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第１章 序論 

 

 

第１節  教師の心理危機 

 

 

近年の世界のグローバル化や科学技術の著しい進歩により，日本社会も激しく変動し

てきており，将来を予測することが困難になってきている。たとえば，労働環境一つを

取ってもみても，企業は高収益を上げてはいても，そこで働く個々人で見てみると，過

重な労働条件，リストラの進行，パートや派遣社員の増加など，その労働環境は極めて

厳しいものになってきている。このようなめまぐるしい社会の変化は，私たちの生活の

中，すなわち，労働や地域，社会や家族などの中に影響を与えている。自殺者・心身症・

うつ・犯罪の若年化や粗暴化などといった社会現象の増加はその影の具現化でもあると

いえる。当然，そのような社会の影響は教育や学校にも及んだ。 

1970 年代後半以降に，学校では，「非行」や「校内暴力」，「不登校」や「いじめ」と

いう現象で子どもたちの「危機」が現れ始めるようになってきた。次々と現れる子ども

たちの「危機」への対処・対応に教師たちは追われた。しかし，一向に改善されず，学

校教育や教師に対する不満や不信をもたらした。このことは，真摯に取組む教師たちに

多大な負担を与え，教師たちの中に「多忙化・ストレス・バーンアウト・精神疾患」と

いうような身体的・精神的な「危機」が次第に深刻化し始めた。まさに，教師たちの心

の危機が深刻化し始めた。 

1990 年代に入り，教育関係雑誌（教育，学校教育相談，児童心理，教育と情報，ここ

ろの科学，現代のエスプリ）では，次々と教師のストレスに関する特集が組まれ，教師

の多忙，教師のストレス，教師のバーンアウト等の言葉が実感を伴って広まった。こう

した教師の危機的状況について，精神科医である中島(2007)は，教師の病気休職者が学

校の規模を問わず続出している状況を見てきて，「本当に健康な教師はどれくらいいるの

だろうか，というところまで来ているのが現状ではないか」と，教職員のメンタルヘル

スをめぐる状況の深刻さを指摘し，教師の「燃えつき症候群(バーンアウト)」が生じる
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過程には，①人間を相手にする専門的な仕事についていて，業務の目標が数値化しにく

く，ここまでやればよいという基準がない，②精力的に仕事に取組んだにもかかわらず，

期待したほどの効果が得られず，周囲からの評価も得られずに挫折を体験する，などの

条件が重なる点を指摘し，また，精神科医の小倉(1993)も，教職の職務や勤務様態など

の特殊性に触れ，『人を教え導くという教師の仕事自体がすでに，もう大きなストレスに

なりうる』と指摘する。そして，教育学の立場から佐藤(1994)は，燃え尽きる教師はも

はや特殊な現象ではないと言明し，1980 年代から噴出したさまざま教育病理現象が，①

学校という自明性の解体，②教育意識の私事化による公共性の崩壊，③家庭と地域の崩

壊が起因する子どもの発達と成長のゆがみ，という 3 つの危機が絡み合った現象である

こと，また，教師の仕事の特殊性に内在する「再帰性」「不確実性」「無境界性」という

3 つの問題をあげて，教師がまさに「スケープゴート」としてその矢面に立たされ，バ

ーンアウトに陥りやすいとしている。さらに，落合(2003)は,日本独特の教師文化に注目

し，日本の教師集団は，「学級王国」という言葉で象徴されるような独自の職場システム

をもち，また，「新人でも一人前扱い」という文化が，他職種とは異なった職務バーンア

ウト，教師のバーンアウトを生み出していると指摘する。 

また，宮下・五十嵐・増井(2009)は，教師の資質が変化してきたというよりは，不登

校，いじめ，非行，発達障害などを有する児童生徒への対応やさまざまな価値観を持つ

保護者への対応，部活動などによる勤務時間の長さ，休日のなさ，いろいろな問題が起

こる度に新たに作られる制度やそのための書類作成をはじめとする雑務など，教師の仕

事内容の多忙化，複雑化が教師を危機的状況に追い込んでいると指摘している。 

さらに，伊藤(2006)は，これまで学校において児童生徒の心の問題に関しては，生徒

指導や教育相談の面から重要な教育課題として対策が講じられてきているが，その課題

を担っている教師のメンタルヘルスの問題については，「二の次，三の次にされてきた」

と指摘し，「教師のストレスが子どものストレスを再生産し，子どもにたまったストレス

がまたいろいろな『問題行動』として教師を苦しめる」という「ストレスの悪循環」に

よる教師のバーンアウトへの陥りやすさを指摘している。 

これらの指摘から教職の特殊性や教師を取り巻く時代，社会の大きな変化の影響を受

けて教育環境そのものの著しい変化の中で，必死に子どもたちや保護者の問題等に取組

み，教師が危機的状況に陥ってきたことが理解できる。 

文部科学省(2010)によれば，公立学校教員の精神科疾患による休職者は，平成 21 年度
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に 5,458 名，17 年連続で増加しており，平成 22 年度は 5,407 名と若干減少したが，依

然として高い水準で推移している。在職者に占める精神疾患による病気休職者の割合は，

平成 22 年度で 0.59％となっており，最近の 10 年間で約 3 倍に急増している。 

しかし，これは氷山の一角であり，精神科の受診に抵抗を示し，休職に至らない病気

欠勤者が相当数いることを考慮すると，教師を取り巻く変化が，想像以上に大きく，そ

の中で苦悩する教師たち，そして教師たちのメンタルヘルスの悪化を容易に想像するこ

とができる。 

ところで，Caplan(1961)は，「危機」を，自分のいつもの問題解決では，逃れることも

解決することもできない重要な問題を伴った危険な状態に直面する個人の心理的不均衡

状態とし，また，不安の強度な状態で，喪失に対する脅威，あるいは喪失という困難に

直面してそれに対処するには自分のレパートリーが不十分で，そのストレスを対処する

のにすぐ使える方法をもっていないときに経験するものであるとしている。 

また，岩井(1979)は，「危機」を「個人の存在や集団の存立が，基本的に脅かされ犯さ

れかかった状態」としている。 

さらに，石隈(1999)は，「生命が物理的に，脅かされ，自分の存立が危うくされるおそ

れのある，絶体絶命の状況」であるとし，Pitcher & Poland(1992)は，「関係者が対処で

きないと感じる重大，かつ表面上解決できない問題」としている。 

しかし，Erikson(1963)は，自我の発達論である心理社会的発達論の中で，「アイデン

ティティ」および「アイデンティティの危機」という概念によって，危機は，「ゆきづま

り」や「破たん」というような事態をあらわすと同時に，積極的に成長や発達への可能

性の契機を含んだところの「転機」あるいは「転換点」を意味することを指摘している。

川原(2003)は，Erikson の「アイデンティティ」および「アイデンティティの危機」と

いう概念を今日教師がおかれているバーンアウトや精神科疾患によるうつなどの深刻な

事態に当てはめて「教師アイデンティティ」の「危機」ととらえ，「教師アイデンティ

ティの危機」というものを真正面から見据え，その「危機」の中にある「再生」への可

能性に着目した。筆者も教師の危機的状況を教師アイデンティティの危機ととらえ，こ

の危機を教師の成長・発達への「転機」および「転換点」ととらえていく。このように

考えると，危機に伴う不安や恐れ，抑うつなどの心理的混乱は，病的なものばかりでは

なく，適応への過程での一時的な心理的防衛反応と考え，そのために個人の主観を変え

ることによって，危機が軽減されたり，危機が改善されたりして教師が成長・発達する
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可能性が大きくなると考える。これは，國分・大友(2001)が，教師が抱える悩みや課題

と真摯に向き合いながら，自己の教育実践を振り返り，自ら克服していくことで，教師

として，また，人間として成長することを可能にする，という指摘と一致する。 

しかし，Bronfenbrenner(1979)は，教師自身と教師を取り巻く環境との相互作用によ

って達成されるという視点を忘れてはならないと指摘している。 

また，鑪(2002)も，環境との相互作用を指摘している。成人期の危機的状況の克服で

は，個人が時代と社会の相互性の中で生きることであり，三者が等しい距離において相

互的にかかわるのであれば，克服できるが，相互性を結びえない時に危機が訪れるとし

ている。このような状況を教師に当てはめると，経験を積み重ね教科指導・生徒指導な

どに自信を深め，自らの職業（教師）アイデンティティを確立して自他共に一人前と認

められた教師が，それらを越えた問題生徒や保護者への対応，学級（授業）崩壊場面な

どで，今までの自分のやり方が通じなくなったときに，教師アイデンティティの危機，

教師アイデンティティをも含めた教師自身のアイデンティティの危機が訪れるといえる。 

本研究では，今までの教師としての自分では対応できなくなった状況を心理危機，す

なわち教師個人のアイデンティティの危機ととらえ，教師の心理危機は，教師の成長・

発達を促進させる可能性が内在し，転機・転換点としての重要性をもち，教師の成長・

発達への自己変革の葛藤の過程であるととらえる。 

 

 

第２節  学校の危機と教師の心理危機 

 

 

学校で起こる危機について，上地(2003)は 3 つのレベルに分けている。一つは，児童

生徒および教職員個人が体験する個人レベルの危機，不登校，家出，虐待，性的虐待，

家庭崩壊，自殺企図，病気などである。二つ目は，学級や学年および学校全体が直面す

る学校レベルの危機，いじめ，学級崩壊，校内暴力，集団薬物乱用，集団食中毒，教師

のバーンアウトなどである。三つ目は，学校を越えて地域社会全体を巻き込んだ地域社

会レベルの危機，殺傷事件，自然災害（大地震），火災(放火)，公害，誘拐・脅迫事件，

窃盗・暴力事件，ＩＴ被害，教師の不祥事などである。これらの危機に Caplan(1961)の

「危機」の定義を当てはめてみると，学校の危機は，通常の手段では対処できないと感
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じるような当該校の児童生徒や教職員が感じるような問題に直面した状況で，学校内に

無秩序を生み出し，安全，安心，安定が脅かされ，児童生徒や教職員を脅威，喪失，そ

れにトラウマとなるような事態を引き起こすことであり，学校内の成員の精神的混乱を

引き起こす緊急事態である。すなわち，学校の危機は，児童生徒や教職員などの心理的

不均衡をもたらし，教師を心理危機に陥らせ教師の教育活動を脅かし，教育活動の危機，

学校の存続を危うくする恐れのある緊急事態である。 

一方，教師個人の側面から言えば，不登校やいじめ，非行や虐待，発達障害や中途退

学など，学校にはさまざまな問題が渦巻いている。これらの問題に対応するため，教育

現場の教師は毎日奔走している。さらに最近の少子化現象に伴う人員削減により，教師

の多忙化はますます拍車がかかっている。子どもの問題が起こると，教師はその問題の

対応に奔走させられ，その多忙さが教師の心理危機を生み，バーンアウトからうつに発

展することも少なくない。 

Maslach & Jackson（1981）は，バーンアウト（burnout）を，長期にわたり人を援助

する過程で，解決困難な課題に常にさらされ，心的エネルギーが絶えず過度に要求され

た結果，極度の身体疲労と感情の枯渇を示す症候群であり，自己卑下，仕事嫌悪，関心

や思いやりの喪失を伴う状態であると定義している。バーンアウトは，教師・カウンセ

ラー・医師・看護師・介護福祉士などの対人援助職に特有のストレスを示す概念である。 

教師のストレスの中で，とりわけ「バーンアウト」が問題視されるのは，一人の教師

の疲弊やうつにとどまらず，教師の担当する学級の問題へ，そして学年の問題へ，さら

に学校全体の問題へと波及する可能性が大きいことからである。余裕がなくなった教師

同士に不信感が広がったり，互いを批判したり責任を押し付け合ったりという状況が生

まれる。このような教師集団の歯車の狂いは，子どもの問題をますます助長させ，対応

する教師たちがますます疲弊し，学校全体に教師の心理危機は広がり，学校の教育機能

そのものが危機に陥るという悪循環を招きかねない。 

現代の学校は一人の教師の心理危機が学校全体の危機に発展する可能性が潜んでいる

といえ，また，学校の危機が教師の心理危機を生み出す可能性があり，両者は密接に関

係しているといえる。 

しかし，同じような問題に直面しても，危機に至らない学校や教師がいる。一方，些

細な問題が危機へと発展して学校が危機的状況になったり，心理危機に陥ってバーンア

ウトやうつに陥ったりしてしまう教師もいる。 
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 本研究では，教師個人の心理危機や学校組織の危機を「ゆきづまり」や「破たん」と

いうより成長・発達（発展）を促進させる可能性が内在し，教師や学校組織の成長・発

達（発展）への転機や転換点と考え，自己変革，学校変革への葛藤の過程であるととら

える。 

 

 

第３節 ライフテーマと教師の心理危機 

 

 

１．ライフテーマの定義 

 

キャリア発達研究の Savickas(2005)は，個人が職業行動に意味や方向性を与える解釈

や人とのかかわりのプロセスをキャリアストーリーとして語り，その中で繰り返し語ら

れ，キャリアストーリーにまとまりを与えるものを，「ライフテーマ」としている。 

また，自伝的記憶研究の Csikszentmihalyi & Beattie(1979)は，成人の生活史の分析

から，子どものころに経験した問題の認知的・情動的表象がくり返し言及されることを

見出し，この記憶がその人の「ライフテーマ」となり，現実世界に対する認知や対処法

の基盤になっていると指摘している。本研究においてもライフテーマに着目している。 

しかし，本研究でのライフテーマとは，『教師個人のさまざまな生活領域の中で湧き上

がってくる比較的長く続く内発的動機づけに基づいた課題や達成目標』と定義し，彼ら

のライフテーマとは異なる。 

さらに，筆者のライフテーマは，Havighurst(1943）や Erikson(1963）の指摘するあ

る一定の年齢段階の特徴を総括的に把握した発達段階で達成しておくことが望ましい発

達課題でもなく，個人一人一人の年齢や生活領域における内発的な課題であり，個々人

によって異なるものである。 

筆者のライフテーマを具体的に記述すれば次のようになる。教師が社会生活をしてい

る中で生じるストレスや緊張，悩み，不安や葛藤などが大きくなると，教師自身の適応

的な生活や仕事に支障をきたしたり，身体面や精神面での不調を生じさせたりする。そ

うした状況を改善したり，解決したりしようとして教師自身の生活の中に特定の課題や

目標が生まれる，それらがライフテーマである。教師のライフテーマは，さまざまな生
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活領域の中で，いくつものライフテーマがあると考えられる。 

 

２．ライフテーマと心理危機の関係 

 

心理危機とはこれまでの自分，これまでのアイデンティティではもはややっていけな

い，というような体験であり，個人個人で異なるものである。岡本(2002）は，成人期の

アイデンティティを決定づける，「個としての自分（個としてのアイデンティティ）」と

「自己と他者との関係性の中で生じる自分（関係性に基づくアイデンティティ）」のバラ

ンスを重要視している。 

さらに岡本(2007）は，このバランスそのものが「自分らしい生き方」，つまりアイデ

ンティティの特質を決定している，としている。すなわち，教師のアイデンティティは，

教師としての社会とのかかわりの増大，ならびに，周囲との関係性を通した個人のアイ

デンティティの明確化に伴って，形作られるものであり，このアイデンティティのバラ

ンスは，教師として社会人として生きるうえで，また，教師の成長・発達のために重要

なのである。 

しかし，今，教師は厳しいストレスにさらされ，アイデンティティのバランスと統合

が難しい時代になった。その背景にあるのは，子どもを取り巻く環境や子ども自身の変

化による子ども理解の困難さ，学校のあり方自体が根底から問われるような教育の公共

的使命の揺らぎ，学校と教師を非難する世論，マスコミの攻撃などである。 

また，教育現場の管理体制の強化や成果主義の導入によるゆとりのない勤務状況，保

護者・地域からの過大な要求の存在，これらもますます教師の心理危機を大きくさせ，

教師のアイデンティティのバランスと統合を難しくしている。都丸・庄司(2005)は，教

師のストレスや悩みに関する研究において，教師は悩むことによってメンタルヘルスを

悪化させる一方で，悩みに対処し，自分で，もしくは周囲からの支えを受けながら悩ん

でいく過程が教師を成長，変容させると指摘している。言い換えれば，教職領域の場か

らだけでなく教職領域以外のさまざまな生活領域で感じる心理危機は，複雑に影響し合

いながらそれぞれの生活領域で一つのまとまったライフテーマとなり，ライフテーマの

達成や克服を目指した取組みが教師の成長・発達につながるのである。心理危機がライ

フテーマにならず大きな葛藤やストレスのまま大きな心理危機となって教師を覆うと，

社会生活や教師生活，教師活動の停滞や後退，さらには教師としてのバーンアウトや病
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気休職などを招きかねない。したがって心理危機からライフテーマが生まれたり，ライ

フテーマに取組む中で心理危機が生まれたりして，心理危機とライフテーマとは表裏一

体である。すなわち，心理危機をライフテーマととらえることもでき，ライフテーマへ

の取組みの中で新しい心理危機が生れたり，新しいライフテーマが生まれたりするとい

う繰り返しが生じる。そのためにライフテーマが変化・変遷する過程が教師の成長・発

達となるのである。 

教師の成長・発達には，教師自身の心理危機やライフテーマへの自己理解とともに，

教師自身の力量に合った克服への取組み方を自ら考え，実践する積極的な関与が重要で

ある。 

 

 

第４節 本研究の目的 

 

 

１．本研究の目的 

 

本研究は，教職領域に限定した教師の成長に関する研究ではなく，教職領域や教職以

外のさまざまな生活領域の中で生きる教師としてのトータルな理解に基づく教師の成長

に関する研究である。具体的には，教師を取り巻く環境との相互作用の影響をとらえな

がら，一人一人の教師の人生の中におけるさまざまな生活領域の中で生じるライフテー

マや心理危機に焦点をあてている。 

最初に，①長い教職生活を終えた教師のライフヒストリーを手がかりに，ライフテー

マや心理危機が教師の人生や教育実践，退職後の人生などにどのように関連付けられて

いるのかを明らかにし，次に，②管理職の立場から，教育現場で心理危機に陥っている

教師に対して，教師のライフテーマを理解しつつ，心理危機水準の軽減を試みて，アイ

デンティティの安定や成長を促した支援過程について事例を通して考察し，さらに，③

学校の管理職としての校長が，危機的状況の学校組織やうつ状態から休職をし，復職し

ても心理危機に悩む教師に対して，どのように支援をするのか，事例を通して検討する。

これらの研究結果から得られた知見を基にして，教師の心理危機や学校の危機に対して，

どのような理解をし，危機への支援や介入をすることが必要なのかを具体的に提案する
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ことが本研究の目的である。 

 

２．本研究の構成 

 

本研究は， 5 章から構成される。 

 第 1 章では，本研究の背景を説明した。第 2 章では，教師一人一人のライフテーマを

理解するために，退職教師の教職人生へのライフヒストリー・インタビューを通して，

個々の教師のライフテーマへの理解の仕方を明らかにした。第 3 章では，管理職のよる

心理危機にある教師への心理的・個別的な支援の仕方について，事例を通して明らかに

した。第 4 章では，校長による危機的状況の学校組織とそうした組織に所属する心理危

機にある教師への支援の方法について，事例を通して明らかにした。最後に，第 5 章で

は，本研究で得られた知見をまとめ，どのような研究上の貢献があるのかを明らかにし，

本研究の限界と今後の課題について述べた。 

 

３．本研究の意義 

 

学校組織に生きる教師が，どのような場で，どのような経験を重ねて教師としての職

業的な成長・発達していくか，ということを課題にした。 

教師の成長が，学校の教育実践により規定されることはいうまでもないが，直接の教

育活動をこえたさまざまな影響力があることは体験的に知られている。Cole & Knowles 

(2000)は「教えるという行為は教師が人として自分が誰であるかを表現し，それまでの

人生で身に付けてきた信念，価値観，経験が染み込んでいる」と考え，教師の成長を理

解するためには，教育実践そのものの理解は当然であるが，教師の個人史の文脈の中で

教師の私生活と職業的キャリアを関連付け，子ども時代を含む個人的な経験が教育実践

にどのように影響しているのかを理解する必要があると指摘している。 

また，Goodson(2001, 藤井他訳 2001)も，教師の職業アイデンティティ，教育観，指

導観は教育現場だけではなく，生活を通じて「人生」というスパンで形成されると指摘

し，これまでの教師の成長に関する多くの研究が，教師の実践に焦点が当てられていた

と批判し，成長の当人である教師の声に何よりも耳を傾ける必要があると主張している。
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これらの指摘は教師の全ライフコースを通じて，個々の教師の生活世界の内側から教師

の成長を理解する必要性を示している。 

さらに，教師の仕事は人と人との人間的かかわりが不可欠な仕事であり，特に人間と

してのトータルな成長・発達が必要な職業である。  

したがって本研究での教師の成長は，職業的な知識や技能などの成長・発達というこ

とにせまく限定せず，人間としてのトータルな成長・発達を考えていく。 

Faraday & Plummer(1979)は，個人の生活世界における「主観的真実」とその生成の「過

程」を解明する有効な方法としてライフヒストリー法をあげている。1980年代の欧米で

は，教師研究において教師の生活世界の内側から教職生活や教師のキャリアを捉え直す

機運が高まり，ライフヒストリー法が注目された。 

近年の日本の教師研究では，稲垣・寺崎・松平(1988)の「教師のライフコース」や塚

田(1998，2002)，久富(2003)，森脇(2004)，山崎・紅林(2001)，山崎(2005,2006)などに

よって，ライフコースに重点を置いた教職生活とキャリア形成に関する研究が進められ

てきた。こうした研究では教職生活全体を扱ってはいるが，教職の社会的性格の解明に

重点が置かれていた。つまり集約的な面接法などによって教師の視点で教職生活を描い

ているが，個人としての教師よりむしろコーホートの特徴の解明に焦点を当てていた。

そうした中で，高井良(1994)は，教師の成長のように個人の内面における主観的な側面

が重要な意義をもつ領域においては，ライフヒストリー法がその有効性を発揮すると指

摘し，教師一人あるいは少人数の教師の過去から現在に至る生活体験に即して丁寧に描

写するライフヒストリーに注目した。そして，Goodson(2001，藤井他訳 2001)や山崎・

赤沢・高井良・坂本（2003）は，一人一人の教師の語る教師の教育実践や地域・社会に

おける生活歴を含む個人史の全体を，さらに個人史を教師と共に編集・構成した教師の

個人誌（伝記），すなわちライフヒストリーを教師の成長・発達への理解の手掛かりとし

た。筆者も教師のトータルな人間的成長・発達を理解する手掛かりとしてライフヒスト

リーを重視した。ライフヒストリーは，いわゆる「語り」を重視しているが，近年，よ

く用いられているナラティブ（やまだ，2000；野口，2002；桜井，2002；藤原，2004）

という用語，語り手と聴き手の相互行為と，それによって生み出されてくる語り手の経

験の物語とは異なり，語り手と聴き手の共同作業で編集・構成するところがナラティブ

と異なる。 

ところで，教師の成長への支援を考えた場合，藤井(2011）は，教師が抱えている問題
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の種類によって教師の支援欲求が異なるとしている。 

また，溝口・辻河(2009）は，休職教師からみた職業アイデンティティの危機と再生に

ついて検討し，教師の職業アイデンティティの危機と再生を考えた場合，時間軸・教師

文化や職場間による違い，同僚性，さらには個人的要因や成育歴まで広範な範囲を考え

ていく必要があるとした。 

さらに，落合(2003)は，教師のバーンアウトが長期のプロセスにおける現象であると

とらえ，それゆえ，教師のバーンアウトの研究に質的研究の必要性を指摘し，とりわけ，

バーンアウトに焦点をあてた個々の教師のライフヒストリーを重ね合わせた解明の必要

性を指摘している。そして，田上・山本・田中( 2004）は，教師や学校組織によるスト

レス軽減のための方法について，教師のスキル向上と学校組織の再編成について分類し，

組織・個人双方向からのアプローチの重要性を指摘した。 

これらの指摘を総括すると，個々の教師のライフヒストリーから教師の成長・発達の

転機，転換点となるライフテーマや心理危機を理解し，教師のニーズに応じた組織や個

人への支援の方法を探ることは，教師の成長やメンタルヘルスの改善，向上に大きな意

義があると考える。 
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第２章 教師の成長とライフテーマに関する研究 

 

 

第１節  目的 

 

 

ライフテーマが教師の人生や教育実践，退職後の人生などにどのように関連付けられ

ているか，また，ライフテーマの克服や変遷が教師の成長・発達とどのような関連があ

るのかを長い教職人生を終えた 4 人の退職教師のライフヒストリーを手がかりに検討す

る。 

 

 

第２節  方法 

 

 

ライフヒストリーの分析には，ライフヒストリー・アプローチ(藤原・遠藤・松崎，2006)

を基にした分析方法を用いる。ライフヒストリー・アプローチは，すでに準備をした質

問に即しつつ教師への面接を行い，教師と筆者が，ときには即興的で対話的なやり取り

を交わし，教師の語りを聴き取り，ライフヒストリーを作成する。筆者はライフヒスト

リー・アプローチを２回行い，教師の語りやその意味の確認を教師と筆者との共同で行

い，視覚的に確認することが可能な図式(暫定的なライフヒストリーⅠ，Ⅱ)を作成し，

さらにテーマを確かめてライフヒストリーを作成した。この作成は，①人生全体をトー

タルに見直し，エピソードの関連付けや修正，深化を図りやすくする，②他の教師が自

らの経験世界を重ね合わせ，自分の新たなストーリー(意味付け)を生み出す可能性があ

り，教師研究における意義があると考えるからである。こうして作成したライフヒスト

リーを分析の基礎資料とした。 

ライフヒストリー研究(Goodson , 1992 ; 藤井・山田訳2001;Goodson & Sikes , 2001,

高井良・藤井・山田・白松訳 2006)において，面接は語り手と聴き手による相互行為的

なものである。すなわち，両者の関係性や聴き手の問い方などが，語りの内容を多様に
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変化させる可能性が高い。ある教師の語りが可能な限り，その教師自身の主観的事実に

近づくためには，聴き手と語り手の関係性が一つの重要なポイントになる。そこで，本

章では面接対象教師と筆者とのポジティブな関係性を重視した。 

 

１．面接対象 

 

対象教師は人生や教職人生を客観的に振り返ることが可能で，内的真実を率直に語り，

なおかつ，プライベートやデリケートな内容の公表を承諾した退職教師 4 名に依頼した。

4 名のプロフィールは Table 2 に示した。 

      

Table 2 教師４名のプロフィール 

 

     

 

 

Ａ教師 Ｂ教師 Ｃ教師 Ｄ教師

性別 女性 女性 女性 男性

出身大学
学部

短大
初等教育科

法学部 教育学部 文学部

勤務校種 小学校 小学校 中学校
中学校

教育支援センター

勤務年数 35年 38年 38年 35年

役職
及び
分掌

学年主任
(15年）
教育相談

学年主任
(18年）
図書主任

学年主任
(17年）
教育相談

校長(6年）
教頭(4年）
進路指導主事（4年）
学年主任（5年）

指導主事(3年）

専門教科 音楽 社会 国語・家庭科 国語

教職への動機
女性としての自
立した仕事

女性としての自
立した仕事

女性としての自
立した仕事

当初の就職に限界を
感じ，転職

退職後の方向
公立相談室の
発達相談員

公立小学校
学習支援講師

大学院
（心理学）

私立高校
渉外担当
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２．面接の時期と場所 

 

面接実施は，200X 年 6 月と 9 月の 2 回，面接の場所は筆者の勤務した小学校の相談室。

第一面接は 3～7 時間，第二面接は 2～3 時間，2 回の面接は筆者が担当した。 

 

３．面接の方法とデータ分析の方法 

 

第一面接では，「あなたの60年余りの人生を背景にした教師としての成長や変化，その

背景と思われることをお聞かせください。もし教職生活をいくつかの章に分けるとした

らどのように分けますか，区分した章にタイトルを付けてみてください。それらのタイ

トルの生まれた背景なども教えてください。」と，誕生してから現在(約60年間)までの年

齢スケールを書いた用紙を見せて始めた。この用紙の使用はこれまでの人生の流れや時

期を想起しやすくするためである。面接では教師が語りやすいように録音は取らず，筆

者が聴き取って記述した。その語りを筆者が学校領域，家庭領域，その他の3つの領域に

分けてエピソード化し，次にエピソードを図式化し暫定的なライフヒストリーⅠを作成

した。約2か月後にライフヒストリーⅠを提示して「あなたの教師としての変化や成長に

さらに付け加えることなどがあったら教えて下さい」と伝えて始め，エピソードの関連

付けや意味の確認を行い，エピソードの関連付けや意味の確認を行い，エピソードの修

正，深化を図り，教師と筆者との共同で暫定的なライフヒストリーⅡを作成した。さら

に，ライフヒストリーⅡを基に，教師と筆者との共同で教師のライフテーマを確かめて，

最終的な教師のライフヒストリーを作成した。エピソードの内容が２つの領域にかかわ

る場合には，中心となる内容の領域に分布し，エピソードには語られた順序に番号を付

けた。このライフヒストリーでのライフテーマは，教職領域と教職外の領域でのライフ

テーマと，これらの二つの領域のライフテーマのコアとなると思われるライフテーマ，

これを中核テーマと名付けて三つの帯に分けてライフテーマの変遷を記述した。各教師

の暫定的なライフヒストリーⅡは，Figure 2.1～Figure 2.4 に，ライフヒストリーは，

Figure 2.1.1～ Figure 2･4･4に示した。ライフヒストリーは教師の生活世界からの教

師としての成長を捉え，理解する有力な基本資料とした。この資料は，教師と筆者との

共同で確認をし合いながら作成した。考察についても，それぞれの教師が確認をした。 
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４．倫理的配慮 

 

４名の教師には，事例研究について研究の背景と目的の説明を行い，プライバシーの保護，

事例研究に協力することによる不利益は発生しないことを説明し，同意の署名を得た。 

また，ライフヒストリー・インタビューでは，再び開始時に再度，意志の確認を行った。４人ともプラ

イベートやデリケートな内容の公表を承諾した教師であるが，事例内容については，内容

が損なわれない程度に一部改編し，倫理的な配慮を行った。 

 

第３節  結果 

 

 

  各教師のライフヒストリー内のライフテーマを『 』で示す。 

 

１．Ａ教師のライフヒストリー 

 

Ａ教師（以下，Ａと表記）の暫定的なライフヒストリーⅡは，Figure 2.1 に，ライ

フヒストリーは，Figure 2.1.1 に示した。Ａのライフテーマは 11 テーマ存在し，それ

らの領域別内訳は，教職領域に，『基本的力量形成』，『児童理解の力量形成』，『教師とし

ての再生』，『教育相談専門性の獲得』，『校内教育相談体制づくり』の５つ，教職外の領

域に，『職業選択』，『自分の子どもをもつ』，『女性としての再生』の３つ，中核テーマと

して，『経済的自立』，『父親からの精神的自立』，『教職体験を生かした社会貢献』の３つ

であった。 

Ａの家は代々教員が多く，旧家であった。Ａの両親も教員，Ａ自身も子ども時代から

教員の仕事に就こうと考えた。男性優位の社会では，男女平等が原則の教職を選んだ『職

業選択』。しかし，若くして校長となり確固とした教育論をもつ父の重圧を逃れ，郷里を

離れて就職した。父と対等に語り合える教師への成長『父からの自立』が，青年期から

の中核テーマとなった。Ａは，児童理解の優れた教師になるには，母となって子育てを

することが必要であると考えていた。そのため『自分の子どもをもつ』ことが重要だっ

た。しかし，何年たっても子が授からず，児童理解の劣る教師というコンプレックス，

それがすなわち心理危機となった。管理職や周囲の教師の並々ならぬ支援を受けて，心
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理危機を克服するために出産に備えて心臓手術をしたり，41 歳まで不妊治療をしたりし

たが効果はなかった。子どものできない自分が受け容れ難く，教師としても，女性とし

てもアイデンティティの危機に陥った。危機を乗り越えるためにむさぼるように本を読

み，講演会に出掛けたり，カウンセリング研修を受けたりした。カウンセリング研修で

は，一つの価値観にとらわれていた自分が見直され，子どもの有無ではなく，力量形成

への努力が重要だという考えに至り，積極的に研修を受け続けた『教師として・女性と

しての再生』。研修で学んだことは，楽譜の読めない児童にも理解できる音楽の授業づく

りや崩壊した学級の心の再生に生かされ，Ａの生徒指導・教育相談の力量は周囲から高

い評価を受けた。この時期にはすでに教師としての肯定的な自己が形成され，父と対等

に教育論を交わせる教師としてのアイデンティティの形成となっていた。 

40 代半ばには上級の教育相談研修を継続し，校内の教育相談体制づくりに熱心に取り

組み，効果を上げた。40 代後半には管理職らの推薦で，大学院で教育臨床学を学ぶ機会

に恵まれ，より専門性を高めた。修了後，さらに研修意欲は高まり，50 代には生涯にわ

たって心にかかわる仕事に携わろうと考え，次の中核テーマ『教職体験を生かした社会

貢献』が始まっていた。Ⅵ小学校では，管理職の理解が十分に得られず，職員やスクー

ルカウンセラーと協働した相談体制づくりは進展せず苦しんだ。父の死で高齢の母が独

りになり，また郷里の公的機関から専門性を生かせる仕事の依頼があったので，55 歳で

早期退職をした。現在，Ａは研修を積極的に継続しながら発達相談の仕事に従事し，豊

かな教職経験をかわれて，幼稚園や保育園，小・中学校，高校までの現職教育の講師に

出掛けたり，大学での講義や地域の子育て講座などを担当したりしている。 

二回目の面接後に，Ａは教職人生を振り返り，私の教師人生は教師である父を乗り越

えようとする旅だった，と語っている。Ａの生徒指導・教育相談の力量形成，すなわち

教師としての成長は，父という教師を越える教師アイデンティティをもつことであった。

すなわち，青年期の中核テーマ，『父親からの精神的自立』を主軸にして，教師になって

からの学校領域や家庭領域のライフイベント（結婚，不妊治療，治療の破たん，ある教

師との出会いなど）から生まれたライフテーマの克服や心理危機を乗り越える一つの方

向が，教育相談との出会いであった。教育相談の専門性を獲得して学校運営に携わるこ

とは，Ａの求めていた教師アイデンティティの形成であり，そのプロセスが教師として

の成長のプロセスとなった。 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

結婚 繰り返す流産 不妊治療開始 治療終結

　 不登校の増加

Figure 2.1   A教師の暫定的なライフヒストリーⅡ

Ａの命名

した時期
教師入門 教職と家庭の基盤づくりの間で苦悩

勤務学
校期

教　職　以　前 Ⅰ　小　学　校 Ⅱ　小　学　校 Ⅲ　小　学　校

教師・女性としての再生

学
 
校
　
領
　
域

家
　
庭
　
領
　
域

そ
の
他
の
領
域

ライフイ
ベント

年　齢

歴史・社
会・文化

男性優位の社会
1972
勤労婦人福祉法

1975

育児休業制度

1985

男女雇用機会均等

（1） 教員一家

（10) Ｎ市の小学校教諭として採用

（4) 短大初等教育科，音楽専攻

（6) 保育士，幼稚園・小学校教諭の資格取得

（30）通勤に便利な

場へ転居

（15) 教師が互いに学び合う風土

(31) 通勤に便利な学校へ転勤

（25) 自分の子どもが欲しくて手術を決意

（24） 主治医に，出産するなら心臓手術を

勧められる

(11) 環境のよい中規模校

（16) 主任・同僚から細やかな指導

(23) 検査入院

（12) 新任教師にも敬意をはらう地域環境

(35) 不妊治療に通う

( 43) 養護施設の子ども達が学びに来てい た

(46) 教育臨床研修，受講開始

(40) 教職の継続，医師・看護師の助言

（22） 流産を繰り返す

(34) 管理職や同僚の配慮あり

（8） 女性の自立した仕事，教職

（17） 自分の指導法に自信をもつ

( 41) 渇いている自分への悩み
（18） 教員同士の結婚

は避けた

（14) 優秀な教師が多かった

(45) 研修受講の契機，子どもがいないので

理解ができないと，思われたくない

(47) 子ども達とかかわるには，保護

者との関係や心の理解が大切と強く

感じる

(49) 不妊治療は，受け容れがたいものを受け容れる体験になり，新しい価値

(39) 治療は，40歳

までと決めた

(50) 単一の生き

方をやめよう
(37) 子どもが欲しい，教師

(36) 結婚，出産し，子育て

を通して人間は成長すると

いう考え

（9） 一族から離れるため，県外の教員採用試験

（７) 教育実習の指導教官が私の教師モデル

（3）学校の話題が嫌だった

(20)夫の父親は教師

（13) 文部省の研究指定校で，授業研究活発

（2１） 体調が悪い

（26） ３年目に３年副担任，11月に手

術，完治して1月に復帰

(51)

不妊治療

終了

(27) ４年目に担任に復帰

（28) ５年目，Ｅ校長から

通勤に便利な学校への転

勤を勧められた

（29） 理解ある管理職に恵ま

れた

(32)

高学年の担任

(38)

教職継続，管理職の助言

(48) 人生をどう生きようか悩み続けた

(42) 答えを求めて，読書や講演会に行く

(52) 「心の仕事」

にかかわる準備と

なる

(86) 父は裁判官のように

怖い感じ

（90） 母の実家の厳しいしきたりが嫌だった

(94) 

父，校長就任 (105)  父の退職

(83) ピアノ演奏の稽古(～47歳）

(107) 父と教育論をよく交わした

(93) ヤマハの音楽研

修受講

(96) ２8歳から10年間ほどオルフ音楽教育(体も楽器に見立てて表現をする音楽教育)を習う

(102) 治療中の仲間と交流，いろいろな考え方に触れる

(106) ４年ほど，文化センターの教師のためのカウ

ンセリング研修講座など数々を受講

第１面接での番号（ １～ ７９ ）

第２面接での番号（ ８０～１２８ ）

(85) 父の教育論 「教育は教科を通した

(87) 常に父に縛られていた

(88) 母の祖父は町長，父は私が２０代のとき に校長になる

(89) 母の実家は，古いしき

たりを重んじる旧家

（91) 母は教職に専念，私は祖父母に育てられた

(81) ２人の弟も郷里を離れ，

Ｎ市で会社員

(84) 父親は冷静沈着

(80) 祖父母，叔父や叔母も教師

( 33)

産休，子育て中の若い

教師多い

(98) 目覚めたとき 「やった」と心の

中で思った

(99) なんでもチャレンジしよう

(97) 手術室で目覚めたのは珍し

いと医師に言われた

(100) 心臓が

完治，自信

がつく

( 101)

がむしゃらに生きよう

(104) 人を大切にすることは，生命を大切にすることだ

(103) 生きることができない多くの子ども達に出会う

（19） 見合い結婚

（96)

５年目，管理職や

上司，同僚に配慮さ

れて教職を継続

（5) Ｇ市の教育大で教育実習

（2） 家族や親戚，学校の話題多し

(44) 施設の子ども達へかかわり方を

学びたい

（82） 父の呪縛から離れるため，県外への就職

(92 ） 母を身近

に感じたことが
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

大学院 父の死 管理職の不理解

Ⅴ小学校 Ⅵ　小　学　校

教師としての充実・発展 自己実現の場を求めて退職

Ⅳ　小　学　校

　　　2001

S.C.活用事業
2002 総合的な学習

　　　完全週5日制

1992

生活科，家庭科男女必修

(53) 生活指導や学習指導の困難な地域

(67) 父の死

(72) 郷里から相談関

係の仕事の誘い

(58)Ⅳ校長に信頼され，校内の生

活指導・教育相談体制作り

(55) 研修で，自己吟味促進

(54)カウンセリング研修，次々

受講

(66) 小学校の統合，

転任

（75) 早期退職決意
(79)

退職

(63) ねばならぬ

志向からの脱却

(64) 大学院での学びを校内で活かしたい

(70) 教師の仕事が好きだと強く実感

(57) 人生に無駄はない

(78) 自分の直面する出来

事から逃げてはいけない

(77) すべての経験は人生で用

意されている，無駄はない

(61) Ⅳ校長の推薦で大学院受験

( 71) 校内でシステマティックに

かかわりたい

(76) 残された人生を自

分らしく生きる

(73) 郷里の仕事は，

教師経験と大学院

の学びが生かせる

(74) 高齢な母親心配

(68) 母，郷里

で一人暮らし

(60) 研修指導者に大学院での

学びを勧められる

(62) 大学院で教育臨床学ぶ

(112) 研修指導者との出会いが，教

師人生の方向性を大きく変えた

４年ほど，文化センターの教師のためのカウ

ンセリング研修講座など数々を受講

(116) 大学等で行われるカウンセリング研修受講を継続

(113) 楽譜の読めない子

ども達ができる音楽授業

の実践

(126) フリーな立場で，校内教育相談体制作り

に着手できるなら，退職しなかった

（114) カウンセリング研修の成果が，

音楽授業実践に生かされる

(115) 子どもの人権を尊

重した学級経営を教育研

究論文にした

(109) 父に似てきたと母が言う

(120) 父の残し

た学校経営の

記録を読み，教

育理念や実践

に感心

(123) 退職した元校長に校内の分掌上の役割の相談をし，現任

校の校長に希望を申し出た

(121) スクールカウンセ

ラー(S.C.)との協働作業

(119) 心の安定

(117) 統合で揺

れる職員，子ど

もや保護者の心

のサポートがで

きた

(118) 地域環境

を考慮したサ

ポートの重要性

を理解

(127) 弱点があると

いうことは，幸せなこ

とだと今は思える

(111) 日常生活の対人関係の大切さ実感

(122) S.C.と職員との調整役

として活動できた

(124) 希望は受け容れ

てもらえなかった

(59)教職員や保護者からの

厚い信頼

(65) 管理職の理

解が得られない

(69) 管理職，教育相談を必要としていない

(125) 担任なしのフリーな立場での配

置は可能であったと思う

(56) 研修，教師としての自分の再発

(110) これまで出合った人

達が，私の逆境を支えてく

れた

(108) 父と対等に語り合える
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２．Ｂ教師のライフヒストリー 

 

Ｂ教師（以下，Ｂと表記）の暫定的なライフヒストリーⅡを Figure 2.2 に，ライフ

ヒストリーを Figure 2.2.2 に示した。Ｂのライフテーマは 13 テーマ存在し，それらの

領域別内訳は，教職領域に，『基本的力量形成』，『児童理解の力量形成』，『教師としての

再生』，『キャリアコース選択』，『信頼される学級・学年経営』の５つ，教職外の領域に，

『職業選択』，『女性としての生き方の選択』，『母への介護』，『女性としての再生（心の

中の家族をもつ）』の４つ，中核テーマとして，『経済的自立』，『母からの精神的自立』，

『父親からの精神的自立』，『教職体験を生かした社会貢献』の４つであった。 

Ｂは，両親の深い愛情に包まれ自立心旺盛に育った。父は人望のある努力家，母は対

人関係能力が高く，誰からも慕われる優しい人であった。こうした理想的な『両親から

の自立』が，Ｂの青年期からの中核テーマとなった。 

大学の法学部で経済学や法学などを学び，就職は法律の仕事を目指したが，当時の男

性優位の社会では女性の採用枠はなかった。Ｂは小中学校時代，土地の有力者の娘とし

て教師たちのえこひいきを受けたことが，教師へのネガティヴな体験となっていた。そ

のため最も避けていた職業ではあったが，男女平等が原則の教職を選んだ『職業選択』。

こうした経緯が他の教師より未熟な教師というコンプレックス，すなわち心理危機とな

ったが，周囲の管理職や同僚教師，父母の温かい支援に支えられて，『基本的な力量形成』

に積極的に取組むことができた。 

Ｂが 32 歳のとき，母が発病し，十年余りという母の余命を医師から告げられ，予定し

ていた結婚を取りやめ，教職『女性としての生き方の選択』と『母への介護』に専念す

ることにした。母の余命は，『児童理解の力量形成』に拍車をかけた。次々に教育相談研

修や不登校セミナーを受講し，生徒指導・教育相談の力量が高まり，教師としての充実

感を感じた。 

42 歳での母の死は，喪失感が大きく，生きる気力を失い，アイデンティティの危機に

陥る。しかし，数年後，児童たちとの関係性の中に自分の拡大家族の存在を見出し，ま

た，母を感じさせる女性管理職とのかかわりを通して，実母との間で未完であった心理

的な対話が達成される『女性(心の中の家族をもつ)としての再生』『教師としての再生』。 

学校では，不登校児童などの指導や他の教師への適切な指導や支援を行い，周囲から

厚い信頼を得る『信頼される学級・学年経営』。校長に管理職コースを何度も勧められる
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が，子どもたちとの関係性を重視し，勧めを断る『キャリアコース選択』。 

Ｂが 50 歳のころから父は体調を崩したが，温かい対話が父と繰り返された。53 歳で

迎えた父の死は穏やかに受け容れられ，青年期からの中核テーマ『両親からの自立』が

克服される。50 代にはすでに，次の中核テーマ『教職体験を生かした社会貢献』への取

組みが始まっていた。次の中核テーマへの取組みが，50 代の教育実践や生活をさらに充

実させた。現在，Ｂはいくつもの学校や地域の施設で，子どもたちのさまざまな学習の

支援講師をしている。 

二回目の面接後に，Ｂは，「私は母からなかなか自立できなかった人だったのですね」

と，語っている。Ｂの生徒指導・教育相談の力量形成，すなわち教師としての成長には，

とりわけ，子ども理解や対人関係の優れた母，そして周囲から信頼された父を乗り越え

ることが大きな原動力になっていた。すなわち，青年期の中核テーマ『両親からの自立』

を主軸にして，教師になってからの学校領域や家庭領域のライフイベント（母の介護母

の死，子どもたちやある教師との出会いなど）から生まれたライフテーマの克服や心理

危機を乗り越える一つの方向が，教育相談との出会いであった。 

教職に就き，母という存在は生徒指導・教育相談の力量形成に強く結び付いた。その

ため母の発病や介護，母の死というライフイベントは，強烈に教職や私生活での新たな

ライフテーマを生み出し，ライフテーマ達成の進展を大きく促進させたり，阻んだりさ

せる心理危機に出会っている。しかし，それらの心理危機を克服して，生徒指導・教育

相談の力量が高く，信頼され，子どもの心に寄り添い続ける教師というアイデンティテ

ィを形成している。退職後にもそのアイデンティティは継続され，実践されている。 
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勤務学校期

Bの命名し

た時期

年　齢
23 24 25 26 27 28 29

ライフ

イベント

歴史・社

会・文化

Figure 2 .2　B教師の暫定的なライフヒストリーⅡ

男性優位の社会

教育大学出身多い教育界

1972

勤労婦人

福祉法

法律関係への就職断念

学

　
校

　
領

　
域

家
　
庭
　
領
　
域

そ
の

他
の

領
域

心構えを学んだ時期

教　職　以　前 Ｉ　小　学　校 Ⅱ　小　学　校

(2）両親，よき理解者

（8）法律関係女性採用なし

（15） 高校時代不登校，部落出
身の先生の言葉で再登校

（10）父，土地の有力者

（12）高校教師から小学校教師

（19）研究推進指定校

（21)Ⅰ１校長の配慮

（25）早朝出勤，深夜帰宅

（20)主任同僚教師の指導

（26）父から「仕事を
辞めてくれ」

（30）職員から社会人

マナー学ぶ

(22)通信教育

受講

（28） 図書主任，図書
室整備

（27）司書教諭資格取得

（3)法学部進学 （97）勤務終了時間

早さに驚く

（92）主任の指導戸惑い

（94）仕事の悩みを母が支えて
くれた

第1面接での番号（ １～ ８６）

第2面接での番号（８７～１２８）

（93)主任の影響

（14)教師にならない

（１）超未熟児，両親の深い愛情での

びのび育つ

（4)男女平等

（5)憲法・法律への関心

（6)精神的自立＝経済的自立

（7)大学院より就職

（9）男女平等，教職選択

（11）就職県外受験

（13)教師のえこひいき

（87）父，人望厚く，努力家

（89）部落民の子どもへの母
のかかわり方に感心

(88)「お米とぎ」の役割，
両親に感謝

（91）校務
主任の指

導

(95）Ⅰ２

校長転

任相談

（96）新卒３年目から，卒業生の作文が指導法の見直

（128）就職後，学生時代の友人と疎遠

（16）ひいきしない

（17）子どもを 裏切れない

（18）一年頑張る

（24）人並みな教師になりたい

（23)多くの配慮で頑張れた

（90）Ⅰ２校

長の指導

(100) ピアノ演奏を習う

（29)校長の見守り

（

（98)１年から２年
持ち上り担任

（99）職場の対照的な

人間関係から学ぶ

（44）結婚を考える相手と交際
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30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

母の発病・介護






1980

中学校内暴力激化

不登校の増加

1985男女雇用機会均等法

1988初任者研修制度

         母の死

児童や保護者との関

係性

力量形成・個性化期

Ⅲ　　小　　学　　校 Ⅳ　小　学　校

（56）Ⅲ校長に

介護の転任相

談

（45） 母，脳腫瘍で闘病生活
（57）母の死

（47）毎日，病院通い

（48）病院内での生と死，離婚など，様々な人生，生きる大変さを見る

（65）母「やってあげられる方が幸せ」

（58）死にたかった

(101）障害児
を避けていた

（103） 母から私の子ども理解を諭される

（115）卒業生に手作りの巾着袋

（102）母の自閉症児へ

の対応に再度感心
（50）母との旅行

（67）毎夏，東京開催「不登校の夏季セミナー」受講，退職まで継続

（42）10年目，教師生活や生き方の分岐点

（39）教育臨

床相談特別

研修会（36）中堅教員研修会
（37)教育臨床相談研修会

（35）障害児相談研修会

（38）学校カ ウン

セリング研修会

（43）５･６年の担任多くなる

（104）看病と教育活動，頑張れたのは両親の深い愛情

（51）リンゴ売り，多
くの人の親切

（60）心機一転，転勤

（32）障害児学級担任の見方・考え方

（68）不登校の研修会に参加，心が膨らみ充実感

（46）結婚せ

ず，介護に

専念決意

（49）医師や看護師，多くの人に助けられ励まされる

（55）仕事，研修受講多いが，充実感

見直しの資料，退職までに１８冊

(33)障害児との出会い，指導法見直しのきっかけ

（41）生涯研修すべき

（34）研修受講のきっかけ

（31)自閉症児にカ ルチャーショ ック
（70）理論に支えられた指導力の必要

（54）「できるときに，人のために生きよう」と決意

（52）寺の高僧と母の対

話に感心

（53）「人はいろいろな人に支えられて生きている」

（66）母の私への配慮が忘れられない

（75)転任，卒業生保
護者駆けつける，教

師の喜び

（59）私を慕う
子どもたちに

救われる

（74）介護や研修，学
年経営に頑張れた

交際
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45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

父の死

　2001

 S.C.活用事業

2002

総合的な学習

学校完全週5日制

母を感じるＶ

教頭（校長）

との出合い

Ⅵ　小　学　校

円熟期

Ｖ　　小　　学　　校

発展期（互いを高めあう人間関係）

（61）Ｖ教頭と出会う （63）学年主任や図書主任

（83）優良教員表彰

（77)これまで体験しなかった経験

（86）
社会貢献

に向かっ
て，充電

（85）
退職

（107）ドメスティック・バイ オ
レンスの親子Ⅰ

りの巾着袋

（113） 「不登校ｾﾐﾅｰ」の学習成果，実践に生きる

（119）先輩から退職

後のアドバイ ス

（108）人への
援助のために

運転免許取

得

（125）大学仲良し４人組の再会，楽しい会話

（126）大学時代の同窓会，交流が再開

（7１）Ｖ校長（Ｖ教頭）の退職

（114) 同僚たちと語り合い，職員間の調整役

（79）教職員・保護者からの厚い信頼

（80）Ｋ教頭と出会う

継続

（76）父の
死，穏やか

に受け止め
る

（40）教育臨床相談特別研修会

（72）Ｖ校長「あなたは一番信頼

できる先生」うれしかった

（106）時間の許す限り，心を尽くしてかかわり，教師としての充実感

（116） 父と穏やかで温かい交流ができた

（117）父入院，仕事をする私を気遣う父

（109）運転講
習で辛い涙，子

どもの視点学ぶ

（110）免許取

得で，母の言

葉を実感

（118）相続問題，

愛情深く育ててく

れた両親へ感謝

（124）今後の

生き方確立を

意識

（127）大学時代の仲間との交
流の楽しさ

（122）英会話，できない子
どもに共感

）心機一転，転勤

（64）運転免
許取得

（78）５・６年生の学年主任や図書主任

（105）管理職コース断る

（120）退職後の自分づくり，さまざま
な学習開始

（84）いつも人
に支えられた

（81）年を重ねる素晴らしさ

（82）自分自身を誇りに思う

（62)Ｖ教頭に見守られ，頑張れた

（69） これまでは強いコンプレックスを 感じていた

（112）ドメスティック・バ

イ オレンスの親子Ⅱ

（123） 学ぶ辛さを子どもたちに伝える

（73）「信頼される人間」でありたい

（121)英会話等を学び始め，退職後も継続
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３．Ｃ教師のライフヒストリー 

 

Ｃ教師（以下，Ｃと表記）の暫定的なライフヒストリーⅡを Figure 2.3 に，ライフヒ

ストリーを Figure 2.3.3 に示した。Ｃのライフテーマは 12 テーマ存在し，それらの領

域別内訳は，教職領域に，『基本的力量形成』，『子育てを通した力量形成』，『キャリアコ

ース選択』，『キャリアに応じた専門性の獲得』，『校内教育相談体制づくり』の５つ，教

職外の領域に，『職業選択』，『子育てと仕事の両立』，『夫や義父との関係』，『人生の再出

発』の４つ，中核テーマとして，『郷里（父）を離れ経済的自立』，『郷里（父）からの精

神的自立』，『教職体験を生かした社会・郷里への貢献』の３つであった。 

Ｃの郷里は古いしきたりの残る土地柄で，Ｃの父は家業を継ぐために自分が望んでい

た高等教育への進学を親から許されなかった。Ｃは，4 人きょうだいの長女，小学生時

代から成績優秀，負けず嫌いで努力家，上昇志向が強かった。Ｃは自分の能力を自由に

発揮できる場で自立した生活をしたいと，『郷里からの自立』が青年期からの中核テーマ

になった。 

郷里では女性の大学進学は希少だったが，父が積極的に賛成してくれた。男性優位の社

会では，教職が有利だと考え，教育大学に進学し，就職は遠く地元を離れて中学校の教

師になった『職業選択』が，教育現場は男性中心の運営であった。 

28 歳で結婚し，長女を出産した年に育児休業制度が施行されたので，その制度を利用

して 3 人の子育てをした。出産休暇や育児休業中の，母，教師，女性，妻としての役割

体験は，生徒や保護者への共感性や生徒理解などの力量を高めることになった『子育て

を通した力量形成』。子育て中のＣであったが，管理職志望の彼女は,管理職に教育研究

活動を勧めてもらいたかった。しかし，勧めはなく，学閥の異なる自分には勧めはない

のかと思い，自ら生徒指導の研究に応募した『キャリアコース選択』。 

３回目の育児休業を終え(40 歳)，自分の人生がこれから始まると感じた『人生の再出

発』。このとき，若い男性教師が 50 半ばの女性教師に，大した仕事をしていなくても給

料がたくさんもらえていいですねと，話しかけているのを聞き，『キャリアに応じた専門

性の獲得』の必要性を痛感した。仕事と家庭の両立の大変さの中で，復帰したⅡ中学校

は校内暴力で荒れていて，Ｃは不登校生徒の担任となった。適切な対応のために生徒指

導や教育相談の学習を始めた。教育相談研修では，自己や他者，事実への理解の仕方が

変化し，学校や家庭内での人間関係への理解の仕方が変化した。周囲の人達の存在があ
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るからこそ自分の存在に価値があると気付き，『子育てと仕事の両立』や『夫や義父との

関係』の悩みが改善された。自ら積極的に上級の教育相談研修を受けて，『校内教育相談

体制づくり』の推進役となった。この成果が認められ，教育センターの講師になる。こ

のころには自分はトップを支える役割を得ているときに，自分の能力が最も活かせると

いう自己理解に変化していた。 

40 代後半に義父や父を亡くし，51 歳には夫婦で自宅を購入して，父や郷里から自立で

きたと感じた。50 代にはカウンセラーの資格を取得し，管理職の理解のもとに，スクー

ルカウンセラーらと協働して校内の教育相談体制を機能させ，周囲からの厚い信頼を得

た。さらに専門性を高めて退職後に地域社会や郷里に貢献しようと，大学院(臨床心理学)

への進学を目指し，退職前に合格した『教職体験を生かした社会・郷里への貢献』。現在，

ある中学校の学校運営の相談役をしながら，大学院での研究活動を行っている。 

二回目の面接後に，Ｃは，何か故郷のためにもなるような社会貢献がしたい，と語っ

ている。Ｃにとって故郷は父，自分の能力を自由に発揮できなかった人生，と重なる。

そのため故郷を離れて教師として成功することが，大きなライフテーマとなり，その中

でいくつかの心理危機と出会い，それらを乗り越える取組みが，成長への強い原動力と

なっていた。すなわち，青年期の中核テーマ，『郷里（父）からの自立』を主軸にし，教

師になってからの学校領域や家庭領域のライフイベント（結婚や子育て，義父への介護，

ある教師の教師としての望ましくない発言や生徒との出会いなど）から生まれたライフ

テーマの克服や心理危機を乗り越える一つの方向が，教育相談との出会いであった。 

努力家で上昇志向の強い C は，当初，管理職コースの志向であった。しかし，学校や

家庭で生じるライフイベントが重なり，いくつかのライフテーマが重なりあい，ライフ

テーマ・心理危機を乗り越えるために学んだ教育相談が，自己や他者，事象への理解を

変化させた。管理職志向から専門職志向へと転換し，教育相談の専門性を生かして学校

運営に携わる教師アイデンティティを形成している。より専門性獲得への意欲と取組み

を通して，Ｃの教育相談の力量が教育現場で発揮され，退職後も教育への貢献を継続し

ている。 
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結婚

Figure 2.3　C教師の暫定的なライフヒストリーⅡ

Ｃの命名した

時期
新米時代・無我夢中 力量形成期・子育ては親育て

勤務
学校期 教職以前 Ⅰ中学校 Ⅱ中学校

新しい出発の時期

27 28 29 30 31 32年　齢 22 23 24 25 26 41 4233 34 35 36 37 38

学
　
校
　
領
　
域

(5) 精神・経済的

自立

(10) 古いしきたりの郷里を出

て，他県の採用試験

(13) 男性教師中心

      女性教師軽視
(19) 大規模校おおらかな校風

39 40

(6) 女性の自立した

職業，教育大進学

(11) 2人の弟も県外の

大学を目指す

(14) 管理職コースを目指す

男性教師多し
(35) 担任として一人

一人を大切にしたか

かわり

(40) 不登校女子生徒担任

      内面理解に試行錯誤(21) Ⅱ中の自主研究会入

会，刺激を受ける

(29) 夫の言

葉で辞めず頑

張れる

(38) 復帰，校内暴力激しい

(20) 生徒・教師もおおらか (39) 3度目の復帰

(12) 他県の中学教員 (15) ６年間，無我夢中で頑

張る

(7) 郷里では，女性

の大学進学希少

(41) 若い男性教師の言葉にショック
(82) 小４から勉強に自

信
(22) 育てること好き (46) 理論を学ぶ原動

力は体験型人間だか

ら
(8) 父は大学進学

賛成
(83) 運動面の弱さ

で優良児童表彰

「村長賞」を逃す

(43) 研修を受け実力を身に付けよう

(9) 郷里の教育学

部に入学
(44) 生徒指導教育派遣員応募

(45) 管理職には研究を勧めて貰え

ないと思う

(16) 「土曜会（国語研究会）」

に入会
(42) 経験に応じた実力がないと惨め

(23) 育児休業制度開始

　　　３回制度活用

(89）「土曜会」雰囲気が嫌い (102) 学閥がある

ので，管理職コー

ス無理

(87) 他人に強く認

められたい (48) 研修の指導者が私

の教師モデル

(85) 中２でオール５ (84) 中学は運動面

にも努力
(17) 研究論文書かない

(86) 小学時代から努

力家
(47) 教育臨床研修受講

(88)上昇志向強い

家
　
庭
 

領
　
域

(30) 3人も子どもがもてたの

は制度があったから
(1) 実家はクリーニング店 (90) 休日は，同僚とボーリン

グやスキー
(18) 見合

い結婚

（24)

長女誕生

(25)

長男誕生

(26)

次女誕生

(31) 子育てで教師の仕事が好きを実感

(97) 数年

で帰京す

るつもり

(2) ４人きょうだいの長女，妹１人，弟２人
(91) 大学の先輩と山登り (100) 帰郷は

お盆のみ

(27) 子育てと舅と

の関係悩む

(92) 余暇を楽しみ，

独身を謳歌 (28) 夫が「仕

事を辞めてい

いよ」

(103) 郷里での教師

人生(4) 父は家業のため進学断念，私の進学

に好意的
(104) 舅と同居 (101) 郷里を離れた

ままでいいのか(93) 茶華道・料理など習う

(3) 妹が進学断念，家業を継ぐ (99) 夫

 税務署員

(32) 子育てで教

師の仕事の大き

さを見直し
(94) 弟が

郷里から

来て，同居

(96) 下の弟も

大学入試で

郷里を出て来

て同居

(105) 「母親が家にいないと，子

どもかわいそう」と娘が言う

(98) 結局，

きょうだい３人

で居住

(34) 母親として担任に接し，子ども

や親の気持ち理解

(106) 40歳頃，人生

の折り返し点意識

(33) 子育ての仕方が成長に大きく影響，担

任のかかわりの大切さ実感

(107) 私の人生の始

まり

第２面接での番号 （ ８２ ～ 130 ）
(37) 子育ては親自身が育てられる

そ
の
他
の
領
域

第１面接での番号 （ １ ～ ８１ ） (95) ともに就職した２名の女

性が仕事を辞め郷里に帰る

(36) 保育園の保護者勉強会,子育てキャンプ参加

歴史・社会・
文化

家制度重視の故郷

男性優位の社会

1972

勤労婦人福祉法

1975

育児休業制度

教育界での学閥

校内暴力　　　　　不登校の増加

ライフイベント
長女出産，

産休・育休

長男出産，

産休・育休

次女出産

産休・育休

男性教師の厳

しい言葉

１985

男女雇用機会

均等法
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義父の死 妹の死

充実期（学年ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 実りの時期

Ⅲ中学校 Ⅳ中学校

43 44 57 58 59 60 6151 52 53 54 55 5645 46 47 48 49 50

(50) カウンセリング研修，初級から上級の受講
(80) 大学院
生まとめ役(70) 退職前に夢実現，本当

にうれしい(52) 多くの出会いで，理論と実践とが結びつく

(49) 学年副主任・学年主任・教育相談担当 (64) 学年主任・教育相談担当 (79) 学校評

議員の委嘱

(69) 卒業生に伝えたい言葉

(127) 教師へ

の実践家研
究者として貢
献

(81) 学ぶ
楽しさ(71) 管理職や職員から信頼

(53) カウンセリング研修の講師

(73) 相談体制作り小冊子にする
(57) 研修が生徒指導や学年経営に役立つ

(62) カウンセラー

資格が学年経営に
プラス

(74) 充実した教職

生活，今後も頑張
りたい

(72) スクールカウンセラーと協働して相談室
設置，校内体制の構築(54) 研修受講がますます楽しい

(123) 実践をまとめ，
今後の目標見える

(63) 教育相談室の未設置，残念

（58) 舅の介
護，仕事，研修

みな頑張れた

(55) 夫が管理職になる (59)
実父
の死

(120) 長女
教員採用３
回受験し，

合格

(65) 店の経営軌道に乗せ
た妹の死

(124) 夫婦
で人生の

生き直し(56） 研修で夫との関係円満

(125) 夫は大

学院生の私
が自慢

(108)義
父入院

(67） 資格取得のため大学院

受験準備

(66） 妹の言葉，退職後の
生き方に大きく影響(60) 通夜のみ

出席，父は許し
てくれると思う

(114)一年後
義父の死

(121）仕事と
家庭の両
立，長女に

褒められる
(109)　義父の介護 (115) 3年間，高校

生の娘の反抗期

(126) 夫も私
も人生最良の

時期(122) 娘に私が認められ
ようで嬉しい

(75) 夫，事務所
開設，順調(110) 夫,一か月入院

(116) 介護や仕事など

で娘に我慢させた
(128) 負けず
嫌いで頑張り
屋は，「村長

賞」の影響大

(129) 幼時期
から人に認め

られ，上昇志
向強い

(118) 自

宅購入

(113) 子ども達の協力
(119)　ここの土

地の人間になっ
た

(111) 夫へのポジティ
ブな言葉掛けは研修

成果

(76) 子供達「お父さん
への接し方がうまく
なった」と言う

(77) 子ども達
の成長を実感

(117) 告別式不参加に
後悔なし。父も許してく
れる (78) 家族が私の勉学を応援

(112) 病院通いの毎日

(130) 同窓会

支部委員，望
郷の念か(61) 学校カウンセ

ラー資格取得

(51）様々なカウンセリング研修に意欲的に参加 (68) 大学院(心理学)を

受験，合格

大学院

合格

2001

S.C.活用事業

義父の介護

夫の入院

父の死

自宅購入
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４．Ｄ教師のライフヒストリー  

 

Ｄ教師（以下，Ｄと表記）の暫定的なライフヒストリーⅡは，Figure 2.4 に，ライ

フヒストリーを Figure 2.4.4 に示した。Ｄのライフテーマは 12 テーマ存在し，それら

の領域別内訳は，教職領域に，『基本的力量形成』，『進路・生徒指導の力量形成』，『鬱の

克服』，『専門性の獲得』，『ライバル教師の力量を越える』，『キャリアコース選択』，『教

育相談的な学校経営』の７つ，教職外の領域に，『一流企業で成功』，『鬱の克服・転職』，

『相続問題の解決』の３つ，中核テーマとして，『兄弟・対人間葛藤の克服』，『自然体で

生きる』の２つであった。 

Ｄは４人兄弟の末っ子。厳格な父は成績の優れた子が好きだった。兄弟は父の愛情を

めぐって幼いころから葛藤が続いた『兄弟・対人間葛藤の克服』。Ｄは中高一貫校に入学

したが，同級生とも同様の葛藤関係が生じる。大学進学では兄たちに劣等感を感じたが，

就職は一流企業に入社し，満足できた『一流企業での成功』。しかし，入社するとキャリ

アコースは学閥で分かれることが分かり，鬱状態になる。ゆったりと仕事がしたくて，

教職へ転職した『鬱の克服・転職』。父をめぐる兄弟間葛藤の中で，自己肯定感をもてる

自己を確立すること，すなわち，『兄弟・父からの自立』がＤの青年期からの中核テーマ

であった。 

教職は予想に反して多忙であった。初任校から生徒指導を担当した。30 代前半に先輩

に勧められ，生徒指導の教育研究員に応募した『進路・生徒指導の力量形成』。進路や生

徒指導で，先輩男性教師とよく衝突し，鬱状態になり，回復するのに 4･5 年かかった『鬱

の克服』。39 歳で赴任したⅢ中学校は，校内暴力が激しく，Ｄの生徒指導の力量が期待

された。Ｄと同年に赴任した企業転職者の男性教師Ｒは，心理学の学習に熱心な教師だ

った。このＲを中心に学校では自主的な学習会が多く開かれた。ＤはＲをライバルと感

じ，『専門性の獲得』『ライバル教師の力量を越える』を目指して懸命に学習を深めた。

その結果，校内での生徒指導の力量の高さが認められた。『キャリアコース選択』では，

管理職から役職者として推薦されるが，Ｒが大学院(心理学)へ派遣されると，鬱状態に

なる。2 年後，Ｒが教育支援センターの指導主事となって転任すると，鬱状態はさらに

悪化し，『鬱の克服』が再びライフテーマとなった。 

しかし，47 歳でＲと同じセンターの指導主事になり，空虚な自分が変えられるとカウ

ンセリングや臨床心理学の学習に懸命に取組んだ。その成果が，不登校児童生徒の学校
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復帰への支援に生かされた。 

しかし，自己の見直しの真っただ中(50 歳)で，Ⅴ中学校の教頭になる。家庭生活では

母が亡くなり，父も体調を崩し，介護をめぐって兄弟間の争いが始まった。Ⅴ中学校で

は上司との確執に悩み，兄弟とは相続問題の争い『相続問題の解決』も始まり，絡み合

ういくつかのライフテーマの克服に苦しんだ。人間関係に疲れ，治療に通う。この時期

から次の中核テーマ『自然体に生きる』が始まる。 

54 歳で校長になり，相続問題は解決したが兄弟とは縁を切った。治療やカウンセリン

グ研修をやめ，自己中心的な自分を抑えて教職員が働きやすい学校経営，『教育相談的な

学校経営』を目指した。現在，Ｄは高校の渉外担当の嘱託員として勤務している。 

Ｄは教師に転職すると，同僚男性教師より認められたくて，教師としての力量形成に

取組む。初期に進路や生徒指導の担当をしたこと，同じ職歴をもつＲと出会い，そのＲ

が生徒指導・教育相談の力量に優れていたことなどが，生徒指導・教育相談の力量形成

への大きな動機付けになった。ときには家庭と学校のライフテーマが大きく絡み合い，

その重圧から治療に通いながら力量形成に取組む。職場ではその成果が管理職に認めら

れ，管理職コースに進むが，Ｄ自身の内面の問題，兄弟・父からの自立は未解決であっ

た。その不全感は，次の中核テーマ『自然体で生きる』という自分への癒しのライフテ

ーマに変化した。 

Ｄの生徒指導・教育相談の力量形成，すなわち教師としての成長は，兄弟や父を越え

る他者から認められる役職を得ることであった。すなわち，青年期の中核テーマ，『兄弟・

父からの自立』を主軸にして，教師になってからの学校領域や家庭領域のライフイベン

ト（先輩教徒の確執，ライバル教師との出会い，父の介護問題，父の死，相続問題など）

から生まれたライフテーマの克服や心理危機を乗り越えようとする一つの方向が，臨床

心理学，生徒指導・教育相談への出会いであった。 

Ｄの教師（教職）としてのライフテーマは，常に家庭領域のライフテーマと強く絡み

合い，当初，目指した周囲から認められる地位を得て，管理職となり，一般的には教師

としての成功者であったが，自己肯定感を伴った自己の確立は未完である。 

教師の成長にとって，いかに自己理解や自己肯定感を伴った教師アイデンティティの

形成が重要なのかが分かる。教師自身の内的問題の克服は，対人関係の多い教育現場の

教師の成長にとって重要な問題である。また，退職後の生き方に大きな影響を与える。 
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              基本的な力量形成期

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

一流企業へ就職 転職

 Figure 2 .4　D教師の暫定的なライフヒストリーⅡ

Dの命名した時期 劣等感の解消

勤務学校期 企業 Ⅰ　中　学　校

年　 齢

学
　
校
　
領
　
域

家
　
庭
　
領
　
域

そ
の
他
の
領
域

歴史・社会・文化 企業の学閥

ライフイベント

(3) ２年間，企業勤務

(２) 二期校の大学文学部入学

(９)  生徒指導担当

(11)  土・日曜日も部活に専念

(16)  ３年目に見合い結婚

(10) 一般教員の行う教育活動

（5） 転勤に抵抗あり

(71) 東京の大学への憧れ

(12)  うぬぼれが強かった

(13) Ⅰ・Ⅱ中学校時代，教師としての型を身に付けた

(15) 家庭は妻任せ

(17)  仕事に夢中，我が子はいらない

(６)  教員なら夏休みに山登りができる

(19) 長女誕生

第１面接での番号（ １ ～ ５９ ）

(７) ２年目の夏，郷里の
教員採用試験受ける

(18) 子どもはいらない私を妻は受容

(66) 次男は支配的な性格，一番嫌い

(63)  私は文系(大学）で，兄３人は理系

(65) 次男，三男とは仲が悪く，次男とは最悪

(69) 同級生の多くが東京の大学へ進学

(62) 私は４人兄弟の末っ子

(60) 厳しい父親

(72) 東京の大学不合格

(61) 優しい母親

(76) 一流会社，うれかった

(70) 同級生への劣等感

(73) 一期校に落ち，劣等感

(77) 学閥による序列，劣等感

(78)  会社の学閥重視の体質に嫌悪感

(79) 仕事に疲れ，精神的なゆとりがほしい

(80) 転勤範囲の限られた教員採用試験を受ける

( 81) 予想と違い，教師は多忙で，厳しかった

(84) 妻は妊娠し，アルバイ トを辞める

(83) 父に相談，父の家の敷地内に自宅を建てる

(67) 長男が他県へ，次男・三男は地元で就職

(64) 長男・次男は一期校，三男は私学，私は二期校

(68) 次男は親の面倒を見ないと宣言

(１) 私学の男子中高一貫校

(75) ためしに受験した企業合格

(82) 結婚１年目はアパート暮らし

(4) 営業所長として各地を転々

(74) 大学の再受験を考えた

（21） 我が子をもっても生徒への愛情は変わら

（14） 教員とは結婚しない

第２面接での番号（ ６０ ～ １３０ ）

(6) 影響を受けた教師はいない
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32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

変革期 混乱期

Ⅱ　　中　　学　　校 Ⅲ　　中　　学　　校

中学・校内暴力「第三

の波」

不登校の増加

先輩教師との確執

教育研究員（一年間）

ライバル教師との

出会い

(35) R教師が大学

院へ内地留学

(40) 教務主任候補

（29) Ａ生徒へのかか

わりには妻の協力が大

きかった

(31) Ａ生徒にかっこをつ

けると損と言われた

(38) 校内では教師の自主研修・心理学の学習

が盛んで私も学んだ

（41) 周囲から指導力を認められ

ても，自分自身の内面は空虚

(39) 心理学への関心

(34)「あなたのように生徒にかか
われない」とⅢ教師に言われる

(20) 次女誕生

(23)  校内暴力が激しかった(22） 進路指導主事と２・３年生の担任担当の連続

(26) 一緒に企業経験のあるⅢ教師も赴任

(25) 校長から生徒指導のオー
ソリティーと紹介される

(27) 一番荒れたＡ男子生徒は私，女子生徒はⅢ教

師が担任した

(36) R教師が帰校し，生

徒指導主事になる

( 37) R教師がⅣセンターへ転任

(43)  はしごが倒れる夢

(86) 生徒会担当，その方針のことで先輩教師とよく衝突

(87) 数年間，教育研究員に応募

(89) 教育研究員の活動では，研究内容より縦社会の人間
関係が重視，うんざり

(85) 生徒会指導で，生徒の発想を実現するこが楽しい

(88) 一年間教育研究員

(94) 生徒指導力が職員に認められた

(96) Ⅲ教師はラ イ バル的存在

(90) 進路指導で「うつ状態」

(91)  「うつ状態」の回復に４年間

(95)Ａ生徒との出会いが自分を変えた

（97) R教師がⅣセンターへ赴任，私に何も言わなっかた，水臭い

(28) Ａ生徒に徹底して

親身にかかわった

(30) 学級の生徒

も私に協力的

(92)  ドクターショ ッピング

生徒への愛情は変わらず

(24)  Ⅲ中には指導力の
ある教師が集められた

(32) 生徒との温

かい心の交流体験

(33) 卒業文集

「日本一の学級」

と書かれ感激

(42) Ａ生徒のときのような情熱を

取り戻せない

（93 生徒指導力を周囲から評価され
る （

にうれしい
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47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Ⅴ　中　学　校 Ⅵ中学校 Ⅶ中学校

再生期

Ⅳセンタ ー

(教育支援)

ライバル教師と

同じ職場へ転勤

父の死

教頭就任

相続問題激化

校長就任

相続問題解決

治療終結

完成期

(49) 自分を再構成しなけ
ればと思い必死

(52) 教頭就任

(51)  自分の再構成の途

上に転任，辛かった

(53) 校長と対立，２年
目に大喧嘩

(48) 砂漠でオアシスを見
つけた気持ち

( 50) さまざまな外部の研
修会受講

(54) ３年間分析治療

(44)  Ⅳセンターの指導主事

(55)  ４年間，カ ウンセリング研受講

(56) 校長就任

(60) 退職後は私

立高校の嘱託

(108) 父が急性心不全で亡くなる

(107) 母が癌で亡くなる

(103)  ５年間，すさまじい兄
弟間葛藤がく

(100)  催眠療法学会入会，

退職まで継続

(101) 催眠療法を信じな

いので研修に参加

( 102) 催眠療法には信
頼関係が大切

(104) 父の体調悪化

(110)  次男と三男には腹が立った

( 109)  自分だけが父の面倒を見た

(112) 相続問題で兄弟間はさらに悪化

(115) V中で３人の校長に仕えた

(119) V１校長が転任

(111) 父は兄弟の不仲を心配，遺言公
正証書を作成していた

(120) このﾗｲﾌﾋｽﾄﾘｰで，兄弟間葛
藤が職場の人間関係に再現されて

いると感じた

(118) V１校長は絶対服従を要

求，次男と似ている

(121) 父の葬儀の件で，Ｖ１校長に
意見され，腹を立てた

(122) 妻のおっとりとした性格に癒さ
れる

(123) 「自然体で生きたい」

( 99) Ⅲ教師と催眠療法
の研修会に参加

(125) 相続問題決着，校
長にもなり，分析治療やカ

ウンセリング研修をやめた

(116) 分析の治療者は温かさがあり

憧れの存在

(117) カ ウンセリング研修の講師もよ
かったが憧れの存在ではなかった

(124) 相続問題が決着，
校長になり，心が安定

( 125) 次男・三男とは他人

として考え，心の整理を付

けた

( 128) どのような校長にな

るのか模索した

(_130) 職員への年頭の挨
拶に，責任者としての決意

を伝えた

(129) 校長として全責任を
負う覚悟

( 127) 職員が気持ちよく働
ける職場を目指した

(47)  無我夢中で心理学の
学習

(98) 取り付かれたように

心理学の学習とスポーツ

を行う，心の空洞を埋め
ようとした

( 105) 三男が私に「家を出
て行け」と言い，長男はそ

れをたしなめた

(106) 長男の言葉に救わ
れた

(113)  次男の勤務先を父の葬儀まで
同僚に話していなかった

(114) 次男とは会いたくない

（45） 内面的模索が可能，最高
にうれしい

(46) 心の整理して再生で
きる

(57)  自分の気持ちの
最優先から集団の輪を

考えるようになる

(58） 校内を整備して
次の校長にバトンタッ

チしたい
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第４節  考察 

 

 

１．ライフテーマと教師の成長 

 

4 名の教師アイデンティティの形成では，いずれも青年期の中核テーマ，親からの自

立が主軸になっていた。そして，教職や教職以外の領域（主に家庭領域）の中で生じる

ライフテーマが相互にかかわり合い青年期の中核テーマの克服に向けて変遷していた。

そうした変遷の中で，教職領域でのライフテーマの変遷が，それぞれの教師の成長のプ

ロセスを特徴づけていた。また，生活の中で出会ういくつものライフイベントは，教職

やその他の生活に新たなライフテーマを生じさせたり，心理危機を生じさせたりしてラ

イフテーマの進展を阻んだり，停滞させたり，促進させたりした。 

Ａは教育者の父と対等に語り合える教師アイデンティティを求めて，Ｂは理想的な両

親を越える教師アイデンティティを，Ｃは故郷（父）に向き合える教師アイデンティテ

ィを求めて，Ｄは兄弟・父を越える教師アイデンティティを求めて，教師生活が始まり，

成長への努力が向けられていた。 

Ａ，Ｂ，Ｃ，の 3 名は，自ら努力して自己肯定感を伴った教師アイデンティティを形

成させ，教育実践を通してその達成感を味わい，このことがさらに教師としての成長を

促していた。こうしたアイデンティティの形成には，ライフテーマの統合的な克服が大

きな意味をもっていた。 

しかし，Ｄは，Ａ，Ｂ，Ｃのように青年期の中核テーマの克服ができずに，不全感を

残したまま教職生活を続けていた。役職者として外面的には成功者にみえたが，内面は

空虚であった。不全感をもつ自己と対峙しなければ，本来求める自分自身の教師アイデ

ンティティの形成はできないことを示していた。 

浅田(1998)は，教師としての成長・発達についての意味を二つ指摘し，一つは，職能

発達の成長・発達であり，もう一つは，人間としての成長・発達である。そして，この

両者は密接に関連しているにもかかわらず，授業研究を主とした教師研究，もしくは教

師教育研修においては，必ずしも教師の人間としての成長・発達が研究の視野に入って

いるとはいいがたく，それゆえ，教師という職業的アイデンティティが問題とされるべ

きだと指摘している。 
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鑪 (2002)によれば，「人が自分は何者であるか」という自己定義を行うこと（同一性

の形成）において，職業が重要な役割を果たす。そして，それは教師としての成長過程

において，教師という役割に体験的に同一化し，その職業への自己の適性を絶えず検討

し続けているということを意味する。同時に，教師という職業の社会的役割に応え，社

会から認められ自らを位置づけている。そして，そのことが「教える－学ぶ」という状

況において問題となるのは，そこには人と人とのかかわりが常にその状況の基盤として

存在するからである，としている。すなわち，教師という職業では，教える導く教授者

としての側面だけでなく，人間的な成長が大きく問われるのである。 

教師という仕事は，児童生徒やその保護者，教職員など，さまざまな人間関係にかか

わると同時に，家庭環境の調整や心の成長にもかかわる。こうした側面は，教師の職業

のもつ特性であり，そのため，教師自身の内面的な成熟，すなわち安定した教師アイデ

ンティティの形成が求められているといえる。不安定な教師のアイデンティティの状態，

すなわち，心理危機の状況で，児童生徒や保護者のもつ問題にかかわれば，彼らの問題

に巻き込まれたり，適応的な支援や援助を阻んだり，さらには問題を悪化させたりしか

ねない。だからこそ，教師としての成長には人間的な成長が大きな意味をもち，一人一

人の教師アイデンティティの在り方が重要なのである。すなわち，教師自身が自己のラ

イフテーマへの理解や心理危機への理解，教師としての自己の成長への客観的理解が求

められる。 

 

２．ライフテーマと教育活動 

 

Ａは，父と対等に語り合える教師アイデンティティを獲得しようとして教職生活に入

り，教師としての破たんを解決しようと，教育相談に出会い，その専門性を身に付け，

校内教育相談体制づくりの推進役として活躍した。Ｂは，対人関係能力の豊かな母や周

囲から信頼される父を意識し，父母を乗り越えようとしてとりわけ児童理解の力量形成

に励み，信頼される学級・学年経営を実現させた。Ｃは，郷里で自分の能力を自由に発

揮できなかった父が強く意識され，自分の能力を十分発揮できる教師としての役割を模

索する中で，生徒指導・教育相談に出会い，その力量を身に付け，校内教育相談体制づ

くりの推進役となって成果を上げた。Ｄは，兄弟や同僚教師との葛藤的な関係を克服し

ようと，心理学や教育相談を学び，教育相談の力量を身に付け，不登校生徒の援助や指
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導に成果を上げた。 

４名は共通して，学校領域やそれ以外の領域でのいくつかのライフテーマが影響し合

い，アイデンティティの危機に直面した。危機を脱する契機が，生徒指導・教育相談に

出会って自己理解や他者理解を促進させ，人生へのかかわり方を変化させたことであっ

た。まさに，危機が成長・発達への転機や転換点になり，危機を乗り越えようとする取

組みが生徒指導・教育相談の力量形成となり，その活動に力を注ぐことになっていた。

教職領域での彼らの生徒指導・教育相談活動への積極的な関与は，それぞれの生活領域

で生まれたライフテーマの克服を目指す活動であり，それぞれの新しい教師アイデンテ

ィティを形成するプロセスといえる。教師としての成長の背景に，ライフテーマが深く

かかわっていることが示唆された。 

 

３．ライフテーマに及ぼす要因 

 

Baltes et al. (1980)は，生涯発達を駆動する 3 つの主要因として，標準年齢的要因，

標準歴史的要因，非標準的要因を挙げ，それらの相互作用の影響を指摘している。本研

究では，標準年齢的要因は，教師個人の年齢発達的な社会化過程で形成されたパーソナ

リティ特性の影響，標準歴史的要因は，教師が経験する歴史・社会・文化な影響，非標

準的要因は，個人特有のライフイベントによる影響である。 

 

１）ライフイベント 

４名のライフイベントは，就職や転職(Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ)，結婚(Ａ,Ｂ,Ｃ)や出産(Ａ,Ｃ),

育児(Ｃ),肉親の死(Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ),特定の子どもや教師などとの出会い(Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ) , 

家族の病気や介護(Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ) ,自分の病気(Ａ,Ｃ) などで，家庭領域でのライフイベ

ントが多く，ライフテーマの誕生や克服への取組みを促進したり，阻んだりした。 

教職のライフテーマの変遷，教師の成長には，家庭領域や学校領域でのライフイベン

トが大きく影響していることが推察された。 

 

２）歴史・社会・文化 

３名の女性教師は，当時の男性優位や古いしきたりからの影響を受けて教職を選択し

ている。ＣやＤは，学閥の影響で転職やキャリアコース選択に揺れていた。また，不登
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校や校内暴力の増加していた教育現場では，生徒指導・教育相談の力量形成は重要であ

ったといえる。さらに，Ｃは新しい制度を利用して仕事と家庭の両立に取組み，新たな

テーマに出会っている。これらは，ライフテーマが歴史的，社会的，文化的な影響を受

けることを示している。 

また，その中でも学校内での管理職や同僚との関係性，学校内の雰囲気，すなわち学

校 (組織)風土も見逃せない。 

Ａは，管理職や同僚の温かい支援に支えられて長期の不妊治療や手術を受け，また，

管理職に認められて社会人大学院生として専門性を高め，教育現場での活躍の場を与え

られたが，別の学校の管理職からは，専門性を活かした教育活動への理解が得られず，

早期退職を決意するに至っている。Ｂは，管理職や周囲の温かい支援や見護りで，教師

としての力量形成に励むことができたり，母の死を乗り越えたりして教職人生を継続し

ている。Ｃは，管理職志望であったが管理職からの勧めがなく，専門職志望にコースを

変更している。しかし，管理職や同僚に支えられ，3 回の出産休暇や育児休業を経て教

職を続けている。Ｄは，管理職の推薦で管理職コースを選択し，うつの治療をしながら

も管理職コースを歩んでいる。このように職場の文化である学校風土は，ライフテーマ

の誕生や変遷に大きな影響を与えていることが推察された。 

 

３）パーソナリティ特性 

ライフテーマへの取組みには，基本的に大きな質的変化に直面し，そこから生まれる

心理危機を克服して新たな自己を確立するプロセスの展開となる。3 名の女性教師はさ

まざまな制約があっても出来事を真摯に受け止め，最大限に自分の能力を引き出す傾向

をもち，ライフテーマを克服した。しかし，Ｄは自己の問題に取組みながらも十分に向

き合えず克服していない。ライフテーマの克服にはパーソナリティ特性が大きく影響す

ることが推察された。 

 

４．教師の成長と支援の在り方 

 

本章では教師の成長・発達を支援するための視点が導き出された。 

①基本的力量形成やキャリアコースの選択など一人一人の教師のもつ年齢に共通する

ライフテーマ，そしてパーソナリティ特性，さらに，ライフイベントなどの影響を受け
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た教育相談専門性の獲得や母への介護，うつの克服，相続問題の解決などの個別的なラ

イフテーマを理解すること，すなわち，ライフテーマとその克服に向けた教職領域や教

職以外の，主に家庭領域での現実的な悩みや内的な悩みを理解することである。 

②ライフテーマが学校や家庭，社会にわたる広い領域から発生し，教師の成長を阻ん

だり，停滞させたり，促進させたりする。このことを視野に入れ，職場ばかりでなく教

師個人の生活領域を含めたトータルな人間理解の視点をもつことである。 

③教師のライフテーマへの自己理解が高まれば，自分自身の問題への理解を高め，そ

の解決の方向が見出される。このプロセスは教師が直接かかわる児童生徒や保護者，他

の教師のもつ普遍的なライフテーマへの理解となり，必然的に人間理解，生徒指導・教

育相談の力量を高めさせる。こうした自己理解は，児童生徒の成長に直接かかわる教職

には非常に重要な力量であり，教職のもつ独自性への支援，すなわち教師への成長・発

達への重要な支援である。 

④教師のライフテーマへの取組みは，職場の管理職や同僚との関係，すなわち，学校

風土に大きく影響されやすい。温かい関係性のある学校風土づくりが必要である。 

に集約された。 

 

教師アイデンティティを形作るのは，個々の教師のライフヒストリーの中のさまざま

な生活領域の中のいくつものライフテーマの相互作用による変遷の過程である。そのた

めに，個々の教師のライフヒストリーとその中にあるライフテーマを理解する意義は大

きい。 

したがって教師の成長・発達を支援者には，職場を越え教師個人の生活領域に視野を

広げて教師を理解しようとする視点をもち，教師一人一人のライフテーマを理解し，教

師への内的・現実的な支援をすることであると考える。このように考えると，支援者が

例えば職場内の管理職であれば，内的な支援は，カウンセラー的な立場で教師のライフ

ヒストリーやライフテーマへの理解を行い，現実的な支援は，管理職としてリーダーシ

ップを発揮し，教師が職場内でライフテーマへの取組みを行いやすいように，互に支援

し合える安定した人間関係づくりを行うことである。 
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第３章 教師のライフテーマと心理危機支援に関する事例研究 

 

 

第１節  目的 

 

 

名古屋市教育委員会(2012)は，教職員のメンタルヘルスに関する調査を行い，教職員

のメンタルヘルスは職場環境要因と強い関連を有し，特に管理職の果たす役割の大きさ

を指摘している。また，管理職が教職員の日ごろの状態を把握し，変化に気づき，適切

に対処すること，職場環境の良好な維持に努めることなどの重要性を論じている。こう

したことから，教育現場で心理危機に陥っている教師に対して，管理職の立場から支援

した二事例を提示し，個々の教師のライフテーマを理解しつつ，ライフテーマ・心理危

機へのポジティブな意味付けを行って心理危機水準の軽減を試みながら，教師のアイデ

ンティティの安定や成長を促した支援過程について考察することを目的とする。 

 

 

第２節  方法 

 

 

１．支援対象 

 

学校現場で校内外の援助・支援によって，心理危機を克服し，教師としてのアイデンティティや

健康的な教育活動を取り戻すことができた2名の教師，Ｅ教師とＦ教師である。 

２名のプロフィールは，事例の経過の中で記述する。 

筆者は２名の教師と同じ学校で勤務したことがあり，Ｅ教師は，筆者が在校していたと

きからの支援であり，Ｆ教師は，筆者が転任してからの支援が中心であった。 
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２．支援の方法 

 

筆者は心理的支援者として２名の教師（Ｅ教師，Ｆ教師）に次のように支援をした。 

①支援対象の教師の勤務校での問題の理解や解決への支援を通して，対象教師との信頼

関係を形成した(第１期)。 

②信頼関係を基盤にして対象教師の心理危機へ介入し，心理危機への肯定的な意味付け

を行い，ライフテーマへの自己理解を促し，心理危機水準の軽減・改善を促した(第２期)。 

③対象教師へのライフヒストリー・インタビューを行い，教師と筆者との共同作業で教

師のライフヒストリーを作成して，ライフテーマへの理解や克服への深化を促し，教師ア

イデンティティの安定・成長を見護った(第３期)。 

ライフヒストリー・インタビューを管理職が心理的支援者として行うには留意が必要で

ある。管理職自身が専門的な技術の習得とその専門性を学校の状況や枠組みに合わせて進

めることのができる技術と能力が必要であり，場合によっては，専門家との連携をしなが

ら行う必要がある。 

 

３．倫理的配慮 

 

Ｅ教師やＦ教師には，事例研究について研究の背景と目的の説明を行い，プライバシーの保

護，事例研究に協力することによる不利益は発生しないことを説明し，同意の署名を得た。 

また，ライフヒストリー・インタビューでは，再び開始時に再度，意志の確認を行った。二人ともプ

ライベートやデリケートな内容の公表を承諾した教師であるが，事例内容については，内

容が損なわれない程度に一部改編し，倫理的な配慮を行った。 

 

 

第３節  事例の概要と支援の経過 

 

 

１．Ｅ教師の事例 

１）Ｅ教師 

 Ｅ教師（以下，Ｅと表記），46 歳男性，Ⅳ小学校（以下，小と表記）で教務主任（身



44 

 

分は教諭であるが管理職と一般教諭との中間に位置する中間管理職的な役職）2 年目，

教職歴 23 年（小学校勤務，校務主任経験 5 年，学年主任経験 6 年），専門は社会科であ

る。 

 

２）Ｅの成育歴と家族 

Ｅは，努力家で負けず嫌い。一人っ子で父・母・祖父母と暮らしていた。父は代々続

いた大工職人の家系で，自宅で仕事を行う昔堅気の厳しい人であった。母は看護師で，

自立心が旺盛で父とはよく意見の衝突があった。借家住まいだったので，いつか自分の

家がほしいというのが両親の口癖だった。Ｅは父とよく会話をした。中学生のころから

教員になるように父から勧められた。しかし，Ｅは公認会計士やジャーナリスト志望だ

った。第 1 志望の大学に 2 度落ち，経済的な理由から仕方なく第 2 志望の教育大学に入

った。そのため大学時代は自暴自棄の生活を送り， 2 年のときに交通事故で生死をさま

よい，父の手厚い看護で一命を取りとめた。大学院に進み，再度公認会計士に挑戦しよ

うかと迷ったが，教員採用試験の合格を自分のことのように喜ぶ父を見て教師になった。 

現在は，5 人家族（Ｅ，妻，息子 3 人），教師になって 3 年目に同職の妻と結婚し，3

人の息子が生まれた。結婚以来，妻との葛藤的な関係に悩みながら教職生活を送ってき

た。妻は実家の家族と仲が悪く，特に父親との関係が悪い。学校ではバリバリ仕事をこ

なす教師だったが，家庭ではいつも疲れたと言い，自分の思うようにならないとＥに攻

撃的な言動で詰め寄った。このような妻を受け止めて 20 年余りが過ぎた。Ｅは息子たち

が中学生になると，毎朝息子たちのお弁当作りをしたり，個人懇談への出席，学期末近

くになると妻の持ち帰る学校の仕事を手伝ったりしていた。息子たちは母親に気を遣っ

ていた。 

 

３）Ｅの心理危機 

Ｅの勤務するⅣ小の状況は，大規模校で，子どもや保護者，地域の教育レベルは高い。

個性的なベテラン教師や中堅教師が多く，自己中心的な発言や行動が多かった。特定の

教師（Ｅと同年代の男性教師や 30 代半ばの女性教師）は，Ｅに対する攻撃的な口調や行

動が目立った。Ｅは教師集団をまとめようと孤軍奮闘していた。しかし，Ｅ自身が悩み

やストレスで険しい表情をしているときがあり，周囲の教師との関係は安定していなか

った。このような状況の中で，家庭では一向に改善しない妻との関係に悩んでいた。Ｅ
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は，「妻との関係に悩み，今後，役職者としてやっていけるのか」という心理危機に直

面し，教務主任，夫・父親としての役割葛藤に悩んでいた。 

心理的支援の対象領域とライフテーマ(ライフテーマは『 』で表記)は，教職では，

『学校運営の要としての力量形成』，『キャリアコースの選択』，家庭では，『夫婦関係の

改善』，『仕事と家庭の両立』であった。 

 

４）Ｅと筆者との関係 

Ｅが教務主任 2 年目に筆者が教頭(50 代，女性)として赴任し，2 年間ともに学校運営

に携わった。筆者は，相談機関の専門職（臨床心理士，認定カウンセラー）として 7 年

余りの勤務経験があり，また，学校教育現場では小学校・中学校での教師経験(約 20 年

間)，さらに，生徒指導・教育相談の担当者としての経験があった。 

 

５）Ｅへの支援の方法 

 心理的支援は，Ｅと筆者との対話が中心であった。対話の場所は，主に職員室内の隣

接した席の場であり，個室で話すことはほとんどなかった。対話の時間帯は，昼間であ

れば，他の教師がほとんど不在になる授業中や職員の多くが帰宅し始める夕方から夜間

であった。対話は，特に時間の設定をしたわけではなく，学校の日常生活の出来事を話

し合う中での自由な雰囲気の中で行った。ただし，ライフヒストリー・インタビューや

ライフヒストリーの作成は，筆者の勤務する学校の相談室で行った。 

 

６）支援の経過と結果 

   Ｅの発言を「 」，筆者の発言を〈 〉と表記した。 

 

第１期 学校現場の問題の理解や解決への支援による信頼関係の形成 

（Ｘ年 4 月～Ｘ年 12 月） 

 

Ｅが教務主任２年目に筆者がⅣ小に赴任した。校長とＥは前年度にⅣ小に赴任し，Ｅ

は個性的な教職員をまとめようと苦慮していた。校長は筆者やＥを信頼し学校運営を任

せてくれた。Ｅと筆者は職員室で隣同士に座っていた。他の教師の授業中や夕刻以降に

さまざまなことを話し合った。2 学期末までは，エピソード 1，2 のようにかかわりなが
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ら問題の見方や考え方，解決の方法を中心に話し合った。この過程を通して 2 人の信頼

関係が形成され，深まった。 

エピソード１ 問題への理解と対応 新学期が始まって間もなく，ある子どもの母親

が担任の指導に納得がいかない，直接管理職に会いたい，と言ってきた。この母親は以

前から学校へのクレームが多かった。Ｅと筆者は問題に至った経緯を担任から聞いた。

明らかに担任の不適切な対応があった。担任から子どもの様子や子どもに過剰にかかわ

る母親，別居中の父親のことなど，家庭状況を聞き，筆者は校長やＥに次のように提案

をした。明らかに担任の対応ミスがあったので，保護者面談を早急にする。保護者の言

い分や思いを真正面から受け止め，不適切だった対応について謝り，担任への指導と改

善までの時間をもらう。また，この担任のもつ傾向は他者との関係でも陥りやすい傾向

であり，さらに，プライドの高い担任を傷つけない慎重な指導を提案した。校長の了解

を得て，保護者面談は担任と筆者が行った。面談内容は保護者に受け入れられ，担任へ

の指導・改善が学校にゆだねられた。子どもの指導や保護者への対応には親子関係や家

族背景などを考慮し，言葉を吟味し慎重にかかわるようにと担任に指導した。このよう

に問題関係者の生活背景やパーソナリティ特性などを考慮して対応していくことの重要

性をＥと共有した。 

エピソード２ 同僚との関係の見直し Ｅに特定の教師，同年齢の男性教師や 30 代

半ばの女性教師は，Ｅの提案する方針や内容，日常的な会話にも攻撃的，挑戦的であっ

た。そのため職員室内が急に緊張することがあった。2 人の態度はＥに集中していたの

で彼は困惑した。そこで筆者は彼らのことをＥに尋ね，男性教師が管理職コースを外れ

てⅣ小に転任してきたこと，女性教師は父親との関係が極度に悪いことが分かった。筆

者とＥとの間では以下のようなやりとりがあった。〈この男性教師にとって新任教務主任

のあなたの存在は，コースを外れた彼のコンプレックスが刺激されて苛立ち，女性教師

は父親との関係があなたとの関係に重なって，攻撃的，挑戦的になるのかもしれない〉

〈彼らに自分自身を否定されたと感じて，あなた自身が攻撃的，指導的になってない？〉

「そうかもしれない」〈冷静に対応して他の教師に彼らとの関係が波及しないようにしな

いとね〉 

Ｅは目の前の現象や言動に反応しやすく，感情的になって対人関係に巻き込まれやす

かった。また，相手を自分の思うように動かして早期に解決しようとし，目立ちたがり

屋であることを認めるようになった。教師の行動傾向にはこれまでの生き方や対人関係
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の傾向，パーソナリティ特性など，さまざまな影響があることをＥは実感し，総合的な

人間理解を心掛けるようになった。Ｅは問題の背景を担任とともに考えながら，後方支

援をしていくようになった。 

このような繰り返しを通してＥと筆者の信頼関係は深まった。Ｅが精神的に安定する

と，職員室内の人間関係が少し和やかになっていった。 

 

第２期 心理危機の核心へ介入し，心理危機水準の軽減，自己理解への支援 

   （Ｘ年＋1 年 1 月～Ｘ＋１年 3 月） 

心理危機までの経緯 

早朝からＥはこわばった表情で口調が厳しかった。教師たちがＥに近寄らないが，Ｅ

は気付かなかった。〈家庭で何かあったの？〉と，Ｅに話し掛けた。「家庭の問題が重く

て，このままやっていけるのか自信がない，もう，限界かもしれない」。この会話からこ

れまでの経緯が語られた。 

Ⅰ小勤務時期 

「僕はもともと教師になるつもりはなかった。第一志望に 2 度失敗して，大学生活は

ボロボロ，おまけに交通事故，父の強い願いから教師に，一人前の教師として早く認め

られたくてがむしゃらに仕事をした。管理職に成長が認められ，昇進したいと考えた」。 

「27 歳で同職の女性と結婚した。自分の母と反対のおっとりした女性と思って結婚し

たが，実際にはマイナス思考で人に弱みを見せられなかった。妻とはよく口論になり 2

人の関係が大きな悩みになった。妻は実家の家族とも仲が悪く，また男性に対して警戒

心や不信感が強かった。この傾向は妻の父の影響らしかった」。 

Ⅱ小勤務時期 

「荒れた学校だった。張り切って教育活動をしたが，教務主任に出過ぎるなと言われ，

管理職にも認められなかったので，校外に目を向け，指導力を高めるための研究会に入

った。37 歳で昇進コースの一つである研究員になった。しかし，昇進より教師としての

力量向上を目指した。31 歳で長男，34 歳で次男，妻は女の子がどうしても欲しいと言は

り離婚するとまで口にした。結局，3 人目も息子だった。妻が仕事を続けられたのは，

女性の就労を願う自分の実母がいたからだった。妻は自分以外には穏やかに接し，自分

ばかりを攻撃した。悲しかった。39 歳のときに妻の実母が亡くなり，4～5 年間は週末，

夫婦で独り暮らしの義父の家に行き，食事などの世話をした」。 



48 

 

Ⅲ小勤務時期 

「三男が 3 歳になるころには，自分が 3 人の息子の面倒をみていた。実父の体調が悪

くなり，校務主任への推薦を一旦は断った。息子たちの保護者会にはほとんど自分が出

席し，家に帰ると妻の持ち帰る学校の仕事を手伝い，妻の不満や怒りを受け止め，心も

体も消耗した。しかし，学校では理解ある管理職のもとで校務主任の仕事を任され，学

校全体をよりよい教育環境にしようと励み，仕事に喜びを感じた」。 

Ⅳ小勤務時期 

「教務主任になると一段と仕事が忙しくなり，家庭も学校も精神的に限界。もう耐え

られそうもない」〈担任や校務主任をしているときまでは，家庭での悩みやストレスが職

場で自分の力量を発揮する原動力にもなっていて，仕事に励むのが楽しかったよね〉〈で

も，教務主任になってからは仕事の量も内容も大きく変わって，職場の悩みが増え，家

庭の悩みと一緒になって，このままではどちらもやっていけない自分を感じているので

しょう？〉「もう，限界かもと」とＥは一人で悩んでいた。 

心理危機への肯定的な意味付けによる心理危機水準の軽減 

 〈奥さんが他の人には向けない攻撃性をあなたにだけ向けるのは，受け止めてくれる

人として認めているからではない，自分の両親に向けたかった怒りや不満，職場で同僚

たちへ向けられない本音などを向けているのでは〉〈両親からの精神的自立をあなたが支

えているのでは〉〈人生の中で出会うべくして出会った相手なのでは〉と，妻との関係に

肯定的な意味付けを促してみると，「そういえば，Ⅳ小へ赴任した年に念願だった自宅を

建てようとしたとき，妻が結婚前に貯金していたお金をすべて僕に渡してくれた。うれ

しかった」〈20 年近く，さまざまなイライラを夫にぶつけてもそれらを受け止め，妻や

家族のために家を建てようとする夫であるあなたに信頼と感謝を示しているのでは，そ

してこれからの人生もともに歩みたいという気持ちを表現しているのではないの〉。Ｅは

これまでを振り返り，２人の関係は否定的な関係ではなく，むしろ妻から信頼されてい

る肯定的な関係であるという理解ができた。そのため家庭での自分自身の存在の重要性

が理解できるようになった。 

Ｅは妻との関係が自分の取組むべきテーマとして認識され，“やんちゃ娘のような妻”

を育てる意識が高まり，悩みがやりがいのある悩みに変化した。筆者とＥとの会話が家

庭で話題になり，妻が少し明るくなったと笑って語った。 

教務主任になる前のＥは，担任として学校の最前線で教育活動をしているという自負
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があった。しかし，教務主任は後方支援役であり，役割への変化に戸惑っていた。〈教務

主任は，多くの担任たちを支え育てる重要な役割，力量のあるＥだからこそできる役割〉

と伝え，〈目立ちたがりのＥには担任に花をもたせるのはちょっとつらいけどね〉「見抜

かれていますよね」〈あなたが中心になって動きすぎてはだめ。もう，担任ではないでし

ょう。担任に花をもたせてあげると，教務主任として信頼し安心して相談できるよ。学

校全体がサポーティブに，校長先生が私たちを信頼して後方支援してくださっているよ

うに，Ｅが担任を，担任が子どもたちをというようにね〉。 

〈家庭で奥さんや子どもたちを受け止め，成長を支えている。あなたも夫・父親とし

て成長しているしね。今，職員室にはたくさんの教師がいて，私たちは彼らの親的存在

で，見護り育てる役割があるよね〉と言うと，Ｅは笑う。〈同じようなことで悩んでいた

かもしれない〉。こうした会話を繰り返していくうちにＥは職場や家庭での役割意識が高

まっていった。 

Ｅは自分自身も含めてさまざまな領域の中で生活する人間への理解を心掛けるように

なった。「父の教師への思いは，教師になれずに死んでいった学徒動員，父の戦友への思

いであったのかもしれない」「母も自分の願いを妻に向け，子育てを手伝ってくれたのか

も」。 

これまでの人生に身近な人の影響を実感し，教務主任としての助言が幅広くなってい

った。職員からＥへの相談が多くなった。筆者はＥと出会って 2 年後に転任した。 

 

第３期 見護りによるアイデンティティの安定・成長への支援 

（Ｘ＋2 年 4 月～Ｘ＋5 年 8 月） 

 

問題対応への迷いや不安があるとＥから連絡があり，2 人で問題の共通理解を図った。

解決への方向性が導き出されるとＥは自信をもって前進した。生き生きとした声で学校

経営に携わっているＥの声が聞けた。「今は多くの先生たちの支援ができる教師でありた

い」「教職は人を育てる価値のある仕事だと実感できるようになりました。自分には合っ

ているいい仕事です」「相変わらず息子と協力して，妻が成長するのを支えていますよ」

と，笑いながら話した。Ｅは教頭としてⅤ小に転任した。Ⅴ小での 2 年目に，筆者はラ

イフヒストリー・インタビューを行い，Ｅと筆者との共同作業でＥのライフヒストリー 

Figure 3.1 を作成した。 
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 Ｅのライフテーマは 11 テーマ存在し，それらの領域別内訳は，教職領域に，『基本的

な力量形成』，『キャリアコースの選択』，『昇進より教師としての力量形成』，『学校経営

の要としての力量形成』，『管理職としての力量形成』の５つ，教職外の領域に，『職業選

択』，『夫婦関係の改善』，『仕事と家庭の両立（妻の仕事の援助，子育てへの協力）』の３

つ，中核テーマとして，『両親からの経済的自立』，『両親からの精神的自立』，『新しい家

族の形成』の３つであった。 

 彼のライフヒストリーを 2 人で見ながら，これまでの人生や教師生活，家庭生活など

を振り返った。「身近に悩みを相談できたり，ポジティブな現実のとらえ方や対処法を

支援してくれたりする人の存在は大きいです」「目の前の現実のとらえ方や意味付けな

どを変えると，そこにある本当の課題が見え，同時に自分自身の課題も明確になります。

物事に取り組む意義が見え，取組む意欲が高まりました。教師になぜなったのか，管理
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職になって自分自身のなすべき役割，夫・父親としての家族での役割にも気付くことが

できました。家庭生活（将来設計や家族関係など）と学校生活（教師としての生き方や

役割への満足感）のバランスが取れることは重要です。どちらが欠けても生活は揺らい

でしまう」と語った。また，「教頭になり，役割を与えられたと真摯に受け止め，職務に

一生懸命務めたいと思います」「今，校長先生や職員に信頼されて学校運営に携わってい

ます。妻との関係は相変わらずですが，安定しています」「息子のひとりが教員になりた

いと言ってきました。自分の教師としての生き方が息子に肯定されたようで，うれしい」

「職場以外での教師の生活も含めた理解を心掛けて教師たちを見守り，支援をしていき

たいと思います」と語った。 

ライフヒストリーの振り返りによって，ライフテーマへの理解が深まり，管理職や夫，

父親としてのアイデンティティが安定し，管理職として学校や教師の成長を支え，また，

妻や息子達とともに新しい家族の在り方を見出し，夫，父親としてのＥの成長を感じさ

せた。 

 

２．Ｆ教師の事例 

 

１）Ｆ教師 

Ｆ教師（以下，Ｆと表記），52 歳独身女性，Ⅳ小学校（以下，小と表記）で勤務して 5 年目，

教職歴 31 年，養護教諭である。 

 

２）Ｆの成育歴と家族 

教職への動機は，子どもが好きで，小学校の大好きな先生が養護教諭だったからである。努

力家のＦは，子どもたちの心身の健康にかかわれる養護教諭になろうと，自分自身で目標をもっ

て力量形成に取組んでいた。優しいが自己主張の苦手なＦは，攻撃的で自己主張の強い教師

との関係は苦手であった。現在，病気療養中の父と 2 人暮らしである。父は一般会社を退職，母

は専業主婦で，Ｆの出産時の大量輸血が原因で感染症にかかり，それが再発してＦが 46 歳のと

きに亡くなった。Ｆは 2 人姉妹の姉であった。妹はＦが 27 歳のときに結婚して他県に住んでいる。

30 代半ばから妹の子ども２人を連れ，３人で海外旅行によく出掛けた。特に困難もなく，養護教

諭養成課程を卒業して，養護教諭となった。 
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３）Ｆの心理危機 

50 歳でⅣ小勤務 5 年目になったときに新校長が赴任した(X 年 4 月)。当初から校長の

語る方針や意見は，子どもの成長を考えるより校長の個人的な見解や思いが優先してい

た。職員室ではときどきそのことが話題になったが，直接校長にそのことを伝える者は

いなかった。この管理職との出会いで，「もう，耐えられないので，今年度末に転任したい」と，

異動について悩んでいた。 

 

４）Ｆと筆者との関係 

Ｆと筆者（当時，教頭職）は，ともに人事異動でⅣ小へ他校から赴任し，Ⅳ小で 2 年

間，勤務をともにした。その間は，Ｆの職場や家庭での悩みや問題をサポートしていた。

2 年後，筆者は他校へ校長として転任した。 

 

５）Ｆへの支援の方法 

心理的支援は，筆者の勤務校する学校の相談室で 1 回の緊急面接を行い，その後，数回

の電話相談を行った。面談後，９か月してからライフヒストリー・インタビュー,ライフヒス

トリーの作成を筆者の勤務する学校の相談室で行った。  

 

６）支援の経過と結果 

   Ｆの発言を「 」，筆者の発言を〈 〉と表記した。 

 

第１期 学校現場の問題の理解や解決への支援による信頼関係の形成 

  （Ⅳ小勤務時期の２年間：X-5 年 4 月～X-3 年 3 月） 

 Ｆと筆者との信頼関係は，Ⅳ小での２年間の勤務期間中に形成された。 

Ｆは専門性も教職経験も豊富で，同僚教師へのアドバイスやサポートの力量は十分あ

ったが，関係の取りにくい教師に養護教諭としての意見や考えなどをスムースに伝えら

れなかった。また，ＦはⅣ小に転任してまもなく，大切な実母を亡くし，さらに父の体

調が悪くなって，Ｆの心身の疲れや消耗は激しかった。亡くした母への思慕が強く，筆

者と話しているときに涙ぐむことがあった。学校では，自己主張の強い教師が苦手で，

筆者がＦと教師との関係調整に入り，ときには，Ｆの代わりに教師から攻撃的な態度を

向けられることも少なくなかった。Ｆとは，養護教諭としての専門的立場から教師に考
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えや方針を主張することが必要ではないかと，伝える場面が何度もあった。しかし，理

解はしても，実行ができなかった。 

筆者（教頭）は，Ｆについて次のように理解していた。教職では養護教諭としての自

己主張のできる養護教諭としてのアイデンティティをもつことと，家庭では独り暮らし

への心の準備をするという両親からの精神的な自立というライフテーマが重なり合って

いるというものであった。 

 

第２期 心理危機の核心へ介入し，心理危機水準の軽減，自己理解への支援 

   （１回の緊急面談と数回の電話相談：X 年 10 月～X 年 11 月） 

10 月中旬，突然，Ｆから「今の校長の人間性や考え方に耐えられないので，２年先に

予定していた転任をやめ，今年度末に転任したいので，転任の相談をしたい」と，悲痛

な声で筆者に電話連絡があった。数日後，会うことにした。 

緊急面談（10 月中旬，筆者の勤務校の応接室 約 2 時間） 

Ｆは一気に語り始めた。 

4 月に新任校長が赴任した。校長の語る方針や意見が教職員には受け入れ難いもので

あった。しかし，自分も同僚も直接校長にそのことを言えなかった。 

この年の夏は暑くて，日本中で熱中症に関する記事が報道され，死者も出ていた。 

２学期になり，ある学級の体育の授業で３人の児童が同時に熱中症のような症状を訴

え，担任とともに保健室に来た。Ｆは３人をベッドに寝かせて応急処置を取り，教頭に

連絡し，保護者に連絡を取ってもらった。3 人の保護者が次々に保健室に来室し，Ｆは

来室の順番に状況説明をしていたが，最後に来室した保護者は， 2 番目に来室した保護

者に説明をしているＦに，自分の子どもがほったらかしにされていると勘違いして，Ｆ

に対して怒り出した。ちょうどその場にやって来た校長にも激しい怒りをぶつけた。こ

の状況に驚いた他の保護者は，早々に子どもを連れて帰った。Ｆが怒っている保護者に

これまでの経緯を説明すると，怒りは収まり，Ｆと母親，子どもの 3 人で病院に行くこ

とになった。病院で手当てを受け，医師に熱中症ではなく，他の病気だと知らされ，保

護者は落ち着いた。一緒に学校に戻り，授業を終えた担任と会い，母親は自分の勘違い

で大騒ぎをしたことをＦや校長に謝罪した。親子が帰った後，Ｆは校長から応接室に呼

ばれた。「対応が悪い。あんたのフットワークがよかったら子どもはもっと幸せになる。

何年，養護教諭をしているのだ。親が保健室に来ていたら，担任を呼べないのか。」など
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と，校長から 1 時間ほど批判された。就職以来，管理職にこのような非難を受けた経験

がなかった。Ｆは自分の話し方やかかわり方を自分なりに反省しているところへ追い打

ちをかけられ，大きなショックを受けた。校長は周囲の人間の話に耳を傾けない人物だ

った。この事件の後にも養護教諭として普通に行ってきた対応が次々に批判される状況

が起きた。他の教師も子どもや保護者への対応に何か問題があると，教師本人から事情

を聞かずに，教師の問題点を職員の前であからさまに批判した。 

10 月になって，Ｆは自分の体調の異変に気付いた。生理が止まり婦人科にかかると，

精神的なものだと言われ，自分が感じていた以上に精神的なダメージの大きさが分かっ

た。この校長のもとではもう仕事をしたくないと考え，筆者に連絡を取った。Ｆは職場

の大変さを一気に語り，Ｆが落ち着いてきたころに，次のように現実への理解を促した。 

現実への理解 

人事関係に携わる管理職として，この時期に転任希望を出すメリットとデメリットに

ついての情報を提供した。Ｆはそれを聞いて，前任の校長と話し合っていた 2 年後の転

任にしたいと語った。2 年後には父の介護をしやすい地域へ転任できそうであったから

だ。Ｆの本当の気持ちが確認できたので，あと 2 年間，Ⅳ小で勤務を継続するための手

立てを 2 人で考えてみようと提案した。同意が得られたので，筆者のＦへの理解①②に

ついて伝えた。 

①攻撃的で自己主張の強い教師に対して，養護教諭としての専門的な意見や考えを明

確に伝えられるアイデンティティをもつ。 

②両親からの精神的な自立を達成し，独り暮らしになる心の準備をする。 

Ⅳ小への転任前後の時期には，公私ともに自分自身の生き方①②を確立する時期では

なかったかということである。 

Ｆにライフテーマへの理解が受け容れられたので，次に，ライフテーマを克服するた

めの具体的な方法をともに考えた。 

ライフテーマへの取組み 新しい意味付け 

新校長との間で生じた事態は，Ｆ自身がこれまで延期していたライフテーマを取組む

機会ととらえてみる。つまり，今回，出会った校長は，Ｆがこれまで避けてきた人物の

象徴であり，そうした人物へのかかわり方を身に付ける機会ととらえ，この心理危機に

取組むことは，自立した女性としての人生を歩むための準備になる，と考えてチャレン

ジしてみる。チャレンジしたあとも転任したいという気持ちが強ければ，転任も視野に
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入れてみる，というものだった。Ｆの取組もうとする気持ちが確認されたので，次に，

実際の行動面のことを話題にした。 

行動変容への第一歩 

〈養護教諭として専門性にプライドをもって，あなたの考える子どもや保護者へのか

かわりを主張してもよいのでは。校長先生のあなたへの対応は，私が聞いていても納得

がいかない。よい対応とは思えない。教頭先生や教務主任がいさめても聞かない人なら，

公的機関の教職員面談であなたのおかれている現実や気持ちを話してみるのも一つの方

法。怒りや痛みを心の外になるべく出して，他者に受け止めてもらうことは，大切。こ

の面談は，教師が希望すれば，職専免を取って行くことが可能。校長先生にとって多少

ブレーキになるかも〉と提案すると，Ｆは教職員面談の予約を申し出る決心をした。 

Ｆからの電話連絡（11 月中旬から 3 回） 

校長に「教育委員会の教職員相談」を受けたいので，職専免の申し出をすると，「何で，

こんなものに，職専免を取って行かなければならないのだ。おれになんでも悩みを言え。

行くなら休暇を取って行け」と言われたので，休暇を取って面接に出掛けた。教職員面

談の担当者から，「こういう管理職って，結構いるんです。あなたはこれまでいい管理職

に出会っていてラッキーでしたね。希望されるなら休暇を取り消して，職専免にするよ

うに校長に連絡しましょうか」と言われた。面談でこれまでのことを話したら何か気持

ちが楽になり，そこまでしなくても気がすんだ。もう 1 年何とか，やっていけそうな気

持ちになった。 

その後，数回，Ｆと筆者は電話でやり取りをした。仕事を継続し，校長への理解の仕

方が変化し，自己理解も進んでいた。 

自己理解の深まり 

Ｆは少し距離を置いて校長を見るようになった。学校全体を考えた経営者というより

は，自分に不利益にならないような個人的志向で発言している人という理解になった。

外部の評価を気にする気弱な人物，管理職にふさわしくない人物，と思えてきた。こん

な人物にびくびくしていた自分が嫌になる。私はこれまでよい管理職に出合い，見護ら

れ，苦労をしないで仕事をこなしてきた。甘やかされていたのかもしれない。人と悪い

関係になることも避けてきた。校長になじられても，自分の決意を貫いたら校長の態度

が変化した。今は校長の言い出す要望をときには聞き流して仕事をしている。こういう

管理職をきちんと指導する機関があってほしい，でも現実にはなかなか難しそう。 
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第３期 見護りによるアイデンティティの安定・成長への支援 

（面談をした約半年後：X+1 年 5 月，7 月～） 

これまでの人生を振り返るライフヒストリー・インタビュー（5 月，７月）の提案を

Ｆにし，了解が得られたので，インタビューを行った。共同で作成したＦのライフヒス

トリーを Figure 3.2 に示した。 

 

 

 

Ｆのライフテーマは 15 テーマ存在し，それらの領域別内訳は，教職領域に，『基本的

力量形成』，『児童理解の力量形成』，『専門性（メンタルヘルス・食物アレルギー）の獲

得』，『養護教諭としてのアイデンティティの獲得』の４つ，教職外の領域に，『職業選択』，

『女性としての生き方の選択』，『国際ボランティア活動』，『疑似家族の形成』，『女性と

しての生き方の確立』，『母の介護』，『父の介護』，『甥や姪からの自立』の８つ，中核テ

ーマとして，『両親からの経済的自立』，『母からの精神的自立』，『父親からの精神的自立』
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の３つであった。 

 

Ⅰ小勤務時期 

養護教諭としての心構えや知識・技能を学び，基本的な力量形成に一生懸命励んだ。

先輩の養護教諭に誘われ，養護教諭の研究会に入り研究も始め，区の代表を務めたり，

県の研究会にも参加したりした。26 歳前後から結婚を考え交際していた男性がいた。Ｆ

が 27 歳のとき，妹が結婚し県外に転居した。その 1 年後に，母がＦの出産時に感染した

肝炎が再発した。自分のために命をかけて出産した母に，感謝やすまなさなど複雑な思

いがあった。母任せになっていた家事を父と一緒によく手伝うようになった。普通に結

婚して子どもをもつことを考えていたが，結局，交際していた男性とは結婚まで至らな

かった。その後は，仕事や余暇の中で楽しみを見出すようになった。 

Ⅱ小勤務時期 

Ⅱ小に転任してからは，参加していた研究会で児童理解を高めるための研究に力点を

置いたり，児童理解のための書物をたくさん読んだりした。あるとき研究会の役職者が，

研究熱心な年配の先生のことを「あんな年の人が研究してどうするんだ」と，言ってい

たのが聞こえてきた。それを聞いて，急に研究会の価値が自分の中で下がった。このこ

ろ同年齢の養護教諭たちが出産や育児などで忙しく，独身のＦに研究会のさまざまな役

割が自分の意思とは関係なく押し付けられるようになり，研究会をやめた（30 歳）。そ

のころから夏休みや冬休みの休暇を利用して海外旅行に出掛け始めた。ヨーロッパやア

メリカ，中国，オーストラリア，アジアなどさまざまな国へ出掛けて楽しかった。その

先々で，大勢の貧しいジプシーの子どもたちと出合い，そうした子どもたちに何か自分

にもできないのだろうかと考えていたときに，「時間のある人は時間を，お金のある人は

お金を提供する，というような自分のやれる範囲で活動する国際ボランティア活動」を

知り，参加するようになった。しかし，団体がいろいろな問題で分裂状態になり，8 年

余り続けて活動をやめた。 

Ⅱ小の 6 年目(35 歳)に一人の保健主事と出会い，養護教諭としての専門性を身に付け

ようとする大きな契機になった。学校の中での養護教諭の立場は他の教師たちと違い，

同じ立場の者がいないので孤独である。しかし，この保健主事は，養護教諭の立場をよ

く理解し，校内で働きやすいようにサポートをしてくれた。よき指導者，よき理解者と

して尊敬できた。家庭生活では，転任した年に姪が，翌年に甥が誕生した。毎年，実妹
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が 2 人を連れて実家に遊びに来ると姪や甥はいつもＦと一緒に行動していた。 

Ⅲ小勤務時期 

 前任校で，身に付けた子どもや職員のメンタルへス維持・増進，食物アレルギーに関

する専門性が実践面で活かされ，周囲から感謝された。転任して 3年目くらい(40歳)に，

母の肝炎が悪化し，入退院を繰り返すようになった。自分を生むために命をかけてくれ

た母のことが心配だった。夏休みや冬休みには，小学生になった姪や甥を連れ 3 人で海

外旅行に出掛け，まるで親子のようだった。 

Ⅳ小勤務時期 

転任して母の病状は急に悪くなった。一緒に赴任した教頭（筆者）に状況を話し，つ

らい心情を受け止めてもらった。Ⅳ小は大規模校だったので，普通の保健業務をするだ

けでも相当なエネルギーの消耗だった。また，個性的で利己的な教師が多く，教師への

かかわりに気を遣うことが多かった。母の病状を教頭に伝えながら，ときにはつらくて

涙がにじんだ。夏休み中に母の容態が急変し亡くなった。新学期になっても，ときどき

仕事中に涙がこぼれた。教頭（筆者）に温かく受けとめられ，母の死を乗り越えようと

努力したが，自分は母から自立できていなと思った。父は母が亡くなってから私より元

気がなく，心配になった。仕事ではベテランの養護教諭として専門性を身に付けている

のに，対応の難しい担任に自分の考えを伝えられなくて，子どもとの板挟みになった。

そうしたときは教頭に相談し，関係調整をしてもらった。教頭には〈自信をもって伝え

ても大丈夫，ときには担任と対立することがあってもいい。あなたが子どもや担任のた

めに考えたことは，きちんと言葉で伝えてみる。すぐには理解されなくても，まず，伝

えてみることが大切。伝えないとあなたの考えが分からないまま，担任は自分の方針と

養護教諭とが同じだと思って行動するから，あなたのストレスがもっと大きくなるかも

しれない〉と助言された。自分の傾向が納得できても，実行できずに，関係が悪くなる

ことを避けていた。母の死後 4 年目に父も体調を崩し，介護が必要になった（50 歳）。

仕事と介護との毎日になった。 

5 月 

 Ｆはライフヒストリーを見ながら，次のようなに語った。 

「正しいと思ったらきちんと伝えるという段階までいかないときもあるけれど，決し

て言われるままには動かないぞという決意で今は仕事をしている。以前のような暴君的，

批判的な言動が自分に対してはなくなった。この校長が赴任してからというもの，自分
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は子どもを主体的に考えられず，校長の命令的な言葉に左右され，自分自身を見失って

いた。筆者に言われたように，これまできちんと仕事をこなしてきた自分自身にもう少

し自信をもってもいいと，強く感じた。２年目になっても，校長の言動や行動に大きな

変化はないが，自分自身は昨年のように動揺せず，仕事をこなしている。他の職員が校

長に抗議をする場面も多くなった。少しずつ学校が変化している感じがする。人とのよ

い関係ばかりを考えていた自分から悪い関係になっても主張すべきときはしようと考え

ている。養護教諭として子どもを主体に考えたかかわり方なら，大きくかかわりを間違

えることはない，そう思って仕事に取組んでいる。母が亡くなってから病弱になった父

を支えていきたい。心理危機，ライフテーマに対する解釈やかかわり方を変えることに

よって，危機を乗り越えることができたと思う。」とＦは語った。 

 7 月 

「相談してからほぼ 1 年あまりが過ぎた。今年の夏休み，大学生になった甥がいつも

のように遊びに来た。今までにはない反抗的な態度や言葉遣いであった。甥と私は激し

い言い争いになった。もう，海外旅行へ一緒に行き，私にぴったりとくっついて行動し

ていた子どもの甥ではない。自分の子どもがいたらこんな風に子どもの自立を迎えるの

かと思った。子どもや家庭があってもみな自立して，結局，自分自身の生き方がしっか

りしていなければならないのですね。昨年より認知症が進んだ父の看護をしながら，こ

れからの人生への心の準備をしている自分を感じます。」 

 ライフヒストリーでの振り返りによって，ライフテーマへの理解が深まり，養護教諭

として子どもや教師への支援をし，娘として父を介護し，甥や姪から自立してひとりの

女性としての生き方を確立していこうとしていた。 

 

 

第４節  考察 

 

 

１．教師のライフテーマと心理危機 

 

 １）Ｅ教師 

Ｅの職歴は担任を 10 年(Ⅰ小からⅡ小)，学年主任・担任を 6 年(Ⅱ小)，校務主任・担
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任を 5 年(Ⅲ小)，教務主任を 5 年(Ⅳ小)，教頭を 4 年(Ⅴ小)であった。校務主任の職務

は，主に学校の施設・設備等の教育環境の整備を中心に行い，教務主任に昇進する前段

階の職として多くの教師に認知されている。一方，教務主任は校長の監督下で学校の教

育計画の立案や実施と教職員間の連絡調整や指導，助言などを主に行うものである。 

Ｅのテーマは中核テーマ『両親からの精神的自立』(28～45 歳)や『新しい家族の形成』

（45 歳～）をベースにしながら，教職と家庭領域でいくつかのテーマが並行して取組ま

れていた。教職に対してネガティブな思いを抱いて教師になったが，負けず嫌いのパー

ソナリティ特性をもつＥは，どのような教師としての人生を歩むか，『キャリアコースの

選択』（23～49 歳）に取組んだ。とりわけ転任による職場環境の変化，特に管理職や同

僚との関係性の変化によって『キャリアコースの選択』の目標や進路が変化すると，そ

の変化によって，『力量形成』（24～53 歳）も変化したと思われた。教師になって『基本

的な力量形成』（24～29 歳）に必死で取組み，成果が管理職に認められると昇進を目指

した。しかし，管理職や教務主任との関係が悪化すると，『昇進より教師としての力量形

成』（30～38 歳）に変化し，関係が好転し役職者コースへ推薦されると，『学校運営の要

としての力量形成』（39～49 歳）に変化した。中間管理職である教務主任から管理職で

ある教頭に就任すると，『管理職としての自覚と力量形成』（50～53 歳）へと変化した。 

一方，家庭領域では，結婚や 3 人の息子たちの誕生で，『夫婦関係の改善』（27 歳～）

や『仕事と家庭の両立』（30～53 歳）が生まれ，長期間ライフテーマは達成されず，心

理危機は大きくなる状況の中で，教務主任（45 歳～）への就任になったと思われる。校

務主任の職務までは，自分の思うように家庭で得られない自己肯定感や存在感，有能感

は，教職のライフテーマ達成を活性化させたと考えられた。 

しかし，教務主任の職務は大きな質的・量的な仕事の変化をもたらし，どちらの領域

も時間的・精神的消耗感が膨れ上がり，自己肯定感や有能感は大きく下がり，教師アイ

デンティティや夫・父親アイデンティティが揺らぎだし，前進できなくなったと考えら

れた。 

以上のように，家庭では 2 つのライフテーマが長期間取組まれながら達成されず，次

第に大きな心理危機になる中，中間管理職への就任というライフイベントが契機になり，

教職の 2 つのライフテーマの心理危機も一気に膨れ上がり，これらの 4 つが絡み合い，

影響し合って大きな心理危機となりＥのアイデンティティを脅かしたと考えられた。 
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２）Ｆ教師 

Ｆの職歴は養護教諭を 31 年間（Ⅰ小：6 年，Ⅱ小：9 年，Ⅲ小：8 年，Ⅳ小：8 年）で

あった。 

Ｆのライフテーマは中核テーマ『両親からの精神的自立』(26～53 歳)をベースにしな

がら，教職と家庭領域でいくつかのライフテーマが並行して取組まれていた。 

教職に対してポジティブな思いを抱いて養護教諭になり，努力家のＦは，職場の同僚

や所属した研究会の教師との出会いによって，力量形成の専門性の方向を変化させてい

る。先輩の勧めで養護教諭研究会に入り，『基本的力量形成』(23～28 歳)，『児童理解の

力量形成』（29～35 歳）に励んだが，研究会役職者のネガティブな発言やＦの意向を無

視した役割分担が原因で研究会をやめた。ちょうどその時期に，Ｆを出産するために生

死をさまよった母の病気の再発（28 歳）が気がかりで，結婚を考えていたが独身生活を

選択『女性としての生き方の選択』(26～30 歳)した。しかし，これらの選択で空虚感を

味わうことになり，それを埋めるように海外旅行へ出かけるようになった。しかし，旅

行先で出会った貧しい子どもたちとの出会いが，『国際ボランティア活動』（30～38 歳）

への取組みとなり，また，旅行へは甥や姪を連れ立って出かけるようになって，『疑似家

族の形成』(35～45 歳)というライフテーマを生み出した。 

Ⅱ小勤務の後半に，Ｆの仕事を理解してくれる保健主事に出会うと，再び，教職領域

での『専門性（メンタルヘルス・食物アレルギー）の獲得』（36～45 歳）に励むように

なり，Ⅳ小に転任してからは，その専門性の活かし方，『養護教諭としてのアイデンティ

ティの確立』(46～53 歳)がライフテーマとなった。 

一方，長年取組んできた『母や父からの精神的自立』（26～，43～53 歳）はまだ達成

されていない中で，母が亡くなり，自立の対象を失った。そうした中で，『父の介護』（46

～53 歳）や『甥や姪からの自立』（46～53 歳），『女性としての生き方の確立』（40～53

歳）という 3 つのライフテーマが絡み合い，大きな心理危機になった。この心理危機を

乗り越えるための象徴的な人物が新任校長であり，その人物から攻撃や批判を受けて，

Ｆのアイデンティティが大きく脅かされた。教職・家庭のどちらの領域でもアイデンテ

ィティが大きく揺らぎ，「もうⅣ小には，いたくない」という危機的状態で，緊急面談の

依頼になったと考えられた。 

以上のように，家庭では 3 つのライフテーマが取組まれながら達成されず，次第に大

きな心理危機になる中，母の発病や死というライフイベントによってさらに大きな心理
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危機になる中で，攻撃的，批判的な管理職との出会いで，教職領域の心理危機が一気に

膨れ上がり，これらの６つが絡み合い，影響し合って大きな心理危機となりＦのアイデ

ンティティを脅かしたと考えられた。ＥやＦのどちらの教師も教職領域やその他の領域，

特に家庭領域のライフテーマが影響し合って，大きな心理危機となり教師としてのアイ

デンティティが揺れていた。教師の心理危機を理解し，支援するためには，教職場面だ

けでなくさまざまな生活領域の中のライフテーマが影響し合って生じる大きな心理危機

への理解，すなわち，トータルな人間としての教師への理解が必要である。 

 

２．心理危機への支援の方法 

 

ＥやＦの心理危機への支援は，第 1 期・第 2 期・第 3 期という段階を経て行い， Table 3 

として示した。 

 

   Table 3     教師Ｅ・Ｆへの心理危機への支援 

 

 

１）Ｅ教師 

第 1 期では，身近な職場の現実の問題に苦慮しているＥとともに問題の解決にかかわ

りながら，問題の理解の仕方や対人関係を理解する視点を提供するという支援を中心に

行った。この繰り返しによって，Ｅの問題への理解の仕方やかかわり方が変化し，他者

や自己への理解が変化した。後方支援役という教務主任としての役割意識が高まり，ネ

ガティブな関係の教師に冷静に対応するようになったので，以前のような対立的な緊張

関係にならず，それが職場全体に波及し，職場の人間関係が和やかになったと思われた。

支援の目標 支　援

第1期 ＥやＦとの信頼関係の形成 学校現場の問題の理解や解決への支援

第2期
心理危機水準の軽減

自己理解の促進
心理危機の核心に介入

第3期 アイデンティティの安定・成長
見護りによるアイデンティティの

安定・成長への支援
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このような過程を通してＥと筆者との信頼関係を深め，Ｅの心理危機の核心に触れる準

備をした。 

第 2 期では，長期にわたって取組んできた『夫婦関係の改善』や『仕事と家庭の両立』

が一向に改善されず，家庭生活と教職生活での疲労感や消耗感は頂点に達し，役職を降

りようかと葛藤し，その気持ちをＥは筆者に打ち明けた。このことから筆者との信頼関

係が十分形成されたと判断し，彼の心理危機の核心，妻との関係について介入した。妻

との関係を話題にし，妻とＥとの出会いやこれまでの夫婦関係などに肯定的な意味付け

を促し，夫，父親としてのＥの自己肯定感や有能感を高めさせることができた。その結

果，ライフテーマに取組む意義が明確に意識され，どちらの領域のライフテーマも自分

自身に必要なライフテーマであるという自己理解になった。そのために，家庭と教職の

バランスを取りながら，それぞれのライフテーマに取組めるようになり，職場では幅広

い助言や指導を行える安定した教務主任としてのアイデンティティを取り戻したと考え

られた。 

第 3 期になると，Ｅのアイデンティティの安定・成長を遠くから見護るという支援が

中心であり，要請があれば直接支援をした。Ｅが教頭職としての 2 年目に彼の同意を得

て，ライフヒストリー・インタビューを行い，共同作成をしたライフヒストリーを 2 人

で振り返った。Ｅはライフテーマへの理解をさらに深め，自分の安定・成長が所属する

学校や家庭の成長につながるという役割意識を明確にした。そのために，学校や家庭の

仕事量が増しても内的な消耗感が軽減され，領域間でバランスのとれたライフテーマへ

の取組みとなり，それぞれの領域のアイデンティティが安定し，成長への積極的な関与

になったと考えられた。 

 

２）Ｆ教師 

第 1 期では，転任した年に亡くした母への喪失感を受け止め，また，職場の対人関係

の問題に苦慮しているＦを支えながら，Ｆ自身の傾向についての理解を促したが，自己

理解ができても，現実には関係の改善をすることができなかった。しかし，このプロセ

スを通してＦと筆者との信頼関係は深まった。 

第 2 期では，筆者はＦとの信頼関係がすでに形成されていたことと，Ｆ自身からの緊

急面談の申し込みであったことから，心理危機の核心，『養護教諭としてのアイデンティ

ティの確立』や『女性としての生き方の確立』への介入が可能であると判断している。 
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攻撃的・批判的な管理職との出会いが，これまで克服できなかったライフテーマに真

正面から取組むべき機会ととらえる出会いへの肯定的な意味付けをした。その結果，ラ

イフテーマに取組む意義が明確に意識され，どちらの領域のライフテーマも自分自身に

必要な取組むべきライフテーマであるという自己理解になり，養護教諭として女性とし

てのアイデンティティの確立に取組んだと考えられた。 

第 3 期では，Ｆ自身が実践を通してのアイデンティティの安定・成長に取組むのを遠

くから見護るという支援が中心であった。緊急面談から約半年後にライフヒストリー・

インタビューを行い，共同作成をしたライフヒストリーをともに振り返り，Ｆはライフ

テーマへの理解をさらに深めた。自分自身の安定・成長が，勤務する学校や女性として

の成長につながるという自覚が明確になり，領域間でのバランスのとれたライフテーマ

への取組みとなった。それぞれの領域のアイデンティティが安定し，成長への積極的な

関与になったと考えられた。 

心理危機への支援は，第 1 期・第 2 期・第 3 期に分けて支援し，第 1 期は，目の前の

現実的問題をともに解決するプロセスを通して教師の自己理解を高め，信頼関係を形成

した。この信頼関係を基盤にして，第 2 期は，心理危機の核心に介入し，ライフテーマ

への肯定的な意味付けをして，心理危機水準の軽減をし，ライフテーマへの取組みを促

した。これは坂野(1995)が認知行動療法の中で紹介しているセラピストの心理教育によ

る介入方法に似ている。クライエントが自分で自分のことに対処できるように援助する，

いわゆるセルフコントロールへの援助である。この過程ではクライエントの行動変容の

ために認知の再構築が行われている。すなわち教師の心理危機への介入で行うライフテ

ーマへの肯定的な意味付けである。この新しい意味付けによって教師は肯定的な行動を

見出し，実践していく。第 3 期は，必要なときに心理的支援を行えるように見護り，ま

た，ライフヒストリー・インタビューによって，さらにライフテーマへの自己理解を深

め，アイデンティティの安定・成長を支援することが中心になった。 

今回の事例は，教師のメンタルヘルスに関する学校体制が整備された場で支援した事

例ではなく，心理危機に陥った教師の役割やニーズ，学校の風土や教育環境などに応じ

て上司・元上司として，また，心理的支援者として教師への支援を行った。教務主任Ｅ

や養護教諭Ｆの心理的回復は，周囲の教師たちとの関係を改善し，校内のサポーティブ

な対人関係づくりや体制づくりにつながった。 

一人の教師への支援は学校の人間関係や教育活動の質を変化させ，教師のメンタルヘ
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ルスを高める体制づくりへの第一歩となることが確かめられた。その基盤となるのは深

い信頼関係であった。 

 

３．心理危機支援での管理職の役割 

 

校長の公的な職務は，①学校教育の管理， ②教職員の管理，③児童・生徒の管理，④

学校保健の管理，⑤施設・設備の管理，である。教頭の職務は，校長を助け校務を整理

し，および必要に応じて教育をつかさどる，とある。そのため教頭は，学校現場におけ

る校長の経営方針や教育方針の実現のために教職員への指導・助言・監督を行ったり，

地域や外部機関との連絡調整をしたり，ときには校長に進言したりすることもある。 

今，学校現場は「問題」が多様化，深刻化するなか，子どもの心を育む教師が自分自

身の心身の健康を維持することが難しい。どの学校でも精神的・身体的な消耗感や疲労

感に圧倒されて休職したり，離職したりする教師が珍しくない。こうしたことから教師

のメンタルヘルスを維持することは学校教育・学校経営にとって重要課題の一つになっ

た。 

岡東・鈴木(1997)は教師のストレスと性格特性との関連について検討し，外交的で柔

軟な思考や判断力を持つ教師ほど精神的ストレスが高く，逆に固執性の高い教師ほど適

応性が高い傾向を示しており，一般的に望ましいと思われる性格傾向が学校組織のなか

では適応を困難にさせる方向に働くことを示した。 

また，久富(1995)は，自己犠牲的な教師文化に加え，学校への第三者評価の導入等短

時間で結果がすぐ求められるようになり，教師は必要以上に頑張り過ぎる傾向が強くな

っていると指摘し，松浦(1997)も，仕事優先思考や根強い自責思考等の教師文化を指摘

している。 

さらに，高木(2001)は，教師が中核的な職務と考える仕事に困難を感じると，周辺的

な職務も困難と感じる傾向があることを明らかにしている。これらの指摘は多くの教師

が学校組織の中で心理危機に陥る可能性が非常に高いことを示している。 

しかし，こうした状況にありながら，石川・中野(2001)は，教師が専門家への相談を

ほとんど行わないのは，校内で物事を処理し，外部に SOS を出さない閉鎖的な体制や周

囲に援助を求めるのは力量がない証拠という評価観，問題が起きていることを知られる

のが恥であるという思いや学校や教師の評価が下がるのではないかという危惧も少なか
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らず影響しているというのである。 

また，佐藤(1994)は，教師の多様な職務内容を「再帰性」「不確実性」「無境界性」と

いう 3 つの観点から論じ，これらの特殊性によって，他の職種とは異なった問題に直面

しやすいと指摘している。このことは他業種の人が教師の仕事を理解しにくく，そのた

めに専門家への相談につながらないともいえる。公立小・中・高等学校にはスクールカ

ウンセラー(以下，S.C.と表記)が配置されており，週に何回か，学校で子どもや保護者，

教師への相談活動を行っている。しかし，面談は子どもや保護者が中心であり，教師の

場合は教育活動にかかわる子どもや保護者への理解やかかわり方が中心となっており，

教師自身の悩みや問題についてではない。 

学校は，校種や規模，人間環境や教育環境，学校風土などがそれぞれ異なり，また，

危機に陥っている教師の役割やパーソナリティ特性もさまざまである。Ｅがインタビュ

ーで述べていたように，「将来設計や家族関係などの家庭生活と教師としての生き方や

役割への満足感などの学校生活のバランスが取れることは重要，どちらが欠けても生活

は揺らいでしまう」と，大きな心理危機の核心はデリケートな問題に立ち入ることもあ

り，個々の教師のニーズに合った慎重な対応が必要となる。 

また，「身近に悩みを相談できたり，ポジティブな現実のとらえ方や対処法を支援して

くれたりする人の存在は大きい。目の前の現実のとらえ方や意味付けを変えると，そこ

にあるライフテーマが見え，ライフテーマに取組む意欲が高まった」と，Ｅがインタビ

ューで述べ，さらに，Ｆは職場での状況を理解し，信頼する元上司に緊急相談をしてい

る。これらのようにさまざまな悩みをもちながら教育活動を行っている教師の現状を考

慮すると，教師の身近で教師の職務内容と職務状況を理解している管理職が教師全体の

メンタルヘルスに気を配り，支援の必要な教師に早期に心理的支援を行えることが必要

となる。すなわち，管理職が教師の問題や悩みを理解し支援するには，教師がさまざま

な生活領域の中で生き，それぞれの領域で取組むライフテーマをもち，ライフテーマを

乗り越えるために心理危機と向き合い，葛藤しながら生きているというトータルな人間

理解が必要である。そして，教師が職場内で気軽に相談でき，悩みに共感し，解決の方

向性を示唆できるスーパーバイザー的な管理職の存在を求めていることを示唆している。 

職場の管理職が教師の職務上のライフテーマや職場外のライフテーマを理解し，教師

自身のライフテーマへの取組みを支援できるということは，教師一人一人の教育力を高

め，学校組織全体の活性化につながっていくものである。 
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しかし，Ｆの事例で，教職員課の面談担当者が，「こういう管理職はよくいる」と，指

摘したように，教師のメンタルヘルスへの向上を促すべき管理職が，逆に教師のメンタ

ルヘルスを悪化させる元凶となっている場合もあり，このような管理職は少なくないの

である。教師の心理危機への支援には，組織内部からの支援が重要かつ必要な時代であ

るが，これを支える管理職の力量や人間性，価値観が厳しく問われる時代でもある。 

また，臨床的な専門性を身に付けた管理職は現実には多くはいない。この事例に登場

した管理職は，学校現場で教師としての経験があり，教育現場の中で悩む教師の実態を

理解しており，臨床心理のトレーニングを受け専門性を身に付けていた。ＥやＦとの出

会いや学校の日常生活をともにする中で，ＥやＦの上司として，また，悩みを共有でき

る同僚として，ＥやＦとの関係性が取れるかどうかを吟味し，ＥやＦのこころの健康度

を考えた上で心理危機への支援を開始した。ＥやＦとの信頼関係の形成後に心理危機に

介入する時期を吟味し，同時に，ＥやＦの内省する能力を吟味しながら対話を進めてい

る。 

教師の心理危機に介入することは，非常に心理的な危険を伴い，現実的な教育活動の

維持をも危うくする可能性がある。心理的支援には専門的な技術が必要であり，安易に

すべきではない。 

したがって，管理職が教師への心理的支援を行うには，専門的な技術の習得とその専

門性を学校の状況や枠組みに合わせて進めることができる技術と能力が求められる。そ

して，管理職自身も自分自身の悩みやライフテーマ，心理危機を理解できることが必要

である。 
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4 章 学校組織と復職者の心理危機マネジメントに関する事例研究 

 

 

第 1 節 目的 

 

 

教育現場では，教師が心理危機からうつ状態になって休職し，その後学校現場に復職

しても心理危機が十分に改善・解消されていないことが少なくない。心理危機を軽減し，

適応的な教育活動を営むようになるには，しばらく時間がかかり，その間，周囲の温か

い支援が必要となる。 

最近の学校現場は保護者や社会から課せられる課題が多く，また，学校の内外で起こ

るさまざまな問題等への対応に教師は奔走させられ，その多忙さがストレスを生みバー

ンアウトからうつに発展することは少なくない。教師のバーンアウトが問題なのは，教

師自身が苦しい状態にあるというだけでなく，職場の中で教師がかかわるべき人間関係

までその影響が及ぶという点にあると伊藤(2007)は指摘している。 

また，伊藤(2006)は，一教師の問題が，学校全体の問題に波及し，教師集団の歯車の

狂いが，子どもの問題をますます助長し，学校全体が悪循環の轍にはまってしまい，教

師の疲弊が進み，学校の教育力が低下している学校は少なくない。復職者した教師を受

け入れた学校が，復職者への不適応支援のために周囲の教師たちの疲弊が進み，学校全

体が危機的状態に陥る可能性は大きい。すなわち，学校組織は，校内にいる教師のさま

ざまな心理危機によって大きな影響を受けるということである。 

ところで，教育改革の影響を受けて学校の自主的な経営が強められ，それに伴う責任

性も学校自体に問われるようになった。組織のリーダーであり最終的な意思決定者とし

ての校長の役割はそれだけ重要になってきた。北神・水本・阿久津・浜田(1988)は，現

代の校長に期待される役割の主要な変化として次のような三点を指摘している。第一に，

校長には知識や技能の指導・助言者である有能な教育者としてだけでなく，学校組織運

営のための経営者としての資質が求められ，第二に，教育行政の末端管理者で，上から

の指示を下へ伝達・実行する管理者としての校長から，学校内・外の多様な意見を収集



69 

 

しながら一定の方向付けを行う調整者としての役割であり，第三は，学校改革のリーダ

ーとしての校長の役割である。そして，これから先，児童・生徒数の大幅な減少傾向も

ふまえると，これらに加えて学校内外の環境に適応していくためには，メンバー全員が

協力して学校経営に取組む必要がある，としている。筆者はこのような指摘を重視し，

調整者としての役割や学校改革者としての役割に重点を置き，さまざまな心理危機にあ

る教師や学校組織のマネジメントをどのようにしていくかを明らかにしていく。それは

学校組織，教師一人一人の成長・発展への鍵となると考える。 

この章では，学校の教育力が低下している中に復職した教師を受け入れ，さらに教育

力が低下し，学校組織が危機的状態に陥った学校組織に対して，校長である筆者がどの

ように学校組織への支援を行い，また，復職者の心理危機にどのような支援をするのか

を事例を通して総合的に検討する。 

 

 

第２節 方法 

 

 

 １．学校組織への支援の方法 

 

多くの公立小・中学校では，１年間で教育活動が完結するように運営され，その 1 年

間は，いくつもの学期で構成されている。この事例では，1 学期，2 学期，3 学期に分か

れている。1 学期は 4 月から夏休みを経て 8 月末まで，2 学期は 9 月から冬休みの終了時

まで，3 学期は冬休み明けの 1 月から 3 月末までである。1 年間を経ると子どもたちは進

級や卒業となり，教職員は 3 月末の人事異動等で構成メンバーが変わり，4 月からは，

新たな構成メンバーで次年度がスタートする。筆者は，このような 1 年間で完結する学

校特有の教育活動の流れを考慮して 2 年間の支援を行った。 

 

支援１年目「信頼関係に基づく協働的な支援体制の形成」（Ｘ年 4 月～Ｘ＋1 年 3 月） 

1 学期：筆者の所信表明「学校改善のための協働的な支援体制形成」を行い，この方

針を具体化するために，中核的リーダーの信頼関係づくりや場面構成，関係調

整を行って，協働的な支援モデルの提示，教育環境の整備・改善等を行い，「筆
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者と教師との信頼関係の形成」を促す。 

2 学期：問題に応じた協働的な解決への支援の繰り返しを促す。 

3 学期：信頼関係に基づいた協働的な支援体制の形成を促す。 

支援２年目「人事異動に対応できる形成された体制の維持」（Ｘ+1 年 4 月～Ｘ＋2 年 4 月） 

人事異動で組織内のメンバーが変化しても「信頼関係に基づいた協働的な支援体制」

が維持できるように，基本的には支援１年目の支援を繰り返す。 

 

２．復職者への支援の方法 

 

個別的・心理的な支援は，2 年間を 3 期に分けて行う。 

初 期「組織内の信頼関係の形成」（Ｘ年 4 月～Ｘ＋1 年 3 月） 

復職者と他の教師たちとの関係調整をしながら，復職者と個別的・心理的にか

かわり，復職者への学校組織としての協働的な支援を継続する。この継続によっ

て，復職者と筆者との深い信頼関係の形成や復職者と他の教師たちとの信頼関係

の形成を促す。 

中 期「復職者の心理危機水準の軽減・改善」（Ｘ+1 年 4 月～Ｘ＋1 年 8 月） 

2 つの信頼関係を基盤にして，復職者の心理危機の核心に介入，ライフヒスト

リー・インタビューを通して，心理危機やライフテーマへの肯定的な意味付けや

自己理解を促し，復職者の自主性・自発性の回復を促す。 

後 期「教師・社会人としてのアイデンティティの安定・成長」 

（Ｘ+1 年 9 月～Ｘ＋2 年 4 月） 

復職者自身が実践を通して，教師・社会人としてのアイデンティティの安定・

成長の取組みを見護る。 

 

３．倫理的配慮 

 

復職者には，事例研究について研究の背景と目的の説明を行い，プライバシーの保護，事例

研究に協力することによる不利益は発生しないことを説明し，同意の署名を得た。 

また，ライフヒストリー・インタビューでは，再び開始時に再度，意志の確認を行った。 

さらに，復職者は，プライベートやデリケートな内容の公表を承諾しているが，Ⅱ小



71 

 

やⅢ小の他の教師たちのプライバシー保護のために諭旨に影響しない範囲で内容を一部

変更した。 

 

第３節 事例の概要 

 

 

心理危機マネジメントは，2 年間であった。 

学校に勤務する教育職員，いわゆる教職員は，筆者，教頭をはじめ，教諭，養護教諭，

栄養教諭，学校事務職員，学校栄養職員，業務士や調理員などを含めた職員全体である

が，学校組織での支援の対象は，主に子どもたち教育指導を直接行う教師たちである。 

事例経過は，筆者や復職者ばかりでなく，教頭や教務主任をはじめとする教師たちの

言動や行動を基にして記述した。 

 

１．対象学校組織 

 

Ⅲ小学校（以下，Ⅲ小と表記）の教師たちである。 

 １）Ⅲ小の状況 

大都市周辺の住宅街にあり，各学年単学級に近く，特別支援学級のある小規模校であ

る。生活保護の家庭や父子・母子家庭，外国籍の子どもが多く，保護者の教育への関心

はあまり高くない。教師は 20 名くらいで， 20 代から 30 代の女性教師が多い。 

 

２）Ⅲ小の危機 

(X -1)年 4 月に，復職者Ｇ教師(以下，Ｇと表記)がⅢ小にⅡ小から転任してきた。こ

の時期のⅢ小の状況は，三役（校長，教頭，教務主任），いわゆる学校の中核的リーダー

の関係が悪く，学校経営方針は明確に示されていなかった。学校では保護者からのクレ

ームや怒鳴り込みが多かった。しかし，中核的リーダーの支援がほとんど得られず，教

師は個々に問題の対応に追われ疲弊していた。こうした状況の中にＧが赴任し，学校行

事の前後や当日に突然の欠勤を繰り返すようになった。教師たちは，これまでの忙しさ

に加えＧの学級の補欠授業を担当したり，彼の学級の子どもの生活指導等に追われるよ

うになったりして，教師たちの疲弊はさらにすすんだ。 
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Ⅲ小の問題は，①学校運営方針が明確に示されていないこと，②学校組織内に信頼関

係の形成が不十分で，③問題が生じたときにスムースな支援関係が形成されていなかっ

たこと，であった。 

 

２．対象教師 

 

Ｇ（38 歳，男性），教職歴 15 年（小学校勤務，学年主任経験 3 回）である。前任校の

Ⅱ小では，うつ状態で 2 回の休職をしていた。2 回目の復職から約 1 年を経て，Ⅲ小に

転任（X-1 年 4 月）してから１年が経過していた。 

 

１）Ｇの成育歴と家庭 

Ｇは幼いころから小さな子の面倒をよく見る明るく朗らかな子であった。しかし，母

と仲の悪い父を嫌い，父との対話のない生活をしてきた。中学生のときに同級生からの

いじめに遭い，誰にも助けてもらえず，この時期から人とかかわることがなくなった。

元妻と知り合うまで異性と交際したこともなかった(26 歳)。 

教師になり(23 歳)，初任校Ⅰ小の 6 年間は教師としての力量形成を目指して懸命に仕

事に励み，周囲からその力量が認められて学年主任となった。自立した社会人としての

自覚がほしくて，周囲の反対を押し切って子どものいた女性と結婚した(28 歳)。結婚後

は妻との価値観の違いから喧嘩が絶えなかった。Ｇと妻との間に子どもが生まれてから

はさらに関係は悪化し，Ｇはうつ状態になり，家庭も学校もうまくいかず病気休職とな

った(34 歳)。1 年後に復職したが妻との関係はさらに悪化し，再び休職した(35 歳)。妻

はＧの療養中にＧと話し合いもせずに離婚手続きを取り，子どもたちを連れていなくな

った。一人暮らしになり，家のローンだけが残った。両親に迷惑をかけないようにと復

職して，何とか教師としての仕事を続けたいと考えていた。 

2 回目の復職のときは，Ⅱ小（前任校）で 8 年目の勤務であった。教育委員会の原則

では，同じ勤務校での連続勤務校年数は 8 年間であった。ＧはⅡ小の勤務の継続を希望

したが，認められず X-1 年 4 月，Ⅲ小に転任した(37 歳)。Ⅲ小に転任すると，病気休職

したことや通院中であることを職員に伝えないようにと，当時の校長に指示されて，低

学年の担任になった。新学期から学校行事の前後や当日に突然身動きが取れなくなって，

連続欠勤をするようになった。1 年間に取得できる年次休暇の日数は，ほとんど使い果
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たしていた。 

Ｇの転任時の安全衛生管理区分は，「B１」であり，年に 1 回，教育委員会の産業医の個

別面接を受けていた。X+2 年 5 月も B１であった。教育委員会の安全衛生管理区分「B１」

とは，生活規制面で，要軽業，深夜勤務命令，超過勤務命令，休日勤務命令及び宿日直

勤務命令を発しない，原則として旅行命令を発しない，必要に応じ勤務場所もしくは勤

務の変更を行う，または，勤務時間の軽減をする，であり，医療面では，要医療，医師

の指示により必要な医療を受ける，である。 

 

２）Ｇの心理危機 

   『 』内は，Ｇのライフテーマである。 

Ｇの心理危機の背景は，① 父母，特に父からの精神的自立が十分でない（『両親から

の精神的自立』），② 中学時代のいじめの体験によって人間不信に陥り，自己肯定感が低

く，対等な対人関係がうまく築けない（『いじめによる人間不信の解消』），③ 家庭生活

を修復（『家庭の修復』）しようとして破たんし，自分の思うようにならない現実から逃

避する傾向がある，であった。これらのライフテーマが相互に影響し合って，教師生活

や社会生活が危機的状態にあり，『社会人として，教師としての再生』というライフテー

マに苦しんでいた。 

 

３．心理危機マネジメントの中心的支援者 

 

Ⅲ小の教師たちやＧへの中心的支援者は，X 年 4 月に校長としてⅢ小にて着任した筆

者（女性，50 代）であった。筆者は相談機関で約７年間の臨床経験があり，臨床心理士，

認定カウンセラーの資格を有していた。Ｇへの個別的な支援は，対話が中心であり，対

話の場所は，主に応接室で行い，面談の時期や時間は，Ｇの状況に応じて臨機応変に行

い，授業中の空き時間や授業後に行ったり，欠勤したときは電話で話したりした。 

 

 

 

 

 



74 

 

第４節 支援の経過と結果 

 

 

Ｇや他の教師等の発言は「 」，筆者の発言は〈 〉で表記した。 

支援の過程には，人間関係の状況を分かりやすくするために図式化して，Figure 4.1 

～ Figure 4.10 に示した。また，心理危機マネジメントの支援過程は，Table 4.1 に，

心理危機マネジメントの方法は，Table 4.2  に示した。 

 

 

Table  4.1  心理危機マネジメントの支援過程

時期 目　標

1学期
・校長と教師の信頼
関係形成

・中核的リーダー関係作り
・所信表明
・場面構成・関係調整
・協働的支援のモデリング
・教育環境の整備・改善

2学期
・協働的支援活動の
繰り返し

3学期
・信頼関係に基づく
協働的な支援体制形
成

1学期

2学期

3学期
後
期

・教師・社会人とし
てのアイデンティ
ティの安定・成長

・アイデンティティの
安定・成長への見護り

Ｒ

信
頼
関
係
に
基
づ
く
協

働
的

な
支
援
体
制
の
形
成

人
事
異

動
に
対
応
で

き
る
形

成
さ
れ
た
体

制
の
維

持

・心理危機の核心 介入支
援
二
年
目

Ａ
　
～

　

Ｉ

中
期

・支援1年目の繰り返し

Ｐ

Ｑ

・心理危機・軽減改
善

学　校　組　織 Ｇ教師

支
援
一
年
目

Ａ
　
～

　
Ｉ

初
期

・組織内の信頼関係
の形成
　　Ｇと校長

　　Ｇと他の教師
　　校長と教師集団

・Ｇと他の教師との
　関係調整

・Ｇへの協働的な支援
　継続

Ｊ
　
～

　
Ｏ・関係調整・場面構成

・協働的な支援の試行錯誤

時期 目　標 主　な　支　援 主　な　支　援
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Table 4.2　心理危機マネジメントへの支援の方法

Ａ-１
　さまざまな話し合いを通して，中核的メン
バーの信頼関係をつくり，深める

Ｊ
　肯定的な言葉掛けを心がけ，あるがままの
教師を「受容」する

Ａ-２
　教職員面談や臨時面談などを通じて，校長
と教師との信頼関係を深める

Ｋ
  教育活動の調整や教育活動へのアドバイス
を行い，肯定的な自己確認の場（学習指導，
学級経営など）を広げる

Ｂ
　学校経営方針などは，校長の人間観や価
値観などを交えて自己開示的に語り，理解と
承認を促す

Ｌ

　十分に信頼関係が成立するまで「待つ」「共
に考える」を繰り返し，肯定的な行動に関して
は，支持・賞賛を与え，指導力不足や欠勤な
ど否定的な行動に対しては，話し合うが非難
しない

Ｃ
　学校経営方針などの実現に向けて，確固た
る姿勢を示し，学校の最高責任者と覚悟を示
す

Ｍ 　自己表現のモデルを提示する

Ｄ
　関係調整・場面構成を行い，ときには「代弁
者」として，内面の言語化を行い人間関係を
スムーズにする

Ｎ
　本人の同意を得て，相談機関，医療機関，
教育委員会等との連携を行い，適応を支援
する

Ｅ
　情報提供に努め，「共に考え，共に歩む」姿
勢を促す

Ｏ
　教職外の生活(家庭生活など)の調整をして
生活への適応を支援する

Ｆ－１ 　協働的な支援モデルを示す Ｐ
　十分待った後に，現実の問題を取り上げ，
話し合う

Ｆ－２
　協働的な支援モデルの試行錯誤を支え，モ
デルの定着を促す

Ｑ

　Ｇとの信頼関係が十分に形成され，かつ適
応が好転したら，心理危機に介入，ライフヒス
トリー・インタビューを通して，心理危機の軽
減・改善し，問題に取組む積極性を高める

Ｇ－１
　教育環境（施設設備）の整備を通して，教育
活動を支援する

Ｒ
　教師・社会人としてのアイデンティティの安
定・成長を見護る

Ｇ－２
　教育環境（諸会議・現職教育など）の質的改
善を通して，教育活動を支援する

Ｈ
　保護者や教育委員会，他機関（児童相談
所，警察，病院等）との連携を行い，教育活動
を支援する

Ｉ
　感謝やねぎらいの言葉を伝えたり，支援活
動の微調整をしたりして，協働的な支援活動
への積極的関与を促す

Ｇ 教 師学　校　組　織
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Figure 4.1  中核的リーダーの信頼関係

づくり 

支援１年目「信頼関係に基づく協働的な支援体制の形成」（Ｘ年 4 月～Ｘ＋1 年 3 月） 

        初 期「Ｇと筆者，Ｇと他の教師との信頼関係の形成」 

（Ｘ年 4 月～Ｘ＋1 年 3 月） 

1 学期「筆者と教師との信頼関係の形成」 (Ｘ年 4 月～Ｘ年 8 月) 

  

 人事異動(X 年 4/1) 

  エピソード 1 (以下，Ep.1 と表記)筆者をはじ

め約半数の教師が異動し，筆者，教務主任（男性），

教師 3 名（女性），養護教諭(女性・新卒)，常勤・

非常勤講師 3 名(女性)が着任した。職員室で転任

者を迎えた教師たちの表情は暗く，筆者と教務主

任は学校改善の必要性を感じた。3 月末には，前

任の校長からＧの休職歴や現在も通院治療中であ

ること，欠勤に注意を要するなどを引き継いでいた。教頭（男性）はこれまで三役（前

校長・教頭・前教務主任）の人間関係に苦慮していたので，新しい三役の話し合いは学

校改善に向けてスムースに運び，学校の中核的メンバーとしての関係を深めることがで

きた（方法 A-1）(Figure 4.1 ）。 

数日後，筆者は数人の保護者からＧの指導や欠勤に対するクレームを受けた(4/3)。そ

の中には，「Ｇをやめさせろ」という厳しい意見もあり，そのことに関して教育委員会か

らの問い合わせもあった。保護者や教育委員会には，〈校長としてＧに責任をもつので，

しばらく改善の時間をほしい〉と伝え，了解された（方法 C）。こうした経緯から，筆者

はＧへの適応支援のできる学校改善（信頼関係に基づく協働的な問題解決体制づくり）

が急務だと感じた。 

 

学校改善のための所信表明(4/5) Ep.2 

〈これからは，学校で起こっている問題をみなさんとともに理解し，協力し合いなが

ら問題解決のできる体制づくりをしていきたいと思います。学校の教育活動への最終的

な責任は私が引き受けますので，子どもたち一人一人を私たち全員で育てていくという

思いでかかわっていただきたいと思います。よろしくお願いします〉と，協働的な問題

解決体制や組織内の信頼関係形成への強い思いを語り，教師たちに受け容れられた（方
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Figure  4.2   所信表明への理解と承認 

Figure 4.3  関係調整・場面構成（Ｇの欠勤） 

法 B,C）。(Figure 4.2 ） 

 Ｇの連続欠勤と協働的な支援モデルの提示 

Ep.3  

始業式(4/7)の翌日，Ｇは動けなくなり 2 日間

欠勤した(4/8,9）。筆者は教師たちに，〈誰かに

支援が必要なときには，学校全体で支え，協力

し合っていきたいと思います。人生にはみなつ

らいときもあれば，いいときもあります。人生

のいろいろな時期に私たちは職場で出会います。

お互い，人生で助けたり，助けられたりのできる

職場にしたいと思います〉と，再度，学校改善への強い思いを筆者自身の人間観や教育

観，価値観を交えて語り，三役で検討しておいた支援方法を教師たちに伝えた（方法 B，

F-1）。 

Ｇの学級には教務主任が入り，学級の保護者にはＧの欠勤へのお詫びとお知らせの文

書を作成し，多くの教師たちの協力で各家庭に配布した。 

筆者は，新学期の忙しいときに教師たちの協力で問題に対応できたことへの感謝とね

ぎらいの言葉を伝えた(方法Ｉ)。     

 

場面構成・関係調整  Ep.4 

教師たちが欠勤への対応をしている間に，

筆者は欠勤中のＧと電話で話をした。不安

で身動きが取れずに苦しんでいるＧをあり

のままに受容し(方法 J)，欠勤のことは非

難せず(方法 L)，Ｇの気持ちを確かめた後，

Ｇが教師たちに受け容れられるようにＧの

内面を代弁して教師たちに伝えた(方法 D)。 

一方，Ｇの再出勤日の朝，教師たちに温

かく迎えられるように迷惑を掛けたお詫びやサポートへの感謝の気持ちを表した表現モ

デルをＧに伝えた（方法 M）。Ｇは再出勤日の朝，職員打合せのときにうつむきながらで

はあったが，教師たちに伝えることができた(4/12)。(Figure 4.3 ） 
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Figure 4.4 

個別的・心理的援助関係の成立 

Ｇの実態や気持ちに添った協働的支援の開

始 Ep.5  

授業後(4/12)，筆者がＧの気持ちを聴くと，

「離婚して家のローンだけが残りました。両

親に迷惑をかけたくないので，勤務を続けな

がら健康を取り戻していきたいのです」「去年

は授業後に教室の床に座り込んで疲れた心身

を休めていました」と，筆者に打ち明けた。 

筆者は学校組織としてＧへの支援を約束した

(方法 C)。今後はＧの主治医や家族との連絡も取

りながら(方法 N)，支援をしていくことにした

(Figure 4.4)。 

主治医からは，現在，Ｇへの内省的な心理面接は危険が伴うのであえて行わず投薬治

療だけにしているので，しばらく筆者との会話を通して教育活動への現実的なサポート

を中心に行ってほしいという依頼があった。医師の助言やＧ自身の心身の状況，他の教

師や子ども，保護者への配慮も考えた上で，週に 2 回，主治医の診断書を添えて子ども

の下校後に数時間の療養休暇を取得するという勤務の形態をとることにした（方法 K）。

この勤務形態は X+1 年 3 月までの 1 年間続いた。 

Ｇへの支援を三役で話し合い(方法 A-1)，主に筆者がＧの個別的・心理的にかかわり，

Ｇへの学校組織としての協働的な支援への調整をすることにした。現在，Ｇが一人で学

級経営や授業を行うことへの不安感が強いので，教務主任が学校全体の時間割を組み替

え，可能な限り他の教師が学級に入り，Ｇへの授業支援，ティーム・ティーチング(以下，

T.T.と表記)授業の体制を取ること，Ｇの教育活動への具体的な指導・助言は教頭や教務

主任が中心に行うことにし，全教師の了解のもとで組織的な適応支援が始まった (方法

F-2)。  

教育環境の整備(4 月～) Ep.6  

筆者は，次のような教育環境の整備・改善に 4 月(①～②)から着手し，日常の教育活

動のへの支援（方法 G-1,G-2）を行って，教師たちから信頼が得られるように努めた

(Figure  4.5 )。 
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Figure  4.5   筆者と教師との信頼関係づくり 

①施設・設備（物理的な環境）

の整備(方法 G-1) 

・職員室ではいろいろな機器が

高く積まれ，机上には不要なもの

があちこちに置いてあった。職員

全員の表情が見えないまま，話を

しなければならなかった。〈私たち

は，一日の大切な時間を学校とい

う職場で長い時間を過ごします。

皆さんとともに明るく楽しく過ご

せる職場環境にしたいと考えてい

ます〉（方法 B）と，職員に話し，設備等の改善について伝え，同意が得られた。校務主

任や他の教師たちの意見を取り入れながら職員室の整備を考え，夏休みに工事や備品等

の移動を行った。職員室は誰の目から見ても広くなり，オープンな雰囲気になった。「職

員室，実はこんなに広いところだったんですね」と言う声が聞かれた。 

・これまでのⅢ小では，夕方以降に保護者の突然の怒鳴り込みなどが多く，対応に苦

慮していた。職員室に隣接した更衣室を移動して相談室にする案を筆者から提案した。

教師たちから賛成が得られ，夏休みに職員の共同作業で相談室が出来上がった。作業を

通じて教師たちの雰囲気が和やかになった。相談室はその後よく利用された。 

②人的・質的な教育環境の整備・改善（方法 G-2） 

・第 1 回いじめ・問題行動等対策会議(4 月)で，〈それぞれの学級で起こっている問題

をみなさんと共有して，学校として一緒に解決していけるようにしたいと思います。子

どもたち一人一人を私たち全員で育てていきましょう。そのために，学級の実態をなる

べくありのままに伝えてください〉と，校内での情報の共有を呼び掛けた。朝の打ち合

わせや職員会(毎月 1 回開催)等で，教務主任や生活指導担当者，ときには管理職から各

学年で生じている問題や地域で起こっている問題などを全職員に伝え，子どもたちを学

校組織全体で育てる意識を高めるようにした（方法 E）。 

・Ⅲ小では，子どもや保護者の問題が多かったので，問題の理解や解決のために，講

師を招いた事例検討会や現職教育等を年間計画の中に組み込み(4 月～)，児童生徒理解

や指導法の研修を計画した。 
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・Ⅲ小では，スクールカウンセラー(以下，SC と表記)の活用がなかった。教師たちの

同意を得て，近隣の中学校に配置されている SC の活用を決めた(6 月)。保護者への広報

を行うと，すぐに何人かの面談希望があり，子どもや保護者の継続面接が始まった。SC

の活用がきっかけで学校と医療機関との連携も始まり，教師が SC や医療機関と話し合う

ことで，教師の指導力向上に役立てた(方法 H）。次年度には，教師たちから子どもを理

解するための研修の要望が出るようになった。 

・公立の幼・小・中学校では教職員評価システム(教職員面談)が位置づけられている。

教師と筆者が年に 2～3 回面談を行う。システムの趣旨は，教職員一人一人が自己目標を

設定し，目標達成に向けて取組む。その結果や成果について自己評価と評価者（筆者）

の評価を行い，評価結果に基づく改善をし，教職員の意欲と資質・能力を向上させ，学

校（園）組織の活性化と教育活動の充実を目指すものである。このシステムの運用は筆

者に任されている。Ⅲ小の現状を考え，評価の面談というよりは，一人一人をより理解

し，教師の能力を十分に引き出すことを目指した。そのため，ときには教師の家庭生活

やプライベートな内容なども話題にした。面談時間は，一人，約 30 から 45 分程度であ

った。個別にゆっくり話し合うことで，一人一人の個性や適性への理解が深まり，学年

や校務分掌担当などへの配慮に役立ったり，日常会話が増え，職員室全体が明るくなる

一つのきっかけにもなったりした。この面談以外にも，必要なときには臨機応変に面談

を行った(方法 A-2)。 

 

クレームに悩む女性教師(5 月) Ep.7  

数人の女性教師が保護者の一方的な言動や態度に耐えきれず，電話での対応や面談の

後に職員室で涙ぐむ姿が見受けられた。筆者が女性教師たちに事情を聴くと，対応が間

違っていたわけではない(方法 A-2）。保護者は若い教師から言われたり，伝えられたり

することにイラついたり，日常生活での保護者自身のストレスなどを教師に向けたりし

ているようだった。筆者は女性教師に，〈校長も，私と同じ考えをもっています。…その

ことについて校長が責任をもって保護者とお会いして，お話を伺いたいと言っておりま

す〉と，保護者に伝えるように話した(方法 C）。 

1 学期末には，保護者への対応が安定するようになった (7 月)。筆者が教師の教育活

動を心理面・活動面で支える重要さを実感した。 
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運動会練習へのクレーム(5 月連休明け～6 月) Ep.8 

5･6 年生は毎年運動会で組体操を行う。昨年，練習中にけがをした子どもの保護者が，

6 年生でもけがをしたら学校はどう責任を取ってくれるのか，と担任に詰め寄ってきた。

担任が子どもの気持ちを確かめると，組体操を成功して卒業したいと言う。担任もその

気持ちを尊重したいと，三役に相談をした。この担任への支援をするために筆者から教

師たちに，〈子どものできなかったことをやり遂げたいという気持ちを尊重してやりたい

と思います。そのために，可能な限りけがをしないように，皆さんと協力して子どもを

見護りたいと思います。誰もが運動会の練習で忙しいときに申し訳ないですが，みなさ

んの協力をお願いします。教務主任が時間割を見て，練習時のサポートをお願いします

のでご協力をお願いします。保護者には私から，けがのないように学校として最大限努

力しますが，学校では多くの子どもたちがさまざま活動していますので，どんなに注意

をしていても，100 パーセントけがを出さないとは約束はできないと明確に伝え，この

件の責任は筆者が受けます〉と，伝えて教師たちの了解と協力を得られた（方法 B,C）。

保護者も学校の対応を納得した。 

運動会へ向けた全教師の協働的な支援体制と並行して，Ｇへの T.T.による支援体制は

継続していた。運動会の練習風景を筆者も見に行き，教師たちに感謝とねぎらいの言葉

を伝えた(方法 F）。運動会当日，子どもは組体操を成功させ，その瞬間，当事者の子ど

もや周囲の子どもたち，教師たちもほっとし，一緒にやり終えた充実感が漂った(方法

F-2）。 

 

Ｇの教師としての機能不全(6 月から 7 月初旬) Ep.9 

運動会での成就感に比べ，Ｇへの支援は一向に効果が上がらず，学級内で 2 つのトラ

ブル(①,②)が発生した。 

①体験入級問題(6 月下旬) 

Ｇの学級に体験入級(1 か月間)の子どもが入った。その子どもへの指導をめぐって

Ｇは保護者から抗議を受けたが，適切に対応できなかったために保護者から管理職への

抗議となった。教頭や教務主任がＧに事情を聞いてもＧの記憶があいまいで，事実関係

がはっきりしなかった。Ｇは保護者の厳しい口調に動揺して身動きが取れず，その態度

は保護者をさらに怒らせていた。問題を改善し，関係を修復するための場を教頭と教務

主任が設定したが，その当日，Ｇが欠勤し，保護者の怒りはさらに大きくなり，体験入
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Figure 4.6  校長と教師集団との信頼関係づくり 

級も話し合いも断られた(方法 L,D）。 

②いじめの未解決の問題(7 月初旬) 

6 月の個人懇談会が終わった後，Ｇの学級の保護者が直接，筆者に次のように訴え

てきた。「4 月の学級懇談会のあと，他学年も含めた複数の子どもたちからうちの子がい

じめられていたことを調べてほしいと頼んだのに，今も連絡がない。6 月の個人懇談会

でもまだ調べていないと言われ，もうやる気がない先生だと思った」というものであっ

た。筆者がＧに尋ねると，保護者に依頼されたが何も調べていなかったことを認めた。

目が真っ赤になり，「聞いてはいたのですが，対処していませんでした」〈今の自分では

うまく解決できなくて，そのままにしていたの？〉「そうです。いじめの問題に踏み込ん

で問題を解決することが怖くて，できないんです」と，涙を流す。〈過去のことで，心の

整理がうまくいかず，苦しんでいるの？〉「はい」〈今は援助が必要ね。ゆっくり時間を

掛けて対応できるようにしていきましょう〉と伝え(方法 J,L），〈この問題はそのままに

しておけることではないので，学校として対応しますよ〉(方法 C）「お願いします」と，

Ｇは筆者に頼んだ。すぐに三役で相談し，教頭や教務主任が中心となり，いじめに関係

していた子どもたちの担任たちと協力して事実確認を行い，子ども同士の解決に導き，

保護者の理解が得られた(方法 D）。 

PTA 役員会ではＧの体調への質問

が出た。筆者は，健康面の配慮をし

ながら指導力向上への指導をしてい

る現状と，保護者に大きな心配を掛

けていることを詫び，もうしばらく

指導の時間をいただきたいとお願い

し，了承された(方法 C)。また，筆

者から PTA 役員へ，Ｇに関する事実

に反した噂が地域に流れていたら，

率先して止めてほしいと依頼し，了承さ

れた(方法 H）(Figure 4.6)。 

 

専任講師の要請と家庭生活の調整(7 月中旬)Ep.10  

小規模校Ⅲ小での教師の人数ではＧへの支援はすでに限界だと筆者は判断し，三役で
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Figure  4.8   

中核的リーダーと教師集団との信頼関係の形成 

Figure  4.7  

  Ｇと筆者との信頼関係の形成 

検討して教育委員会に学校の現状を強く訴え，Ｇの学級への専任講師派遣の要請をした

(方法 H)。その結果，10 月から 3 か月間，学級運営改善支援講師の派遣が認可された(8

月)。講師の配置が決まったことをＧや教師たちに伝えると，安心したようだった

（Figure 4.7， 4.8 )。筆者はＧの生活が安定するように，夏休み中から家族(実父母)

のもとで生活してはどうかと勧めると，すんなり同意が得られたので，家族に学校での

状況を伝えて見護っていてほしいと伝えた(方法 O）。 

 

2 学期 「協働的な支援活動の繰り返し」(Ｘ年 9 月～Ｘ年 12 月) 

 

 

Ｇの欠勤の減少(2 学期) Ep.11 

 始業式には，学校改善の方針の確認と継続を教師たちに伝え，行事の多い 2 学期をと

もに協力し合っていきたいと伝えた（方法 B）。 

Ｇの欠勤は 9 月の始めにはときどきあった。筆者が彼の気持ちを確かめると，体験学

習の授業構成や学芸会等の計画・立案等で悩み，前に進めないという（方法 J,L）。Ｇは

自分から他者に援助を求められない。Ｇの自己肯定感の低さが感じられた。しかし，努

力家で真面目な彼は，具体的な助言や援助があると一生懸命に取組もうとする意欲は失

っていなかった。筆者は指導・助言のできる教師との関係調整をして(方法 D )，Ｇの不

安や悩みの軽減を促し,〈大きな不安で前に進めなくなる前に，小さな不安のときに SOS

を出せるといいね〉と，Ｇに伝えた（方法 K）。9 月末にはＧの欠勤はなくなった。 

10 月になると，学級には常に専任の講師がいてくれるので，安心してＧは学級の子ど
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Figure  4.9   教師相互の信頼関係づくり 

もたちに接することができるようになったと，筆者に伝えてきた。学級の子どもたちは

次第にＧを慕い始め，子どもたちの学習態度がよくなった。他の教師たちから学級の子

どもたちが褒められるようになり，Ｇは教師としての自分を少しずつ取り戻し始めたよ

うだった。 

 

校外での傷害事件(10 月下旬～3 月）Ep.12 

異学年の子ども同士が校外で傷害事件を起こした。保護者は同じようなことが学校内

で起きたらどう責任を取ってくれるのかと筆者に詰め寄ってきた。最大限の努力の約束

をするが，全く起きないとの約束はできないことをはっきりと保護者に伝え，保護者の

了解を得た(方法 C)。警察や児童相談所等と連携をしながら，三役で学校方針や体制を

決めて，学校全体で緊急対策会議を開いた。事件の経緯と今後の学校としての短期・長

期の対策等を検討した。教務主任の実

働的な指揮のもとに，事件を起こした

子どもたちの学級への T.T.支援や放

課中，放課後などにも可能な限り複数

の教師が子どもたちを見守るという全

校的な体制を始めた(方法 F-2）。この

体制は 6か月間，3学期末まで続いた。 

小規模校での長期間の協働的な支援

体制の継続は教師たちにとって厳しい。

機会あるごとに教師たちへのねぎらい

の言葉を三役から掛けたり，体制の微

調整をしたりした（方法 I）。 

この事件は日々生じる子どもたちの問題や状況等をこれまで以上に教師たちに知らせ

る機会となり，その結果教師同士の情報交換が頻繁に交わされるようになった(方法 E）。

また，一つの課題に向かって協働して解決に向かう中では，教師一人一人がそれぞれ役

割や立場で課題解決にかかわっている。学校を守っているという意識が高まり，教師た

ちの主体的な考えや行動が見られるようになる，と同時に，教師集団としての凝縮性や

信頼関係の高まりを感じさせた（Figure 4.9 ）。 
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虐待事件(11 月中旬～3 月）Ep.13 

教師たちは，傷害事件の再発防止のための協働的な支援体制に取組みながら，学芸会

に向けた準備で忙しかった。その最中に，高学年で虐待事件が起きた。子どもが担任に

助けを求めてきた。担任や三役を中心として子どもの安全を守るための方針を決め，教

育委員会や児童相談所，区役所等と連携をしながら全校的な協働体制を取った(方法

E,H,F-2)。 

この時期には，全校的な協働体制の継続によって，次のような体制が形成されつつあ

った。必要ならば外部の関係機関と連携し，問題に直接かかわる担任や三役などが中心

となって，問題への方針・対応を検討する緊急会議を開く。その後に，学校全体で職員

会議を開き，方針や対応方法などを再検討し，協働的な支援体制への理解と承認を得る。

管理職が教務主任の後方支援役となり，教務主任が教師への実働的な指揮をとるという

体制である。そして，協働的な活動の中では，三役が中心となって教師たちに感謝とね

ぎらいの言葉を掛けたり，状況に応じて支援体制の微調整を行ったりするというものだ

った(方法 I,F-2）。 

 

Ｇの初めての自己主張 Ep.14 

こうした大きな 2 つの事件に対応した協働的な支援の中では，これまで他の教師から

支援を受ける立場だったＧが，他の教師への支援を行う立場に変わっていた。Ｇはこの

ような体験を通して，「校内でオープンになる問題によって，子どもへの理解の仕方，指

導の仕方が自分自身の参考になりました。そして，どの教師も問題を抱えて苦しみなが

ら行っている現実がよく分かりました。去年までは，自分だけが駄目な教師だと思って

いましたが，みんな同じように苦しんでいることが分かって，以前のように落ち込まな

い自分を感じました」と，筆者に語った（方法 K）。Ｇの自己肯定感の高まりを感じさせ

た。 

学芸会(11 月下旬)の準備に向け，大道具・小道具などの製作には各学年の共同作業を

多くして教師たちの仕事の軽減に配慮しながら，教師相互のコミュニケーションの機会

を増やし，人間関係を深める場にした（方法 F-2)。Ｇは初めて大きな行事を欠勤せずに

やり終え，「自分自身に不安をもちながら準備をしてきましたが，無事やり終えることが

でき，自分自身にほっとしています。うれしいです」と，充実した表情で筆者に語った。

周囲の教師たちはＧを支えてきた成就感を味わっていたようだった。 
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学芸会の終了後，Ｇは自分から「転任したい」と，筆者に自分の気持ちを伝えてきた。

筆者はＧの自己回復や現実吟味がまだ十分でないこと，転任の原則である 3 年を経過し

ていないということなどから，転任希望は教育委員会からの許可が下りないと考えた。

しかし，希望通りになるのかは難しいが，希望を教育委員会に伝え検討してもらうよう

に要望を出すと約束した(方法 J,H)。結局，転任は許可されなかった (12 月)。Ｇに結果

を伝えると，特に表情を変えることなく，穏やかに聞いていた。 

 

3 学期 「信頼関係に基づく協働的な支援体制の形成」(Ｘ年＋1 月～Ｘ＋1 年 3 月) 

 

Ｇと現実問題の対話(1/7) Ep.15 

始業式，筆者は 3 学期にも協働的な支援体制の継続的な活動を教師たちに再度依頼し，

進級，卒業に向けて子どもたちの成長を学校として支えようと，強く訴えた。 

数日後，Ｇは突然，欠勤した。筆者は転任不可の現実を受けとめきれずにいると感じ，

もう現実問題をＧと話し合う時期だと判断した。筆者は現状での転任が彼にとってどの

ような意味をもつのか，転任したらどのような状況が予想されるのかを話し合った(方法

Ｐ)。その結果，現実吟味が不十分で，思うようにならないことがあるとその現実に向き

合えずにいつも逃げてきた自分自身が理解された。この話し合いのあとは，Ｇと学級の

子どもたちとの関係はさらに好転し，学級全体が落ち着き，学級経営を任せられる教師

に変化していった(2 月)。 

3 月になり，次年度へ向けた担当学年等の希望調査で，Ｇが希望した学年の担当にす

ることは難しいと筆者は直接彼に伝えた。再び欠勤となった。欠勤の理由を話し合うと，

再び現実からの逃避だった。筆者は，現在の彼の指導力では希望した学年の学級経営は

難しいこと，今担当している学級ならば子どもたちとの関係もよく，彼の指導力が十分

発揮できると考えていること，を伝えた。「納得ができて気持ちがすっきりしました」と

Ｇは語り(方法Ｐ)，以後，次年度に向けた準備に積極的に取組んだ(3 月下旬)。 

 

新しい問題・女性教師 3 人の妊娠(3 月中旬）Ep.16 

3 学期には，教師全員に協働的な支援体制を継続して，傷害事件や虐待事件の再発を

防ぎたいという機運が高まっていた。学年末の多忙な時期ではあったが体制は継続され，

問題の発生を防ぐことができた。教師たちには体制を継続した充実感が感じられた。職
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Figure  4.10  教師相互の信頼関係の形成 

員室内では，教師たちが気軽に子どもの問題を話し合っていた。Ｇは他の教師から話し

掛けられると，対話ができるようになっていた。また，保護者が突然怒鳴り込むことは

なくなり，担任や教務主任，教頭と話し合って解決できるようになっていた。教師たち

は問題があると教務主任に相談し，教務主任が管理職に伝え，必要なときには，全校体

制が取れるようになった( Figure 4.10 )。 

筆者は，3 人の女性教師から秋に出

産予定になると知らされた。9 月(2 学

期)から 3 人が出産休暇に入る。2 学期

からは，3 人の産休講師が赴任するこ

とになる。また，4 月からは 3 人の女

性教師の心身の健康に配慮し，体育の

補充講師の要請も必要である(方法 H)。

さらに，小規模校で 2 学期から 3 人も

の担任変更に向けて，子どもや保護者

を動揺させない配慮も必要だった。こ

うした状況を教師たちに伝え，来年度に向けての協力依頼をした(方法 E,F-2)。 

傷害事件や虐待事件への対応には，今後も継続的なかかわりが必要だと三役で判断し，

学校や教育委員会，児童相談所等との連携を今後も取りながら経過観察していくことに

した。 

 3 学期末，教師たちの協力で，1 年間を無事に終えたことへの感謝とねぎらいの言葉を

三役から伝えた(方法 I)。 

 

支援２年目「人事異動に対応できる協働的な支援体制の維持」 

 (Ｘ+1 年 4 月～Ｘ＋2 年 4 月） 

1 学期                           中 期「心理危機水準の軽減・改善」 

(Ｘ+1 年 4 月～Ｘ＋1 年 8 月） 

人事異動(4/1）Ep.17 

教頭（男性）や男性教師，3 人の常勤・非常勤講師(女性)が着任した。まず，中核的

リーダー三役の信頼関係づくり（方法 A-1）であった。新教頭にこれまでの経緯や現在

の学校体制，9 月から出産休暇に入る 3 人の女性教師のこと，それらに伴う学校として
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の対策などを話し合った。 

年度当初の職員打合せで，筆者はこれまでの学校運営・教育方針の体制の継続を伝え，

体制について解説し，また，教師たちが協力して取組むさまざまな問題に対して，筆者

が責任をもって対処することを伝えた(方法 B,C)。 

 

Ｇの順調な学級経営(4 月) Ep.18  

始業式後の担任発表(4/7)で，Ｇの学級になった子どもたちが大喜びする様子を見て，

「この子どもたちの担任になってよかったと，心から思えます」と，Ｇは筆者に伝えた。

筆者はときどきＧにそっと子どもへの接し方や行事計画などへのアドバイスをした(方

法 K)。Ｇはそのアドバイスを工夫して行い，教頭や教務主任に褒められ，仕事への意欲

をさらに高めていった。1 年間続いた週 2 回の療養休暇の取得は取らなくてもよくなっ

た。Ｇの学級は順調にスタートをし，彼のきめ細やかな指導は 4 月に着任した講師たち

の参考になっていた。 

筆者はＧとの信頼関係が十分できてきたことや教師集団への信頼ももてるようになっ

たこと，Ｇの教育活動への適応が安定してきたことから，『社会人として，教師としての

再生』に向けた内面の見直しができる時期ではと考え，〈これからの教師生活のためにそ

ろそろつらかった自分自身を見直してみない？〉と，問い掛けた(方法 P）。「自分でもそ

うする時期だと感じていました。見直して人生の大きな転換期にしたいと思います」と

いう返事が返ってきた。そこで，ライフヒストリー・インタビュー（心理危機への介入）

は，時間にゆとりのある夏休み中(8 月初旬）に行うことを 2 人で決めた。 

6 月の運動会でのＧは，子どもたちと楽しんで終え，彼の表情には充実感があふれて

いた。 

 

ある学級の問題 Ep.19  

4 月当初から 9 月に出産休暇に入る女性教師の学級が落ち着かなかった。教務主任や

他の教師が応援に入った（方法 F-1）。この学級の問題はこの教師の指導力の問題が大き

かったが，三役で話し合い，彼女の体調への配慮を考え，彼女への厳しい指導や助言は

やめ，複数の教師が授業の応援に入り，学級崩壊を防ぐという方針を決めた（方法 A-1）。

保護者から何回も担任へのクレームがあったが，教頭や教務主任が保護者たちの話をて

いねいに聴き，担任への指導や改善への努力を行っていたので，かろうじて保護者たち
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の理解が得られた（方法 D）。学級は周囲の支援で，何とか崩壊せず 1 学期の終業式を終

え，教師の体調も悪くならずにすんだ。教師たちは 1 学期間，彼女を非難や批判するこ

とはなく，温かく接していた。 

地域の事件(6 月) Ep.20  

子どもの下校時間に地域で事件が発生し，警察や地域民と連絡を取り合い(方法 H)，

事実確認をしてから三役で緊急下校の方法を検討し(方法 A-1)，教師たちに事実を伝え

（方法 E），全校児童を運動場に集めて教師の引率で緊急分団下校をした（方法 F-1）。こ

の年はこれ以後もこうした事件が数回生じ，協働的な緊急体制づくりに役立った（方法

F-2）。緊急時に三役が緊急対策を早急に検討できる関係のよさが教師たちを安心させて

いるようだった。職員室で和やかな笑い声が聞かれるようになった。 

 

3 人の担任変更のお知らせ( 7 月中旬) Ep.21 

学校だより（広報紙）で，9 月からの 3 人の学級担任の変更とそれに伴う講師の着任

を子どもたちや保護者に知らせた(方法 E)。 

3 人の講師面談(7 月末）は，三役で行い，担当する学級を慎重に決めた(方法 A-1）。

また，2 学期には担任変更に伴う保護者の思いや気持ちを受け止めたり，学校の方針や

考えも伝えられたりする臨時学級懇談会開催の必要性を教師たちに伝え，理解が得られ

た(方法 B,E)。 

 

Ｇへのライフヒストリー・インタビュー(8 月初旬）Ep.22 

Ｇへのインタビューは約 3 時間，応接室で行った。Ｇのこれまでの人生が語られた。

幼いころから母親と仲の悪い父親を嫌い父子の対話のなさ，中学時代にいじめられ周囲

に助けてもらえず人間不信に陥り，対人関係から遠ざかるようになったこと，精神的・

経済的な自立を自覚したくて，周囲の止めるのも聞かずに結婚して，結局，家庭生活も

学校生活も破たんしたことなどが語られた。いじめの体験は，これまで心の中に封印し

てきたことだったという。筆者は自分自身の人生に触れ，〈これまでの人生を振り返って

みると，今の自分にとってどれも必要なことだったと感じられる。当時はつらくてやり

きれないようなことも時間が経ってみると，実は必要なことだった，と思えるようにな

っている。きっと人生に無駄はないのかもしれない！ 体験したことをこれからの自分

にどのようにつなげて生きていくかが重要な気がするよ〉〈自分自身の課題に真正面から
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向き合い，それに取組む努力をしていくと，いろいろなことが自然に変化していくかも〉

と，人生への肯定的な意味付けを行った(方法 B,Q）。部屋を出るＧは，肩の荷が下りた

ようだった。 

1 週間後，Ｇと筆者との共同で，Ｇのライフヒストリー（Figure 4.11 ）を作成した。

Ｇのライフテーマは 10 テーマ存在し，それらの領域別内訳は，教職領域に，『基本的な

力量形成』，『中堅教師としての力量形成と家庭生活との両立』，『教師としての再生』の

３つ，教職外の領域に，『職業選択』，『結婚し子どもをもつ』，『家庭の修復』，『社会人と

しての再生』の４つ，中核テーマとして，『父との関係・父からの精神的自立』，『経済的

自立』，『いじめによる人間不信の解消』の３つであった。2 人でライフヒストリーを見

ながらＧのこれまでの人生について再び語り合った。 

彼は幼いころからいつも同じ課題につまずいている自分，問題から逃げてきた自分を

理解し，これからは逃げずに取組みたい，と語り，未解決の問題や今後の課題について

話し合うことができた。夏休みの後半，2 学期の授業準備を積極的に行うＧの姿が見ら

れた。 
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2 学期        後 期「教師・社会人としてのアイデンティティの安定・成長」 

（Ｘ+1 年 9 月～Ｘ＋2 年 4 月） 

3 人の産休講師着任(9/1) Ep.23 

2 学期の始業式，筆者はこれまでの体制維持を職員全体に伝え，着任した講師への支

援を頼み，行事の多い 2 学期をみなで協力し合って乗り切りたいと伝えた(方法 B,E)。

講師の中にはこれまで教職に就いたことのない講師がいた。教務主任が中心となって講

師たちに指導・助言をし，他の教師たちは講師が早く学校に溶け込めるように温かく話

し掛ける様子が見られた。 

Ｇは，2 学期になると早朝出勤して授業等の準備を積極的に始めていた。 

3 人の担任変更に伴う臨時学級懇談会は，全校で実施し，対応に困るような内容には

管理職が対応することにした(方法 F-1,C）。学級懇談会では，特に問題となることは起

きなかったが，保護者は直接，筆者に面談を求めてきた。年度途中で 3 人もの担任が一

度に替わることへの不満であった。筆者から理由を説明して納得が得られた(方法 E)。 

1 学期にクレームの多かった学級が講師の指導で落ち着き，保護者から好意的な連絡

を受けるようになった。しかし，他の 2 人の講師の学級に教務主任や他の教師が応援に

入らなければならない状況が続いた（方法 F-2）。 

 

Ｇの主体性の回復 Ep.24 

教務主任は新任講師にＧのきめ細やかな学級指導を参考にするようにと勧めていた

（方法 K）。その言葉を聞いたＧは，自分の内側からエネルギーが湧いてくるのを感じた

と，筆者に語った。 

秋の最大の学校行事である作品展(11 月)に向けて，Ｇの技術指導が何人かの教師の参

考になった。作品展ではＧの学級の作品が他学年の子どもたちや保護者，他の教師たち

の賞賛を受け，Ｇの指導力が多くの人達から認められた(方法 K）。Ｇは教師としての大

きな喜びを感じていた。彼は行事の反省会，夜の飲み会(11 月)に初めて自分から参加し

た。学校アンケート(学校運営に関する保護者向けのアンケート，11 月)では，“他の先

生が見習ってほしい先生”と，Ｇのことを保護者は評価した。Ｇは保護者から教師とし

て認められ，自分に自信を取り戻すことができると，筆者に伝えた。 
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Ｇ，父親からの精神的自立(11 月) Ep.25 

Ｇは父とよく話し合うようになり，「父が自分のことをどんなに心配していてくれたの

かが分かりました。嫌っていた父は，実は自分と同じで，思っていることを言葉に表現

できない人でした。父や母は，自分のことをとても喜んで見守っていてくれる。本当に

両親に心配をかけてきました」と，筆者に語った(方法 R）。 

 

Ｇの転任への配慮（12 月）Ep.26 

ＧはⅢ小での勤務が 3 年を経たので転任を予定していたが，彼の健康指導管理区分が

まだ「Ｂ1」であること，転任には相当の内的・外的エネルギーの消耗をするので，筆者

としてはもう 1 年間Ⅲ小で勤務し，教師としての指導力や自信をさらに高めて転任した

ほうがよいであろうと考えていた。教頭や教務主任も同様の考えであった。筆者や教務

主任が個々に勤務の継続を勧めたが，彼の転任への気持ちは変わらなかった。彼の気持

ちを尊重し(方法 J)，Ｇと筆者は，転任の方向で話し合い，教育委員会へは，Ｇへの配

慮を強く要望した。具体的には比較的大きな規模で同学年に 3～4 学級あり，荒れの少な

い学校であった(方法 H）。 

 

地域の事件への対応(12 月)Ep.27  

地域で事件が起こり，教育委員会，警察や地域などと連携しながら，緊急下校の対策

を取った(方法 H,F-2)。教師たちや子どもたちの動きはスムースだった。地域のリーダ

ーは，教師たちの誘導で子どもたちがスムースに行動しているのを見て，地域住民も自

分たちの誘導でスムースに動いてくれるといいのだが，と筆者に話した。 

 

3 学期 

Ｇ，決意の年賀状(1 月) Ep.28  

Ｇは職員に年賀状を出した。内容は，職員からの温かい支援の中で，過去のつらい休

職生活を振り返り，今，それらに折り合いをつけて少しずつ前を向いて生活できるよう

になったこと，迷惑をかけてきたお詫びや周囲への感謝とお礼の言葉がつづられていた。

Ｇが過去の自分を受け入れ，新しい出発をしようとしている強い決意が示されていた。

職員は支えてきた喜びを感じることができた(方法 R)。 
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 Ｇの転任内示(3 月中旬)Ep.29 

Ｇの転任内示があり，転任先はほぼ希望通りだった。筆者は内示先の学校長に連絡を

取り，これまでの経緯を伝え，Ｇの担当学年や校務分掌担当などについて，配慮を頼ん

だ(方法 H）。Ｇは転任内示校への挨拶から戻り，「Ⅲ小に転任したときのような管理職の

雰囲気があったので，不安です」と，筆者に話した。〈教師としての力量をパワーアップ

した今のあなたに，同じような再スタートの場が用意されているのでは！生まれ変わっ

たあなたには，乗り越えられると思うよ〉と，ポジティブな意味付けをした(方法 Q）。 

離任式(X+2 年 4 月)，Ｇは子どもたちや教師たちに自分自身の心情も交えた挨拶をし

た。子どもたちがみなで書いた寄せ書きをＧに渡していた。Ｇは感激していた。4 月末

の歓送迎会では，教師たちに転任校での近況をうれしそうに語り，みなの拍手を受けた。

「やっていけそうです」と，筆者に話した。〈これからもあなたの前にやってくるものは，

あなたの人生にとってきっと必要なことがやってくる。きちんと向き合って取組む姿勢

が大切だよ。遠くからいつも見護っているから。いつ連絡していいよ〉(方法 R） 

1 学期末には，転任先の校長からＧが休まず勤務していると聞いた。 

Ⅲ小は，4 月になって職員の約半数が異動し，再び，これまでの学校体制の維持に向

けた取組みが始まった。 

 

 

第５節 考察 

 

 

１．学校組織の心理危機マネジメント 

 

 本章の結論は，以下のようになる。 

心理危機に悩む復職者の適応支援と学校組織の危機状態を改善する心理危機マネジメ

ントは，組織内に信頼構築に基づいた協働的な支援体制の形成を促すことであった。 

また，その支援体制の形成には，心理危機マネジメントの中心的支援者である筆者の

リーダーシップのとり方が重要であった。すなわち教育現場の状況を的確に判断しなが

ら，復職者への個別的・心理的な支援と組織的な協働的支援との調整を行うことであっ

た。 
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１）信頼構築に基づく協働的な問題解決体制づくり 

 学校組織への支援過程は，毎年繰り返される人事異動と学校組織特有の学校運営の流

れを配慮して，各学期ごとに分かれた。したがって，支援 2 年目は１年目の支援を基本

的に繰り返すことになった。 

支援 1 年目の 1 学期は，4 月 1 日，教育委員会の教職員人事異動の発表に基づいて，

新しい教職員集団が構成され，1 年間の教育活動がスタートした。人事異動で着任した

筆者は，Ⅲ小の教師たちの表情の暗さや着任早々にあった保護者からのクレームによっ

て，学校の危機的状況を察知した。そのため学校の改善が急務であると理解した。 

その第一歩となる筆者の所信表明（学校改善方針）の場では，教師の理解と承認を得

て，方針への積極的な関与を働き掛ける必要があった。筆者は，こうした場で構成的グ

ループ・エンカウンターの技法(國分，1992)や平木(1993)のアサーション(自己表現)を

多く取り入れている。 

所信表明の準備として，赴任直後に教頭や教務主任と本音で話し合い，学校の中核的

リーダーとしての関係づくりを行った(4/1-4/5) (Ep.1)。所信表明(第 1回職員会議,4/5)

の場では，筆者の人間観や教育観，価値観を交えて自己開示的に語ったり，責任感の強

さを示したりした(Ep.2)。その後に，学校組織の協働的な支援活動（学校改善）を具体

化する最初の機会を待ち，数日後のＧの連続欠勤(4/8,9)のときととらえた。筆者は教師

たちの同意を得て，Ｇの欠勤に教師たちへの協働的な支援のモデルを示した。教師たち

が筆者の示した支援モデルを実践したあとには間髪をいれず，感謝とねぎらいの言葉を

伝えた。 

このように場面を構成してメンバー内の人間関係の調整をし，緊急支援の必要なＧへ

の支援を始めた(Ep.3)。 

次に，Ｇの再出勤日(4/12)には，Ｇと教師たちとの新しい出会いの場（関係改善の場）

とし，両者の代弁者となってネガティブな関係からポジティブな関係へと変化させ，Ｇ

への協働的な支援活動を開始した(Ep.4･5)。 

一方，Ｇばかりでなく保護者のクレームに悩む教師たちにメンタル的な支援をしたり，

クレームに対する強いリーダーシップを発揮したりして，筆者への信頼を高めながら協

働的な支援活動を促した。その結果，1 学期の大きな学校行事・運動会を成功に導いた

(Ep.7,8)。 

さらに，4 月当初から次のような物理的・人的な教育環境の整備や改善を行い，筆者
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への信頼を高めさせ，また，教師集団の凝縮性を高めさせることができた(Ep.6)。 

しかし，4 月から T.T.支援を行っているＧの状況は，7 月に入って教師としての機能

不全に陥っていた (Ep.9)。筆者は学校内部の支援の限界を判断し，外部への緊急支援要

請を行い，実現させた(Ep.10)。こうした筆者の問題解決への強い責任意識は，筆者への

信頼をより高めさせ，Hoy & Tschannen-Moran (1999)が指摘する「お互いに相手の能力

と人間性に期待し合った，安定的・秩序的な関係」を促し，学校組織内における「信頼

関係」の形成を促した。各学期では，こうした信頼構築のプロセスが繰り返されること

になった。 

 支援 1 年目 2 学期は，教師たちに十分な情報提供をし，外部からの脅威に対しては筆

者が管理職としての毅然とした態度を示し，2 つの大きな事件(Ep.12，Ep.13)への協働

的な問題解決の活動の継続を支援した。その結果，教師相互の信頼関係が高まり，協働

的な支援体制の形成が促された。 

 支援 1 年目 3 学期は，協働的な支援体制の継続で，事件の再発防止やＧの不適応が改

善された。支援活動は，教務主任が実働的な指揮をとり，管理職は体制運営の後方支援

役となった。理不尽な保護者の怒鳴り込みは消失し，職員室内では教師たちが子どもの

問題を気軽に話し合う開放的な職場となり，教師相互の信頼関係に支えられた協働的な

問題解決体制が形成された。 

しかし，4 月には人事異動で新しいメンバーでスタートするために，再び支援 1 年目

と同様の支援を繰り返すことになった。すなわち，1 年毎に 1・2・3 学期の支援の流れ

を繰り返すことになる。 

以上のように，支援 1 年目の１学期は，心理危機マネジメント推進の中核となる，「筆

者と教師との信頼関係の形成」を促すことであり，中核的リーダーの関係づくり，明確

な所信表明，場面構成・関係調整，協働的支援のモデリング，教育環境の整備・改善な

どの具体的支援を行うことであった。こうした具体的方法の中では，所信表明や保護者

からのクレームなどに校長としての毅然たる態度を示したり，保護者からのクレームに

悩む教師への心理的支援をしたりすることが重要である。また，校長の示した方針や態

度は，その後の学校の内外で生じる事件や問題の解決への過程で，実行力，実践力が伴

わなければならない。 

支援 1 年目の 2 学期は，関係調整や場面構成，ときには毅然たる態度を見せて，教師

たちの「協働的な支援活動の繰り返し」を支援し，支援 1 年目の 3 学期には，「信頼関係



96 

 

に基づく協働的な支援体制形成」を見護った。 

露口(2003)は，学校組織における効率的な組織体制の再編は，信頼関係の構築によっ

て可能になると指摘し，また，過去の慣習に疑問をもたせ，新しいポリシーを導入する

だけでなく，明確なビジョンの提示，モデリング(適切な見本の提示)，個別的支援等の

リーダー行動を採る部下に信頼される変革的リーダーの必要を指摘している。この事例

の中心的支援者・筆者は，露口の指摘する信頼される変革的リーダーとしての支援者役

割をとり，その方法としての心理危機マネジメントは，信頼構築を基盤にした協働的な

問題解決の体制づくりであり，学校改善にとって有効な方法であるといえた。 

 

２）並行した組織的，個別的・心理的な復職者への支援 

 支援過程は，初期，中期，後期の 3 期に分かれ，個別的・心理的な支援は，組織的な

支援を背景にして行われた。 

 初期は，1 年間を要し，復職者Ｇがどのような不適応に陥っても教師の一人として尊

重され，彼への個別的・心理的な支援や組織的な協働的支援のどちらも失うことがない

という信頼関係の形成期であった(Ep.4,5,9,10,11)。2 つの並行した支援によって，2

学期には学校行事を欠勤せずに終え，Ｇは自己肯定感，有能感を高めた。こうした時期

に，他の学級で傷害事件(Ep.12)や虐待事件(Ep.13)が起き，Ｇは支援される立場から他

の教師を支援する立場になる。この体験は，自分ばかりでなく教師はみな苦しみながら

教育に携わっているという他者理解となり，自己肯定感を高めていった。Ｇはそうした

教師集団の中で，Yalom(1975)や小谷(1990)が指摘する集団精神療法のグループワークで

生じる治療的体験が繰り返された。この体験の中では，同じ問題を抱えた人が他者にも

いるという体験の普遍性，他者に喜ばれ必要とされる体験の愛他性，有用な助言や情報

が得られる情報の獲得，内的世界の気付きや獲得した技法を試す現実小社会の提供，メ

ンバー相互でサポートし合えるというサポートの多次元性，他者の言動を見ることによ

る学習体験，他者から見られることによる学習体験などが生じた。これらの体験を通じ

て，彼は自信を取り戻し，不適応の改善が促された。そして初めての自己主張，転任希

望を筆者に申し出たが，転任は実現しなかった(Ep.14)。Ｇと筆者は，転任の問題につい

て話し合い，彼が自分自身の問題を受け容れられるように促した(Ep.15)。 

このようにして初期は，筆者の調整によって周囲から非難や批判をされずに，協働的

な支援を提供され続けることで，学校組織が安心感・安全感のある治療的体験の場とな
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り，Ｇが教育活動への適応を取り戻し始めた時期であった（Ep.12,13）。初期に形成され

たＧと筆者との深い信頼関係や教師たちとの信頼関係は，Ｇが自分自身の心理危機の核

心に取組む基盤となった。  

中期は，Ｇの現実への適応が安定し (Ep.18)，また，彼自身が再生への転換点を強く

求めていると判断したときに，心理危機の核心へ介入，ライフヒストリー・インタビュ

ーを提案した。インタビューは，時間的・精神的にゆとりのある夏休みに設定している。

ライフヒストリー(Figure 4.11)の共同作業を通して，Ｇは自己理解を深めて，心理危機

水準の軽減となった。それ以降に彼は積極的に教育活動に取組み，それは彼の教師・社

会人としてのアイデンティティの再生への取組みであった(Ep.22)。 

 後期は，Ｇの教育活動が周囲から認められ，教師としての自己肯定感や自己有能感が

より高まり，自主性・主体性の回復は次のように現れた。学校生活では，職員の自主的

な夜の会への参加(Ep.24)や強い再出発への決意を書いた職員への年賀状(Ep.28)であっ

た。家庭生活では，嫌悪していた父との対話が始まり，父からの精神的な自立を達成さ

せていった(Ep.25)。筆者は，Ｇの再出発・転任への配慮を行い，彼の教師・社会人とし

てのアイデンティティの安定・成長を見護った(Ep.29)。 

 学校組織の中で行う個別的・心理的な支援は，中心的支援者との信頼関係ばかりでな

く，安心感・安全感のある教師集団という器，すなわち，信頼構築による協働的な支援

体制のある学校組織がなければ進行しない。すなわち，中心的支援者による教師集団と

の信頼関係の調整が必要なのである。一人の教師の心理危機の改善・成長を促す信頼構

築を基盤にした協働的な支援体制づくり，すなわち心理危機マネジメントは，学校組織

全体の教師を成長させ，組織としての指導力や教育力の向上を促し，教師のメンタルヘ

ルスの向上につながるといえる。 

 

２．ライフテーマとライフヒストリー・インタビューの意義 

 

筆者が出会ったときのＧは，幼いころから父との対話のない関係や中学生時代のいじ

められた体験，妻と子どもたちに突然去られるというようないくつもの「見捨てられた

体験」が繰り返され，これまでの生活の中で生じたいくつものライフテーマが絡み合っ

て大きな心理危機に膨れ上がり，教師としての危機的状況であった。そのため，Ｇの自

己イメージは，学校組織から見捨てられても仕方のない価値のない存在であるというも
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のであったと考えられた。 

Ｇへの個別的・組織的な支援では，まず，彼が価値ある存在であるという意識の高ま

りが必要であった。自己を見直す準備である。そのためには，どのような不適応があっ

てもこの学校組織の中では見捨てられることがないという安心感・安全感と支援の保障

をすることである。組織への信頼と筆者への信頼，こうした二重の信頼関係の中で，Ｇ

の教師としての再生，社会人としての再生を促す筆者のＧの心理危機への介入，ライフ

ヒストリー・インタビューが可能になる。そのための支援に 1 年間を要した。 

介入によって，Ｇは自分自身のライフヒストリーへの理解，すなわち，これまでのさ

まざまな生活領域の中で生じたライフテーマが絡み合って大きな心理危機が生じている

自分を理解することができる。 

ライフヒストリー・インタビューでは，Ｇと筆者との間に共同注視（北山，2001）の

態勢が繰り返された。Ｇと筆者との二者間内での情緒的な交流をしながら，言語を伴う

二者間外の対象(ライフヒストリー，ライフテーマ，心理危機)の共有があり，情緒的交

流と対象（ライフヒストリー）を介した交流という二重のかかわりが生じた。ライフヒ

ストリー，ライフテーマ，心理危機の共有と言語的交流，それについて知的に「考える

こと」に加えて，支援者である筆者がそのときの状況を，Ｇをしっかりと抱えることに

よって，Ｇは心を外の世界に向けて開かせた。Ｇは母性的な護りのなかでＧがこれまで

封印していたいじめによる外傷体験を語り，そこに縛り付け，凍りついていた彼の心を

解放した。Ｇの自分自身の問題への直面化であった。嫌悪していた父との関係や思春期

のいじめによる苦しい体験，元妻との無謀な結婚や家庭生活，教師として子どもたちの

問題に踏み込めない自分自身への苦悩がゆっくりと振り返られ，いつも同じ問題につま

ずき，問題から逃げてきた自分が理解される。 

正面から自分の問題に向き合うことで，Ｇは心理危機の水準を軽減し，子どもの問題

に向き合える教師，積極的に生きようとする社会人としてのアイデンティティを取り戻

した(Ep.22)。 

教職は，さまざまな生活の中で生きる児童生徒や保護者にかかわる仕事である。児童

生徒や保護者もそれぞれにライフヒストリーがあり，その中のライフテーマや心理危機

などが複雑に影響し合って問題が起きてくる。彼らにかかわる教師が安定した教師アイ

デンティティでかかわること，すなわち教師自身が自分自身のライフヒストリーやライ

フテーマ，心理危機を理解し，自分の問題や課題を把握していること，それは彼らの問
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題に巻き込まれ，問題の解決を悪化させてしまったり，関係修復を難しくしてしまった

りしないようにするために重要である。 

ライフヒストリー・インタビューを全ての教師に求めるわけではないが，安定した教

師アイデンティティを形成させるために，教師自身のライフヒストリーやライフテーマ，

心理危機への理解は重要であり，それらを促すライフヒストリー・インタビューの意義

は大きい。 

しかし，このインタビューは教師の心理危機をさらに大きくする危険も伴うため，イ

ンタビュアーは，心理的支援への専門性の習得が重要であり，インタビューは安易にす

べきではない。しかし，管理職が専門性を習得したり，専門的な支援機関との連携を取

ったりして心理危機支援を行うという姿勢は重要である。こうしたことをスムースに行

うために，行政機関の研修システムや相談関係機関との連携体制の整備が不可欠となる。 

 

３．校長の裁量権と人事異動 

 

本来，学校教育は一年ごとの断片的なものではなく，3 年間，6 年間と連続的な経営の

中で構成されるものであると，佐古・宮根(2011)は指摘している。 

しかし，教育現場では 1 年間で形成された学校組織の体制は次年度に継続できるかと

いうと，不確定のことが多い。公立の小・中学校では，3 学期には 1 年間の教育活動を

完結する。3 月末には教育委員会から教職員の人事異動が発表される。そのため教職員

の転出入や退職によって，学校は４月から新しいメンバーを加えて新たな教職員集団と

なり，再び 1 年間の教育活動が始まる。佐藤(1994)は，このような教育現場の状況を教

職の不確実性の問題と指摘している。教育現場では苦労しながら 1 年間で形成した体制

が，年度が変わって一気に崩壊するという事態もあり得るのである。年度ごとの人事異

動で管理職や教師のメンバーが変わったり，教師の担当する子どもや保護者も変化した

りして，同じことを試みても同様の結果が得られるとは限らないからであり，特に，管

理職である校長が替われば，運営方針が大きく変化することもありうる。 

校長が学校組織への支援を行う場合，学校運営のこうした不確実性を考慮しなくては

ならない。校長自身も人事異動の対象であり，勤務校を自分で決めたり，同じ学校での

勤務年数を決めたりすることはできない。裁量権は教育委員会(行政機関)にあり，1 年

間で校長自身が転任する場合もある。 
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この事例のように筆者の心理危機マネジメントでは，復職者の状況にもよるが，復職

者にとって安心感・安全感のある職場づくりに最短でも 1 年間はかかるであろう。この

ように考えると，復職者への心理危機への介入は 2 年目になる。その間，教育現場では

さまざまな他の問題も発生し，それらの問題解決にも学校組織は携わっている。そして，

復職者の自主性・自発性の回復への支援には，短くても 2～3 年を要する。 

また，校長の在籍期間は不透明であって，他業種のように何年契約で，○○会社のマ

ネジメントを命じられることはない。たとえ校長が変わらなくても毎年の人事異動で他

の教職員の異動がある。管理職の異動は不透明だが，管理職以外の教職員には，原則的

に職種(教諭，養護教諭，学校事務職員，学校栄養職員，学校栄養教諭，業務士，調理員)

によってある一定の期間勤務すると，希望による転任，原則的な最長連続勤務年数によ

る転任異動があるが，最終的には教育委員会の決定で異動するものであり，管理職が教

職員のメンバーを決めることはできない。管理職は行政機関の決定に従って，1 年間の

学校経営をするのである。この事例のように支援体制が形成されても，1 年サイクルで，

再びスタート地点に戻って体制の形成への取組みを繰り返すことになる。 

学校組織の改善を着実に行うためには，人事異動の裁量権のある行政の理解と支援が

不可欠となる。 

日本やフランスや韓国など（文部科学省，2006）は，終身公務員中心のシステムを採

っていて（OECD,2005a)，日本でいう教育委員会のような公的機関が人事権をもっている

ので，学校や校長への権限委譲が低く，学校独自の人材確保は難しいが，公的機関の権

限で学校間の格差を最小限にとどめることが可能である。 

しかし，イギリス，スウェーデン，フィンランド，シンガポール，ドイツでは，教職

員の人事は実質的に学校レベルの決定に委ね，学校の有する権限が大きい制度を採って

いる。アメリカでも各学区の教育委員会の権限ではあるが，実際の権限は相当程度学校

に委ねられている。 

さらに，公立学校の教員はいずれも公務職員であるが，職位ごとに職員を補充するシ

ステムを採っていることが多く（OECD，2005b）， そのため校長の教職員の人事への権限

は大きいが，条件の困難な地域で離職率が高くなることが多く，教員の資格や経験に関

して学校間格差が大きくなり，条件の困難な場所や人気のない場所にある学校，人材不

足の科目分野においては，優れた教員を確保するための条件整備をしなくては人材が確

保しにくいという難点がある。 
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以上のことから，校長の人事権が大きくなれば，それに伴って学校運営への責任と責

務は今以上に大きくなり，校長自身のメンタルヘルスを脅かす可能性が高くなり，それ

が引き金になって学校組織の危機，教師の心理危機という負の連鎖になりかねない。校

長自身のメンタルヘルスへの保持・増進への自己管理と教育委員会の中での管理職のメ

ンタルヘルスへの整備が必要となる。 

児童生徒や保護者支援を対象にしたスクールカウンセラー制度はあるが，教師自体を

対象にした心理支援制度は，教育委員会の中に教職員相談の窓口としての設置はある。 

しかし，教師の精神疾患等の病気休職が一向に減少しない現状を見ると，教師の心理

的支援機関として十分機能していないのである。教師が自分自身の教職領域上の悩みや

その他の領域上の悩みを勤務しながら相談できる心理的支援体制の構築が，今の学校教

育には必要とされているのである。 

 

４．復職の決定と異動 

 

安全衛生管理区分 B1 では，勤務地に関しては必要に応じ勤務校の変更を行うとある。

Ｇは 2 回目の復職後，同校での継続勤務を希望したが，原則的な勤務年数の関係で転任

をした。それならば，勤務年数の延長が可能であったのではないかと考える。 

Ｇは転任へのネガティブな気持ちで転任し，新たな教職員や子ども，保護者，地域性

など，さまざまな状況の変化で，大きな身体的・情緒的なエネルギーの消耗をした。さ

らに転任先の校長から病気休職の件を口止めされ，新しい職場での孤立を余儀なくされ

た。本人自身の未解決の問題はあったものの，これらの転任前後の状況は，Ｇの心理危

機に拍車をかけたといえ，諸富(2011)の指摘する，退職や休職に追い込まれた教師の少

なからずが，その直接のきっかけとして，同僚や管理職との関係悪化及びそれによる教

師集団での孤立である，という事態に近い。復職者を温かく受け容れることができる学

校組織が必要であり，校長の学校経営への方針が重要になる。 

松崎(2007)や人事院(2010)は，復職可能の診断が職務遂行能力の回復を示すとは限ら

ないと指摘している。初期におけるＧの主治医は，心理面接の危険性を指摘し，投薬だ

けの治療にしていると筆者に伝えた。この状態では適応的な教育活動は難しいことは明

らかである。現にＧは転任してから 1 年間，連続欠勤を繰り返す心理危機的状態であっ

た。復職の決定には，これまで以上に本人の意思，教育委員会と教育委員会の産業医，
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Ｇの主治医，Ｇの学校の管理職，Ｇの家族等との十分なコンセンサスが必要なことを示

唆している。 

また，転任には，復職者の状況に応じた転任先の学校規模や学校風土，地域環境など

への十分な配慮と人事異動を決定する教育委員会と教育委員会の産業医，本人と本人の

主治医，家族などとの十分な連携（関係調整）が必要であり，転任先の管理職との十分

な引き継ぎが重要である。 
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５章 総合的考察 

 

 

 

第１節 研究の概要 

 

 

本研究は，教職領域に限定した教師の成長に関する研究ではなく，教職領域や教職領

域以外のさまざまな生活領域の中で生きる教師としてのトータルな理解に基づく教師の

成長に関する研究である。そのために，第 2 章では，長い教職生活を終えた教師のライ

フヒストリーを手がかりに，さまざまな生活領域の中で生じるライフテーマや心理危機

が教師の人生や教育実践，退職後の人生などにどのように関連付けられているのかを明

らかにした。第 3 章では，教育現場で心理危機に陥っている教師に対して，管理職の立

場から教師のライフテーマを理解しつつ，心理危機水準の軽減を試みながら，アイデン

ティティの安定や成長を促した支援過程について事例を通して考察した。第 4 章では，

うつ状態から休職をし，復職しても心理危機に悩む教師とその教師の勤務する学校組織

の危機に対して，学校の管理職としての校長が両者にどのように支援するのか，事例を

通して明らかにした。それらの研究結果から得られた知見を基にして，教師の成長を促

す方法や教師や学校の危機に対する危機への理解，危機への支援の具体的方法を提案す

ることが本研究の目的である。 

 第 2 章では，教師のさまざまな生活領域の中で生じるライフテーマが，教師の人生や

教育実践，退職後の人生などにどのように関連付けられているか，また，ライフテーマ

の克服や変遷が教師の成長・発達とどのように関連があるのかを長い教職人生を終えた

4 人の退職教師へのライフヒストリーを手がかりに検討した。その結果，以下のことが

分かった。 

①ライフテーマは，さまざまな生活領域で出会う個別的なライフイベントやパーソナ

リティ，歴史・社会・文化（学校組織の風土も含む）の影響を受けて生まれ，各生活領

域のライフテーマは相互に影響し合って，新たなライフテーマを生じさせたり，心理危
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機を生じさせたりした。 

②さまざまな生活領域で生じるライフテーマは相互に影響し合い，教師の成長のプロ

セスを特徴づけ，教師としてのアイデンティティの形成や成長の中核となっていた。 

 これらのことから，教師の成長・発達を支援するための視点が導き出された。 

①ライフテーマが学校や家庭，社会にわたる広い領域から発生し，教師の成長を阻ん

だり，停滞させたり，促進させたりする。このことを視野に入れ，職場ばかりでなく教

師個人の生活領域を含めたトータルな人間理解の視点をもつことである。 

②一人一人の教師のもつ年齢に共通するライフテーマや個別的なライフテーマを理解

すること，すなわちライフテーマの克服に向けた教職領域や教職領域以外の主に家庭領

域での現実的な悩みや内的な悩みを理解することである。 

③教師のライフテーマへの自己理解が高まれば，自分自身の問題への理解を高め，そ

の解決の方向が見出される。このプロセスは教師が直接かかわる児童生徒や保護者，他

の教師のもつ普遍的なライフテーマへの理解となり，必然的に人間理解，生徒指導・教

育相談の力量を高めさせる。 

 ④職場内で教師のライフテーマ克服への取組みを支援するには，温かい人間関係のあ

る学校風土が必要である。 

第 3 章では，管理職が心理的支援者として，心理危機に陥った教師の役割やニーズ，

学校組織の風土や教育環境などに応じて心理危機支援を行った。教師のライフテーマを

理解し，ライフテーマや心理危機へのポジティブな意味付けを行い，心理危機水準の軽

減を試みながら教師のアイデンティティの安定や成長を促した。その支援過程を考察し，

以下のような心理危機への支援の方法とその留意点が導き出された。 

①支援過程は，第 1 期・第 2 期・第 3 期に分かれた。第 1 期は，目の前の現実的問題

をともに解決するプロセスを通して教師の自己理解を高め，信頼関係を形成した。第 2

期は，第 1 期の信頼関係を基盤にして，心理危機の核心に介入し，ライフテーマへの肯

定的な意味付けをして，心理危機水準の軽減をし，ライフテーマへの取組みを促した。

その結果，第 3 期には，教師は新しいアイデンティティを見出し，必要なときに心理的

支援を行えるように見護り，アイデンティティの安定・成長を支援した。 

②教師の心理危機は，教職領域やその他の生活領域，特に家庭領域のライフテーマが

相互に作用した中で生じ，次第に心理危機が大きくなり，教師のアイデンティティが揺

らいでいた。心理危機にある教師への支援には，さまざまな生活領域の中で生きる人間
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としてのトータルな理解を必要とした。 

③教師は，職場内で気軽に相談でき，悩みに共感し，解決の方向性を示唆できるスー

パーバイザー的な管理職の存在を求めていることが分かり，管理職の役割の重要性が確

かめられた。そして，心理危機への介入には，専門的な知識や技術の習得とその専門性

を学校の状況や枠組みに合わせて進めることができる技術と能力が求められた。 

第 4 章では，これまでの章で導き出された結果を基にして，管理職である校長が中心

的支援者となり，危機的状態にある学校組織とその組織の中で大きな心理危機に悩む復

職者に対する心理危機マネジメントの支援過程を考察し，学校組織や教師個人への支援

の方法を総合的に検討した。そして，次のような結果が導き出された。 

①学校組織への支援は，一年間を 3 つの学期に分けて支援し，基本的にはこの支援を

次年度も繰り返す。１学期は，心理危機マネジメントの推進の原動力となる「校長と教

師との信頼関係の形成」を促すために，中核的リーダーの関係づくり，明確な所信表明，

場面構成・関係調整，協働的支援のモデリング，教育環境の整備・改善などを中心に支

援した。2 学期は，関係調整や場面構成，ときには毅然たる態度を示し，「協働的な支援

活動の繰り返し」を支援し，3 学期には，「信頼関係に基づく協働的な支援体制の形成」

を見護った。 

②個別的・心理的な支援は，初期，中期，後期の 3 期に分けて支援した。初期は，復

職者と教師との関係調整，復職者への協働的な支援の継続を行い，「復職者と校長，復職

者と教師との信頼関係の形成」を促した。中期は，初期に形成された安心感・安全感の

ある治療的な組織集団の中で，校長は復職者への心理危機介入・ライフヒストリー・イ

ンタビューを行い，「心理危機水準の軽減・改善」を促した。後期は，復職者自身のライ

フテーマへの取組みを見護り，「教師・社会人としてのアイデンティティの安定・成長」

を促した。このような過程を通して，復職者は適応的な教育活動を取り戻し，新しいア

イデンティティを形成させた。 

③信頼構築に基づく協働的な問題解決体制づくりを目指した心理危機マネジメントは，

教師一人一人が互いに成長を促す教師集団への組織の再編であり，心理危機マネジメン

トの中心支援者としての校長の役割は，露口(2003)の指摘する信頼関係の構築を基盤に

した部下に信頼される変革的リーダーであった。心理危機マネジメントは，学校組織の

指導力や教育力の向上を促し，教師のメンタルヘルスの向上につながることが示唆され

た。 
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④教師が自己に向き合い，新しいアイデンティティを見出すために，個別的・心理的

支援の中期で行う心理危機介入・ライフヒストリー・インタビューの意義は大きい。 

しかし，このインタビューは，教師の心理危機をさらに大きくする危険も伴うため，

安易にすべきではない。3 章と同様に，管理職である心理的支援者には，専門的な技術

の習得とその専門性を学校の状況や枠組みに合わせて，2 つの支援，すなわち組織的な

協働的支援と復職者への個別的・心理的な支援との調整をしながら行うことができる技

術と能力が必要である。すべての管理職が，心理的支援に必要な専門性を備えているわ

けではない。こうした現状を補完するには，外部の専門的な支援機関との連携を適切に

行うことができる校長のリーダーシップが重要である。 

⑤学校組織体制の改善と復職した教師の自主性・自発性の回復を行う心理危機マネジ

メントは，短くても数年間を要する。しかし，学校組織は校長も含めて毎年の人事異動

で組織の再編がある。校長が効率的な心理危機マネジメントを行うには，人事裁量権の

ある教育委員会（行政機関）の理解と協力が不可欠である。以上のことが示唆された。 

 

 

第２節 本研究の課題 

 

 

１．研究の方法 

 

 落合(2003)は，教師のバーンアウト研究で，社会・文化的視点，特に教育制度や教師

文化の独自性に関する認識が不可欠であること，時間軸の重要性から教師のライフヒス

トリー研究等の縦断的研究が必要であり，これまでの量的研究が，バーンアウトの内実

に迫り得ていないことから，質的研究を導入する必要を指摘している。このような指摘

を重視し，本研究では仮設生成的な研究を進めたが，第２章や第３章では対象人数，第

４章では対象学校組織の少なさが否めない。 

第２章は，教職人生を終えた教師へのライフヒストリー・インタビューを行い，語ら

れたライフヒストリーをエピソード化して，個々の教師のライフテーマや心理危機，ラ

イフテーマの変遷を導き出して，これまでの教師アイデンティティの推移を明確にする

ことで，教師の成長や悩みの内実を理解しようとした。学校種や役職や校務分掌上の役
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割，年齢，性別，地域的な特色などをもとに，インタビューを行い，普遍的なライフテ

ーマや個別的なライフテーマを明らかにしていくことが必要である。 

また，退職教師のインタビューをもとにして，現職教師へのライフテーマや心理危機

を理解する手掛かりとしたが，現任教師に対するインタビューや質問紙調査を実施し，

現任教師の悩みや課題を的確にとらえて教師の成長への支援を考える必要がある。その

際，教職経験年数，年齢，性別や学校種，校務分掌などによる違いも考慮すべきである。 

さらに，ライフテーマやライフヒストリーは，語り手と聴き手との 2 人の関係性の中

で，共同作業的に作られたものであり，聴き手が変われば，ライフテーマやライフヒス

トリーが若干変化する可能性もあるということを十分考慮していかなければならない。

インタビュアーは，深く関与するが客観性を失わない態度と技術，そして貴重な人生を

聞かせていただくという真摯な気持ちを常に忘れてはならない。 

伊藤(2010)は，教師の危機的状況への援助において，管理職が子どもたちの「問題」

だけでなく，教師の「問題」をも管理・指導する立場として，リーダー性を発揮しつつ

親和的関係を維持する必要性を指摘し，信頼関係に支えられる協働的な職場を形成しな

がら，強いリーダーシップを採ることの必要性を指摘している。露口(2003)，淵上(1992)，

中西(2007)，藤原・古市・松岡(2011)は，組織の危機の改善に組織内に信頼構築を基に

した管理職のリーダーシップが重要であることを指摘し，中西(2007)は，トップ自らの

信頼関係の構築の体現をして見せ，同時に，教師を信頼し，期待することが不可欠であ

ると指摘し，牧(2011)も管理職が信頼関係の構築のために教師集団の一員として積極的

にかかわるというリーダーシップのとり方の重要性を指摘している。露口(2003)は，過

去の慣習に疑問をもたせ，新しいポリシーを導入し，さらに，明確なビジョンの提示，

モデリング(適切な見本の提示)，個別的支援等が必要だと指摘し，藤原・古市・松岡(2011)

は，対人拒否感情が生起しないような安心感・安全感のある職場の雰囲気づくり，同僚

との協働的な職場風土の構築，その基盤となる人間関係の促進への手立て，職場の協働

性を高める支援や管理職の支援（ラインケア）などが重要であると指摘している。これ

らの指摘は，筆者の心理危機マネジメントの方法の有効性を肯定するものである。 

また，三島・上地（2003）は，危機的な状況に直面している学校で，出来事の進行や

教師の対応などをその現場で調査することは困難であると，指摘している。３章，４章

で示した心理危機の事例の分析は大きな価値があると考えるが，事例数の少なさは否め

ない。第３章では，第 1 期から第 3 期に分けた管理職の教師の心理危機への支援の方法
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は二事例から，第４章では，一事例の学校組織の心理危機マネジメントの支援過程から

心理危機マネジメントの方法を示した。さらに学校間格差（学校の規模，校種，構成員

の性別や年代，地域性など）を考慮し，量的な研究も加えながら実践事例を増やし，心

理危機マネジメントの支援の在り方をさらに実効性のある方法にしていく必要がある。 

 

２．教員研修 

 

教師の心理危機支援には，管理職の役割の大きさと同時に，それにかかわる管理職の

専門性の問題も浮き彫りになった。今日の教育現場では心理的支援を必要とする教師が

多くなっている。そのために支援のできる管理職の要請は急務であるが，管理職になっ

てからそうした知識や技能，人間性を養成しようとしても簡単なことではない。現在，

日本の公立の小・中学校のキャリアの在り方は，一定の年限や体験を重ねていって，認

められると，主任や教頭，校長などの管理職に次第に昇進していく。 

しかし，アメリカなどでは教職を一定期間経験することは重んじられているが，大学

院に入って，学校運営や管理など校長職に不可欠な基礎知識や技能の所定単位を取らな

ければ，校長になることはない。校長職は，明らかに学校運営や管理についての専門職

である。日本の教師が管理職になるまでの経緯を考えると，日本の管理職が心理危機支

援のための力量を身に付けるためには，教職に就いた教師の段階から長期的な研修シス

テムが必要となる。初任者研修や中堅者のための研修の段階から教師自身が自分自身の

ライフテーマや心理危機への理解を促すような理論と方法，また他者への心理的支援を

可能にする研修内容を取り入れ，すべての教師が自分自身と他者を理解し，支援する基

礎を身に付けられるようにすることである。これは教師のメンタルヘルスの維持・増進

にも貢献するはずである。 

そして，日本の場合，管理職コースへの入り口は，教育研究員になったり，それに相

当する役割を与えられたりする時期，すなわち，校務主任や教務主任などに任命された

時期からである。こうした中堅教員の時期から他の教師への心理的支援のための方法を

本格的に身に付けることができる段階的，長期的な研修システムが必要であろう。今後

は，教員研修システムの内容を提案できるような研究が必要である。 
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３．行政の支援と連携 

 

心理的支援には，相当な専門的理論と技術が要求される。必ずしもすべての管理職が

研修によって心理的支援のための同質の専門性を身に付けられるかというと，難しい問

題である。管理職がそうした支援の必要性と基本的な知識を持ち，必要があれば，専門

家や専門機関との連携を密接に行って教師の心理危機への支援を行うことが必要である。 

しかし，現状では，各専門機関との連携がスムースに行われていないのである。これ

は，筆者の十年以上の管理職の経験から言える実態でもある。スムースに行うためには，

管理職自身が関係機関の内容と連携の取り方の基本と実際を十分理解できるようなサポ

ートが必要である。このようなことを行政（教育委員会）が十分理解し，他機関との連

携を管理職がもっと気軽に取れるように，学校教育現場を理解した専門家をもっと登用

し，管理職への学校運営サポートを機能させるべきである。 

 また，教職員相談室の相談員が嘆いていたように，教職員より自分自身の体面やプラ

イドを重視し，教職員に理不尽な怒りや要求を向ける管理職が少なくない。これらは，

管理職自身がパーソナリティーやライフテーマなど，多くの問題を抱えていると想像さ

れ，管理職への心理的支援が必要であろう。管理職のメンタルヘルスの高さは，学校組

織や教職員，児童生徒や保護者の問題にも波及する大きな問題である。 

管理職自身が教職員のメンタルヘルスを低下させるような事態を防ぐためにも，管理

職自身がさまざまな問題を相談のできる窓口が必要な時代になってきているといえる。

もちろん教育委員会内には教職員相談という窓口はあるが，ほとんどの場合は，管理職

が自分の学校の教職員の相談をしたり，復帰者の経過観察の定期面談に使われたりする

ことが多く，管理職自身が自分自身の問題などを相談したり，大きな心理危機を抱えた

教師が気軽に相談したりする場になっていないのが現状である。 

筆者は，教師の多くが，教師というものは相談を受ける側であって相談をする側では

ない，といような役割認知や自己認知が高いことを長年の教職経験の中で感じている。

相談をすることに抵抗感が強く，また，教育委員会内部の相談機関で相談をすることを

望まない傾向があることを見てきた。教師が気軽に相談できる相談窓口が必要な時代で

あるが，教師の心情を理解して，教育委員会から独立した場に教師を対象とした相談窓

口が必要ではないかと考える。 
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付記 

 

 本論文に関する主要学術論文は，以下のとおりである。 

 

第2章 

小林由美子 2011 生徒指導・教育相談にかかわった退職教師のキャリア発達－ライフ

ヒストリー・アプローチによる事例分析－，学校教育相談研究，21， 49-58. 

【査読あり】 

 

小林由美子 2011 教師のライフテーマとキャリア発達 －ライフヒストリー・アプロー

チによる事例分析－，名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要，58, 25-33． 

【査読なし】 

 

第 3 章 

小林由美子 2012 教師の心理危機を管理職の立場から支援した一事例の検討－ライフ

テーマの理解と支援－ 学校メンタルヘルス，15(2)，268-277.  

【査読あり】 
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