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研究成果の概要（和文）：本研究では，教員の自己形成は，生涯発達的なキャリア形成の観点からとらえ，現職教員を
対象とした数量調査と質的調査を基に，「教員の自己形成およびキャリア形成支援モデル」の開発を試みた。その結果
，1）現場で働く教員のニーズに合致した校内研修・法定研修の整備，2）同僚性を担保した教職キャリア形成を支援す
るための学校支援の必要性，3）家庭・学校・地域が一体化した地域づくりの推進，の3点を示した。

研究成果の概要（英文）：　In this study, we assumed that the self-formation of a teacher is to be 
perceived from a viewpoint of developmental career formation throughout the life and is to be established 
on the basis of cooperativity and meta-cognitive activities. Accordingly, we tried to develop “a model 
for supporting the self-formation and career formation of teachers” based on the qualitative and 
quantitative surveys for incumbent teachers.As a result, in this model, we showed the following three 
points: (1) Development of the in-school training and legal training that meet with the needs of teachers 
working on-site; (2) necessity of school support for supporting the teaching profession career formation 
while ensuring the collegiality; and (3) promotion of community development in which home, school, and 
community are unified.
　

研究分野： 教育心理学

キーワード： 教師教育　教員養成・採用・研修　教員の自己形成支援　同僚性　大学教育　地域連携
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１． 研究開始当初の背景 
これまでの教員養成・採用・研修システム

では，教職に関して必要とされる単位を履

修・習得し，一定条件を満たせば教員として

の基礎的な素養があるものとして教員免許状

が授与され，採用後も任用年次ごとに研修が

行われてきた。また，教員の資質能力は，職

務経験の積み重ねによってさらに熟達し，教

諭から主任職，管理職といった上位の職位へ

と移行することが教員のライフコース（山崎，

2000）であると考えられてきた。このような

ライフコースモデルでは，先輩教員から若手

教員への知識・技能の伝承（「教員文化伝承

システム」）があり，それが若手教員の資質

能力向上要因となっていたと考えられる。 

だが，過去の教員採用者数のアンバランス

と，今後10年間程度に起こりうる現職管理職

世代の大量退職により，今後現場では「大量

の経験不足の教員と少数の多忙な中堅教員，

新しい時代の学校運営に対応できない管理職

により運営される学校が，全国各地に生まれ

るといった状況」（中央教育審議会報告，2011）

に陥る可能性が指摘されており，従来のよう

な「教員文化伝承システム」は機能しなくな

ると予測されている。そのため，教員が教職

生活の全体を通じて不断に専門性を高めてい

くための外的支援や研修のあり方，個々の現

場の事例や実態に即した教員支援の具体化，

さらには養成・採用・研修システムの改善が

急務となっている。 

文部科学省（2009）は，学校を取りまく状

況や社会的ニーズの変化にともない，これか

らの教員に求められる資質能力として，1）教

員の仕事に対する情熱，2）教育の専門家とし

ての確かな力量，3）総合的な人間力，の3点

をあげている。これにより，教員には，本来

の職務遂行能力だけではなく，保護者対応な

ども含めた広範囲な対処・調整処理能力やマ

ネージメント能力，より柔軟で実践的な指導

力，人間的な魅力も求められるようになった。

その結果，教員個々人の職務範囲は無限大に

広がり，それぞれが多忙を極めるようになっ

た。このような状況を改善し，教職に対する

やりがい感を持った教員を育成し，現場の状

況を改善するためには，生涯発達的な観点か

ら，教員の職務実態や学びの特徴に即した，

教員の自己形成を目的としたキャリア形成支

援モデル（教員の自己形成およびキャリア形

成支援モデル）を開発する必要があると考え

た。 

 
２．研究の目的 
本研究は，教員の自己研鑚能力や省察能力

といった，教員特有の省察的な学びのスタイ

ルに着目した。そこで，これらを外的に支援

することによって，教員の自己形成・キャリ

ア形成を図ることができると仮定し，「教員

の自己形成およびキャリア形成支援モデル」

を開発することを目的とした。 

 
３．研究の方法 
（１）第 1段階：数量調査（平成 24 年） 

本研究では, 教員特有の学びの実態と特

徴を明らかにするために，郵送回答方式によ

る数量調査（プレテスト）と，Web 上の数量

調査（ポストテスト）を実施した。これは，

質問項目の妥当性を担保した上で，異なる属

性の教員の学びの特徴を明らかにすること，

一定数量のサンプルを確保し信頼性と妥当

性を担保すること，多忙な現職教諭が調査に

参加・協力しやすい環境を整備する必要があ

ったためである。質問項目は，白井（1998）

および国立教育政策研究所「教員の質の向上

に関する調査研究報告書（2011,3）調査票な

どを参考に，独自に設定した。また，Web 上

で，本研究の進捗状況を適宜発信した。Web

の更新・セキュリティ等も含めた管理は，民

間会社に委託した。さらに，代表者および分

担者間で，データ管理上のルールと倫理規定

を設定し，厳格に適用した。Web 調査のサン

プル数は，各学校種を合わせて 3000 程度を



想定していた。結果的には小学校と高等学校

でのサンプルにばらつきが見られたため，統

計的手法で処理を行った。 

（２）第 2段階：面接調査（平成 25 年度） 

面接調査では，研究代表者・分担研究者と，

日頃から研究上のつながりのある公立小・

中・高等学校に勤務する教員 50 名程度を対

象とした，また，数量調査協力者の中から，

面接調査に対する理解と協力が得られ，研究

代表者および分担研究者が直接訪問して面

接をすることに対する同意が得られた，日本

国内の公立小・中・高等学校に勤務する教諭

50 名程度，計 100 名程度のサンプルを想定し

ていた。面接調査では，数量調査で明らかに

なった各学校種ごとの特徴を基に，①過去の

日常実践中に起こった葛藤・困難事例の中で，

最も印象に残った葛藤・困難とはどのような

ものか，②①について，どのように対応し，

解決しようとしたのか，またその時どのよう

に周囲の支援（解決リソース）を活用しよう

としたのか，③葛藤・困難体験から具体的に

何を学び，それを現在の実践の中でどのよう

に活用しているのか，④将来的に起こりえる

職務上の葛藤・困難に対して，過去の葛藤・

困難体験を転用して解決を図ることができ

ると思えるのか，そうであればその理由は何

か，という 4項目を設定した。 

（３）第 3段階：数量・面接調査の結果をふ 

まえた「教員の自己形成およびキャリア形成

支援モデル」の開発と，その妥当性の検証（平

成 26～27 年度） 

 

４．研究成果 

（１）数量調査 1：石上（2012）では，小学校

教員を対象に，郵送回答方式による数量調査

を実施し， 226 名から回答を得た（回収率

64％）。性別・任用年次別差異を Table.1・2

に示す。 

男女とも，教職経験年次が上がるにつれて，

現在の職務上のスキルに対する満足感，自己

努力，体験知の活用の 3項目は増加傾向，葛

藤・困難感，職務上のスキル向上意欲，人的

リソースの活用の3項目は低下傾向であった。

また，任用後 6年目から 10 年目の教員は，

男性では現職に対するやりがい，満足感，現

職環境，人的リソースの活用，現職継続意欲

の 5項目において，女性では現職に対する満

足感，現職継続意欲の 2項目において他の年

次よりも著しく低下傾向が見られた。 

Table.1 教職年次・性別による教職認識の平均（男性） 

 
Table.2 教職年次・性別による教職認識の平均（女性） 

 
（２）数量調査 2：石上（2013）では，小学校・

中学校・高等学校教員を対象に，郵送回答方

式による数量調査を実施し，小学校教員 226

名，中学校教員 166 名，高等学校教員 87 名

（計 479 名）から回答を得た（回収率 75％）。

学校種別の特徴を Table.3・4・5に示す。 

①小学校教員：現職継続意欲，体験知の転用

やりがい感は高いものの，職場環境や，自分

の職務上のスキルに対する満足感は，さほど

高くはない。 

②中学校教員：自己努力，現職に対する満足

感，スキル向上意欲，葛藤・困難感，職場環

境に対する満足感は高いが，職場環境に対す

る満足感はさほど高くはない。 

③高等学校：職務上のスキル，自己努力，や

りがい感は高いものの，葛藤・困難感，人的

リソース活用は他の学校種と比べると低い。 



Table.3 小学校教員の教職認識の平均(n=226) 

 

Table.4 中学校教員の教職認識の平均(n=166) 

 

Table.5 高等学校教員の教職認識の平均(n=87) 

 

（３）数量調査 3：石上（印刷中）では，小学

校・中学校・高等学校教員を対象に，石上

（2013）と同様の質問項目を用いて，Web 回答

方式による数量調査を実施し，1536 名（小学

校教員 852 名，中学校教員 386 名，高校教員

298 名）から回答を得た。学校種別の特徴を

Table.6・7・8に示す。 

①小学校：葛藤・困難感，人的リソースの 

活用，体験知の転用，職務上のスキル向上意

欲が高いものの，満足感や現職に対するやり

がい，継続意欲は低い。そのため，自己効力

感や達成感など，職務に対する満足感を向上

させるような，熟達化支援モデルを検討した。 

②中学校：職務上の葛藤・困難感や，満足感，

意欲は低い。その一方で，自己努力によって

相応の問題解決を図っている。そのため，自

己努力を，妥当に評価するためのメタ認知的

な側面を強化することによって，職務に対す

る満足感や意欲を向上させるような，熟達化

支援モデルを検討した。 

③高等学校：満足感や現職に対するやりがい，

継続意欲が極めて高い。その一方で，問題解

決，職務上のスキル向上意欲は，他の 2学校

種に比べて低い。これは，指導方略や専門性

における水準が，他の 2学校種とは異質であ

るとも考えられる。そのため，本研究では，

熟達化支援の必要性が低いとみなした。 

Table.6 小学校教員の教職認識の平均(n=852) 

 

Table.7 中学校教員の教職認識の平均(n=386) 

 

Table.8 高等学校教員の教職認識の平均(n=298) 

 

（４）質的調査：石上（印刷中）では，小学

校・中学校・高等学校教員を対象に，半構造

化面接法による個別インタビューを行った。

調査対象者は関東・中部・近畿地方の公立学

校に勤務する教諭 69名だった（小学校 35名，

中学校 21 名，高校 13 名）。発話データから，

特定の話題について繰り返される発話群を

抽出して取り出し，質的コード化の技法

（ Coffey & Atkinson.1996 ； メ イ ナ ー

ド.1993）などを用いて分析を行った。以下，

代表的な発話事例を示す。 



初任者 Aさん（20 代前半）の語り 

（今必要な支援は）校内研修と時間です。毎日，子ど

もとかかわりながら何とかやっていますがとっさに 

わからないとき，先輩（教諭）が頼りです。（学外）初

任研に行くときも（自分のクラスの指導を）先輩にお

願いしますが，結構気を使います。（自分が勤務する）

学校での研修がもっとあればいい，と思います。毎日

自宅にも仕事を持ち帰り続きをやって。今は気持ちに

余裕がないです。 

若手 Bさん（任用 4年目 20 代後半）の語り 

（今必要な支援は）まずは、時間がほしいです。自分

の個人的な時間，プライバシーもまったくない。もっ

と子どもと一緒に遊びたいし，後輩の先生の話もきた

いと思うけれど，目の前で起こっていることを処理す

るので精一杯。上（管理職）はもう（B さんのことを

）かばってくれないし，逆にいろいろやれと言われる

。授業も，もっとしっかりやりたいけれど，準備や考

える時間がない。自分でもよくやってるなあと感じま

す。まずは，もっと自分が勉強するための時間，考え

るための時間がほしいです。 

中堅 Cさん（任用 7年目 30 代前半）の語り 

自分の授業は問題なくできるが，それ以外のこと（生

徒指導・保護者対応・書類作成）に時間を取られ，非

常に忙しい。学年の先生たちと協力しながら，なんと

か 1日 1日の仕事が回っている。時間がほしい。（指導

教員として）新任の先生の指導が，結構大変であり，

プレッシャーを感じる。（新任教員が）自分が新任だっ

た頃とは何か（根本的）に違うため話が通じにくい。 

ベテラン Dさん（任用 15年目 40 代前半）の語り 

校長に勧められて管理職試験を受けたが，できれば 

なりたくない。今以上に，子どもとかかわる時間がな

くなり，事務処理など，教員の本来の仕事とは言い難

い仕事が増えそう。（研修や大学院などで）もう少し勉

強してみたいが 現場を離れたくない。（任用 6年目頃

には）このまま現場で教師を続けたい。 

（５）「教員の自己形成およびキャリア形成

支援モデル」の開発 

発話事例からは，物理的な時間のなさによる

多忙感，物理的・精神的な余裕のなさが共通

して示された。これらは，中学校教員を対象

とした TALIS 調査（2013）と，ほぼ同様の結

果を示した。また，教員間コミュニケーショ

ンの困難さや，業務や服務を要因と思われる，

対人関係面でのストレスを訴える発話も見

られた。このような複合的な状況やストレス

要因から，心身に不調をきたす教員も近年増

加傾向にあるが，これらは，教員個々人の努

力によって改善できるものではないだろう。

特に研修については，教職年次・年数を基に

した学外均一プログラムではなく，現場の教

員の職務上のニーズに合致した，校内研修の

機会や内容の充実が求められていることが

示された。これらをふまえて，本研究では， 

大学・学校・教育委員会の相互連携による，

教員養成・採用・研修を通した自己形成支援

モデル（Table9）を考案した。今後は，本モ

デルをふまえ，学校・教育委員会と連携した

実証的な教員の自己形成支援プログラムを

実施する予定である。 

Table.9 教員の自己形成支援モデル 
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