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沖縄の学校教員のバーンアウ トの現状

一那覇 ･浦漆地区の小中学校教員調査中間報告一

長谷川 裕

はじめに

本研究 ｢沖縄教育と近代学校に関する研究｣の共同研究メンバーのうち梶村と長谷川は､

本研究の一環という意味もかねて､沖縄県の那覇 ･浦添地区の公立小中学校の教員を対象と

して､ ｢教師の仕事と多忙化 ･バーンアウト (燃え尽き)｣をテーマとした質問紙調査を行

った｡この調査は､本章執筆時点 (2000年2月下旬)においてもまだ回収作業が進行中であ

る｡本章では､上の時点で回収 し入力が済んでいる部分のみをデータとして､かつ､この調

査の質問紙の非常に多岐にわたる質問項目の回答結果を組み合わせることで可能な多面的な

分析のうち､ごく限られた面についての分析を行う｡そういう意味で､本章は､この調査の

ごく端緒的な中間報告である｡

上の､ごく限られた面とは､この調査の主要テーマのひとつである ｢バーンアウト｣に関

することである｡本章では､調査対象とした教員たちのバーンアウトの状況についての､初

歩的な結果報告と若干の考察を行う｡これは､本章のⅢにおいてである｡それに先だって､

Ⅰでは､バーンアウトということがらについて､先行研究に依拠 しながら､簡単な説明を行

っておきたい｡また､調査の概要については､Ⅱで述べる｡

Ⅰ バーンアウ トについて

｢バーンアウトbumout｣とは､ ｢ス トレスstress｣のひとつのタイプである｡一般にス トレ

スは､原因としての ｢ス トレッサstressor｣､ス トレッサによって心身に生 じた症状としての

｢ス トレインstrain｣､ス トレッサとス トレインとの間を媒介して､前者によって後者が発覗

する程度や様態に影響を及ぼす ｢モデレ一夕moderator｣の3つのファクターから構成される

という図式で捉えることができる｡ス トレッサとしては､仕事の特質そのもの､仕事が行わ

れる場の物理的条件､仕事に伴う社会関係のあり方などが考えられる｡モデレ一夕としては､

例えば､ス トレッサをス トレッサとして受けとめやすいか否か､気晴らしがうまいか否かと

いったことに関する個人差が考えられる｡あるいは､職場の人間関係の良し悪 Lも挙げられ

るだろう｡ただし､個人の性格的要因も､人間関係のあり方も､モデレ一夕というよりはス

トレッサと考えた方がいいような場合もある｡ス トレッサとモデレ一夕とは､必ず しも画然

と分けられるものではない (cf.円尾他 1996:15-17頁)｡

バーンアウトとは､とりわけヒューマン ･サービスの仕事 と結びついて生 じるス トレスで

ある｡すなわち､ヒューマン ･サービス一般の特質､あるいは個々のタイプのヒューマン･

サービス (教育､看護､介護など)の特質､あるいはこの仕事に構造的に伴って生 じる社会

関係のあり方が､バーンアウトというス トレスの中核的なス トレッサなのである｡

ヒューマン･サービスの仕事は､一方で､クライエントに対 して温か く､人間的に､献身的
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ヒューマン･サービスの仕事は､一方で､クライエントに対 して温かく､人間的に､献身

的に接することを求められる｡他方で､仕事を成功させるためには､冷静で客観的な態度を

堅持しなければならない｡こうした両面的な姿勢を､しかも長期間にわたって持続していか

なければならない｡さらには､そのことの緊張に耐えたとしても､その結果として相応の成

果が得られたといえるのかが定かでない場合がしばしばある｡成果を得るためにやらなけれ

ばいけないこと､やっておいた方がいいことは､考え出せば無限に膨らんでくる｡こうした

仕事の特虞そのものが､ス トレッサとなるのである (cf.同上､ll-12頁)0

以上は､ヒューマン･サービス一般の特質としていえることだが､その特質は､個々のタ

イプのヒューマン ･サービスの特質に対応 して独特な様態を伴って表れ､それがそのタイプ

のヒューマン･サービスの従事者に独特のバーンアウトのあり方を生み出していると考えら

れる.そのことは学校教育 ･学校教員についても然 りである｡したがって､学校数貝のバー

ンアウトについて考えることは､教育､あるいは学校という制度の下での教育という営みそ

のものについて考えることにつながるといっていいだろう｡

ここまで､バーンアウトというス トレスのス トレッサとモデレ一夕に関わる点についてみ

てきた｡では､バーンアウトのス トレイン､つまりその症状はどのような特徴をもつのだろ

うか (cf.同上､19-24頁)0

まずは､ ｢消耗感｣である.これがバーンアウトの症状の中核をなしている.バーンアウ

ト研究者の中には､ ｢彼ら自身の仕事によって伸びきった､あるいは､疲れ果てたという感

情｣ ｢もう働 くことができないという気分｣としての ｢情緒的消耗感emotionalexhaustion｣を

とりわけ重視する者もあるし､あるいは､後に再度言及するPines(1981)のように､ ｢情緒的

｣な消耗感に ｢身体的physicalJ ｢精神的mental｣なそれを加える者もいる｡

バーンアウトの症状として他には､クライエントに対 して真面目に真剣に対応しようとし

ない ｢脱人格化depersonalization｣の感情や行動､ ｢するべきことを成し遂げたという気分｣

である ｢個人的達成感personalaccomplishment｣の減退､などが挙げられる｡

バーンアウトは､その症状だけをみれば､他のス トレスや精神的な疾患のそれと類似 して

いる場合もある｡しかしバーンアウトとは､先に述べたようにヒューマン･サービスの仕事

の遂行と結びついている点が特徴である｡そしてそれは､元々はむしろその仕事についての

高い理想を抱き､その実現に向けて意欲的に取 り組んでいた人が､仕事にまつわる様々な要

因がス トレッサや負の方向のモデレ一夕として働き､その結果消耗してしまうことなのであ

る｡したがって､バーンアウトは､ひたむきに仕事に専念 しようとする理想家タイプの人の

方がむしろ陥りやすい｡しかも､ヒューマン･サービスの仕事は､そういう人を惹きつけや

すいし､そういう人を必要としてもいるoそうした点でも､バーンアウトは､ヒューマン･

サービスの体質と深 く結びついたス トレスのタイプであるといえる (cf.田尾他 1996､宗像他

1988､同乗他 1997)0

バーンアウトは､1970年代 ぐらいからアメリカにおいて本格的な研究が始められるように
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なった (宗像他 1988:23頁)｡その後の研究の展開の中で､バーンアウ トの程度や質を数的

な尺度で表そうとする試みがい くつかなされてきた｡それ らどの尺度についても､数多 くの

実証研究を通 じて精度 を高めるための努力がなされてきている｡

本調査では､それ らのうち､pines(1981)で提案 されている ｢バーンアウ ト スコア｣ を

用いて､回答者各人のバーンアウ トの程度 を測定 したOその測定のための質問項 目､測定方

法､またスコアが示すバーンアウトの状態は､表 1のとお りであるOなお､久冨他 (1994) ･

久冨 (1995)､大阪教育文化センター (1996)､伊良部 (1999)においても､同一の質問項

冒 (ワーディングも同一)､同一の測定方法によって､教員たちのバーンアウ トの程度の測

定が行われているので､相互に比較検討することが可能であり､実際本章でも､Ⅲで若干の比較

を行っている｡

表 1 バーンアウト･スコアについて

あなたは最近､1-21のような気持ちや状態になることがありますかoそれぞれについて､(D-(D

のどれかひとつに○をつけて下さい｡

ま ■ヽ一.ヽ.■. ま と し た tJヽ
つ く れ き ば しヽ つ
た ま に ど し て ち
く れ あ き ば レヽ あ

な にある る あ あ あ る

1 疲れる ① ② ③ @ ⑤ ⑥ (ラ

2 憂うつ (∋ @ @ ④ @ ⑥ ⑦

3 いい一日だつたと感じる (∋ @ @ ㊨ @ ㊨ (ラ

4 からだが疲労こんぱいする (ら ② @ @ ⑤ ㊨ ⑦

5 精神的に疲労こんぱいする ① @ ③ @ ⑤ @ ⑦

6 幸福感 (D ② ③ ④ ⑤ @ ⑦

7 抜けがらになった感じ (∋ (∋ ③ @ @ @ (ラ

8 精根つきる (ラ @ ③ ④ @ @ (ラ

9 不幸だと感じる (D ② ③ @ @ @ ⑦

10 すさんだ感じ (D ② @ @ @ ⑥ ■(ラ

11 身動きとれない感じ ① a) @ @ @ @ ⑦

12 自分はだめな人間だと感じる ① @ ③ ㊨ ⑤ ⑥ ⑦

13 うんざりする (ら @ ③ ④ @ ㊨ (令

14 悩んでいる (D @ @ ④ @ ⑥ (ラ

15 人間に対してあいそがつきでむしように腹が立つ (D ② @ @ ⑤ ⑥ ⑦

16 自分を弱々しく感じる ① @ ③ @ @ @ (ラ

17 絶望感 ① @ ③ ㊨ ⑤ ⑥ ⑦

18 相手にされない感じ (D @ @ @ @ ㊨ ⑦

19 楽天的な気分 (ラ ② ③ @ @ @ (ラ

20 元気いっぱい (D ② @ ④ @ @ ⑦

バーンアウト･スコアの測定方法

上記の質問に答えてもらい､

i)3､6､19､20以外については､回答した(∋-(丑の数値を合計し､

ii)3､6､19､20 (これらは肯定的なニュアンスの項目)については､回答した①-⑦

の数値を8から引いた数値を合計し､

iii)上の i)､ii)で求めた数値をたして､質問項目数21で割る｡出てきた数値が ｢バー

ンアウト･スコア｣である｡

-61-



バーンアウ ト･スコアが表示するバーンアウ トの状態

バーンアウ ト.スコア (S) 状 態

S≦3 良好である

3<S≦4 バーンアウ トの危険信号

4<S≦5 バーンアウ ト

Ⅱ 調査の概要

調査の概要は､表2のとおりである｡

表2 調査の概要

① 調査日的

近年､学校教員の多忙､しばしば多忙に伴いながら生じる身体的 ･精神的疲幣 (｢バーンアウト｣を含

む)が以前にもまして増大していることが指摘されている｡それらが沖縄の場合､どのようにあらわれて

いるか､その実態を掴むこと｡

(参 調査方法

質問紙調査｡沖縄県教職員組合那覇支部の協力を得て､この支部に所属する各学校 (久米島､南北大東

島は除く)の分会役員に､その学校の教員に質問紙を配布してもらい､その学校分の回収も依頼した｡

③ 調査対象者

沖縄県那覇市 ･浦添市の公立小中学校の全教貞 (校長､教頭､蕃譲教諭も含む｡また､臨時的任用､非

常勤講師も含む)2059名 (小学校1262名､中学校797名｡沖縄県教職員組合 r沖縄県教職員録Jに記載され

ている1999年4月1日時点の名簿より算出)を対象とした悉皆調査｡

④ 調査期間

1999年11月-0

(9 回収数､回収率

2∝)0年 2月下旬時点で回収､データ入力が済んでいる分を分析対象とする｡この範囲では､回収数は

4日､うち有効回収数406､有効回収率19.7% (406/2059)｡

⑥ 質問紙

質問紙の質問項目の柱立ては､以下の通り｡

A 勤務校の現状についての認識

B 日常的な仕事の中で体験すること､感じることなど

C 教育実践上の悩み ･問題の解決方法

D 担任した学級､担当した授業における､子どもたちの ｢荒れ｣の様子

E 勤務校の職場の雰囲気についての認識

F 教職イメージ

G 多忙感

H 就戦時と比べたときの､仕事の内容 ･密度の変化についての認識

Ⅰ もっとやりたい､あるいは減らしてほしいと思う仕事の内容

J バーンアウト尺度 (表 1参照)

K 教育 ･学校に関する考え方

L 戦場の他の教員の教育 ･学校に関する考え方についての認識

M 生活一般に関する考え方

N 諸属性

なお､質問項目および質問文に関して､以下の教員対象の諸調査の質問項目および質問文を参考にした.

･ 教育文化研究会の質問紙 ｢教育アンケー ト [教師の観察と意見]｣ (長谷川が参加している他の科

学研究費補助金に基づく研究 ｢教員文化の日本的特質-その社会史的 ･社会学的解明-｣ (基盤研究

(B) (2)課題番号10410068)の一環として実施中の質問耗調査において使用)

･明石他 (1983) ･秋葉他 (1998) ･長谷川 (1998) ･伊良部 (1999)

･久 冨 (1992a) ･久 冨 (1992b) ･久冨他 (1994) ･大阪教育文化センター (1996)

･油 布 (1991) ･油 布 (1994)
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Ⅲ 調査の結果と考察

｢はじめに｣でも述べたとお り､ここでは､調査対象とした教員たちのバーンアウトの状

況についての､初歩的な結果報告 と若干の考察を行う｡具体的には､対象者のバーンアウ ト

･スコアの概要､及びバーンアウト･スコアと諸項目との相関についての､報告 と多少の考

察を行 うことにする｡

① バーンアウト･スコアについての概要
1

調査対象者全体､及び属性ごとのバーンアウト･スコアの平均値は､表 3のとおりである｡

ここからわかることをい くつか列挙 してみる｡

(1) 回答者全体のバーンアウト スコアの平均値は､他のどの調査よりも低 くなっている｡

これは､本調査の場合､対象者に校長 ･教頭を含み (大阪府調査 との違い)､また臨時

的任用者 ･非常勤講師を含んでいる (沖縄県島尻調査､千葉県F市調査､大阪府調査 と

の違い)ことが影響 していると思われる｡実際､本調査において身分を尋ねた質問項目で

｢常勤の教諭｣であると回答 している人たちのバーンアウト･スコアの平均値を求めて

みると､3.23となる｡ したがって本調査の対象者は､バーンアウ トの程度 という点で､

他の調査の対象地域 と特に違いがないことが推測される｡

(2) 千葉県F市調査の場合､小学校 よりも中学校の方がバーンアウ トの程度が高 くなって

いるのに村 して､本調査の場合も､また沖縄県島尻調査の場合 も､小学校の方が高 くな

っている｡

(3) 千葉県F市調査の場合も､校長 ･教頭のバーンアウトの程度は低かったが､本調査の

場合は極端に低 くなっている｡

(4) 学級担任の教員の､担任 している学年によるバーンアウトの程度の違いは､各調査ご

とに異なった様相を示 してお り､一般的な傾向を読みとることはできない｡

(5) 女性は男性に比べて､仝回答者を一括 してみた場合でも､年齢､校種､配偶者有無と

いう他の条件をそろえた場合でも､バーンアウトの程度が高 くなっている｡特に40代の

女性のバーンアウト･スコアは突出して高 くなっている｡40代女性のバーンアウトが高

くなっているのは､大阪府調査の結果と同様である｡

1 久冨 (1995)では､その調査において､バーンアウト尺度の21項目が ｢バーンアウト｣という単一
のことがらを表示してるかどうか､つまりこの尺度に内容的妥当性があるかどうかを確認するべく､こ
れらの項目の回答について因子分析 (主因子法)を行い､その結果､固有値9.15､説明率43.6%､否定
的なニュアンスの17項目が高い因子負荷量 (0.56-0.79)をもつ､圧倒的に高い第1因子が検出された
と述べられている｡すなわち､この尺度がある単一のことがらを表示していることが確認されたので
ある｡本調査でも同様の計算を行い (主因子法の因子分析)､固有値9.06､説明率43.1%の第1因子が
検出された｡否定的なニュアンスの17項目の､この第1因子に対する因子負荷量は､やはり高かった
(0.55-0.76)｡ただし､この尺度の出所であるPines(1981)では､第1因子は21項目すべてが高い

因子負荷量をもち､説明率も69%となっている｡それに対して､久冨 (1995)では､肯定的なニュア
ンスの4項目については､第1因子よりも第2因子に対する因子負荷量の方が大きくなっているとい
う｡この点は､本調査でも全く同様である｡以上､久冨 (1995:19-21､41貢)参照｡なお､本調査に
おいて､バーンアウト尺度21項目について､その相関行列のKMO基準値は0.91､また信頼性係数αは
0.93といずれも高い｡それらの数値も､この尺度が本調査において適切であることを示している｡
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表 3 バーンアウト･スコアの平均値

本 調 査 沖縄県島尻調査 千葉県F市調査 大阪府調査人 数 バーンアウト.スコア平均

回 答 者 全 体 371 3.15 3.19 3.26 3.37

校 小 学 校 273 3.16 3.20 3.22

種 中 学 校 98 3.12 3.18 3.33

職務 校 長 . 教 頭 12 2.27 3.083.31

教 務 主 任 ll 3.07

学 級 担 任 287 3.16

養 護 教 諭 10 3.27

そ の 他 31 3.16

担 小 1 29 3.32 2.99 3.39
小 2 32 3.04 3.41 3.40

小 3 38 3.25 3.31 3.37

任学 小 4 46 3.08 3.23 3.41

小 5 35 2.97 3.20 3.39

小 6 35 3.33 3,ll 3.32

午 中 1 19 3.24 3.14 3.38
中 2 16 3.ll 3.20 3.46

中 3 19 3.19 3.29 3.20

障 害 児 学 級 8 3.33 3.09

性 男 111 2.95 3.08 3.21
女 258 3.23 3.25 3.32

午 20 代 70 2.94 3.1630 代 110 3.08 3.22

齢 40 代 94 3.39 3.24

50 代 83 3.ll 3.09

午 20 代 男 22 2.75 3.10 3.48
20 代 女 48 3.03 3.20 3.ll

30 代 男 51 3.07 3.06 3.23

齢 30 代 女 59 3.09 3.34 3.40

× 40 代 男 27 2.99 3.21 3.26

性 40 代 女 67 3.54 3.25 3.54

50 代 男 10 2.68 2.90 3.23

50 代 女 73 3.17 3.16 3.30

校種 小 学 校 男 62 2.94 3.03 3.24小 学 校 女 209 3.22 3.25 3.42

×悼 中 学 校 男 49 2.97 3.10 3,22
中 学 校 女 49 3.26 3.27 3.55

醍 未 婚 男 28 2.99 3.05

偶者 未 婚 女 Ⅰ00 3.17 3.19
× 既 婚 男 83 2.94 3.08

(症)本調査の ｢人数｣の欄は､各カテゴリーの回答者のうち､バーンアウ ト･スコアを算出できた者

(表 1の21項目すべてに回答 した者)の人数

本調査における年齢の ｢50代｣には､60才を含む｡

沖縄県島尻調査における年齢は､ ｢20代｣は30才以下､ ｢30代｣は31-40才､ ｢40代｣は41-50才､

｢50代｣は51-60才｡
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[本調査以外の調査の概要]

沖縄県島尻調査 :伊良都 (1999)

調査時期 :1997年12月-1998年1月｡沖縄県島尻地区の小中学校64校から選定された小学校17校､

中学校23校の教員を対象｡校長 ･教頭は除く｡臨時は除く｡回収数507､回収率72.5%｡

表の数値は伊良部 (1999)に記載されたものではなく､伊良部氏の許可を得て､筆者が独自に､伊

良部氏が収集したデータを解析した結果｡

千葉県F市調査 :久冨他 (1994)､久冨 (1995)

調査時期 :1991年10月-11月｡千葉県F市立の幼稚園2､小学校33､中学校6､高校1の教員を対象｡

臨時は除く｡有効回数数1337､有効回数宰87.9%｡

大阪府調査 :大阪教育文化センター (1996)

調査時期 :1994年11-12月｡大阪府の小中高の教員を対象｡校長 ･教頭は除く｡非常勤は除く｡

確率比例抽出法によるサンプリング｡有効回数数2172､有効回数率72.4%｡

② バーンアウト･スコアと諸項目との相関

Ⅰでも述べたように､バーンアウトは仕事の特質そのもの､仕事にまつわる様々な社会関

係などがストレッサやモデレ一夕によって引き起こされ､消耗感､脱人格化､個人的達成感

の減退などといった症状となって表れる｡したがって､バーンアウト･スコアとこれらの諸

事項に関わる回答結果との間には､強い相関がみられるはずである｡実際に､本調査でもそ

の傾向がみられた｡久冨 (1995)は､ ｢本調査の範囲内で､最も多くの項目との間に､強い

相関が見出された｣のがバーンアウトの測定値であると述べている (23-24頁)が､同様の

ことが本調査の結果にも当てはまる｡

その点を､ここではまず､バーンアウト･スコアと様々な質問項目の回答との間の相関係

数を算出するというやり方で示してみたい｡相関係数 rは､-1≦ r≦1の範囲で変化し､

絶対値が大きいほど､互いの間の相関の度合いが強いことを示す数値である｡結果は､表 4

のとおりである｡この表の相関係数は､正の値であれば､バーンアウトの強くなることと､

質問項目の欄に記されていることがらを肯定する程度あるいはそのことがらの頻度 ･度合い

が増加する程度との間に正の相関があること､負の値であれば負の相関があることを示して

いる｡この表からわかることは､以下のようなことである｡

表 4 諸事項とバーンアウ トとの間の相関関係

日常的 自分には教師という仕事があっていると 相関係数 -0.2535

思う 有意確率 (両側) 0.0000 **
現在の仕事の量は過重だと感 じる 相関係数 0.2614

有意確率 (両側) 0.0000 **
雑用が多すぎると感 じる 相関係数 0.2970

有意確率 (両側) 0.0000 **
生活のリズムが乱れて､規則正 しい生活 相関係数 0.3609

な がおくれていない 有意確率 (両側) 0.0000 **
この数ヵ月間に外来治療､通院､入院 し 相関係数 0.3109
なければならない病気にかかった 有意確率 (両側) 0.0000 **
自分の教育 .指導の効果に疑問や無力感 相関係数 0.3542
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仕 自分の教育観や教育的信念に混乱が生 じ 相関係数 _姐 迫1__

る 有意確率 (両側) 0.0000 **

学校に行きたくないと思う 相関係数 0.5777有意確率 (両側) 0.0000 **

教職をやめたいと思う 相関係数 0.5782有意確率 (両側) 0.0000 **
自分や家庭のことよりも､学校のことを 相関係数 0.3400

優先させてしまう 有意確率 (両側) 0.0000 **
子どもが失敗したり問題行動を起こした時など､ま 相関係数 0.1229

辛の中 ず､その原因は自分の指導の不十分さにあると思う 有意確率 (両側) 0.0179 *

子どもは自分の授業をよく聞いていると 相関係数 -0.0860

感 じる 有意確率 (両側) 0.1031

自分は子どもから信頼されていると感 じ 相関係数 -0.1599

で体 る 有意確率 (両側) 0.0021**教材研究が楽 しいと感 じる 相関係数 -0.2482

験す 有意確率 (両側) 0.0000**自分の授業に自信を感 じる 相関係数 -0.1263

る 有意確率 (両側) 00169 *
問題を抱えている子どもに手を焼 く 相関係数 0.2760

＼.___とヽ 有意確率 (両側) 0.0000 **子どもの考えや行動についていけないと 相関係数 0.2901

感 感 じる 有意確率 (両側) 0.0000 **生徒に好かれているかどうか気になる 相関係数 0.0923

じる 有意確率 (両側) 0.0775自分を支えてくれる職場の教師がいると 相関係数 -0.2293

｣と 思える 有意確率 (両側) 0.0000 **仕事上､同僚たちと足並みをそろえる必 相関係数 -0.0619

要があると思う 有意確率 (両側) 0.2368

職員会議 .学年会議などで積極的に発言 相関係数 -0.0662

する 有意確率 (両側) 0.2079

職場の教師と仕事以外でもつきあう 相関係数 -0.1749有意確率 (両側) 0.0007**
職場の教師と仕事以外でつきあうのはわ 相関係数 0.3131

ずらわしいと思う 有意確率 (両側) 0.0000 **

父母との対応が苦痛だと感 じる 相関係数 0.3827有意確率 (両側) 0.0000 **
友人 .知人に ｢やっぱり先生だね｣｢教 相関係数 0.1123

師らしい｣などと言われる 有意確率 (両側) 0.0313 *
勤 教師同士で教材研究や子どもの指導につ 相関係数 -0.1826

務校の いて､活発な意見交流が行われている 有意確率 (両側) 0.0007 **校長 .教頭と他の教師との間で意志の疎 相関係数 -0.3296

職場の 通がうまくはかられている 有意確率 (両側) 0.0000 **各種の会議で活発な議論がなされている 相関係数 -0.1773

雰囲気 有意確率 (両側) 0.0011 **仕事をはなれても､同じ学校の教師間で 相関係数 -0.2013

につい つきあうことが多い 有意確率 (両側) 0.0002 **仕事に追われて､教師同士が話をする時 相関係数 0.3313

ての諺読 間もない 有意確率 (両側) 0.000o **教育上の悩みを抱えている教師を周囲が 相関係数 -0.2102
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子どもの悪口が平気で飛びかつている 相関係数 0.2031
有意確率 (両側) 0.0002 **

子どもの指導がうまくいっていないと肩 相関係数 0.1416

身が狭い 有意確率 (両側) 0.0093 **
特定の人に仕事が集中している 相関係数 0.2298

有意確率 (両側) 0.0093 **
誰かが何か新 しいことをやろうーとすると 相関係数 0.2279
きに､それを妨げるようなことがある 有意確率 (両側) 0.0000 **

教敬イメ 社会的に尊敬される仕事だ 教職に就いた頃 相関係数 0.0775

有意確率 (両側) 0.1379

現在 相関係数 -0.2593
有意確率 (両側) 0.0000 **

経済的に恵まれた仕事だ 教職に就いた頃 相関係数 0.0375

有意確率 (両側) 0.4727

現在 相関係数 .一一七一0682
有意確率 (両側) 0.1924

精神的に気苦労の多い仕事だ 教職に就いた頃 相関係数 .-輔.0789

有意確率 (両側) 0.1309

現在 相関係数 0.3447
有意確率 (両側) 0.0000 **

時間のゆとりのある仕事だ 教職に就いた頃 相関係数 0.0340

有意確率 (両側) 0.5152

現在 相関係数 -勺.1277
有意確率 (両側) 0.0143 *

高度の専門的知識 .技能が必要な仕事だ 教職に就いた頃 相関係数 .一一や.0367

ージ(教職 有意確率 (両側) 0.4839

現在 相関係数 0.0081
有意確率 (両側) 0.8767

子どもと接する喜びのある仕事だ 教職に就いた頃 相関係数 0.0469

有意確率 (両側) 0.3699

現在 相関係数 -0.3116

に読いた頃 有意確率 (両側) 0.0000 **

やりがいのある仕事だ 教職に就いた頃 相関係数 --叫.0042
有意確率 (両側) 0.9365

現在 相関係数 -0.3258
有意確率 (両側) 0.0000 **

自己犠牲の強いられる仕事だ 教職に就いた頃 相関係数 0.0364
及び 有意確率 (両側) 0.4881

現在 相関係数 0.3012

現荏) 有意確率 (両側) 0.0000 **
自分の考えにそって自･律的にやれる仕事だ 教職に就いた頃 相関係数 一一や.0636

有意確率 (両側) 0.2233

現在 相関係数 -0.2041
有意確率 (両側) 0.0001 **

常に研修 .研究が必要な仕事だ 教職に就いた頃 相関係数 一一一叫.0191

有意確率 (両側) 0.7160

現在 相関係数 .-1.0800
有意確率 (両側) 0.1253

他の職業以上に高い倫理感が求められる仕事だ 教職に就いた頃 相関係数 0.0630

有意確率 (両側) 0.2280

硯在 相関係数 0.0560
有意確率 (両側) 0.2838

仕事を通 じて社会に貢献できるような仕事だ 教職に就いた頃 相関係数 -0.0261

有意確率 (両側) 0.6184

現在 相関係数 -勺.1981
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多 このところ､毎日の仕事が忙しいと感 じて 相関係数 0.3576
感 いる 有意確率 (両側) 0.0000 **

秩職 授業の もち時間数 相関係数 0.1178

有意確率 (両側) 0.0287 *
学習の遅れた子 ども-の個別的な指導 相関係数 .-1.0583

有意確率 (両側) 0.2794

教材研究のための時間 相関係数 -一一1.1296

有意確率 (両側) 0.0157 *
生徒指導 .生活指導のための時間 相関係数 0.1483

時と比 有意確率 (両側) 0.0054 **進路指導のための時間 相関係数 .-1.0216

べたと 有意確率 (両側) 0.7039
子 どもと遊んだ り雑談 した り個人的な相談 相関係数 --.0.1843

きのヽ にのった りする時間 有意確率 (両側) 0.0005 **子どもたちの自主的.自治的活動(ホームルーム活動､児童会 相関係数 .一刀.1207

仕辛 ･生徒会活動､レクレーションなど)とその準備のための時間 有意確率 (両側) 0.0248 *学校行事 とその準備のための時間 相関係数 0.0832

の内容杏 有意確率 (両側) 0.1196

部活劫 .クラブ活動の指導の時間 相関係数 0.0166

有意確率 (両側) 0.7628

校内研修 (研究授業 も含む)の回数又はそ 相関係数 0.2142

皮の餐 れに費やす時間 有意確率 (両側) 0.0001 **教育委員会などが主催する官制の研修の回 相関係数 0.1787

化に 数又はそれに費やす時間 有意確率 (両側) 0.0008 **研究指定の回数又はそれに費やす時間 相関係数 0.2529

つしヽて 有意確率 (両側) 0.000o **校務分掌に費やす時間 相関係数 0.2989

の認識′一 ･､増 有意確率 (両側) 0.0000 **

会計事務､公簿処理､通知票作成､週案作 相関係数 0.2467

成などの実務処理 有意確率 (両側) 0.0000 **
民間の教育研究サークルなどでの研修に費 相関係数 -0.0975

ス_たと やす時間 有意確率 (両側) 0.0721教育研究サークルなどとは別に､自分自身 相関係数 .-1.0851

田′しゝヽつ程皮) が個人的に行 う研修に費やす時間 有意確率 (両側) 0.1146

教職月間の打ち合わせや会議の時間 相関係数 0.0143

有意確率 (両側) 0.7885

PTA関係の仕事 相関係数 0.1638

有意確率 (両側) 0.0021 **
それ以外の父母 との対応 相関係数 0.1741

有意確率 (両側) 0,0011**
地域の行事や活動-の参加 相関係数 0.1994
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教 子どもが先生に反抗するのは､どんな場合 相関係数 0.0729

でもよくない 有意確率 (両側) 0.1614

子どもは､納得 しようがしまいが､学校の 相関係数 0.0370

決まりを守るべきである 有意確率 (両側) 0.4778

子どもの髪形や服装に学校は関与すべきで 相関係数 0.0456

ない 有意確率 (両側) 0.3824

子どもの主体性を尊重 してできるだけ自由 相関係数 一一叫.0107

にさせるべきだ 有意確率 (両側) 0.8370

必要な場合には､子どもの家庭の問題にも 相関係数 0.0193

指導の手をさしのべるべきだ 有意確率 (両側) 0.7119

体罰には反対だ 相関係数 -0.1170

育学校 有意確率 (両側) 0.0248 *

教育上意味のある体罰もある 相関係数 0.0988

有意確率 (両側) 0.0584

序列をつける競争はよくない 相関係数 0.1269

に関 有意確率 (両側) 0.0148 *子どもは成績を他人と比べて不安になった 相関係数 0.0465

する りする 有意確率 (両側) 0.3755競争していると子どもたちの間がバラバラ 相関係数 0.1626

考え方 になる 有意確率 (両側) 0.0019 **
受験は他人との競争だ 相関係数 0.0722

有意確率 (両側) 0.1683

競争に勝ち抜かなければ望むものは手に入 相関係数 0.0740

らない 有意確率 (両側) 0.1572

世の中で人と競争するのは当然だ 相関係数 一一0.0002

有意確率 (両側) 0.9967

学校の成績は子どもの一生に大きく影響す 相関係数 0.0126

る 有意確率 (両側) 0.8㈱6

小学校時代についた学力差を中学校で縮め 相関係数 0.1351

ることはむずかしい 有意確率 (両側) 0.0(泊4 **
あくせ く競争してもたいしたものは得られ 相関係数 0.0992

ない 有意確率 (両側) 0.0591

学校の勉強で得た知識は､将来役に立たな 相関係数 一一勺.0056

いことが多い 有意確率 (両側) 0.9150

現在の日本は､学歴でははかれないその人 相関係数 一一1.0896

の人格や能力がものをいう社会だ 有意確率 (両側) 0.0860

職 子どもが先生に反抗するのは､どんな場合 相関係数 0.1118

場のイ也の でもよくない 有意確率 (両側) 0.0335 *子どもは､納得 しようがしまいが､学校の 相関係数 o_0690

教負の教育 決まりを守るべきだ 有意確率 (両側) 0.1905子どもの髪形や服装に学校は関与すべきで 相関係数 0.0470
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早校 子どもの主体性を尊重 してできるだけ自由 相関係数 -0.0114

に関する にさせるべ きだ 有意確率 (両側) 0.8291必要な場合には､子どもの家庭の問題にも 相関係数 -0.0286

亨ス_方に 指導の手をさしのべるべきだ 有意確率 (両側) 0.5880体罰には反対だ 相関係数 -0.0912

つしヽての号刀 有意確率 (両側) 0.0835教育上意味のある体罰もある 相関係数 0.0766

P一c.識 有意確率 (両側) 0.1459

坐活 家族のために､自分の死後のことも十分考 相関係数 0.0775

えておきたい 有意確率 (両側) 0.1372

自分を犠牲にしてでも家族のためなら尽 く 相関係数 0.0878

したい 有意確率 (両側) 0.0926

男は男らしく､女は女らしく育てたい 相関係数 -1 .0733

有意確率 (両側) 0.1610

自分と違う考えの人とはつきあいたくない 相関係数 0.1581

有意確率 (両側) 0.0024 **
他人の権利をいちいち尊重 していたら､自 相関係数 0.1137

分が不利になるだけだ 有意確率 (両側) 0.0295 *
自分にとってプラスとなる人とだけつきあ 相関係数 0.1823

いたい 有意確率 (両側) 0.0004 **
何かをするときは､これまでの慣習にとら 相関係数 ---0.0287

般 われずに決めたい 有意確率 (両側) 0.5831たとえ他の人にどう思われようと､自分の 相関係数 .-1.0404

に関 センスで物を選びたい 有意確率 (両側) 0,4388いろいろな人から注目されるようなことを 相関係数 -0.1456

する したい 有意確率 (両側) 0.0051 **責任を伴 うことはできるだけ避けたい 相関係数 0.2053

考ス_方 有意確率 (両側) 0.0001 **

努力や訓練が必要なことは､あまりやりた 相関係数 0.1424

くない 有意確率 (両側) 0.0(姫1 **
他の多 くの人がもっている物をもっていな 相関係数 0.0762

いと気になる 有意確率 (両側) 0.1438

楽 しいことしか､したくない 相関係数 0.1691

有意確率 (両側) 0.0011**
ものを選ぶときは､自分の感覚を最も頼 り 相関係数 -勺.0312

にして決めたい 有意確率 (両側) 0.5502

仕事は金をかせ ぐ手段にすぎない 相関係数 0.1232

有意確率 (両側) 0.0179 *
多少の困難を伴つても､自分が楽 しいと思 相関係数 -0.0405

うことを仕事としてやっていきたい 有意確率 (両側) 0.4390
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局性 教職経験年数 相関係数 0.0699

有意確率 (両側) 0.1859

現在の勤務校での勤務年数 相関係数 0.0959

有意確率 (両側) 0.0701

週あたりもち時間数 相関係数 0.0523

**1%水準で有意 (両側)

* 5%水準で有意 (両側)

相関係数の絶対値が0.2以上のもをゴシックで､

0.3以上のものはさらにアンダーラインを引いて記

してある｡

(註) 本調査は悉皆調査なので､厳密に考えれば､統計的検定は無意味であるのかもしれない｡しか

し､校種別､性別の点でみると､母集団は､校種別では小学校60% ･中学校39.2%､性別では男

32.2% ･女67.7%であるのに対して､本調査の回答者は､校種別では小学校73.6% ･中学校26.4%､

性別では男28.7% ･女71.3%

(母集団の男女比については､ ｢学校基本調査｣による1999年5月 1日時点の数値｡ただし､こ

の数値は､那覇 ･浦添地区の私立小中学校も含んでいるので､ここでの議論にとっては､おおよ

その数値ということになる)と､回答者の集団は､小学校の割合がやや多いとはいえ､母集団に

比べて極端な偏りはみられなさそうである｡表3でみたように､バーンアウトの程度についても､

他調査の結果とだいたい同じレベルになっていて､バーンアウトの程度に特別大小があるサンプ

ルが集まっているということはなさそうである｡そこで､今回の調査の回答者を全体からランダ

ムに得られたサンプルと想定して､統計的検査を行ってみた｡同様の考え方に基づいて､表 8､

9の場合も統計的検定の結果を示している｡

(6) ｢日常的な仕事の中で体験すること､感 じること｣の欄の多 くの項 目がバーンアウ ト

との間に比較的強い相関がある｡特に､ ｢学校に行 きたくないと思う｣及び ｢教職をや

めたいと思う｣頻度 とバーンアウ トの程度 との間にはかな り強い相関関係がみ られる｡

表では示 していないが､バーンアウ ト･スコアが 4を超える人たち (表 1に示 したよう

に､ ｢バーンアウ ト｣もしくは ｢ほとんど臨床的な欝に近い急性の状態｣に相当する人た

ち)の場合 ｢学校に行 きた くないと思 う｣ことが ｢おおいにある｣人たちは25.0% ｢教

職をやめたいと思 う｣ことが ｢おおいにある｣人たちは29.4%となっている｡

その他には､この欄からは､身体的 ･精神的な不調､仕事に関わる自信や信念の揺 ら

ぎ､子 ども ･同僚 ･父母 との関係が もつれわず らわしく感 じる程度などといったことが

らとバーンアウ トとの間に相関がみ られることがわかる｡以上のようなことがバーンア

ウ トによって引き起こされるともいえるし､あるいはそれらがバーンアウ トの症状なの

だともいえる｡

(7) ｢勤務校の職場の雰囲気についての認識｣の欄には､回答者が自分の現在の職場の雰

囲気をどうみているかを尋ねた項目が並んでいる｡それをみると､バーンアウ トの程度

が強まることと､職場の雰囲気をどちらかというと否定的に見ることの間に正の相関が

あることがわかる｡ただし､職場の雰囲気がよくないからバーンアウ トを生み出 してい
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るのか (つまり､職場の雰囲気がモデレ一夕､ないしはス トレッサになっているのか)､

あるいはバーンアウトに陥っているから周囲の人間関係が否定的にみえるのか (つま

り､職場の人間関係を否定的にみるのはバーンアウトのストレインのひとつなのか)､

いずれなのかはこの表が示している分析だけではわからない｡この点を検証するために､

久冨 (1995)は､一方で各学校ごとにバーンアウトの程度が高いあるいは低い人たちが

どの程度集まっているかを算出し､他方で各学校ごとにその職場の雰囲気をどのように

みているか人たちが多いかを算出し､それら両者の関係をみるという操作を行っている｡

こうすれば､偶然バーンアウトの程度が強い人たちがある学校に集中して集まり､その

結果としてその学校では職場の雰囲気を悪 くみる傾向が全体として強まるということは

あまり考えにくいから､職場の雰囲気の良し悪LQバーンアウトという因果関係の有無

が確かめられる｡しかし､本調査では各学校ごとの回答者数が少なかったので､そうい

う操作はできなかった｡

(8) ｢教職イメージ｣の欄は､各項目について､教職に就いた頃はどの程度そう思ってい

たかを回顧 して答えてもらい､また現在はどの程度そう思っているかを答えてもらった

結果を記 したものである｡これをみると､バーンアウトの程度が強まるほど､現在の時

点において､精神的に気苦労が多く､自己犠牲が強いられると感 じ､やりがいや子ども

と接する喜びを感じられなくなる傾向があることがわかる｡しかし､教職に就いた頃を

回顧 して答えてもらった結果とバーンアウトの程度の間には､あまり相関はみられなか

った｡Ⅰでバーンアウトとは元々仕事についての高い理想を抱いていた人の方が陥りや

すいと述べたが､この結果はそのように述べたことを否定しているということになるのだ

ろうか｡しか し､表 5(そこに挙げられている12項目の教職に関するイメージ各々に

ついて､ ｢全 くそう思わない｣-｢とてもそう思う｣の5段階の選択肢のうちのどれか

ひとつを選んでもらった結果を表示 している)をみるとわかるように､教員は全体とし

て､教職に対 して高い理想と気概を抱きながらこの職に就 く人が圧倒的に多い｡このこ

とは､やや極端な言い方をすれば､教員は誰もがバーンアウトに陥りやすい素地をもち

ながらこの仕事に就いているということを意味しているとも解釈できる｡そうだとすれば､

先にヒューマン･サービスの仕事は､理想家であるゆえにバーンアウトに陥りやすい人

たちを惹きつけやすいし､そういう人たちを必要としてもいると述べたが､ここでの結

果はそのことを裏づけしているという解釈も成 り立つ｡
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表 5 教職イメージ (教職に就いた頃と現在)

(単位 :%)

い全 なあ な ど ま と
く い ま い ち あ て
そ り ら そ も
つ そ と つ そ
EEl一じヽ つ ち 田′じヽ つ

わな 田■じヽわ レース_ つ 忠つ

社会的に尊敬される仕事 教職に就いた頃 0.7 2.5 12.2 52.1 32.5

だ 現在 3.8 28.1 34.6 29.3 4.3

経済的にめぐまれた仕事 教職に就いた頃 0.2 9.5 21.9 51.6 16.7

だ 現在 1.5 10.4 22.1 51.7 14.2

精神的に気苦労の多い仕 教職に就いた頃 1.7 15.9 14.7 42.8 24.9

事だ 現在 0.5 1.5 2.5 30.5 60.5

時間のゆとりのある仕事 教職に就いた頃 19.6 35.5 21.3 19.6 4,0

ど 現在 60.0 29,8 5.5 1.5 3.2

高度の専門的知識 .技能 教職に就いた頃 1.0 4.8 13.5 50.0 30.8

が必要な仕事だ 現在 1.2 6.2 12.4 44.0 36.1

子どもと接する喜びのあ 教職に就いた頃 0.7 2.0 2.2 40.7 54.3

る仕事だ 現在 0.5 3.2 9.9 47.0 39.4

やりがいのある仕事だ 教職に就いた頃 0.2 1.5 5.5 41.3 51.5

現在 0.7 4.7 14.4 42.2 38.0

自己犠牲の強いられる仕 教職に就いた頃 2.5 15.7 29.4 37.9 14.5

事だ 現在 1.2 6.2 13.2 44.9 34.5

自分の考えにそって自律 教職に就いた頃 0.5 6.0 26.6 53.1 13.9

的にやれる仕事だ 現在 3.2 14.6 30.0 40.7 ll.4

常に研修 .研究が必要な 教職に就いた頃 0.2 2.0 8.7 43.3 45.8

仕事だ 現在 0.7 1.7 4.2 34.2 59.1

他の職業以上に高い倫理 教職に就いた頃 0.5 1.5 12.7 41.4 43.9

感が求められる仕事だ 現在 0.5 2.2 10.9 38.5 47.9

仕事を通じて社会に貢献 教職に就いた頃 0.2 2.0 12.9 48.8 36.1

(9) 仕事 を忙 しいと感 じる ｢多忙感｣ とバーンアウ トとの間にも比較的強い相関がみ られ

る｡この点は､ ｢日常的な仕事の中で体験すること､感 じること｣の欄のい くつかの項

目の結果か らもうかがわかる｡

吐C? ｢就職時と比べたときの､仕事の内容 ･密度の変化についての認識 (増えたと思う程度)｣

の欄 に列挙 されている諸事項のうち､バーンアウ トとの相関がみ られるものには､以下

の 2つのタイプがある｡

(ア) 正の相関がある事項 :表 6にみ られるように､ ｢で きればもっと減 らしてほ しい も

の｣に挙げる人たちが相対的に多い事項である｡表 6に示 されているのは､ ｢で きれ

ばもっと減 らしてほ しい｣ と思 うものにい くつで も○ をつけてもらい､○ をつけた人

数が多かった事項順 に並べ た ものである｡ したが って､多 くの人たちが ｢もっと減

らしてほ しい｣ と思 っていることが実際には増加 して しまうこととバーンアウ トの程

度が強 まることとの間に相関関係があるといえる｡
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(イ) 負の相関がある事項 :表 7の ｢ゆとりがあればもっとや りたいもの｣に挙げる人た

ちが相対的に多い事項である｡表 7に示 されているのは､ ｢ゆとりがあればもっとや

りたい｣ と思 うものにい くつで も○をつけてもらい､○ をつけた人数が多かった事項

順に並べたものである｡ したがって､(ア)の場合 とは逆に､多 くの人たちが ｢ゆとりが

あればもっとや りたい｣ と思っていることに実際には時間をさけなくなることがバー

ンアウ トの程度が強まることとの間に相関関係があるのである (ただしそのことの表

れ方は(ア)よりもゆるやかであった)

表 6 できればもっと減 らしてほしいもの

人数 (人)

授業のもち時間数 198

研究指定の回数またはそれに費やす時間 185

教育委員会などが主催する官制の研修の回数またはそれに費やす時間 179

会計事務､公簿処理､通知票作成､週案作成などの実務処理 178

校務分掌に費やす時間 170

校内研修 (研究授業も含む)の回数またはそれに費やす時間 137

PTA関係の仕事 134

学校行事とその準備のための時間 112

地域の行事や活動への参加 104

部活劫 .クラブ活動の指導の時間 71

PTA関係の仕事以外の父母との対応 63

教職員間の打ち合わせや会議の時間 58

生徒指導 .生活指導のための時間 53

民間の教育研究サークルなどでの研修に費やす時間 17

子どもたちの自主的 .自治的活動 (ホームルーム活動､児童会 .生徒会活動､ 16

レクレーションなど)とその準備のための時間

進路指導のための時間 8

教育研究サークルなどとは別に､自分自身が個人的に行う研修に費やす時間 7

学習の遅れた子ども-の個別的な指導 6

子どもと遊んだり雑談したり個人的な相談にのったりする時間 2
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表 7 ゆとりがあればもっとやりたいもの

人数 (人)

子どもと遊んだり雑談したり個人的な相談にのったりする時間 337

教材研究のための時間 315

学習の遅れたチビも-の個別的な指導 309

子どもたちの自主的 .自治的活動 (ホームルーム活動､児童会 .生徒会活動､ 177

レクレーションなど)とその準備のための時間

教育研究サークルなどとは別に､自分自身が個人的に行う研修に費やす時間 174

生徒指導 ,生活指導のための時間 125

民間の教育研究サークルなどでの研修に費やす時間 125

進路指導のための時間 89

教職員間の打ち合わせや会議の時間 72

学校行事とその準備のための時間 60

部活劫 .クラブ活動の指導の時間 45

会計事務､公簿処理､通知票作成､週案作成などの実務処理 40

校内研修 (研究授業も含む)の回数またはそれに費やす時間 39

PTA関係の仕事以外の父母との対応 39

地域の行事や活動-の参加 31

教育委員会などが主催する官制の研修の回数またはそれに費やす時間 23

校務分掌に費やす時間 20

PTA関係の仕事 17

研究指定の回数またはそれに費やす時間 13

帥 ｢教育 ･学校に関する考え方｣の欄の諸項 目とバーンアウ トとの間には､あまり相関

関係はみられなかった｡

(均 ｢職場の他の教員の教育 ･学校に関する考え方についての認識｣の欄に示 されている

のは､ここに並んでいる諸項目 (｢教育 ･学校に関する考え方｣の欄の諸項目の上から

7番目までと同じ)について､ ｢あなたの職場の先生たちの多 くはどのように考えてい

ると思いますか｣ と尋ねた結果 とバーンアウ トとの関係であるが､あまり相関はみられ

なかった｡周囲の教員が管理的 ･強圧的であるとみえることとバーンアウ トとの間に相

関がみられるのではないかと予測 し､実際そういう相関をおぼろげながら示す数値は得

られたのだが､その相関の程度は非常に弱いものであった｡

8頚 ｢生活一般に関する考え方｣の欄では､行動の範囲や人間関係の範囲を閉ざそうとす

る傾向とバーンアウ トの程度 との間に正の相関がみられることが示されている｡
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叫 量的な変数で表示される ｢属性｣について､バーンアウトとの相関の有無をみてみたが

あまり相関はみられなかった｡週あたりのもち時間数とバーンアウトとの間にも､はっ

きりした相関関係はなかった｡

③ 仕事上の悩み ･問題の解決方法とバーンアウト

¢専 表 8は､仕事上の悩み ･問題の解決方法に関するいくつかの項目それぞれについて､

｢全 くない｣｢たまにある｣｢よくある｣の中からあてはまるものを回答してもらい､

各々の選択肢の回答者のバーンアウト･スコアの平均値を示 したものである｡ここに並

んでいる11項目中9項目は､誰かに相談するかどうかを尋ねた項目だが､そのうちの5

項目については､ ｢よくある｣と答えている人たちのバーンアウト･スコアの平均値

が ｢全 くない｣ ｢たまにある｣と答えている人たちのそれに比べて､むしろ低 くなって

いる｡言い方を換えれば､バーンアウトの程度が高い人たちが最も頻繁にいろいろな人

たちに相談 してその状態を解決しようとしているわけではないということである｡それ

は誰か相談できる相手がいることは､バーンアウトの程度を抑制する方向でのモデレ一

夕として作用するということを意味しているとも考えられるし､気軽に人に相談できな

くなることがバーンアウトの症候のひとつであることを意味しているとも考えられる｡

また､相談相手ということに関わらない2項目 ｢本を読む､講演を聞くなどして必要な

情報等を得て解決する｣ ｢現場での実践のなかで試行錯誤 して解決する｣については､

｢全 くない｣と回答 している人たちのバーンアウト･スコアの平均値が最も高 くなって

いる｡こうした能動的な行動がとれなくなることが､バーンアウトの結果であり症候で

あることを意味しているといえるだろう｡ただし､以上のような平均値の違いは､統計

的にみると､必ずしも有意ではない｡つまりここで､こうした平均値の違いが､今回の

調査の回答者たちに偶々みられた偶然的な傾向ではないといえるかどうかを､一元配置

分散分析という統計手法で調べてみた｡その結果が表8のF値の欄に示されているのだが､

それによれば､この欄の*の付いた ｢同じ職場の管理職に相談する｣の項目を除いては､

統計的にみて､各項目の3つの選択肢の回答者間のバーンアウト･スコアの平均値の差

異は偶然の傾向ではないと判断して間違いないといえる可能性は､そんなには高くはな

い｡
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表 8 仕事上の悩み ･問題の解決方法とバーンアウトとの関係

頻 度 人 数 バーンアウ ト･スコアの平均値 F 値

同 じ職場の管理職に相談する 全 くない 135 3.32 3.9499たまにある 203 3.10 p-0.0201

よくある 25 2.83 *

同 じ職場の先輩の教師に相談する 全 くない 37 3_20 2.0412

たまにあるよくある 178148 3.263.05 p-0.1314

同 じ職場の同年代の教師に相談する 全 くない 36 3.17 1.0248
たまにあるよくある 189138 3.223.07 p-0.3599

他の職場の教師に相談する 全 くない 103 3.04 1.3549

たまにあるよくある 20159 3.193.28 p-0.2593

大学時代の教師に相談する 全 くない 331 3.18 1.0282

たまにあるよくある 235 2.942.81 p-0.3587

教師以外の家族 .友人などに相談する 全 くない 124 3.09 0.4956
たまにあるよくある 15386 3.213,18 p-0.6096

各種相談機関に相談 したりカウンセリングを受けた りする 全 くない 319 3.15 0.7713
たまにあるよくある 395 3.292.79 p-0.4632

教育研究のサークルなどで相談する 全 くない 286 3.16 0.1409

たまにあるよくある 6312 3.143.30 p-0.8687

組合の役員や機関に相談する 全 くない 315 3.16 1.0097

たまにあるよくある 443 3.203.94 p-0.3654

本を読む､講演を聞 くなどして必要な情報等を得て解決する 全 くない 48 3.20 0.0499
たまにあるよくある 23978 3.163.14 p-0.9513

職場での実践のなかで試行錯誤 して解決する 全 くない 5 3.35 0.1819

*5%水準で有意
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(参 担任学級の子 どもたちの ｢荒れ｣とバーンアウ ト

鵬表 9は､ここ数年の間に学級担任をした人たちに､担任した学級の子どもたちがそこ

に列挙されているようなふるまいをしたことがあったかどうか､ ｢なかった｣｢たまに

あった｣ ｢よくあった｣の中からあてはまるものを回答 してもらい､各々の選択肢の回

答者のバーンアウト･スコアの平均値を示したものである｡これをみると､ ｢教師 (あ

なた)の注意や叱責に反抗する｣の項目を除けば他のすべての項目について､ ｢よくあ

った｣と回答 している人たちのバーンアウト･スコアの平均値が､ ｢なかった｣｢たま

にあった｣と回答 している人たちのそれに比べて高 くなっていることがわかる｡これは

予想がつきやすい点である｡しかしながら､ ｢なかった｣と回答 している人たちのバー

ンアウト･スコアの平均が最も低 くなっているかというと必ずしもそうではない｡ここ

に列挙されている10項目中5項目については､ ｢たまにあった｣と回答している人たち

のバーンアウト･スコアの平均値の方が､むしろ低くなっている｡子どもたちが ｢荒れ｣

の徴候を一切見せない学級を維持するということは､それ自体疲弊につながる場合もあ

るということを､この結果は意味 しているのかもしれない｡ただし､そうした推測も､

89の場合と同様に､一元配置分散分析によれば､統計的に有意な話であるとは必ずしも

いえない｡
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表 9 担任学級の子どもたちの ｢荒れ｣とバーンアウトとの関係

担任 した学級の子 どもたちの様子 頻 度 人 数 バーンアウ ト･スコアの平均値 F 値

授業中に教室を立ち歩 く なかった 98 3.ll 0.4050

たまにあったよくあった 17047 3.213.23 p-0.6674

授業中無断で教室か ら出てい く なかった 221 3.16 1.5508

たまにあったよくあった 886 3.173.87 p-0.2137

授業中ゲームをした りマンガを読んだ りする なかった 192 3.19 1.1918
たまにあったよくあった 1166 3.143.77 p-0.3051

授業中ものを食べた り飲んだ りする なかった 277 3.19 0.7541

たまにあったよくあった 362 3.053.81 p-0.4713

授業中消 しゴムなどものを投げる なかった 132 3.20 0.2226

たまにあったよくあった 16418 3.153.28 p-0.8006

授業中友だちを叩いた り､いたず らをした りする なかった 61 3.22 0.6030
たまにあったよくあった 22033 3.153.33 p-0.5478

授業が始 まつてもす ぐにノー トや教科書を出さない なかった 30 3.05 0.5602
たまにあったよくあった 19489 3.163.25 p-0.5717

テス トや配布物を破った り捨てた りする なかった 141 3.12 1.3684
たまにあったよくあった 15221 3.203.49 p-0.2560

教師 (あなた)の注意や叱責に反抗する なかった 150 3.07 1.8763
たまにあったよくあった 15113 3.283,25 p-0.1549

教師 (あなた)の暴力をふるう なかった 296 3.18 0.1676

たまにあったよくあったi 152 3.043.31 p-0.8458
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あわりに

｢はじめに｣で断ったように､本章は､対象者のバーンアウ トの状況についての初歩的な

結果報告 と考察を行 う､この調査の端緒的な中間報告であった｡回収作業を完了させた上で､

本調査の質問紙の多岐にわたる質問項目の回答結果の全体を活用 して､調査対象者について

の多面的な分析 を行 うことが､目下の研究課題である｡その中で､本研究全体のテーマ ｢沖

縄教育 と近代学校｣により迫ってい くべ く､今 日の時点における学校数月の､沖縄 という地

域に独特な特徴があるのかないのか､あるとすればどういう点にあるのかを浮かび上がらせ

ていきたい｡今回の質問紙調査は､那覇 ･浦添地区の公立小中学校教員についてのみの (し

かも､回収率 もそう高 くはない)調査であったが､幸い筆者は､長谷川 (1998)として報告

した､沖縄県立高校教員に関するデータをもっている｡また､伊良部 (1999)のデータも利

用可能である｡以上をデータとして活用 しながら､かつ他地域における教員調査の結果との

比較を行いなが ら､沖縄の学校数月の特徴についての考察を､今後行っていきたいと思って

いる｡
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