス
キルが高まるほど幸福感が高まったが（β＝.28, t

（275）=2.76, p＜.01）、入学後ストレスが高い群では

図 1　 幸福感とストレスマネジメントの関係におけ
る入学後の調整効果（全体）

図 2　 幸福感とコミュニケーションの関係における
入学後の調整効果（いじめ被害有群）

コミュニケーションスキルの影響は示されなかった
（β＝ -.08, t（275）=-0.70, n.s.）。

4．考察

本研究は、通信制高校生の幸福感の実態と、幸
福感の規定要因について、入学前後のストレスと
ライフスキルについて検討した。また長期にわたり
学校生活で課題となっているいじめを取り上げ、
いじめ被害経験有無による幸福感に関連する特徴
を検討した。本研究結果をまとめると、いじめの
被害経験を有することで幸福感は下がってしまう
が、自己認識が高まるほど幸福感が高まることが
明らかとなった。また、入学後のストレスが低く、
コミュニケーションスキルが高ければ、いじめ被害
経験者は一定の幸福感の高さを維持できる。ゆえ
に、自己認識を高めたり、入学後のストレスを緩和
させ、コミュニケーションスキルを育んだりする教
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育的なアプローチの検討が必要であると考えられ
る。

通信制高校生の幸福感
通信制高校生の幸福感の平均点は、中点より高

く、その内訳は「とても幸せ」（10点）と感じてい
る通信制高校生が約 1割であった。一方で、「とて
も不幸せと思う」（1点）と回答した通信制高校生
は約 3％であり、いじめ被害経験有群は、いじめ被
害経験無群よりも約 1.5倍が「とても不幸せと思う」
と答えていた。OECDが 2015年に実施した生徒
（15歳）の学習到達度調査（PISA：Programme for 

International Student Assessment）では、生徒のWell
－Being（健やかさ・幸福感）を 0点から 10点で質
問しており、その報告書を国立教育政策研究所
（2017）が発表している。同じ幸福感を扱っている
が、質問項目は本研究と異なり、人生への満足感
を尋ねている点に違いがあるが、その値は参考に
なろう。本報告書によると日本の 15歳の人生の満
足感は、72か国中 68位であり、「十分に満足」
23.8％、「満足」37.3％、「まあ満足」22.9％、「満足
していない」16.1％であった。本研究の通信制高校
生の全体は、PISAの結果と比べて「十分に幸せ」
は、全体的に低めであり、「不幸せと思う」は全体
的に高かった。特にいじめ被害経験有群の「不幸
せと思う」の回答した割合は高く、PASAの結果に
比べると約 10ポイントの差があったことは留意す
べき点である。過去のいじめ被害経験を整理して、
未来志向の高校生活を築いていく支援方法の検討
が急務であろう。

ライフスキルと過去の経験
子ども達は学校生活を通して多くの困難に遭遇

する。困難を解決し、充実した高校生活を送る方
略として、ライフスキルが注目されている。いじめ
被害経験を含めて、様々な背景を有する通信制高
校生の適応にはライフスキルが欠かせない。そこ
でライフスキルの実態を把握するために、いじめ被
害経験有無別にライフスキル得点を検討した。そ

の結果、自己認識のみいじめ被害経験有群のスキ
ルが高かった。つまり、いじめ被害という経験を通
して、自己の内省が進み、自己認識が促されてい
ると解釈できる。自己認識の項目は、「自分の性格、
長所と弱点、したいことや嫌いなことを知ってお
り、どんなときにストレスあるいはプレッシャーを
感じるかが分かる」と「他者が置かれている状況
を心に描き、自分とは異なる人を理解し、受け入
れることができる。」であった。いじめ被害経験を
通して自己を内省する中で、自己理解が深まり、同
時に他者への寛容度も高まっている現状が明らか
になった。このような自己理解の深まりや他者への
寛容さという強みを生かす視点は重要であり、この
結果を踏まえた支援内容を検討することこそが、
いじめ被害経験有群の幸福感につながると考えら
れる。

 ライフスキルとストレス要因が幸福感に及ぼす
影響
通信制高校生の入学前のストレスおよび入学後

のストレス得点を見てみると、いじめ被害経験有群
の得点が高かった。いじめ被害経験有群では、入
学後も過去のストレスを引きずり、入学後の学習面
や対人面でのつまずきを高めていた。また、入学
前後のストレス要因やライフスキルが幸福感に与え
る影響を見てみると、入学前のストレスや入学後の
ストレスは通信制高校生全体の幸福感を下げてい
た。特に入学後のストレス要因が幸福感に抑制的
に働いており、その傾向はいじめ被害経験有群に
顕著であった。
ライフスキルと幸福感の関係では、通信制高校
生全体にはコミュニケーションやストレスマネジメ
ントが肯定的な影響を与えていたが、いじめ被害
経験有群のみ、それらは影響を与えず、自己認識
のみが幸福感を強めていた。いじめ被害経験有群
では、コミュニケーションは入学後のストレスが低
い場合にのみ、幸福感に影響を与えていた。以上
のことから、まず、いじめ被害経験有群は自己認
識を高めることが重要であることがわかる。他の群
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に有効であったコミュニケーションスキルは、いじ
め被害経験有群では、ストレスが低い場合にのみ
有効であった。いじめ被害経験者は対人関係の中
で傷ついているために、単にコミュニケーションス
キルを重視するような取り組みを行っても負担にな
るだけで幸福感にはつながらない可能性が高い。
それよりもまずは、自己の強みや弱みなど自己理解
を促すことから時間をかけて関わることが有効であ
ることが示唆された。
今後の課題としては、ライフスキルの測定方法

が挙げられる。本研究ではWHOの定義に基づき、
各領域 2項目を文章化したが、文章がやや抽象的
な内容となってしまい自己を客観視できないと回答
が難しい。今回は、ホームルーム時に調査を実施
し、担任教員が随時質問に答え、生徒に理解でき
る言葉で説明できるように対応したが、今後は具
体的な行動例を取り入れながら、より簡潔な質問
文の作成が必要となるかもしれない。いじめ被害
経験有無を考慮した介入の実施が重要であり、ま
た、今後はその効果測定の検討も行っていく必要
があろう。
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