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原著

大学受験期における達成目標志向性とソーシャルサポートが
ストレス関連成長に及ぼす影響
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本研究の目的は，大学受験における達成目標志向性とソーシャルサポートがストレス関連成長に及ぼす

影響を検討することである。大学１，２年生178名を対象に質問紙調査を行った。階層的重回帰分析の結
果，熟達目標が高い人は家族サポートが，遂行目標が高い人は友人サポートがストレス関連成長につな

がっていた。また，回避目標が高い人は家族サポートがないとストレス関連成長につながっていなかった。
大学受験をストレス関連成長につなげるためには，それぞれの達成目標志向性に応じたソーシャルサポー
トが必要であることが示された。

キーワード：ストレス関連成長，達成目標志向性，ソーシャルサポート

現代は「大学全入時代」と呼ばれ，進学先の大学を

倍，公立大学が5.3倍，そして私立大学は8.8倍であっ

選択しなければ希望者全員が大学に進学ができる時代

た。さらに，厚生労働省（2014）による平成26年度全

科学省，2019）によると，18歳人口は，1990年代の前

悩みや不安を抱え，その84.2％が自分の勉強や進路に

と言われている（中井，2007）。学校基本調査（文部
半には200万人を超えていたが，その後少子化が進み，
2000年代後半から120万人前後で推移しており，ピー

国家庭児童調査によれば，高校生の62.3％が何らかの
ついてであった。

受験ストレスについて検討した古屋・中澤・音山

クであった1992（平成４）年の205万人と比較すると，

（2009）によれば，受験勉強につらさを感じていた生

68万人前後で推移しており，2019（令和元）年度の大

しんどさ，気分・身体の変調を経験する人が増加する

６割未満となっている。一方，大学志願者数は，近年

学・ 短 大 進 学 率 は58.1 ％（ 大 学（ 学 部 ） 進 学 率 は
53.7％）と過去最高であった。

入試の形態は，一期・二期校制（1949年），共通第

一次学力試験（1979年），大学入試センター試験（1990

年）
，大学入学共通テスト（2021年）と時代に合わせて変

化している。これらの入試制度改革は，受験競争緩和を

１つの目的として行われてきた（中井，2007）
。さらに，推

薦入試やＡＯ入試などの導入により大学受験における受

験競争は緩和されていると認識されている（東，2004）
。
一方，文部科学省（2019）が発表した平成30年度の

選抜者実施状況によると，志願倍率は国立大学が3.9

徒は86％に達し，11月頃を境に焦り，不安，落ち込み，
ことが示されている。さらに，大学受験生は非受験生

と比較してストレス反応が有意に高く（小山，2000）
，
大学受験生が持つ「志望大学に合格するのに必要な学

力と自分の現在の学力とのギャップ」は，「いらだち
感」
「不安感・あせり」
「疲労感」
「憂うつ感」
「神経過
敏」と強い関連があった（小山，2001）
。

これらのことから，現在でも熾烈な受験競争は存在

していることが推測され，大学入試は自分の将来を方
向づける重要なライフイベントであり，大きなストレ
ス経験となりうる（東，2004）
。
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しかし，小山（2003）の大学受験をひかえた高校３

大学受験期における達成目標志向性とソーシャルサポートがストレス関連成長に及ぼす影響

年生の考える「大学受験のプラス面」についての調査
によると，高校３年生は大学受験に「忍耐力・精神力
の向上」
「自己受容の向上」
「友達関係の親密化」
「勉強
に対する動機づけの向上」
「将来に対する熟考」という

値を見出さないという志向性を指す。しかし，この２つ

の目標志向性については疑問点も挙げている。その１
つに課題に対して成功するように取り組むのか，失敗

を回避するように取り組むのかによって達成目標の在

側面があると回答している。また堀井（2018）は，大

り方は異なるということである。これらは課題に対す

があることを見出し，大学生は大学受験に対して達成

そこで提唱された課題回避目標とは，最小限の努力

学生の大学受験の捉え方の１つに「達成・成長経験」

る感情価を表しており，肯定的，回避的な感情を伴う。

感を抱き，自分の成長につながるものとして捉えてい

によって課題からうまく逃れ，学習状況からの回避を

このようなストレスフルな出来事を契機とした肯定

標志向性を持つかによって，学習中の失敗をどう捉え

ることを示唆している。

的な心理的変容はストレス関連成長（stress related

growth）あるいは外傷後成長（post traumatic growth）
と呼ばれている（Park, Cohen, & Murch, 1996, 飯村，

2016a）
。人生の危機を経験した人のうち50％以上の人

はその出来事を通じて何らかの肯定的な変容があった

と報告されている（Schaefer & Moos, 1992）
。肯定的な

変容として，他者との関係，新たな可能性，人間とし

ての強さ，精神的変容，人生への感謝（Colhoun &

Tedeschi, 2006

宅・清水訳，2014）の側面があげら

目指すものである（光浪，2010）。どのような達成目

る か や， そ の 後 の 行 動 が 異 な っ て く る（Elliot &

Dweck，1988）。さらに熟達目標と遂行目標は学習行
動やパフォーマンスを促進するが，回避目標は損なわ

せる（Van Yperen, Blaga, & Postmes, 2014；光浪，2010；
田中・藤田，2003）
。

そこで本研究では大学受験期の達成目標志向性がス

トレス関連成長に影響を与えるのかを検討する。スト

レス関連成長はもがきや葛藤の結果生じ（宅，2010）
，
達成目標志向性によって学習行動が変化する（Elliot &

れる。近藤（2012）によると，その人が生活している

Dweck, 1988）ため，ストレス関連成長につながりや

システム」と，健康状態や認知，動機，自己効力感と

標と遂行目標は学習行動を促進し，回避目標は学習行

コミュニティや家族，職場，友人関係といった「環境
いった「個人的システム」の双方が，危機とその予後
を形づくり，認知的な評価やコーピング反応の在り方
に影響を及ぼす。そしてそれらの結果としてポジティ

ブな結果や自己の成長に影響するというモデル

（Schaefer & Moos, 1992）が想定されている。

受験を含めた学習場面の動機づけに，達成目標理論

（achievement goal theory）がある。達成目標理論は，達

成状況において，人が持つ目標（達成目標志向性）の
違いが，課題への取り組み方，感情，課題のパフォー

すい達成目標志向性があると考えられる。また熟達目
動を損なわせる（光浪，2010；田中・藤田，2004）こ
とから，熟達目標はストレス関連成長につながりやす
いが，回避目標はストレス関連成長につながりにくい
のではないかと考えられる。

ストレス関連成長に影響を与える要因として，ソー

シャルサポート（Schaefer & Moos, 1992；兪・吉村・

松井・丸山，2017；Colhoun & Tedeschi, 2006 宅・清
水訳，2014；Prati & Pietrantoni, 2009），パーソナリ

ティ特性（飯村，2016b）が挙げられている。飯村

マンスの違いを生むとする理論である（中間，2016；

（2016b）は，高校受験を控えた中学生を対象にパーソ

& Nolen（1985）や Dweck（1986）は人が達成行動に

トレス関連成長に及ぼす影響を検討している。その結

村山，2003；上淵・川瀬，1995）。Nicholls, Patashnic,

従事するときに持つ目標を達成目標とし，人が原因帰

ナリティ特性と知覚されたサポートが受験を通じたス
果，Big Five のパーソナリティ特性のうち男子におい

属をする背景に能力概念の発達や知能観があると考え

ては外向性，協調性，勤勉性と知覚されたサポートに

し，達成目標志向性として統合した。達成目標志向性

知覚されたサポートに主効果が見られている。この結

た。Ames & Archer（1988）はそれらの共通点に着目
には熟達目標，遂行目標（Ames & Archer，1988），課

題回避目標（Nicholls, Patashnick, & Nolen, 1985）があ
る。

中間（2016）によると熟達目標は学ぶこと自体を目

標とし，努力することは自分の能力を向上する上で重
要であるとするものである。遂行目標はほかの人に自
分の有能さを示すことを目標とし，努力することに価

交互作用が見られ，女子においては外向性，協調性と
果は，ストレス関連成長に及ぼすパーソナリティ特性
と知覚されたサポートの効果が，生徒の性別や性格特
性，サポートの組み合わせによって異なることを示し
ている。兪他（2017）は東日本大震災の被災地に派遣

された消防職員の外傷後成長にソーシャルサポートが

及ぼす影響について検討している。重回帰分析の結
果，同僚や家族からのソーシャルサポートは外傷後成
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る」の４件法で回答を求めた。
3．ソーシャルサポート

細田・嶌田（2009）のソーシャルサポート尺度を使

ら，消防職員の外傷後成長はソーシャルサポートに

用した。
「道具的サポート」６項目，
「情緒的サポート」

大学受験期にストレス関連成長に結びつきにくい達成

項目から構成されている。大学受験期の高校３年生の

よって異なることが示唆される。これらのことから，
目標志向性を持っていたとしても，ソーシャルサポー
トによってストレス関連成長につなげられるのではな
いかと考えられる。

本研究は初めに，達成目標志向性がストレス関連成

長に与える影響を検討する。さらに，達成目標志向性
とストレス関連成長の関連に，ソーシャルサポートお

４項目，
「共行動的サポート」５項目の３下位尺度，15

時を思い出して，「全くなかった」「あまりなかった」

「どちらともいえなかった」「時々あった」「よくあっ
た 」 の ５ 件 法 で 回 答 を 求 め た。 サ ポ ー ト 源 は 飯 村

（2016b）を参考に，先生，友人，家族とした。
4．ストレス関連成長

宅（2010）の日本語版外傷後成長尺度から，受験で

よび達成目標志向性とソーシャルサポートの交互作用

は経験しないと考えられる「精神性的（スピリチュア

徒が特性として持っている達成目標志向性を考慮しな

尺度を使用した。
「他者との関係」６項目，
「新たな可

がどのような影響を与えるのかについて検討する。生
がら，受験というストレスフルな出来事をストレス関
連成長に結びつける支援を行うために，本研究で得ら
れた知見を活かすことができると考えている。
方

ルな）変容および人生に対する感謝」を除いた３下位
能性」４項目，「人間としての強さ」４項目の14項目

で構成されている。それぞれの項目について大学受験
の結果，生き方にどの程度変化が生じたかを「全く経
験しなかった」
「ほんの少しだけ経験した」
「少し，経
験した」
「まあまあ経験した」
「強く経験した」
「かなり

法

強く，経験した」の６件法で回答を求めた。

調査協力者
大学生１，２年生の178名を対象に調査を行った。分

析対象者は，欠損値のあった15名，回答していたもの
の同意が得られていない16名，社会人入学１名，留学

生１名，重複している可能性がある２名を除いた143

名（M=19.2，SD=0.75）であった。性別は男性46名，
女性96名，その他１名で，学年は１年生が66名，２年
生が77名であった。

手続き
授業中に質問紙を配布し，調査協力者に対して本研

究の趣旨と回答方法，倫理的配慮について説明を行っ
た。また質問紙には大学受験期の高校３年生の時を思
い出して回答するように記載しているが，大学受験浪
人を経験した人はその時期を含めて回答するように口

頭で説明を行った。説明後にその場で回答を求めた。
調査の所要時間は10分程度であった。なお，本研究は

質問紙構成

久留米大学御井学舎倫理委員会（研究番号；381）の

1．フェースシート

学年，年齢，性別，現在在籍している大学の入試区

承認を得ている。

分を尋ねた。性別は男性，女性，その他から選択して

結

もらった。現在在籍している大学の入試区分は，総合

果

型選抜（AO），指定校推薦，一般推薦，スポーツ推薦，

基礎統計量

の他から選択してもらった。

準偏差を示したものである。また，表２はソーシャル

一般前期，センター / センタープラス，一般後期，そ
2．達成目標志向性

表１は，達成目標志向性の下位尺度ごとの平均と標

光浪（2010）の目標志向性尺度を使用した。「熟達

表１

目標」６項目，「遂行接近目標」８項目，「遂行回避目

標」３項目の３下位尺度，17項目から構成されてい
る。本研究では，「遂行接近目標」を遂行目標，「遂行
回避目標」を課題回避目標として用いた。大学受験期

１年生
２年生

の高校３年生の時を思い出して，「全く当てはまらな
い」
「当てはまらない」
「当てはまる」
「非常に当てはま
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達成目標志向性の平均と標準偏差（N=143）
M
SD
M
SD
t
p

熟達
17.1
3.0
17.1
3.4
.08
.94

遂行
21.3
5.1
22.0
5.4
.76
.45

回避
8.7
2.1
8.7
2.3
.02
.99

大学受験期における達成目標志向性とソーシャルサポートがストレス関連成長に及ぼす影響
表２

１年生
２年生

M
SD
M
SD
t
p

合計
46.3
13.6
49.6
12.2
1.51
.13

表３
２年生
１年生

ソーシャルサポートの平均と標準偏差（N=143）

先生
道具的 情緒的 共行動的
21.3
13.0
12.0
5.9
4.5
4.4
22.9
13.8
13.0
5.3
4.1
3.7
1.62
1.02
1.46
.11
.31
.15

家族
合計 道具的 情緒的 共行動的
55.1
21.4
15.3
18.4
13.0
5.5
3.9
4.6
56.7
22.1
15.7
18.9
13.7
5.8
3.9
4.8
.72
.74
.64
.62
.47
.46
.52
.54

ストレス関連成長の平均と標準偏差（N=143）
成長
49.5
16.6
52.2
17.3
.95
.34

M
SD
M
SD
t
p

友人
合計 道具的 情緒的 共行動的
62.3
24.2
16.2
21.8
11.2
4.8
3.9
3.5
60.8
23.7
15.9
21.2
13.0
5.8
3.9
4.2
.71
.54
.55
.95
.48
.59
.59
.34

他者との関係
21.2
7.9
22.2
7.8
.69
.49

新たな可能性
14.7
5.1
15.4
5.7
.81
.42

人間としての強さ
13.6
5.1
14.7
5.2
1.22
.22

サポートの先生，友人，家族の各下位尺度の平均と標

その結果，固有値及び固有値の落差から３因子が抽出

平均と標準偏差を示している。下位尺度ごとに，１年

ポート，第３因子を友人サポートと名付けた。なお累

準偏差，表３は，ストレス関連成長の下位尺度ごとの
生と２年生で t 検定を行った。その結果，達成目標志

向性，ソーシャルサポート，およびストレス関連成長

された。第１因子を家族サポート，第２因子を先生サ
積寄与率は87.0％であった。下位尺度ごとのクロン
バックの α 係数を求めると，家族サポートは .92，先

のすべての下位尺度において１年生と２年生の間に有

生サポートは .90，友人サポートは .91であり，高い内

と２年生をまとめて分析を行った。

ポートを，先生，友人，家族のサポート源ごとの下位

意な差は見られなかった。そこで本研究では，１年生
変数の要約法
ストレス関連成長の下位尺度得点に対して，因子分

的整合性が得られた。そこで本研究ではソーシャルサ
尺度得点を用いて分析を行った。

析（最尤解）を行った（表４）。その結果，固有値及び

表５

固有値の落差から１因子（固有値2.52，説明率84.2％）
が妥当であると考えられた。クロンバックの α 係数

は .89であり，高い内的整合性を有しているといえる。
そこで本研究では，ストレス関連成長を合計得点で分
析を行った。
表４

ストレス関連成長の因子分析の結果
下位尺度

ストレス関連成長

他者との関係

.92

新たな可能性

.87

人間としての強さ

.83

説明分散

2.52

説明率

84.2

ソーシャルサポートの因子分析の結果
家族
サポート

先生
サポート

友人
サポート

家族－情緒的
家族－道具的
家族－共行動的

.95
.89
.87

.00
.10
―.10

―.01

先生－情緒的
先生－道具的
先生－共行動的

―.01

.95
.88
.82

友人－道具的
友人－情緒的
友人－共行動的

.05
.04
―.09

下位尺度

説明分散
説明率

.05
―.06

―.04
.07
―.02

.00
.00
.02

共通性
.90
.88
.70

.00

.90
.80
.64

.92
.90
.88

.85
.87
.72

―.03

7.83
87.0

階層的重回帰分析
ソーシャルサポートの下位尺度得点に対して，因子

分析（最尤解，プロマックス回転）を行った（表５）。

達成目標志向性とソーシャルサポート，および達成

目標志向性とソーシャルサポートの交互作用項を説明
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変数，ストレス関連成長を目的変数とした階層的重回

表６ ストレス関連成長を目的変数とした階層的重回帰分析

分を統制変数として投入した。入試区分については，

学年
入試区分
達成目標志向性
熟達
遂行
回避
ソーシャルサポート
先生
友人
家族
目標 × サポート
熟達 × 先生
熟達 × 友人
熟達 × 家族
遂行 × 先生
遂行 × 友人
遂行 × 家族
回避 × 先生
回避 × 友人
回避 × 家族
R2
2
ΔR

帰分析を行った（表６）。Step １では，学年と入試区

総合型選抜（AO），指定校推薦，一般推薦とセンター

／センタープラス，一般（前期・後期）の２群に分類

した。Step ２では達成目標志向性，Step ３ではソー

シャルサポートを投入した。Step ４では達成目標志向
性とソーシャルサポートの交互作用を投入した。その

結 果， 回 帰 式 は 有 意 で あ り（F（17,125）＝7.60，p

＜.001），決定係数（R ）は，.51と十分な適合を示し
2

た。

Step １では，回帰式は有意でなく（F（2,140）＝0.46，

p=.632）
，学年と入試区分の主効果は見られなかった

（学年：β=.01，ns；入試区分：β=.08，ns）。Step ２で

2
2
は ΔR が 有 意 で あ っ た（ΔR =.11, F（3,137）＝5.46，

p=.001）。 達 成 目 標 志 向 性 で は 熟 達 目 標 の 主 効 果

（β=.30，p＜.01）が有意であった。ΔR が有意であった
2

ため Step ３を行った。Step ３では ΔR が有意であった
2

（ΔR =.33，F（3,134）＝25.79，p<.001）。ソーシャルサ
2

2

（9,125）＝2.01，p=.044）。達成目標志向性
（ΔR =.07，F
2

とサポートの交互作用項においては，遂行目標と友人
サポートとの交互作用項（β=.23，p＜.05），回避目標

と家族サポートの交互作用項（β=.19，p＜.05）におい

スト レス関 連 成 長

＜.01）において有意であった。ΔR が有意であったた

Step3
―.05
.04

Step4
―.03
.00

.30 **
.08
―.06

.18 *
.06
―.08

.19 *
.00
―.10

.01

84

ポ ー ト（β=.18，p＜.05）， 家 族 サ ポ ー ト（β=.38，p

め Step ４を行った。Step ４では ΔR が有意であった

Step2
―.05
.08

.11
.11 **

.23 **
.16 *
.38 **

.24 **
.18 *
.40 **

.44
.33 **

―.11
―.10
.15 +
―.14
.23 *
―.08
.10
―.13
.19 *
.51
.07 **

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

ポートでは先生サポート（β=.23，p＜.01）と友人サ
2

Step1
.01
.08

_ 1SD

74

_+1SD

64
54
44
34
24

て有意であった。また，熟達目標と家族サポートの交

互作用項（β=.15，p＜.10）においては，有意傾向がみ

14

られた。

-1SD

+1SD

達成目標志向性とサポートの交互作用項が有意，ま

たは有意傾向であることが確認されたため，単純傾斜

図１

分析を行った。変数の基準は，平均 ± １SD を使用し

84

た。図１は熟達目標と家族サポート，図２は遂行目標
純傾斜分析の結果を示したものである。熟達目標と家
族サポートの単純傾斜分析の結果，熟達目標が高い人
で家族サポートがあるとよりストレス関連成長につな
がっていた。遂行目標と友人サポートにおいては，遂
行目標が高い人で友人のサポートがあるとストレス関

スト レス関 連 成 長

と友人サポート，図３は回避目標と家族サポートの単

熟達目標と家族サポートの単純傾斜分析

連成長につながっていたが，友人のサポートがないと

_ 1SD

74

_+1SD

64
54
44
34
24

ストレス関連成長につながっていなかった。回避目標

14

と家族サポートにおいては，回避目標が高く，家族サ

-1SD

+1SD

ポートが低い人はストレス関連成長につながっていな
かった。

図２
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遂行目標と友人サポートの単純傾斜分析

大学受験期における達成目標志向性とソーシャルサポートがストレス関連成長に及ぼす影響
84

_ 1SD

スト レス関 連 成 長

74

とが示された。達成目標志向性によって有効なサポー

_+1SD

トが異なるといえる。飯村（2016b）は Big Five のパー

ソナリティ特性の中で，男子中学生においては神経症

64

傾向，開放性が高いとストレス関連成長につながらな

54

いことを示している。しかし，神経症傾向，開放性と

44

もに先生サポートがあるとストレス関連成長に結びつ

34

くことも示されている。このことからストレス関連成
長に結びつきにくい性格特性であっても，サポートに

24
14

-1SD

よって結びつく可能性が示されている。達成目標志向

+1SD

性においてもソーシャルサポートがあることでストレ
ス関連成長につながりやすくなったと考えられる。

図３

熟達目標の高い人に家族サポートがあることで，ス

回避目標と家族サポートの単純傾斜分析

トレス関連成長に結びついていた。家庭は「子どもの
成長・発達を支え，自立を促す重要な場であり，働く

考

ことに対する保護者の考え方は，子どもに影響を与え

察

本研究は大学受験期における達成目標志向性とソー

シャルサポートがストレス関連成長に及ぼす影響を検
討した。達成目標志向性が大学受験期のストレス関連
成長に与える影響については，熟達目標で主効果が見
られた。ストレス関連成長はもがきや葛藤の結果生じ
ると言われている（宅，2010）。熟達目標志向性の人

は 課 題 の 熟 達 や 上 達 に 向 け た 目 標 を 持 つ（ 中 間，
2016）ため，大学受験においてもがきや葛藤が生じや

すく，ストレス関連成長につながったと考えられる。
また，遂行目標，課題回避目標において主効果は見ら
れなかった。遂行目標は他人との相対的な比較によっ

て高い能力や評価の獲得を目指すものであり（中間，
2016）
，課題回避目標とは，最小限の努力によって課
題からうまく逃れ，学習状況からの回避を目指すもの

である（光浪，2010）。これらの達成目標志向性を持っ
ていると，もがきや葛藤が生じにくく，ストレス関連
成長につながりにくかったと考えられる。

ソーシャルサポートが大学受験期のストレス関連成

長に与える影響については，先生，友人，家族全ての
サポート源において，主効果が見られた。ソーシャル
サポートはストレス関連成長に影響を与えるものとし

て多くの研究で指摘されおり（Schaefer & Moos, 1992；

兪 他，2017；Colhoun & Tedeschi, 2006

宅・ 清 水 訳，

2014；Prati & Pietrantoni, 2009），本研究においても，

先行研究同様の結果が得られた。

達成目標志向性とソーシャルサポートの交互作用項

においては，熟達目標と先生サポート，遂行目標と友
人サポートおよび課題回避目標と家族サポートの交互
作用項において，ストレス関連成長に差がみられるこ

る。親が，子どもに働く姿を見せたり，子どもと働く
ことの大切さについて話し合ったりすることを通じ

て，子どもは多くのことを学ぶことができる」
（文部科
学省，2011）。このようにキャリア教育において家庭

や親の重要性が指摘されている。熟達目標志向性の人
は課題の熟達や上達に向けた目標を持つことから，大
学に合格すること自体に重点を置いておらず，将来の
職業やキャリアを見据えて大学受験に取り組んでいる
ことが考えられる。そのため，特に親から将来のキャ
リアにつながるようなサポートを受けることで，スト
レス関連成長によりつながったと考えられる。

また遂行目標の高い人に友人サポートがあること

で，ストレス関連成長につながっていた。遂行目標志
向性の人は他人に自分の有能さを誇示することでポジ

ティブな評価を得ようとする（中間，2016）ため，競

争観を強く持っていることが予想される。鈴木（2014）
によると受験競争観には，心身の消耗や学習意欲の低
下，友人関係の悪化といった「消耗的競争観」と，自

己調整能力や学習意欲の向上，友人関係の親密化と
いった「成長型競争観」の２つの側面があることが示
唆されており，高校生を対象にした調査では多くの生
徒が成長型競争観を有している。本研究においても友
人関係の親密化といった成長型の競争観を持っている
人は，友人からサポートを受けることでストレス関連
成長につながると考えられる。

課題回避目標の高い人は家族サポートがないとスト

レス関連成長につながらなかった。家族サポートは無

気力傾向を防ぐ（福岡，2000）ことが示されている。

ストレス関連成長はもがきや葛藤の結果生じるため，
課題回避目標の高い人は家族サポートがないと大学受
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験に向き合うことができずストレス関連成長につなが
らなかったと考えられる。

ストレス評価ツールの開発 群馬大学教育実践研究，
26，129-138．

本研究の結果から，大学受験期における達成目標志

向性にはストレス関連成長に影響を与えるものと与え
ないものがあることが示された。しかしストレス関連
成長につながらない達成目標志向性を持っていたとし
てもソーシャルサポートがあることでストレス関連成
長に影響を与えることが示された。また，達成目標志
向性によって有効なソーシャルサポートが異なること
も示された。

しかし本研究は，大学1,2年生を対象に10月に調査

を行っており，ストレス関連成長には大学での満足度
など受験期以外の大学生活の要因も影響していること
が考えられる。また達成目標志向性がストレス関連成
長につながる過程を明確にできなかったことなどの課
題が残った。そこで今後，大学受験を経験したばかり
の４月に大学１年生を対象に質問紙調査を行う。さら

に調査面接を行い，大谷（2008，2011）の開発した質
的データの分析法である SCAT（Steps for Coding and

Theorization）を用いて，達成目標志向性とソーシャル
サポートがストレス関連成長につながる過程を明らか
にしていく。
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The influences of achievement goal approach and perceived social
support affected stress-related growth in students through their
experience when taking university entrance examinations.
Ayuka Takenouchi (Graduate School of Psychology, Kurume University)
Masahiro Haraguchi (Department of Psychology, Faculty of Literature, Kurume University)
Rina Emura (Department of Psychology, Faculty of Literature, Kurume University)

Abstract
This study investigated how possessing an achievement goal approach and perceived social support affected stress-related
growth in students through their experience when taking university entrance examinations. A total of 178 first- and secondyear university students completed a questionnaire that included questions on their achievement goal approach (mastery
goals, performance goals, and avoidance goals), social support (perceived support from family, friends, and teachers), and
stress-related growth. Hierarchical multiple regression analysis revealed interactions between mastery goals and family
support, between performance goals and support from friends, and between avoidance orientation and support from family
were significantly associated with stress-related growth. These observations indicate that different goals require different
types of perceived social support in order to achieve stress-related growth for university entrance examinations.
Keywords: stress-related growth, achivement goal approach, social support
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