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Ⅰ．問　題

1．本研究の背景と研究目的

人は常に、自分自身を価値あるものとして肯定的に見たいと望むものである。人は、自分自身を

価値あるものとして考えることができて自らの重要性を実感できるときには、積極的に生きていく

ことができて心理的な充足感を持つことができる。その反対に、自分自身を価値のないものとして

否定的にしか見ることができないという状態は、その人にとって耐え難いものとなる。心理学的立

場では、ジェームズ（James, W.）以来、広くこのような自己評価の感情を自尊心（自尊感情;セル

フ・エスティーム;Self-esteem）といっている。

ジェームズ（James, W., 1892）は、自尊心を自尊心＝成功／願望という公式で表現できるとして

いる。この公式によれば、願望に対しての成功を大きくすること、または願望を小さくすることで

自尊心は高くなるということである。

ローゼンバーグ（Rosenberg, M., 1965）は、自尊心を自己に対しての肯定的または否定的態度で
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あるとして、自尊心を測定する尺度を作成した。さらにローゼンバーグは、自尊心について、自分

を「非常によい（very good）」ととらえる場合と、「これでよい（good enough）」ととらえる場合の

2つの異なる意味を指摘した。ローゼンバーグは、後者の立場に立って自尊心の測定尺度を作成し

た。つまり、自尊心が高いということは、他者と比較して優越感や完全性を感じることではなく、

自分自身の価値基準に照らして自分を価値のある人間だと尊重することだとしている。

自尊心の形成と関連する要因に関しては、クーパースミス（Coopersmith, S., 1967）の研究がある。

クーパースミスは、①個人が自分の人生における「重要な他者」から寄せられる尊敬、受容、関心

を示す量、②個人の示す成功の歴史と、社会で保持している地位、位置、③個人の価値、願望、④

個人の価値を低下させることに対する応じ方といった4つの要因を、自尊心に寄与する主要因とし

た。さらに④の具体的な例として、自分を判断する他人の権利を拒否または割り引く、他者の判断

に非常に敏感になることを挙げている。そして、クーパースミスは、①両親による子どもたちの全

面的な受容、②明らかに規定され、強制されている制約、③規定された制約内での行動に対する尊

敬および余裕という3つの条件を、子どもの自尊心を形成する条件であるとした。

ポープら（Pope, A.W., McHale, S.M.&Craighead, W.E., 1988）は、小学生の自尊心をとらえるた

めに、社会的領域、学力的領域、家族、身体像および全体的自尊心という5つの領域が役に立つと

した。また、デイルら（Deihl et al., 1997）は、子ども達の家族のそれぞれの成員との関係が、子ど

も達の自分への見方や評価と密接な関係があり、また、これらの関係は青年期を通して影響してい

るとした。

日本の中学生を対象とした自尊心の研究では、加藤・斉藤・瀧野（1987）が、自尊心と学業成績、

対人（父・母・先生）イメージ、学級内の社会的地位、身体発育などの諸変数との関連を検討し、

自尊心の高い者に成績優秀者が多かったとした。さらに、瀧野・斉藤（1991）は、成績下降者は自

尊心が低く変化するが、成績が平均値周辺にある者は成績の上昇や下降に自尊心の高低が著しく敏

感に反映するとした。また、松岡・押澤（2001）は、中学生の自尊心を規定する要因について学校

生活に焦点をあてた研究を行い、性別は男性、運動部への参加、教師からのサポートが大きいと評

価、学業に積極的、得意科目数が多い、学業に満足している、友人へのサポートの提供が大きいと

評価、友人関係に満足している方が、より自尊心が高く、その中で友人へのサポートの提供は最も

影響力が大きいとした。

日本の高校生を対象とした自尊心の研究では、石川（1981）は、女子高校生の自尊心と両親の養

育態度および自尊心の相関分析を行い、母親の子どもに対する情緒的支持および子どもの自律性尊

重が子どもの高い自尊心と関連する基本的要因であるとした。

日本での自尊心の研究は、落合（1994）によると自尊心と関連する要因について調べた相関研究

が多いとされている。そこで、佐藤（1996）は、自尊心の内容を明らかにするために、国語辞典を

用いた調査および大学生を対象とした面接調査を行い、これらの結果を整理してまとめた。その結

果から自尊心に含まれる内容を、①自分を尊重し、大切にしているという感じの「自己尊重」、②
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自分に誇りをもっているという感じの「誇り」、③自分がかくありたいと思っている行動基準から

はずれないという感じの「品位」、④自分は人よりも優れているという感じの「他者からの優越」、

⑤他者からの干渉に左右されずに自分を保っているという感じの「他者の干渉からの独立」、⑥他

者に対して自分を主張してよいという感じの「他者に対して尊大であること」、⑦自分で自分を認

め、受け容れられるという感じの「自分を認めているということ」、⑧自分には能力があるという

ことを自分で信じられているという感じの「自信」という8グループに大別した。この８グループ

毎に７項目ずつ、計56項目の自尊心に関する質問項目を作成した。そして、大学生を対象にした調

査結果から、①自己への投げやりな評価、②他者からの優越、③自己の尊重、④他者への迎合拒否、

⑤自己承認不能、⑥軽蔑を恐れる小心さという６つの因子を見いだした。

青年期は、家族、学校、仲間集団を通して、自己概念を漸進的に進化させる時期と考えられてい

る。エリクソン（Erikson, E. H.）も青年期をアイデンティティの確立の時期と考えている。青年期

の自己意識のあり方は、自己関心の強さ、他者のまなざしへの過敏さ、自己の将来への関心などが

顕著になるというように、大きく変化する。梶田（1988）は、自己概念の構成要素について、①自

己の現状の認識と規定、②自己への感情と評価、③他者から見られている自己、④過去の自己につ

いてのイメージ、⑤自己の可能性と未来についてのイメージ、⑥自己に関する当為と理想という大

別して6つのカテゴリーに分けられるとした。つまり、自尊心は自己概念の構成要素の②に該当す

るものである。また、自己概念の形成要因については、①他者からの評価や承認による気づき、②

同一視に基づく取り入れ、③役割遂行やさまざまな経験による気づきという3つが挙げられている。

つまり、自己概念は、自己と他者とのコミュニケーションのあり方によって作り上げられていくと

いうことである。自己概念を構成する一側面としての自尊心も、その例外ではない。

本研究では大学生を対象として、その自尊心にどのような要因が関連するかについて、これまで

の研究を基礎にして検討する。その要因としては、①性別、②家族統合度、③家族関係、④両親の

養育態度、⑤過去の学校生活、⑥大学生活、⑦自尊心を守る能力、⑧自己受容という8つを中心に

考えた。これら8つの要因は個々人の自尊心の高低と関係があると思われ、その正否を検証する。

2．調査方法

1）調査対象

都内の大学1～2年生（平均年齢19.5歳）150名（男55名、女95名）から有効回答を得た。

2）調査日時

平成15年10月7日

3）調査方法

教場で一斉に行い回収した。
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4）質問項目

①自尊心の測定尺度

自尊心を測定する尺度としては、ローゼンバーグの尺度（4件法）を用いた。ローゼンバー

グの尺度は、国内外の多くの研究によって一次元性や、妥当性、信頼性が確認されており、広

く用いられていることから選択した。なお、ローゼンバーグの尺度を初めて日本に紹介した星

野（1970）の翻訳は古い言いまわしが含まれているため、星野の翻訳と山本・松井・山成

（1982）の翻訳を参考にして、ローゼンバーグの尺度を再翻訳したものを使用した。

②家族統合度

家族統合度を測定する尺度としては、「家族シンタリティ統合尺度（9項目）」を用いた。集

団の総合的個性ともいうべき内容を意味するGroup Syntalityの概念は、キャッテル（Cattell, R.

B., 1948）が提案した。これは、個人がパーソナリティを持っているのと同様に、集団もまた

パーソナリティを持つという考えである。このような観点から、松本・宮川（2002）は、家族

もまた集団である限りにおいて、家族もその家族特有のパーソナリティとして総合的特性を持

つと考え、それを「家族シンタリティ」と名付けた。家族シンタリティの測定尺度は、特にオ

ルソンの考え方を参考にして、9つの家族シンタリティの下位尺度を設定した後に、9つの下位

尺度を代表するそれぞれ1問ずつをあわせて、家族シンタリティ統合尺度（9件法）とした。つ

まり、家族統合度の測定は、「家族全体としてうまくいっている」という程度について示して

いる。

③家族関係および両親の養育態度

家族関係や両親の養育態度に関しては、私―両親関係（4項目）、私―きょうだい関係（3項

目）、両親の養育態度（6項目）を用いた。回答は4件法である。質問項目については、サリヴ

ァンやクーパースミスの研究を基礎にして、家族シンタリティの下位尺度の私―両親関係およ

び私―きょうだい関係の質問項目を参考に作成した。

④過去の学校生活および大学生活

過去の学校生活に関しては、勉強、スポーツまたは芸術（2項目）、学校生活全般における充

実感（1項目）、私―先生関係（3項目）、私―友人関係（3項目）を設定した。回答は4件法で

ある。質問項目は、これまでの研究を基礎にして作成した。また、過去の学校生活については、

大学生が小学校から高校までの学校生活を振り返って質問に回答することとした。

現在の学校生活に関しては、大学生活全般における充実感（1項目）、私―友人関係（3項目）

を設定した。回答は4件法である。なお、これらの質問項目は、過去の学校生活に関する質問

項目と対応している。
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⑤自尊心を守る能力および自己受容

自尊心を守る能力として、他者判断への割り引き（2項目）、他者判断に敏感になること（２

項目）を設定した。回答は4件法である。

自己受容（身体面および内面の2項目）に関する項目、順法性（1項目）、価値基準の確立（1

項目）を設定した。回答は4件法である。

⑤の質問項目は、青年期の特徴およびクーパースミスの研究を基礎にして作成した。

Ⅱ．結果の整理

自尊心については、「とてもそう思う」から「全くそう思わない」までの４件法に、1～4点を与

えて単純加算した。ただし、逆転項目については反転後の得点を加算した。家族統合度についても、

「全くそう思う」から「全くそう思わない」までの9件法に、1～9点を与えて単純加算した。また、

親子関係と両親の養育態度については、「非常にあてはまる」から「全くあてはまらない」までの4

件法に、1～4点を与えた。同様に、過去の学校生活および大学生活、自尊心を守る能力、自己受容

等についても、「そう思う」から「そう思わない」の4件法に、1～4点を与えた。なお、過去の学

校生活における得意科目の有無を知るために、過去の学校生活の「私は学校の勉強が得意な方だっ

た」と「私は運動能力または音楽や美術などの芸術的な才能がある方だった」については、各項目

の場合と与えられた得点を単純加算した場合を使用した。

自尊心について、自尊心の高い群と低い群（以下、高群、低群とする）に分ける基準は、自尊心

高群を25点以下（53.8%）、自尊心低群を26点以上（46.2%）とした。同様に家族統合度について、

家族統合度高群を31点以下（47.3%）、家族統合度低群を32点以上（52.7%）といった基準で2つに

分けた。さらにその他の項目についても、ほぼ半数になるように高群と低群の2つに分けた。

Ⅲ．結　果

1．自尊心と家族統合度との関係

測定された自尊心に関する結果を表1に示した。自尊心尺度の内的一貫性に関しては、クロンバ

ックのα係数が0.824であり、一貫性が保たれていると思われた。また、自尊心の性差に関しては

平均値の差の検定を行った結果、有意差が見られなかった。
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自尊心と家族統合度の間には正の相関が見られた（r＝.300,p<.01）。自尊心と家族統合度との関

係は表2に示した。自尊心の高群は自尊心の低群と比べて家族統合度が高い傾向にあった。

2．自尊心と親子関係および両親の養育態度との関係

自尊心と親子関係、自尊心と両親の養育態度との関係を表3-1, 3-2に示した。自尊心と親子関係

では、「信頼している」、「うまくいっている」の間に父母ともに正の相関が見られた。つまり、「信

頼されている」、「うまくいっている」親子関係は、より高い自尊心を持っていることと関連すると

いうことである。また自尊心と両親の養育態度では、父親は「私の良いところを褒める」との間に

正の相関が見られたが、母親の場合には有意な関係が見られなかった。自尊心と「悪いところをし

かる」との間は、父母ともに有意な関係が見られなかった。さらに、母親は「私の気持ちを理解し

ようとしない」との間に負の相関が見られたが、父親の場合には有意な関係が見られなかった。つ

まり、「良いところを褒める父親」、「気持ちを理解しようとする母親」という両親の養育態度は、

より高い自尊心を持っていることに関連するということである。

さらに、自尊心の高群および低群と、自尊心との間に相関が見られた6つの質問の高群および低

群との関係を表4-1, 4-2に示した。自尊心の高群は自尊心の低群と比べて、父親および母親に対し

て「信頼している」および、「うまくいっている」と感じている者の方が多い傾向にあった。また

自尊心の高群および低群と「父親は私の良いところを褒める」、「母親は私の気持ちを理解しようと

しない」との間には、有意な差が見られなかった。つまり、相関関係の結果に加えてクロス集計の

結果は、「信頼されている」、「うまくいっている」親子関係が大学生の自尊心の高低と関連すると

いうことである。

表3-1 自尊心と親子関係との相関

表3-2 自尊心と両親の養育態度との相関



3．自尊心ときょうだい関係との関係

自尊心ときょうだい関係との関係では、有意な関係が見られなかった。

4．自尊心と過去の学校生活および大学生活との関係

自尊心と過去の学校生活および大学生活との関係を表5-1, 5-2に示した。自尊心と過去の学校生

活との関係では、「運動能力または音楽や美術などの芸術的な才能がある方だった」、「得意科目の

有無」との間に正の相関が見られたが、「学校の勉強が得意な方だった」との間には有意な関係が

見られなかった。つまり、過去の学校生活で「何か得意科目があった」ことは、より高い自尊心を

持っていることに関連し、得意科目については、勉強ではなくて運動能力や芸術的才能が、大学生

の自尊心と関連するということである。さらに自尊心と「学校生活で充実した日々を過ごしてきた」、

「学校の友達の数が多い方だった」、「友達から信頼されている方だった」との間に正の相関が見ら

れた。しかし、自尊心と「何でも相談できる友達がいた」、「学校の先生とうまくいっていた」、「学

校の先生を信頼していた」、「先生は私の気持ちや考えを理解しようとしていた」との間には有意な

関係が見られなかった。また自尊心と大学生活との関係では、「大学生活で充実感を覚えることが

ある」、「友達から信頼されている方だ」、「何でも相談できる友達がいる」との間に正の相関が見ら

れたが、「友達の数が多い方だ」との間には有意な関係が見られなかった。つまり、「過去の学校生

活および現在の大学生活が充実している」、「過去の学校生活で友達が多い」、「過去の学校生活およ

び現在の大学生活で友達から信頼されている」、「現在の大学生活で何でも相談できる友達がいる」

ことは、より高い自尊心を持っていることに関連するということである。
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さらに、自尊心の高群および低群と、自尊心との間に相関が見られた8つの質問の高群および低

群との関係を表6-1, 6-2に示した。過去の学校生活では、自尊心の高群は自尊心の低群と比べて、

「得意な科目があった」と思う者および、「運動能力または芸術的な才能があった」と思う者の方が

多い傾向にあった。さらに、自尊心の高群は自尊心の低群と比べて、「過去の学校生活で充実した

日々を過ごしてきた」と思う者および、「友達から信頼されている」と思う者の方が多い傾向にあ

った。また自尊心の高群および低群と過去の学校生活で「友達の数が多い」との間には有意な差が

見られなかった。大学生活では、自尊心の高群は自尊心の低群と比べて、「友達から信頼されてい

る」と思う者の方が多い傾向にあった。また自尊心の高群および低群と大学生活で「充実感を覚え

ることがある」、「何でも相談できる友達がいる」との間には、有意な差が見られなかった。つまり、

相関関係の結果に加えてクロス集計の結果は、過去の学校生活で「何か得意科目があった」ことは

大学生の自尊心の高低と関連し、得意科目については「運動能力または芸術的才能」が、大学生の

自尊心に関連するということである。さらに、過去の学校生活で「充実した日々を過ごしてきた」、

過去の学校生活および現在の大学生活で「友達から信頼されている」ことが、大学生の自尊心の高

低と関連するということである。
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表5-1 自尊心と過去の学校生活との相関

表5-2 自尊心と大学生活との相関

表6-1 自尊心と過去の学校生活との関係



5．自尊心と自尊心を守る能力、自己受容等との関係

自尊心と自尊心を守る能力、自己受容等との関係を表7-1, 7-2に示した。自尊心と自尊心を守る

能力との関係では、「機会さえあれば、人の役に立つことができる」との間に正の相関が見られ、

「身近な人の前で何かするときは、あがってしまう」、「他の人からどのような評価をされるか、非

常に気にかかる」との間に負の相関が見られたが、「私はまだ自分の能力を十分に発揮していない」

との間には有意な関係が見られなかった。つまり、自尊心を守る能力では、他者判断への割り引き

の「機会さえあれば、人の役に立つことができる」がより高い自尊心を持っていることに関連する

ということである。一方、自尊心と「身近な人の前で何かするときは、あがってしまう」、「他の人

からどのような評価をされるか、非常に気にかかる」との間には負の相関が見られたため、他者判

断に対して敏感になるという自尊心を守る能力とより高い自尊心を持っていることとの関連は否定

されたことになる。自己受容では、「自分の容姿に大体満足している」との間に正の相関が見られ、

「自分の性格について嫌なところがたくさんある」との間に負の相関が見られた。つまり、自己受

容では、身体面および内面ともに、より高い自尊心を持っていることに関連するということである。

その他、「私は正しいことをしている」、「何か決めるときは、自分の考えにしたがう」との間に正

の相関が見られた。つまり、順法性および価値基準が確立していることは、より高い自尊心を持っ

ていることと関連するということである。
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表6-2 自尊心と大学生活との関係

表7-1 自尊心と自尊心を守る能力との相関

表7-2 自尊心と自己受容との相関



さらに、自尊心の高群および低群と、自尊心との間に相関が見られた5つの質問（他者判断に敏

感になることを除く）の高群および低群との関係を表8-1, 8-2に示した。自尊心を守る能力では、

自尊心の高群は自尊心の低群に比べて、「機会さえあれば自分は人の役に立つことができる」と思

っている者の方が多い傾向にあった。自己受容では、自尊心の高群は自尊心の低群に比べて、「自

分の容姿について大体満足している」および、「性格について嫌なところがたくさんあるとは思わ

ない」者の方が多い傾向にあった。さらに、自尊心の高群は自尊心の低群に比べて、「何か決める

時には自分の考えにしたがう」者の方が多い傾向にあった。また自尊心の高群および低群と「私は

正しいことをしていると思う」との間には有意な差が見られなかった。つまり、相関関係の結果に

加えてクロス集計の結果は、他者判断への割り引きの「機会さえあれば、自分は人の役に立つこと

ができると思う」ことが、自尊心を守る能力として、大学生の自尊心の高低と関連するということ

である。また身体面および内面の自己受容が、大学生の自尊心の高低と関連するということでもあ

る。さらに、「何か決めるときは、自分の考えにしたがう」という価値基準の確立が、大学生の自

尊心と関連するということである。
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表8-1 自尊心と自尊心を守る能力との関係

表8-2 自尊心と自己受容との関係



Ⅳ．まとめと考察

本研究の目的は、大学生の自尊心の高低と関連する要因について検討するということであり、そ

の要因として、性差、家族、学校生活、自尊心を守る能力、自己受容等を中心に分析した。

結果は次の通りであった。自尊心の高低と性差については、有意差が認められなかった。

家族に関しては、家族のまとまり具合が良い、親子関係で「信頼している」、「うまくいっている」

と認知している大学生の方がより高い自尊心を持っているということであった。また、親の養育態

度、きょうだい関係では、関連は認められなかった。これは、青年期の終わりの時期に該当する大

学生では、両親に養育される子の存在から自立した社会人へと移行していく時期であるため、親の

養育態度が大学生の自尊心の高低に影響しなくなっているのではないかと考えられる。つまり、大

学生の自尊心の有り様は、両親の養育態度とではなく、信頼という両親との基本的な関係とか、両

親と、また家族全体として「うまくいっている」と感じるような関係が影響していると考えられる。

学校生活に関しては、過去の学校生活で「何か得意科目があった」者の方が、また得意科目とし

て「運動能力または芸術的才能があった」と認知している大学生の方がより高い自尊心を持ってい

るということであった。過去での勉強が得意、不得意ということについては、大学生においてはそ

の自尊心の高低とは関連が見られず、中学生を対象とした研究とは異なる結果であった。これは大

学生になると、中高時の学業成績の如何は関係なくなっているということである。他方、過去の学

校生活で「充実した日々を過ごした」、過去の学校生活および大学生活で「友達から信頼されてい

る」と認知している大学生は、より高い自尊心を持っているということであった。また、過去の学

校生活での先生との関係は、大学生の自尊心の高低に影響しないという結果であった。したがって、

過去の学校生活の充実感および過去と現在の学校生活での友人関係は、大学生の自尊心と深く関係

していると考えられる。また友人関係では、「信頼されている」という他者評価が自尊心と関係し

ているということである。

大学生の自尊心と自尊心を守る能力、自己受容等に関しては、「機会さえあれば、自分は人の役

に立つことができる」、「自分の容姿について大体満足する」、「自分の性格について嫌なところが多

くはない」、「何か決めるときは、自分の考えにしたがう」と認知している大学生の方がより高い自

尊心を持っているという結果であった。他者判断に敏感になることと、大学生の自尊心の高低とは

関連が見られなかった。つまり、自尊心を守る能力に関しては、他者判断への割り引きが大学生の

自尊心と関係していると考えられる。自己受容に関しては、身体面および内面の両者ともに大学生

の自尊心と関係しているということであった。さらに、価値基準が確立していることは、大学生の

自尊心と関係しているということが考えられる。

したがって、本研究において、家族統合度、両親との関係、過去の学校生活で得意科目および充

実感があったこと、過去および現在の大学生活での友人関係、自尊心を守る能力、自己受容等が大

学生の自尊心と関連していることが明らかになった。
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付　表

1) 自尊心測定尺度

1.私は少なくとも人並みに価値のある人間だと思う。

2.私は長所をたくさんもっている。

3.自分を失敗者だと感じることが多い。＊

4.私は物事を人並みにできる。

5.私は誇りに思っていることがあまりない。＊

6.私は自分を見込みのある人間だと見ている。

7.自分にだいたい満足している。

8.自分をもっと尊敬できたらと思う。＊

9.自分は役立たずな人間だとときどき感じる。＊

10.自分はだめな人間だと思うことがときどきある。＊

とてもそう思う－全くそう思わない；4件法　　　＊逆転項目

2) 家族統合尺度

1.あなたのご両親はうまくいっていると思いますか。

2.あなたの家族は全体としていい雰囲気だと思いますか。

3.あなたとご両親との関係はうまくいっていると思いますか。

4.あなたとあなたの家族全体との関係はうまくいっていると思いますか。

5.あなたときょうだいとの関係はうまくいっていますか。

6.あなたの家のルールは厳しいと思いますか。

7.何かあった時にあなたの家族はうまくやっていけると思いますか。

8.あなたの家族は他人に対して開放的だと思いますか。

9.あなたの家族は心と心のつながりがあると思いますか。

全くそう思う－全くそう思わない；9件法

3) 家族関係

1.私は父親を信頼している。

2.私は母親を信頼している。

3.私は父親とうまくいっている。

4.私は母親とうまくいっている。

5.私とうまくいかないきょうだいがいる。＊

6.私はきょうだいみんなを好きだ。

7.私はきょうだいのために何かをやってあげたい。

非常にあてはまる－全くあてはまらない；4件法　　＊逆転項目



4) 両親の養育態度

1.父親は私の良いところを褒める。

2.母親は私の良いところを褒める。

3.父親は私の悪いところをしかる。

4.母親は私の悪いところをしかる。

5.父親は私の気持ちを理解しようとしない。＊

6.母親は私の気持ちを理解しようとしない。＊

非常にあてはまる－全くあてはまらない；4件法　　＊逆転項目

5) 過去の学校生活

1.私は学校の勉強が得意な方だった。

2.私は運動能力または音楽や美術などの芸術的な才能がある方だった。

3.私はこれまでの学校生活で充実した日々を過ごしてきたと思う。

4.私は学校の先生とうまくいっていた。

5.私は学校の先生を信頼していた。

6.先生は私の気持ちや考えを理解しようとしていた。

7.私は学校の友達の数が多い方だった。

8.私は何でも相談できる友達がいた。

9.私は友達から信頼されている方だった。

そう思う－そう思わない；4件法

6) 大学生活

1.私は大学生活で充実感を覚えることがある。

2.私は大学の友達の数が多い方だ。

3.私は何でも相談できる友達がいる。

4.私は友達から信頼されている方だ。

そう思う－そう思わない；4件法

7) 自尊心を守る能力

1.機会さえあれば、自分は人の役に立つことができる。

2.私はまだ自分の能力を十分に発揮していない。

3.私は身近な人の前で何かするときは、あがってしまう。

4.自分が他の人からどのような評価をされるか、非常に気にかかる。

そう思う－そう思わない；4件法
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8) 自己受容等

1.私は自分の容姿について大体満足している。

2.私は自分の性格について嫌なところがたくさんある。＊

3.私は正しいことをしていると思う。

4.私は何か決めるときは、自分の考えにしたがう。

そう思う－そう思わない；4件法　　＊逆転項目
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This study aims to find factors relating self-esteem of university student. Factors are sex,

family syntality, family relation, nurturing attitude of parent, past and present school life, self-

acceptance, and ability of defending self-esteem. Subjects are 150 university students. Results

are as follows. Self-esteem related with family syntality, reliance on parents, strong subject in

past school life, sense of fulfillment to past school life, relationships with friends and self-

acceptance.
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