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【研究論文】

日本の学校教員における「献身的教師像」の現在
裕＊

長谷川

The Current Situation of“the Image of Devoted Teacher”Among Japanese School
Teachers
HASEGAWA Yutaka＊

要

約

筆者もメンバーの１人として携わった，日本の学校教員の世界を掴むためのある共同調査研究は，教員が自
分たちの職業文化として共有している「教員文化」をその鍵概念として位置づけ，それが，かれらが日々遂行
する教職にまつわる諸困難の衝撃を緩衝する機能をもつことを指摘してきた。そして，日本の教員に広く共有
されてきた，そうした緩衝機能を果たす教員文化の重要要素の１つとして，「献身的教師像」という教職観に着
目してきた。献身的教師像とは，教員は子どものために自己犠牲も厭わず献身的に職務を果たす存在であると
する教員イメージである。本稿は献身的教師像が今日実際にどの程度上記の緩衝機能を果たしていると言える
かを，共同調査研究のデータを用いて検証することをテーマとしたものである。
キーワード：献身的教師像，教員文化，教職アイデンティティ

１．教員文化と献身的教師像
学校教員の仕事は，何をどこまでやればその職務を果たしたことになるのかを一義的に定められない
「不確定性」という性格を，それゆえ必要と見なせばどんなことでも取り組もうとする「無限定性」と
いう性格を本質的に帯びている。ことに日本の教員たちは，そうした無限定的な働き方をすることを良
きことと見なす教員の理念像を長らく共有してきたと言っていい。そうした教員像は，教員についての
社会学的研究では「献身的教師像」と呼ばれてきた。本稿は，日本の教員におけるこの献身的教師像の
現状がどうあるのかを，教員対象の質問紙調査のデータに基づきながら捉えることをテーマとしている。
教員文化共同調査研究

⑴

筆者はこれまで，教育社会学者の久冨を中心とする「教員文化」に関する共同調査研究にメンバー
の１人として携わってきた。この共同調査研究は，科学研究費補助金を獲得しそれを研究資金とし
て，主には日本の学校教員の世界を把握するために，何次かに渡って進められてきたものである。
その成果は，久冨編著（1988），久冨編著（1994），久冨編著（2003），久冨編著（2008），久冨他編
著（2018）などとして発表されてきた。研究メンバーは時どきで入れ替わりがあったが，久冨は一
貫して研究代表の位置にいた。研究方法は，歴史研究，国際比較研究なども含み多様であったが，
中軸は教員を対象とした質問紙調査であった。それら学校教員についての共同研究の中心的なコン
セプトが教員文化であったと言っていい。
教員文化とその緩衝機能

⑵

教員文化とは，公教育制度下の学校において教職に携わる「教員」たちの職業文化である。「教師」
という言葉が，かれらが教えるという活動を行う者であることに焦点を当てた言葉であるのに対し
＊
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て，教員とは，その教える活動を近代公教育制度の下で遂行するために大量に雇用された「社会的・
制度的存在」であることに焦点を当てる言葉である（久冨1994: ３）。久冨は上記の一連の研究の初
期の段階から，そうした教員の職業文化である教員文化について，「教員文化とは，教員世界に見
出されるモーダルなあるいは変異的な行動型を要素とするものであるが，その単純な和であるより
も，その背後にあって行動を律し，教員たちに『世界解釈』のコードを与えている組織された全体
である。その全体は，教員という職業の遂行（仕事と生活とを含めて）にまつわって歴史的に選択
され，形成され・継承され，また創造されながら変容して行くところの蓄積された信念・慣習・伝
統・思考法・心性・つき合い方などのセットからなっている」（久冨編著1988: 23）という定義を
提起してきた。この定義が示すところと相反するものではないのだが，筆者自身は，教員文化とは
何かについて，次のように捉えている１。
教員はその仕事である教職に従事するにあたって，さまざまな実銭を複合的に行っている。それ
は例えば，生徒に何かを教える，生徒との関係をつくる，保護者と話し合う，他の教員と協同する
等である。そして，それら実践の各々やそれらの間の調整を現実にどう行えばいいか，理念的には
どう行うのが望ましいことなのか，それらにまつわる諸々の事実をどう把握すればいいかなどにつ
いて，その人なりの認識をもっている。その認識の中身（以下，「知識」と呼ぶ）は，当人が，言
葉ではっきりと語れる場合も，言葉ではうまく語れない場合もある。そのような，明示的なあるい
は暗黙の教職の諸実践に関する知識には，ある教員が経験を通じて個人的に獲得し身につけている
ものももちろんあるが，それだけではなく，一定範囲の教員たちの間で共有し伝え合っているとい
う形で存在しているものがある。両者は画然と分けられるものではなく，教員の知識には両方の性
質が混在している場合が多いであろうが，教員が行う諸実践についての教員当人の知識の，集団的
に共有され継承されるあり方の側面に特に着目してこれを捉える時，その知識を教員文化と呼ぶ。
教員は，上記のように種々の実践を並行して複合的に行っていかなければならない。そのことの
難しさもあるし，またその実践各々に孕まれた難しさもある２。教員文化とは，教員がそうした困
難を乗り切りながら，その職業的アイデンティティ（「教職アイデンティティ」；教員が，教員であ
る自分自身を基本的に肯定的に受けとめることができる場合のその自分像）を確保し，教職に持続
的に従事することを可能にするために，教員たちが共同で作り出し共有するすべであるという点を，
その根本的な機能とするものである。その点を私たち共同研究メンバーの間では，教員文化とは教
職にまつわる諸困難の衝撃をやわらげる「緩衝材」としての機能を果たすと表現してきた３。
献身的教師像とそれについての調査

⑶

教員文化とは，上記のように教員が行う諸実践についての教員集団が共有・継承する知識である
が，それは，教員の仕事である教職をどのようなものとして捉えるかという教職観という形をとっ
て表れることもある。私たち共同研究メンバーは，日本の教員の場合，「献身的教師像」４という教
職観が，上記の緩衝機能を担う，かなり広範に共有されてきた，教員文化の中心的な要素の１つで
あろうと想定してきた。献身的教師像とは，子どものために自己犠牲的・献身的にその職務を果た
す「子ども想いで熱心な」教員という理念像である。それは，“教員とはそのように熱心に職務に
尽くす尊い存在である”というまさに理念像であり，その意味でそれは，教員の実態そのものが映
し出された像ではない。だが，そうした理念像が生徒・保護者・住民などに共有されることによって，
教員はその信頼・権威を確保することができてきた。それは戦前の1920年代に，当時の近代学校制
度の普及とともに大量に雇用され大衆化しつつあった教員層の権威性を確保しようと，教育施策担
当者が意図的に流布させたという面もあるものである。このように献身的教師像は，学校教育に関
わる関係者たちが共有し教員の権威性を支える装置として存続してきたのだが，もちろんそれは教
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員たちにも共有され，日本の教員の教員文化の重要要素の１つとなってきた。それは，上記のよう
に権威調達の装置として機能するとともに，
“自分たちは子どものために自己犠牲も厭わず献身的に
職務を果たす存在である，またそうあるべきである”というイメージとして，教員たちにとってそ
の教職アイデンティティを確保するための装置でもあったということである（cf. 久冨1998: 79-80）
。
献身的教師像とは，おそらく久冨（1998）で初めて用いられた言葉であるが，それとほぼ同じ意
味の言葉として，久冨（1995）では「
『自己犠牲』的教師像」が用いられていた。それに先立ち久
冨（1988）では，戦後日本で行われてきた教員の多忙問題に関する多くの調査研究を検討する中で，
教員はいつの時代でも，自分たちが多忙であることに不満を表明しながら，その一方で自分たちが
「忙しくなければならない存在」であると考えてきたことが指摘されている（ibid.: 69）。久冨（1998:
76）ではその点についてより鮮明に，「日本の教師たちはその忙しさの中に教師としてのアイデン
ティティを見いだし」てきたと指摘している。さらに，久冨（1988: 68）では，このように多忙で
あることの中に教職アイデンティティの支点を見出すような意識は，職務の範囲を限定せず子ども
のために必要であると見なせばどんなことにも取り組もうとする，かれらの「無限定性」の「職業
倫理」と深く関連していることが論じられている。こうした職業倫理が，「自己犠牲」的教師像あ
るいは献身的教師像を構成する重要要素として，後年捉えられるようになるのである。
これまで共同研究において，献身的教師像は，主として教職観に関わる４つの質問項目への回答
によって操作的に把握されてきた。それら４項目への肯定的回答が一貫して高いことをもって，献
身的教師像の根強さと解釈してきた。それは，次の図表１（久冨他編著2018: 160掲載）に示され
ているようなことである。

図表１

教師自身の教職観の変化

図表１は，これまで共同研究で繰り返し使用してきた教職観７項目への回答が, ３つの時点でど
のように変化しているかを示しているものである（表示されているのは, ４段階の評定尺度形式の
回答選択肢のうち肯定側の２つの選択肢の選択の割合。なお，そこに示されている３つの調査は，
いずれも共同研究の一環として実施されたもの）。この図を見るとわかるように，「⑶ 精神的に気
苦労の多い仕事だ」「⑷ 子どもに接する喜びのある仕事だ」「⑸ やりがいのある仕事だ」「⑹ 自己
犠牲を強いられる仕事だ」の４項目への肯定の程度が一貫して高い。このことをもって久冨他編
著（2018: 161）では，教職とは「気苦労も多く，自己犠牲もあるが，子どもと接する喜びのある，
やりがいのある仕事である」という見方が根強く存在している旨を述べ，そうした見方が献身的教
師像の表れであるとされている。

－ 53 －

長谷川

裕：日本の学校教員における「献身的教師像」の現在

問題設定：献身的教師像の現在を掴む

⑷

久冨（1995: 38）では，図表１中に示されている「1991年首都圏F市調査」のデータの分析が行われ,
４項目のうち「精神的に気苦労の多い仕事だ」「自己犠牲を強いられる仕事だ」の２項目への肯定
的回答とバーンアウトの程度の高さとの間に正の相関がみられることが指摘され，そのことをもっ
て，「教師という仕事がら」が帯びる「不安定と緊張」を「やわらげてきた文化的装置」としての
献身的教師像が，この時代にはもはや「かつてのように働かなくなってきた，ということが想定さ
れる」とされている（ただし前述のように，久冨（1995）では，献身的教師像ではなく「自己犠牲」
的教師像と命名されていた）。この点について久冨（1998: 80-81）では，同じデータを根拠として，
上記よりもさらに踏み込んで，「献身的教師像は，今日では教師たちの仕事・生活・意識を内面か
ら支える働きよりも，かえってそれゆえに彼らを心理的・精神的に追い詰める働きのほうが強く
なっているという可能性を想定しなければならない」とされている。これは，特に1970年代後半か
ら1980年代にかけての時期以降，それまでの相対的には安定的だった言える学校制度の運営が困難
となり，それと並行して，これまで献身的教師像の共有を支えの１つとして教員の権威性が確保さ
れてきたことも揺らぎをきたし，学校や教員に対する保護者・住民の不信が増大していくという趨
勢の中で生じてきたことである（cf. 久冨1998: 86, 久冨 1995: 38-39）。
そうした趨勢５の中では，一定数の割合の教員たちの間に，首尾よく仕事を果たせず疲弊状態に
追いやられ，献身的教師像にいっそうしがみつくことで悪化した事態を受けとめようとする志向
（“どんなに困難な事態にあっても，献身的・自己犠牲的に努力するスタンスをとり続けることが，
教員がなすべきことだ”という志向）が生まれ，そうした志向に基づいて献身のスタンスを持続さ
せ，しかしそれが報われないことで疲弊を募らせるという悪循環に陥っていくということが生じて
いるのだろうと推測する。
上記の久冨の分析と類似の分析は，久冨他編著（2018）所収の山田（2018: 181）でもなされており，
そこでは，バーンアウトの程度と教職観の項目「自己犠牲を強いられる仕事だ」の相関が強いこと
から，「日本の教員文化の特徴をなしていた献身性が教師たちをかえって追い詰めかねない状況の
あることが，これまでの調査に引き続き今回も確認することができた」とされている。
本稿のテーマは，共同研究メンバーがこのように指摘してきた，献身的教師像の緩衝機能のいわ
ば機能不全について，より精密に分析するという点にある。そのような分析を行おうという理由は，
献身的教師像のもともとのコンセプトは，前述のようにその操作化されたものとしては「気苦労も
多く，自己犠牲もあるが，子どもと接する喜びのある，やりがいのある仕事である」であり，気苦
労・自己犠牲の要素と，子どもと接する喜び・やりがいの要素とがセットになったものであるはず
なのだが，上記の久冨や山田の論は，これらのうち気苦労・自己犠牲の要素のみを取り上げて，そ
れとバーンアウト等疲弊状態との間に正の相関が見られることの指摘にとどまっているということ
である。もしかすると，これら２つの要素がセットになった場合には，困難の衝撃をやわらげる緩
衝機能が依然として働くということがあるかもしれない。やはり，両要素がセットになっているも
のに焦点を当てた分析を行う必要があるだろう。これが，本稿で論じようとするテーマである。
なお，今回こうしたテーマについて論じようと思い立った直接のきっかけは，久冨他編（2018）
への書評である中村（2019）に応答するために，同書で使用したデータを見返している際に，献身
的教師像を構成すると思われる上記の気苦労・自己犠牲の要素と子どもと接する喜び・やりがいの
要素とがほぼ無相関となっていることに改めて気づかされ（同書所収の久冨（2018）でも言及され
ていたのではあるが），そのことの意味を一度立ち入って検討してみたいと思ったことであった。
中村による書評へのリプライである福島・長谷川（2020）でも触れたことであるが，元来の献身的
教師像では，その論理に照らすと両者はむしろ正の相関を示すはずであり，そうではなく無相関と
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なっているとしたら，献身的教師像という教職観はもはや広範には存在してはおらず，ただ気苦労・
自己犠牲の要素と子どもと接する喜び・やりがいの要素が無関係に広範に併存しているだけである
と捉えたほうがいい可能性もある。その点を，データに即して立ち入って吟味してみたいと思った
のである。

２．調査から見る献身的教師像の現在
データ

⑴

本稿は以下，１⑷で設定したテーマについて，共同調査研究の中で実施された教員を対象とした
質問紙調査のデータをもとに論じていく。次の⑵では，図表１で「2014年全国10地域調査」と記さ
れている調査のデータを使用する。この調査は，共同研究で行った調査としては最も新しく，2014
年７月～2015年１月に実施された，全国の小学校・中学校教員対象の質問紙調査であり，質問紙の
配布数2,300・有効回収数1,305・有効回収率56.7％であった。調査及びその結果の詳細は久冨他編
著（2018）で論じられているので，そちらを参照いただきたい。
データからわかったこと

⑵

１の終わりのほうで，教職観に関する質問群に関して，ア「子どもに接する喜びのある仕事だ」

①

「やりがいのある仕事だ」という質問項目への回答と，イ「精神的に気苦労の多い仕事だ」「自
己犠牲を強いられる仕事だ」という項目への回答との間が無相関となっている旨を述べた。図表
２は，この点を確認すべく，相関分析の結果を示したものである。そこに見られるように，ア，
イをまたぐ２項目間の相関係数は，確かにその絶対値が非常に小さくなっている。それに対して，
ア，イそれぞれに属する２項目の
間の相関係数は比較的大きいもの

図表２ 「献身的教師像」関係４項目間の相関分析
子どもに接
精神的に気 自己犠牲を
やりがいの
する喜びの
苦労の多い 強いられる
ある仕事だ
ある仕事だ
仕事だ
仕事だ

となっている。これまで献身的教
師像の操作的定義を構成すると想

子どもに接する喜びのある仕事だ

1

.720**

0.022

-0.011

定してきた２要素は，各要素内の

やりがいのある仕事だ

.720

**

1

0.008

-0.039

項目については比較的強い関連が

精神的に気苦労の多い仕事だ

0.022

0.008

1

.441**

-0.039

**

1

あり，両要素間については無関連

自己犠牲を強いられる仕事だ

-0.011

.441

**相関係数は１％水準で有意（両側）

となっているということが確認さ
れた。
②

次の③に記されているように調
査対象の教員を教職観によってグ

図表３ 「献身的教師像」関係４項目の因子分析
第１因子：
第２因子：
やりがい・よろこび 自己犠牲・気苦労

ループ分けするために，その前段
階の作業として，教職観に関する

やりがいのある仕事だ
子どもに接する喜びのある仕事だ

0.850

-0.016

0.848

0.016

自己犠牲を強いられる仕事だ

-0.024

0.666

子分析を行った（主因子法，プロ

精神的に気苦労の多い仕事だ

0.024

0.663

マックス回転）。図表３は，その

因子寄与率（抽出後）％

36.0

22.1

上記の４項目への回答に対して因

結果を示したものである。
そこに示されているように，①のア，イと対応して２つの因子が抽出された。それぞれへの因子
負荷量の大きい項目から判断して，第１因子は「やりがい・よろこび」因子，第２因子は「自己
犠牲・気苦労」因子と命名した。なお，因子相関行列に示された両因子の相関係数は，①の相関
分析の結果からして当然ながら，-0.0090とほぼ無相関となっていた。
③

②で示した因子分析によって算出された２つの因子の因子得点の平均値（この数値の性質上ほ
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ぼ０）を基準に，どちらの因子得点

図表４

教職観４グループ

についても平均値以上か平均値未満

度

かによってケースを分け, ４グループ

数

割合（％）

第１グループ
やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋

430

33.2

プが示されている。表の見方だが，第

第２グループ
やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－

259

20.0

１グループを例にして説明すると，こ

第３グループ
やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－

221

17.1

第４グループ
やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋

386

29.8

1296

100.0

に分類した。図表４は，その４グルー

のグループは，やりがい・よろこびの
因子得点が平均値以上で，自己犠牲・

合

計

気苦労の因子得点も平均値以上である
ケースのグループということになる

（平均値以上は＋で，平均値未満は－で表記）。なお，この第１グループの教職観はやりがい・
よろこびと自己犠牲・気苦労の両要素ともに強いので，それは献身的教師像に最も近い教職観で
あると見ることができるだろう。
④

図表５は，上記４グループ各々の，教職観４項目それぞれについての回答の分布を示したもの
である。４グループと４項目各々とのクロス集計を一括して表示したものであるが，いずれのク
ロス集計でも，p<0.001の水準でグループ間に統計的な有意差が出ている。とは言え, ４グループ
間で回答傾向がまったく異なるというわけではない。ア「子どもに接する喜びのある仕事だ」
「や
りがいのある仕事だ」の２項目では，第１・２グループはすべて「強くそう思う」と回答してい
るのに対して，第３・４グループは「ややそう思う」の回答が最も多く，イ「精神的に気苦労の
多い仕事だ」
「自己犠牲を強いられる仕事だ」の２項目では，第１・４グループでは「強くそう思う」
の回答の割合が大きくなっているのに対して，第２・３グループでは「ややそう思う」または「あ
まりそう思う」の割合が大きくなっている。アイいずれでも, ４段階の評定尺度の選択肢で１段
階程度の違いが見られるというところだろう。
図表５

教職観４グループ×「献身的教師像」関係４項目のクロス集計
第１グループ
第２グループ
第３グループ
第４グループ
やりがい・よろこび＋； やりがい・よろこび＋； やりがい・よろこび－； やりがい・よろこび－；
自己犠牲・気苦労＋
自己犠牲・気苦労－
自己犠牲・気苦労－
自己犠牲・気苦労＋
度数

子どもに接 まったくそう思わない
する喜びの
あまりそう思わない
ある仕事だ
ややそう思う
強くそう思う
やりがいの まったくそう思わない
ある仕事だ
あまりそう思わない
ややそう思う
強くそう思う
精神的に気 まったくそう思わない
苦労の多い
あまりそう思わない
仕事だ
ややそう思う
強くそう思う
自己犠牲を まったくそう思わない
強いられる
あまりそう思わない
仕事だ
ややそう思う
強くそう思う

割合（％）

度数

割合（％）

度数

割合（％）

度数

割合（％）

合
度数

計
割合（％）

0
0
0
430

0.0％
0.0％
0.0％
100.0％

0
0
0
259

0.0％
0.0％
0.0％
100.0％

1
4
189
27

0.5％
1.8％
85.5％
12.2％

1
17
295
73

0.3％
4.4％
76.4％
18.9％

2
21
484
789

0.2％
1.6％
37.3％
60.9％

0
0
0
430

0.0％
0.0％
0.0％
100.0％

0
0
0
259

0.0％
0.0％
0.0％
100.0％

1
6
186
28

0.5％
2.7％
84.2％
12.7％

2
24
304
56

0.5％
6.2％
78.8％
14.5％

3
30
490
773

0.2％
2.3％
37.8％
59.6％

0
0
10
420

0.0％
0.0％
2.3％
97.7％

5
26
170
58

1.9％
10.0％
65.6％
22.4％

3
10
179
29

1.4％
4.5％
81.0％
13.1％

0
0
9
377

0.0％
0.0％
2.3％
97.7％

8
36
368
884

0.6％
2.8％
28.4％
68.2％

0
0
211
219

0.0％
0.0％
49.1％
50.9％

14
127
114
4

5.4％
49.0％
44.0％
1.5％

7
91
122
1

3.2％
41.2％
55.2％
0.5％

0
0
204
182

0.0％
0.0％
52.8％
47.2％

21
218
651
406

1.6％
16.8％
50.2％
31.3％
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図表６

第５巻

教職観４グループ×諸変数の分散分析
度数

責任意識第１因子
（社会的能力育成）

責任意識第２因子
（学校空間内指向）

責任意識第３因子
（学力指向）

責任意識第４因子
（学校制度外指向）

期待認知第１因子
（社会的能力育成）

期待認知第２因子
（学校空間内指向）

期待認知第３因子
（学校制度外指向）

期待認知第４因子
（学力指向）

勤務校の状況認識第
１因子（子どもの諸
問題あり）
勤務校の状況認識第
２因子（子どもの状
況良好）
勤務校の状況認識第
３因子（対保護者・
保護者間関係良好）
教職生活第１因子
（教育活動に関わる
自信）
教職生活第２因子
（教職アイデンティ
ティ安定（逆転））
教職生活第３因子
（多忙・疲弊）

第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
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247
410
359
210
410
247
359
210
410
247
359
210
247
410
359
210
247
417
368
213
417
247
368
213
247
417
368
213
417
247
368
213
372
405
209
243
243
405
372
209
243
405
209
372
226
369
198
332
332
198
369
226
332
369
198
226

平均値
多重比較
0.286
0.203
V
-0.176
-0.356
0.223
0.222
V
-0.132
V
-0.449
0.215
0.200
V
-0.086
V
-0.486
0.287
V
0.117
V
-0.181
-0.197
0.259
0.141
V
-0.169
-0.224
0.237
0.178
V
-0.117
V
-0.500
0.206
0.085
-0.070
-0.233
0.190
0.111
V
-0.076
V
-0.363
0.194
0.084
V
-0.107
V
-0.350
0.198
0.120
V
-0.130
-0.262
0.097
0.090
-0.085
-0.151
0.331
V
0.111
V
-0.154
-0.299
0.604
V
0.179
V
-0.196
V
-0.662
0.303
0.236
V
-0.373
-0.408
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度数
教職生活第４因子
（人間関係良好）

第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
教職生活第５因子
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
（教職アイデンティ 第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
ティ攪乱）
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
教職生活第６因子
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
（評価への気遣い） 第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
職場の雰囲気第１因 第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
子（管理職・非管理 第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
職関係良好）
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
職場の雰囲気第２因 第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
子（相互尊重・協同）第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
職場の雰囲気第３因 第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
子（同僚間の活発な 第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
討議）
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
職場の雰囲気第４因 第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
子（評価への気遣い）第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
教職観第１因子（や 第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
りがい・喜び）
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
教職観第２因子（専 第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
門性）
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
教職観第３因子（経 第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
営組織性）
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
教職観第４因子（気 第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
苦労・自己犠牲）
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
教職観第５因子（自 第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
己実現）
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
指導観因子（子ども 第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
の自発性・主体性尊 第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
重）
第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
バーンアウトスコア 第４グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労＋
第１グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労＋
第３グループ：やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－
第２グループ：やりがい・よろこび＋；自己犠牲・気苦労－
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図表６の最左列に並んでいる変数はいずれも,2014年調査で用いた質問紙に盛り込まれた質問への回答から作成さ
れた合成変数であり，それぞれ下記のことを意味する（ここでは簡略に示すにとどめるので，より詳細については久
冨他編著（2018: 201-203）を参照されたい）。
・責任意識第１～４因子，期待認知第１～４因子は，同一の17項目を挙げ，それら各々について，後者は「子ども・
保護者など周囲の人たちから寄せられている期待がどのくらいあると思うか」を，前者は「教師にそれらを果た
すべき責任がどのくらいあると思うか」を４段階の評定尺度の回答選択肢で尋ね，得られた回答を因子分析し抽
出された因子。
・勤務校の状況認識第１～４因子は，13項目について「あなたの現在の勤務校では，次のようなことはどのくらい
ありますか」と４段階の評定尺度の回答選択肢で尋ね，得られた回答を因子分析し抽出された因子。
・教職生活第１～６因子は，29項目について「あなたは，毎日の教職生活の中で，次のようなことをどのくらい感
じていますか」または「あなたは，次のような教職生活にまつわる厳しさや悩みをどのくらい感じていますか」
と４段階の評定尺度の回答選択肢で尋ね，得られた回答を因子分析し抽出された因子。
・職場の雰囲気第１～４因子は，17項目について「あなたの現在の学校には，職場の雰囲気や状況として次の⑴～
⒄のようなことがあると思いますか」と４段階の評定尺度の回答選択肢で尋ね，得られた回答を因子分析し抽出
された因子。
・教職観第１～５因子は，
「あなたは教師という仕事をどのようなものだとお考えですか」と尋ね，13項目について
４段階の評定尺度の回答選択肢で回答してもらった結果を因子分析し抽出された因子。13項目の中には，前述の
献身的教師像関連の４項目も含まれている。そのため，表中の第１因子，第４因子の意味するところは，それぞ
れ献身的教師像関係の前述の因子分析の第１因子，第２因子とほぼ同じで，名称も同一のものにしてある。
・指導観因子：「次のような，子どもたちへの指導についての対照的な考え方があります」として，A・B ７組を示
し，各組について「Aに近い」
「どちらかといえばAに近い」
「どちらかといえばBに近い」
「Bに近い」のいずれかを
回答してもらう指導観に関する質問群への回答を因子分析し（上記各回答それぞれを４点, ３点, ２点, １点とす
る）算出した因子得点。
・バーンアウトスコア：「疲れる」
「ゆううつ」など21項目それぞれに対して，
「まったくない」から「いつもある」ま
でその頻度を答える７つの選択肢から１つ選択してもらい，その結果から回答者各人のバーンアウトの度合い
を示す数値。１以上７以下で変化し，その値が大きいほどバーンアウト状態が深刻であることを示す。

⑤

図表６は，そこに表示されている様々な変数についての教職観４グループそれぞれの平均値を
算出し一元配置分散分析を行った結果を示したものである。各変数の意味は，その表のあとの点
線枠内に簡略に示してある。
教職観４グループは，変数ごとに平均値の大きい順に並べてある。最右列には，多重比較の結
果が示され，不等号型の記号は，グループ間に統計的有意差があることを示している。

⑥

図表６に示されたデータから，どのようなことが言えるか。特に献身的教師像の第１グループ
に焦点を当てつつ見ていきたい。
⒜

まず，図表６の一番下の「バーンアウトスコア」から。バーンアウトスコアの意味は，この
表のあとの点線枠内の最も下の箇所に書かれている通りである。「やりがい・よろこび－；自
己犠牲・気苦労+」の第４グループのバーンアウトスコアが最も大きくなっている，つまりバー
ンアウトの程度が最も大きくなっているのは，わかりやすい点であろう。逆にバーンアウトの
程度が最も小さいのは「やりがい・よろこび+；自己犠牲・気苦労－」の第２グループであり，

これもわかりやすいところである。献身的教師像の教職観をもつ第１グループは，バーンアウ
トの程度に関して４グループ中で上から２番目となっている。第１グループと第２グループの
間に，バーンアウトスコアに関して統計的な有意差がある。
これらの知見から，次のようなことが言えるだろう。第１グループのバーンアウトスコアは
ぎりぎり２点台におさまっているが，この数値は使用した合成尺度ではバーンアウトには陥っ
ていない健全状態を意味するので，このグループの献身的教師像は，教員の疲弊を抑制する効
果をもっていると，一応は見ることできるかもしれない。ただ，第２グループのほうがいっそ
う健全度は高く，したがってそれと比べて考えれば，献身的教師像の，教職にまつわる困難を
緩衝する機能は限定的なものであると見るべきだということになるだろう。
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次に，表の一番上に戻って，責任意識・期待認知に関する変数についてである。これらの変
数のいずれの分析からも，「やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労－」の第３グループが，
教職に関わる様々なことがらに対して周囲から期待を寄せられていると認知する程度が低く，
したがってそれらに関して自分たちに責任あることとして引き受けようとする程度も低いこと
がうかがえ，「やりがい・よろこび－；自己犠牲・気苦労+」の第４グループがそれに次いで

いる（第３・第４グループ間の統計的有意差は，見られる変数がやや多いが，見られない変数
もある）。逆に，第１・第２グループは，期待認知も責任意識も相対的に強くなっていること
が読み取れる。第１グループと第２グループの間で統計的有意差が見られるのは，責任意識第
４因子の因子得点である。これは，目下の学校制度のもとでの基準に照らして教員がなすべき
こととして最重要であると見なされるもの以外のことがらにまで射程を広げて，自分たちに対
する期待を認知しそれを自分たちがなすべき責任があることがらとして引き受けようとする指
向性の強弱を意味する因子であり「学校制度外指向」因子と名づけた。その指向性が第１グルー
プよりも第２グループのほうが相対的に強いというのが，表が示している知見である。それ以
外の変数については，第１・第２グループ間に統計的有意差は見られない。
以上の知見から言えるのは，まず，第１グループは，広範なことがらに対して周囲からの期
待を認知しそれらを自分たちの責任として引き受けようとする傾向が見られるということであ
る。それは, １⑶で触れたように，「無限定性」の職業倫理に相当することであり，献身的教
師像を構成する重要な要素と合致する傾向であると言えるだろう。しかしその傾向は，第１グ
ループだけではなく，第２グループにも同様に見られることである。かつ，前述のように統計
的有意差があるのは「学校制度外指向」の責任意識第４因子の因子得点だけだが，第２グルー
プのほうが第１グループよりも，既存の学校制度的基準を超えて期待を認知し責任を果たそう
とする指向性が見られ，いっそう無限定的に職務を果たそうとする傾向がうかがえるとも言え
る。これらのインプリケーションについては, ３でさらに考察することにする。
⒞

勤務校の状況認識に関する変数の分析からは，全体的には，第３・第４グループは，勤務校
の状況をあまり良好ではないとして捉える傾向が強いのに対して，第１・第２グループはそれ
とは逆に，勤務校の状況を良好なものとして捉える傾向が強いことがわかる。ただし，
「子ど
もの諸問題あり」とする認識の強弱を意味する第１因子については，第１グループがその認識
の程度が相対的に強く４グループ中２番目となっており，その点について第３グループ・第２
グループとの間に統計的な有意差も見られる。
以上が意味するところについての検討は，⒟と合わせて行う。

⒟

教職生活に関する変数の分析からは，第１因子の「教育活動に関わる自信」，第２因子の「教
職アイデンティティ安定」，第４因子の教職に関わる「人間関係良好」という点で，第１・第
２グループが相対的に良好な教職生活を送っていることが，また第３・第４グループはその逆
であることがうかがえる。その一方で，第３因子の「多忙・疲弊」
，第５因子の「教職アイデ
ンティティ攪乱」，第６因子の自分の教育活動に対する「評価への気遣い」に関しては，第１
グループが第４グループに次いでその程度が強くなっている（「教職アイデンティティ攪乱」
以外は第１・第４グループ間に統計的有意差なし）。
「教職アイデンティティ安定」及び「教職アイデンティティ攪乱」とは，次のようなことを
意味している。１⑵で少しだけ触れたことと重なるが，教員はその仕事の上で，思う通りにい
かず困難に突き当たるという局面を繰り返し経験せざるをえない。ゆえにそのように困難に直
面しがちな教員の教職アイデンティティも，本質的に揺るがされやすいものであると考えられ
る。教職アイデンティティ「攪乱」とは，教職のそうした常態的特性による，教職アイデンティ
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ティの揺らぎやすい側面を表すものである。しかし，困難への絶えざる直面が教職の常態であ
るとしても，それによって教職アイデンティティが揺らぐばかりであると，教員にとって仕事
に持続的に従事することはきわめて過酷か不可能なものになってしまう。そこで，教員の仕事
の常態的な困難がそれの破綻へと直結しないようにするためのすべの１つとして，教員は，教
職への従事を取り巻く状況のいかんに大きくは左右され揺るがされない領域を，教職アイデン
ティティにおいて確保するという戦略をとってきた。それを教職アイデンティティ確保の「二
元化戦略」という。教職アイデンティティ「安定」とは，そのようにして確保される領域であ
る。もちろんそれもまた，仕事に取り組むことにまつわる状況によって左右され揺るがされる
ものではあるが，教職観といった教職への従事に関わる理念的なものに依拠することにより，
その揺らぎの幅が抑えられてもいる。教職は意味のある良き仕事であるという信念を抱き，困
難な状況に直面してもそれによる動揺を抑制し，仕事への持続的な取り組みを可能にする，そ
うした教職アイデンティティの確保の戦略は，教員にとって必要なものであるだろう（長谷川
2018b: 135-136）。
話をデータの分析に戻し，第１・第２グループ間の差異について見てみると，第４因子の「人
間関係良好」以外のすべてについて，第２グループのほうが第１グループよりも良好な状態で
あることが，統計的な有意差をもってうかがえた。
⒞⒟合わせてそれらが意味するところを検討してみると，第１グループは，勤務校の状況を
比較的良好なものとして認知し，また自分自身が送る教職生活も比較的良好な状態として受け
とめているとは言えそうである。したがって，その意味では，献身的教師像の緩衝機能は，今
なお一定程度作動していると見ることもできるだろう。
ただし，それらの傾向は，第１グループよりも第２グループにおいていっそう顕著である。
かつ，第１グループは，前述のように「教職アイデンティティ攪乱」の程度は低くはない。「教
職アイデンティティ攪乱」とは，教職の日常的な困難によって教職アイデンティティが揺るが
されている状態を意味するものであったが，データが示すのは，第１グループの教員も，そう
した状態に陥っている程度が相対的に強いということである。（c）で見たように，第１グルー
プが勤務校において「子どもの諸問題あり」と見る度合いが強かったことも，同じことを含意
していると見ていいだろう。第１グループの（d）の「多忙・疲弊」の程度の相対的な強さも
然りである。とは言え，「教職アイデンティティ安定」については，第１グループはその度合
いが比較的高い。「教職アイデンティティ安定」の意味も前述のとおりだが，その度合いが比
較的高いということは，献身的教師像の理念による教職アイデンティティの揺らぎの抑制がな
されていることを意味していると考えていいだろう。つまり，この理念の緩衝機能は，いまだ
消失してはいないということである。
まだ触れていない第１グループの「評価への気遣い」の相対的高さについては，⒠で合わせ
て検討する。
⒠

職場の雰囲気に関する変数では，第４因子の因子得点以外は，第１・第２グループは職場の
雰囲気を良好なものとして見なす傾向が強く，第３・第４グループはその逆であることを示す
ものとなっている。第４因子は「評価への気遣い」を要するような雰囲気の職場であると見な
す傾向の強弱を意味するものだが，これについては第１グループがその傾向が強いことが示さ
れており（第２グループとの間に統計的有意差あり）
，⒟で見た，教職生活第６因子（評価への
気遣い）の因子得点も第１グループは比較的高いという結果とも重なるものであると思われる。
第１グループは，職場の雰囲気に関しても良好なものと見なすことができているという傾向
がうかがえるので，この点からも，献身的教師像の緩衝機能は一定程度有効に機能していると
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考えることができる。ただし，このグループは，⒟で指摘したように，自分の教育活動に対す
る周囲からの評価を気に懸ける意識が相対的に強く，また⒠から職場の雰囲気に関してもその
点を敏感に感じる傾向も見られる。それらの点からは，周囲のまなざしを気に懸けざるを得な
い教職アイデンティティの不安定さがあることが，第１グループにはうかがわれ，したがって
献身的教師像が十全にその緩衝機能を発揮できているわけではないことが推測される。
⒡

教職観に関する変数の分析からは，第１因子（やりがい・よろこび）・第２因子（専門性）・
第５因子（自己実現）に関して，第１・第２グループは，第３・第４グループに比してポジティ
ブな教職観（“教職はやりがい・よろこびがあり専門性が求められ自己実現につながる職業で
ある”とする教職観）をもっていることが見て取れる。それらのうち第２因子・第５因子では，
第１・第２グループ間でも統計的有意差が見られ，第２グループのほうがよりポジティブな教
職観をもっていることがうかがえる。また, ２⑵③で述べたような分析に当たってのグループ
構成の仕方からして当然ではあるのだが，第４因子（気苦労・自己犠牲）では，第１グループ
の値が，第４グループに次いで大きく（つまり，教職を気苦労・自己犠牲を要する仕事だと見
る傾向が強く），第２グループとの間にも統計的有意差が出ている。また，第３因子は，「割り
当てられた役割に専心する仕事だ」「はっきりとした成果を問われる仕事だ」という質問項目
の因子負荷量が大きく，久冨編著（2018: 202）では学校を「経営組織」のように見なした上
でそこでの職務をまっとうしようとする教職観であるとその意味を解釈したものなのだが，第
１・第２グループにその傾向が強い（両者の間には統計的有意差なし）ことがわかる。
以上から言えるのは，次のようなことである。まず，第１グループは，「やりがい・よろこ
び」という点以外でもポジティブな教職観をもっている。そのことから，このグループの教職
観である献身的教師像は，教員の教職アイデンティティを理念的に支えうるものとなっている
と言っていいだろう。とは言え，「気苦労・自己犠牲」の要素がその点を制約しており，その
結果，献身的教師像は十全な緩衝機能をもっているとは必ずしも言えないことは，⒡よりも前
の何箇所かで触れてきた通りである。その点では，第２グループの教職観のほうが，その機能
はより強力であると推測できる。
また，第１・第２グループいずれも，
「経営組織性」の教職観が強い傾向がうかがえた。近年，
学校職場の教職員集団の「官僚制的経営組織」としての性格を強めようとする政策が推し進め
られていることが指摘されている（油布 2015: 220-225）。久冨他編著（2018）でもそうした集
団のあり方に適合的な，既定の行動を確実に成し遂げようとするような教職に対する取り組み
方を「職務遂行」と名づけ，その広まりがうかがえる旨を指摘し，そうした仕事の仕方に適合
的な教職観が，教職観第３因子が含意する「経営組織性」のそれであると捉えた。この捉え方
に照らすと，第１・第２グループの教員は，この動向に適応的な傾向を示しているということ
になるだろう。

⒢

指導観に関する変数の分析からは，「子どもの自発性・主体性尊重」という見方が，第１・
第２グループで相対的に強く（両者の間では第２グループがより強いという統計的有意差が見
られる）第３・第４グループで弱いという傾向が見出された。

３．考察
ここでは，献身的教師像の第１グループについて，また第２グループについても, ２⑵の特に⑥での
検討から明らかになった知見及びそのインプリケーションをまとめながら，それをもとに言えることを
４つの論点に関して述べてみたい。
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献身的教師像は現在どうあるか

⑴

第１グループは，バーンアウトに関わる状態は比較的良好であり，教職生活をどう送っているか，
勤務校の状況や職場の雰囲気をどう受けとめているか，教職をどのような教職観をもっているかな
どの諸点を見てみると，全体としては良好な状態で教職に取り組むことができていると言っていい
だろう。かれらは，子どもの自発性・主体性を尊重するとする指導観に対しても肯定的である。そ
の意味で，このグループがもつ献身的教師像は，教職に伴う諸困難を緩衝し教職にポジティブに取
り組もうとするスタンスを維持させる機能をいまだ一定程度果たしていると言えるだろう。
とは言え，データによれば，献身的教師像の緩衝機能が十全に作動しているというわけでは必ず
しもなく，むしろその脆弱さもそこここで露呈していることも明らかとなった。例えば，この教師
像をもつ第１グループの教員からは，
「子どもの諸問題」など教職に携わる中で日々直面する困難
に翻弄され，教職アイデンティが「攪乱」状態にあり，バーンアウトにまでは至らなくても「多忙・
疲弊」の感覚は弱くないといった傾向がうかがえる。周囲の評価のまなざしへのかれらの敏感さも，
そうしたアイデンティティの不確かさゆえのことと推測できる。
ただ，そうは言っても，再び二つ上の段落で述べたことに戻るが，かれらの教職アイデンティティ
は，攪乱され切っているかと言うとそれもまた違い，献身的教師像という教職についての理念に支
えられながら，一定の「安定」を保持できてもいるのである。
本稿のテーマは, １⑷で示したように，献身的教師像の現在を掴むこと，特に教職にまつわる諸
困難を緩衝するその機能が今日どのくらい作動しているかを掴むことであった。その回答は，ここ
までの行論で一応示したことになるだろう。つまり，献身的教師像の緩衝機能はいまだ一定程度作
動しており機能不全に陥っているとは言えないが，しかし十全に機能しているかと言えばそういう
わけでは必ずしもないという回答である。鮮明な回答となっていないのだが，それはこの教師像の
実態がそうであるゆえやむを得ないことだと言えるように思う。なお, １の末尾で触れたように福
島・長谷川（2020）では，献身的教師像という教職観はもはや１つのまとまりをもった教職観とし
ては存在しなくなったという可能性もあることを示唆したのだが，実際のところは，この教職観が
消滅しているわけではないことが，データからは推測できたのである。
もう１つの教職観としての非献身的充実型教師像

⑵

２⑵の⑥で見たデータが示しているのは，今日教職の困難を緩衝する機能を最もよく発揮してい
る可能性があるのは，「やりがい・よろこび+；自己犠牲・気苦労－」の第２グループがもつ教職
観であるということであった。それがどのような教職観であるかは, ２⑵⑥で示してきた通りなの
だが，では，その教職観をどのように名づけるのがよいだろうか。
実は，本稿で試みた教職観４グループ分類と類似した方法は，久冨（1988）でも既に行われてい
た。久冨（1988: 70-77）では，1986年に久冨らが行った教員調査（筆者はこの調査には参加してい
ない）の質問紙に盛り込まれた，本稿１⑶の図表１に挙がっている教職観に関する７つの質問項目
への回答に対して林の数量化Ⅲ類による分析を行い，
「献身」型・
「こなし」型・
「なげやり」型・
「忍従」
型という教職観４グループを抽出している。それらはおおよそ，それぞれ本稿の第１・第２・第３・
第４グループと対応する。ただ久冨（1988）では，「こなし」型は，教職の「無限定性」を理念と
して掲げつつ，現実にはそれを「はぐらかし」その「裏返し」のふるまいをするものとして，どち
らかという否定的に捉えられているように読める。だが，本稿で見てきた第２グループは，そのよ
うな意味での「こなし」型と重なるものではなさそうである。つまり，可能な限り労力をかけずに
「こなす」というのではなく，むしろ，献身的・自己犠牲的というのとは異なった形で情熱を傾け，
喜びや充実感を感じながら教職に従事しているというのが，データから想像される第２グループの
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教員の姿である。そうした姿を巧みに言い表す表現が筆者には思いつかないのだが，本稿では仮に
「非献身的充実型教師像」と呼んでおくことにしたい。
⑶ 「無限定性」の意味するところ
１⑶で触れたように，久冨（1988）では，職務の範囲を限定せず子どものために必要であると見
なせばどんなことにも取り組もうとする無限定性の職業倫理が，献身的教師像（前述のように，こ
の論考ではまだこの言葉は使用されていない）の基軸となる構成要素であることが示唆されていた。
以来共同研究では，その認識をおおよそ共有してきたと言っていいと思う。だが, ２⑵の⑥⒝の責
任意識・期待認知の分析で見たように，献身的教師像の第１グループだけでなく，非献身的充実型
教師像の第２グループにも，そうした無限定性の職業倫理が存在していることがうかがえた。むし
ろ，第２グループのほうが，既存の学校制度的基準を超えて期待を認知し責任を果たそうとしてい
る点でいっそう無限定的であるというのも，先に述べたとおりである。これは，どういうことを意
味しているだろうか。その点について，筆者は次のように考える。
教員が教職において取り組むべき中心的な実践は，言うまでもなく生徒を相手にした教育の活動
である。その教育とは，何らかの限定されたことがらを教えるというのにとどまらず，各人それぞ
れの潜在可能性・必要・希望に応じてその人の全体的な発達を促そうとする営みである（その点を
強調するために，ここでは以下，〈教育〉と表記する）。そのような〈教育〉は，その目的を達する
ために，何をより具体的な目標として設定し，その達成に向けてどれだけのことをどのように行え
ばよいということを一般的に定めることがむずかしく，相手に応じその時どきの状況に応じること
を要する「不確定性」の性格を根源的に帯びたものである（長谷川 2018a: 6, 12）。長谷川（2018c:
459）は，そのように考えた上で，そうした根源的に不確定性を伴う〈教育〉を軸に据えた教職を，
その責任範囲をあらかじめ限定・局限しないという意味で無限定的に担おうとするのが献身的教師
像の理念であるとした。だが考えてみれば，献身的教師像の理念をもつかどうかにかかわらず，上
記のような〈教育〉の不確定性を真正面から受けとめようとすれば，無限定的な取り組み方をせざ
るを得ないだろう。教職に積極的にコミットしようとする第１グループ・第２グループいずれもが
無限定性の傾向を示すのは，このように〈教育〉がそのことを根源的に必要とする営みであるから
ではないだろうか。献身的教師像が無限定性をもたらすというよりも，その教職観は無限定的であ
ることを要する〈教育〉の根源的な性質に根差しそれを軸にして構成された教職観であると見たほ
うがよく，まただからこそ教員に，また周囲の関係者に，それはアピールしたのだと言えるだろう。
⑷ 「職務遂行」的働き方・教職観の今後
１⑷でも触れたように，1970年代後半から1980年代にかけての時期を起点に，相対的には安定し
たそれまでの学校制度の運営が困難となり，学校やその教員に対する保護者・住民の不信が増大し
ていくという趨勢が進行してきた。2000年代に入るとさらに，そうした教員に対する不信に乗じて，
その趨勢に拍車をかけかねないような教員政策も進められてきた。しかし，教員を取り巻くそのよ
うなマクロレベルの逆境状況の深化にもかかわらず，久冨他編著（2018）で報告した調査結果によ
れば，教員は，日々の教職への取り組みをめぐる状況についてはそれを良好なものと認識し，バー
ンアウトなど深刻な疲弊状態に陥らず，ポジティブな教職観を保持し，教職アイデンティティも維
持しているという傾向をむしろ強めていた。長谷川（2018c: 464-466）は，久冨他編著（2018）の
調査の諸知見に依拠しながら，その要因として，上記の教員政策によっても推奨される，２⑵の⑥
⒡で言及した「職務遂行」的な働き方に，教員たちが適応しそうした働き方にやりがいを見出すよ
うになっている可能性がないかどうかを探った。結局，「職務遂行」的な働き方や教職観によって
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構成される新たな教員文化が生成しているとまでは言えないだろうというのが，そこでの暫定的結
論だった。だが，そこでは射程に入れることができておらず本稿での検討を通じて浮かび上がった，
非献身的充実型教師像の教職観の広まりが，上記のような教員の良好な状態の維持の要因となって
いる可能性についても，今後は検討してみたい。
ただし, ２⑵の⑥（f）で述べたように，第１グループ，第２グループどちらにも，「経営組織性」
の教職観が相対的に強く見られた。これも前述したように，その教職観は「職務遂行」的な働き方
と重なるものであり職場の教員集団の「官僚制的経営組織」化の動向に沿うものである。そうであ
るとして，このことは現状では，ポジティブなスタンスで仕事に取り組むことができている第１グ
ループ・第２グループの教員が，上から主導される今日的な趨勢にもうまく付き合っていけている
程度のことを意味するにすぎないのかもしれない。だが今後，かれらそれぞれの献身的教師像，非
献身的充実型教師像から分岐して，「官僚制的経営組織」に適合しそれに特有な教師像・教員文化
が生成してくる可能性もある。そのあたりの今後の動向を見極めていく必要があるだろう。

［注］
１

長谷川（2006b）における教員文化の説明に若干手を加えたもの。なお筆者はこれ以外に，長谷川（2003），
長谷川他（2008），長谷川（2018a）などで，ある程度まとまった形で，教員文化なるものについての筆者自身
の把握を示している。
２ 教職に孕まれた困難の根本的性格について，筆者は長谷川（2006a），長谷川他（2008），長谷川（2018a），長
谷川（2019）などで論じている。
３ 共同研究の中で最初にこの表現を用いた論考は，山田（2003）であったと思う。
４ 前述の「教師」と「教員」の区別によれば，献身的「教師」像ではなく献身的「教員」像としたほうが適切
なのかもしれないが，本文中のすぐあとで言及するようにこの言葉を用い始めた久冨が献身的教師像としてき
たのに倣い，本稿でも献身的教師像を用いることにする。さらに，この教職観は，自分たちが「教員」である
というよりも「教師」であることに焦点化した教職観であるので，献身的教師像と呼ぶほうが適当であると言
えるかもしれない。
５ この趨勢についての筆者なりの把握は，長谷川（2018a）で論じた。
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