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１．はじめに

職業動機をはじめとして，職業に就く前の出来事や就くまでのプロセスは，就職後の職業的アイデ

ンティティに大きく関わっていることが明らかにされてきている。職業的アイデンティティとは，

Erikson（1959）の提唱した自我同一性うち，特に職業に関するものをいう。青年期において 「職業，

や価値観の確立を通じて人生・社会における自分の役割を決定すること」を重要な課題であると提唱

した。先行研究では，松下・木村（1997）が「自分にとって仕事とは何か，社会の中で仕事を通じて

自分はどのようであるか，ありたいかなど主体的意識や感覚，あるいは職業を通しての自分らしさの

確かめ，自分らしさを生かし育てていく職業的姿勢」と定義している。また，児玉・深田は （2005），

「職業人としての自分が独自で一貫しているという感覚，すなわち職業領域における自分らしさの感

覚」と定義している。

柴田（2000）は，看護師を対象に職業的アイデンティティの発達に影響する要因の検討を行い，職

業選択動機がその後の職業的アイデンティティに影響することを指摘している。守本・櫻井・山形・

柳井（1997）も看護学生と比較しながら，看護師の職業的アイデンティティ形成要因と発達的変化を

検討し，職業選択理由が職業的アイデンティティに関連することを見出している。

また，職業的アイデンティティと決定時期や迷いの有無などの関連について扱った研究もある。松

下・木村（1997）は，看護学生を対象に研究を行い，職業的同一性〔アイデンティティ〕形成が進学

時期によって強く影響を受けることを明らかにした。さらに，進路決定上の迷いを持ったか否かが，

同一性〔アイデンティティ〕形成の主な要因である可能性を指摘している。

本多・落合（2006）は以上の点を受けて，医療系学生を対象に，どのように進路を決定してきたか

という進路決定プロセスと職業的アイデンティティの関連について検討した。その結果，明瞭な職業

イメージを持ち主体的な決定を行うことが，全ての職業的アイデンティティを高めていることを明ら

かにした。また，落合・紙屋ら（2006）は，大学進学時や就職時の進路選択のあり方が，個人のその

後の適応や職業的アイデンティティに長期的な影響を与える可能性があることが明らかにされてきて

いる。

以上のように，医療界では最近頻繁に職業に就くまでのプロセスとその後の職業生活に関する研究

がされている。

では，教育界について見てみよう。教職に就くプロセスに関する研究では，教職選択と採用状況や

就職難との関連を指摘する研究があると前章で触れた（藤村，1993；加野，1986など 。）

， （ ） ， ， ， ，また 田中 1993 は 高年齢期に達した小 中学校教員が 彼らのアイデンティティーの特性を

ライフコースの観点から実証的に究明している。田中は，被験者に教職へのアイデンティティーを見

るために，教職に対する満足感の程度について問う項目を設置している。それによると 「教職につい，
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てよかった」と満足感を示す者の多くが 「人を育てる喜びや生きがい 「適性・能力に合った天職」， 」，

あるいは 「教え子の結婚式や同窓会に招待される感慨」など，その理由を個人的にとらえる傾向が強，

いとある。それに対し 「いちがいに言えない」と否定的な面も見せた者は，教職の特性を個人的観点，

からではなく，社会的視野の下に相対的，比較的，かつ客観的に把握しようとする態度が一貫してう

かがえたとある。実際に自由記述から引用してみると 「自分の能力・適性が果たして教職に向いてい，

たかどうか確認できない 「幼い子どもの頃から希望していて，教師に必要なものなら何でも挑戦。」，

しようとしてきた。しかし，他の職業もやってみたかった。その方が本当は自分に合っていたかもし

れなかった 「教職は希望でなかった。実業界の技術系が志望だったが，大学受験に失敗し止むな。」，

く教職に就いた。教職生活で一応やるだけのことはやったので，満足はしている。実業界に就いてい

たら，今以上の満足な仕事をしていたのかもしれない 」との声も見られた。これらに共通しているよ。

うに，教職への適性，他の進路への憧れや執着など高年齢教員になっても気にかかる点があることが

示唆される。教師についても，自分の適性を進路決定時に熟考してきたか否かや進路変更をして葛藤

が生じたか否かなど，進路決定プロセスは自分の進路に対する自信や現在の職業生活意識に大きく影

響すると考えられる。

学生を対象にした研究では，教職を志望するに至った動機は 「自分自身が高校時代までに接してき，

た教師の影響」や「人に教えることの喜びや楽しさを体験したこと」などが多く挙げられている（中

山，2007；伊田，2005；国眼・松下，2000など 。教職志望強化の要因として，教育実習体験があるこ）

とも報告されている（中山，2007；今井，1999；松本・生駒，1983など 。また，青年の自我〔自己〕）

アイデンティティと職業的アイデンティティや職業意識は密接に関わっていることも明らかになって

いる（宮下・爲川，1999；伊藤，2002 。）

このように，教職志望の学生を対象に教職志望動機や教育実習前後の意識変化を見る研究や，教師

を対象に現在の自己アイデンティティや教職生活について問う研究などは多く見られる。しかし，教

師がどのような課程で教職に就くに至ったのか，就職前の職業意識が現在どのように関連しているの

かなどについての研究は，あまり見られない。つまり，学生と教師をそれぞれの領域について扱う研

究は盛んに行われているが，学生から教師に至るまでの連結の部分の研究は数少ないと言える。

そこで，本研究では，現職教員がどのようなプロセスを経て教職についたのか，そして教職志望動

機や現在の教師としての自己にどのような関連があるのか検討していく。

２．本研究の目的

， ， ，教師を対象に 進路決定プロセスの違いによって 現在の職業的アイデンティティをはじめとして

各要因との関連を検討する。

具体的には，以下のとおりである。

① 教師の進路決定プロセスを類型別に分け，その構成比率を明らかにする。

② 進路決定プロセス（類型）の違いによって，教師の職業的アイデンティティ等は異なるのかど

うかを明らかにする。

③ 小・中・高の学校種の違いによって，教師の職業的アイデンティティ等は異なるのかどうかを

明らかにする。

３．方法

（１）調査対象

新潟県内に勤務する教員443名を調査対象とし，調査項目の進路決定プロセスの分類の回答に不備が

ない416名を分析に使用した。その内訳は表１のとおりである。なお，有効回答率は93.9％である。

142

新潟大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要　教育実践総合研究　第７号　2008年



表１ 分析対象者の構成（性別×勤務先）
勤務先

小学校 中学校 高校 中等教育学校 特別支援学校 教育委員会 合計

男性 度数 43 57 129 1 2 1 233

18.5 24.5 55.4 0.4 0.9 0.4 100.0％

女性 度数 82 48 45 1 7 0 183

44.8 26.2 24.6 0.5 3.8 0.0 100.0％

合計 度数 125 105 174 2 9 1 416

30.0 25.2 41.8 0.5 2.2 0.2 100.0％

（２）調査時期と方法

2007年７～９月にかけて，教員研修会等の機会に質問紙を配布し記入・回収を依頼した。

（３）調査内容

①教師の進路決定プロセス類型

河﨑(2002）を参考に，本多・落合(2005）が作成した医療系大学進学時の進路決定プロセスの分類

をもとに，教師用に適切な表現に直し作成した。医療系大学進学時の進路決定プロセスでは，職業イ

， ， ，「 」，「 」，メージの明確さ 決定への納得 決定時期という３点の定義をもとに 早期決定型 途中変更型

「直前決定型 「回避型 「出会い型」の５類型を設定してあった。このうち 「回避型」の意味に」， 」， ，

近い類型として「なりゆき型」を代わりに設定した。また 「出会い型」は「高校生ぐらいになってか，

らのある時，この職業があることを知り，それ以来この職業に就こうと思っていた 」という内容にな。

っている。これは医療職から教職に置き換えて考えた場合，ふさわしくないと判断した。その理由と

して，児童・生徒は小学生の頃から必然的に教師と接しており，その職業内容もほかの職業に比べて

比較的想像しやすいことがあげられる。よって 「出会い型」の代わりに「転職型」を設置し，新しく，

教師の進路決定プロセス５類型を作成した。５つの類型の説明のほか，回答者がそれに当てはまらな

いと判断した場合に備え，「６．その他（自由記述）」を提示し，択一式で回答を求めた。「６．そ

の他」に関しては，担当教員とともに検討をし，上のいずれかの類型に当てはまると判断した際には

類型を移動した。項目は，表２の通りである。

表２ 教師の進路決定プロセスの分類

類型 説明

早期決定型 子どもの頃から教職に憧れ，特に他の職業のことも考えず，当初のほぼ希望通りに教職
に就いた。

途中変更型 なりたいと思っていた職業があったが，成績の問題や周囲の反対等があったので，迷っ
たり，悩んだりした。その結果，その職業ではなく，現在の教職に就いた。

直前決定型 いくつか就きたい職業があり，教師もそのうちの１つだったが，最終的には自分の意志
で選択し，教職に就いた。

なりゆき型 どの職業に就きたいか自分自身の希望が不明確なまま，なりゆきで教員採用試験を受験
したら合格したので，教職に就いた。

転職型 学校卒業後，別の職業に就いていたが，転職し，教職に就いた。

（注）本多・落合（2006 「医療系大学進学時の進路決定プロセスの分類」を参考に作成）
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②教職志望動機

伊田（2005）の尺度構成に基づいて，教師という職業像について問う「教師イメージ」８項目と教

「 」 。 （ ）師を目指すきっかけや理由などを問う 個人的経験 14項目の２つの観点から作成した 伊田 2005

の研究では，教職志望の学生用に作成されていたので，本研究では現職教員用に質問項目の文章を過

去形に修正した 「１＝まったくあてはまらない 「２＝あてはまらない 「３＝あまりあてはまら。 」， 」，

ない 「４＝どちらともいえない 「５＝少しあてはまる 「６＝あてはまる 「７＝非常にあては」， 」， 」， 」，

まる」の７件法で回答を求めた。

ⅰ）教師イメージ

「教師イメージ」全８項目を用いて因子分析を行った。

はじめに，共通性の初期値を１とした主因子法を実行し，後続因子との固有値の差に基づいて２因

子解が適当であると判断した。その結果，因子抽出後の共通性では，項目２において0.089という低い

値を示した。田中（1996）に従って，共通性が0.16（＝0.4 ）未満であった項目２を除外して，再度2

２因子解を仮定した主因子法を実行した。

バリマックス回転後の各項目の因子負荷量を表３に示す。

第１因子に対して，項目４「社会的な身分が安定している職業だと思ったから」などの項目が高い

負荷を示していた。負荷量の高い項目の内容から，第１因子を「安定志向」と名付けた。

次に，第２因子に対して，項目５「自分の専門的能力を役立てられる職業だと思ったから」などの

項目が高い負荷を示していた。負荷量の高い項目の内容から第２因子を「自己志向」と名付けた。

下位尺度の信頼性係数は 「安定志向」がα＝.78 「自己志向」がα＝.69となり，各下位尺度の内， ，

的一貫性はある程度高いと判断した。

分析においては，抽出した因子を下位尺度として用いる。下位尺度の項目数と得点の範囲は 「安定，

志向」では４項目で４～28点 「自己志向」では３項目で３～21点，となる。，

表３ 教職志望動機の教師イメージ

（注）伊田（2005 「教職志望動機測定尺度作成の試み」を参考に作成）

ⅱ）個人的経験

「個人的経験」全14項目を用いて主因子法による因子分析を行った。固有値の差に基づいて５因子

解が適当であると判断した。その結果，因子抽出後の共通性では，項目４において0.120という低い値

を示した。また，第５因子における項目を詳細に検討したところ，因子としての内容のまとまりがみ

られなかった。したがって，共通性が0.16以上得られなかった項目４のほかに，項目２，項目９，項

目14も除外した。再度，主因子法を実行したところ，４因子解が適当であると判断した。

バリマックス回転後の各項目の因子負荷量を表４に示す。

共通性
第1因子 第2因子

安定志向
10 社会的な身分が安定している職業だと思ったから 0.766 0.162 0.613
7 社会的に高く評価されている職業だと思ったから 0.730 0.134 0.551
22 給与面での待遇がよい職業だと思ったから 0.640 0.090 0.418
16 誇りをもって人に言える職業だと思ったから 0.586 0.129 0.360

自己志向
13 自分の専門的能力を役立てられる職業だと思ったから 0.118 0.956 0.928
1 今まで身に付けてきたことを活かせる職業だと思ったから 0.081 0.649 0.428
19 自分のやりたいことができる職業だと思ったから 0.144 0.389 0.172

固有値 1.915 1.556
寄与率(%) 27.355 22.228
累積寄与率(%) 27.355 49.583

因子負荷量
項目
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第１因子に対して，項目11「人に何かを教えることが好きだったから」などの項目が高い負荷を示

していた。負荷量の高い項目の内容から，第１因子を「教育への志向」と名付けた。

次に，第２因子に対して，項目７「学校に関わる職場で仕事がしたかったから」などの項目が高い

負荷を示していた。負荷量の高い項目の内容から第２因子を「学校への愛着」と名付けた。

第３因子に対して，項目10「恩師のようになりたいと思ったから」などの項目が高い負荷を示して

いた。負荷量の高い項目の内容から第３因子を「恩師への憧れ」と名付けた。

第４因子に対して，項目５「いろんな人と出会う機会のある仕事が好きだったから」などの項目が

高い負荷を示していた。負荷量の高い項目の内容から第４因子を「対人志向」と名付けた。

下位尺度の信頼性係数は 「教育への志向」がα＝.74 「学校への愛着」がα＝.91 「恩師への憧， ， ，

れ」がα＝.86 「対人志向」がα＝.80となり，各下位尺度の内的一貫性は十分に高いと判断した。，

分析においては，抽出した因子を下位尺度として用いる。下位尺度の項目数と得点の範囲は 「教育，

への志向」では３項目で３～21点 「学校への愛着」では２項目で２～14点 「恩師への憧れ」では２， ，

項目で２～14点 「対人志向」では２項目で２～14点，となる。，

表４ 教職志望動機の個人的経験

（注）伊田（2005 「教職志望動機測定尺度作成の試み」を参考に作成）

③教師の職業的アイデンティティ

藤井ら(2002）が作成した医療系学生用職業的アイデンティティ尺度をもとに，本多・落合（2005）

が修正したものを，さらに修正し使用した。本研究では現職教員を対象とするため，看護職を教師，

患者を生徒に変換するなど，下位尺度の内容にふさわしく，簡潔な表現になるように質問項目を修正

した。20項目からなり 「１＝まったくあてはまらない 「２＝あてはまらない 「３＝あまりあて， 」， 」，

はまらない 「４＝どちらともいえない 「５＝少しあてはまる 「６＝あてはまる 「７＝非常に」， 」， 」， 」，

あてはまる」の７件法で回答を求めた。

全20項目を用いて主因子法による因子分析を行った結果，後続因子との固有値の差から，４因子解

が適当であると判断した。バリマックス回転後の各項目の因子負荷量を表５に示す。

第１因子に対して，項目19「私は教師として，保護者からも必要とされていると思う」などの項目

が高い負荷を示していた。負荷量の高い項目の内容から，第１因子を「教師としての自負」と名付け

た。

次に，第２因子に対して，項目６「私は教師として，保護者の期待にこたえていきたい」などの項

目が高い負荷を示していた。負荷量の高い項目の内容から第２因子を「社会貢献」と名付けた。

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子
教育への志向

17 人に何かを教えることが好きだったから 0.916 0.140 0.147 0.026 0.882
9 人を教える立場に魅力を感じたから 0.708 0.184 0.064 0.154 0.564
18 教師に向いていると人から言われたから 0.406 0.175 0.195 0.208 0.277

学校への愛着
11 学校に関わる職場で仕事をしたかったから 0.205 0.878 0.108 0.214 0.870
12 学校という場所に魅力を感じたから 0.238 0.834 0.121 0.187 0.802

恩師への憧れ
15 恩師のようになりたいと思ったから 0.162 0.088 0.929 0.093 0.906
5 理想的な魅力ある教師に出会ったから 0.125 0.110 0.779 0.127 0.651

対人志向
8 いろんな人と出会う機会のある仕事が好きだったから 0.068 0.174 0.082 0.791 0.667
20 人と接する仕事に就きたかったから 0.214 0.175 0.143 0.776 0.699

固有値 1.698 1.631 1.588 1.401
寄与率(%) 18.868 18.124 17.641 15.567
累積寄与率(%) 18.868 36.992 54.633 70.200

因子負荷量
共通性項目
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第３因子に対して，項目１「私は教師であることが自分らしい生き方だと思う」などの項目が高い

負荷を示していた。負荷量の高い項目の内容から第３因子を「生き方への自信」と名付けた。

第４因子に対して，項目11「自分がどんな教育をしたいのかはっきりしている」などの項目が高い

負荷を示していた。負荷量の高い項目の内容から第４因子を「教育観の確立」と名付けた。

下位尺度の信頼性係数は 「教師としての自負」がα＝.92 「社会貢献」がα＝.87 「生き方への， ， ，

自信」がα＝.85 「教育観の確立」がα＝.88となり，各下位尺度の内的一貫性は十分に高いと判断し，

た。

分析においては，抽出した因子を下位尺度として用いる。下位尺度の項目数と得点の範囲は 「教師，

としての自負」では７項目で７～49点 「社会貢献」では５項目で５～35点 「生き方への自信」では， ，

５項目で５～35点 「教育観の確立」では３項目で３～21点，となる。，

表５ 教師の職業的アイデンティティ

（注）本多・落合（2006 「医療系大学進学時の進路決定プロセスの分類」を参考に作成）

④教職への適応

ここでは，岡東(1997）が作成した日常の教職生活の意識の程度を問う21項目の中から 「教職への，

適応」に関わると判断した４項目（うち１項目は逆転項目）を抜粋することにした（表６参照 。回答）

，「 」，「 」，「 」，「 」，方法は １＝まったくない ２＝あまりない ３＝どちらともいえない ４＝まあまあある

「５＝おおいにある」の５件法である。

これら４項目の信頼性係数を求めたところ，α＝.76と内的一貫性が高いことが認められたので，こ

の合計得点を「教職適応度」と名付けた。得点の範囲は，４～20点となる。

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子
教師としての自負

19 私は教師として，保護者からも必要とされていると思う 0.812 0.249 0.089 0.146 0.750
12 私は教師として，これまでも，これからも，多くの人に必要とされると思う 0.750 0.221 0.241 0.189 0.705
15 私は教師として，また，教育界の一員として今後ますます必要とされると思う 0.738 0.245 0.269 0.100 0.687
17 私は教師として，生徒に必要とされていると思う 0.710 0.262 0.150 0.209 0.639
18 将来，学校教育の中で自分らしい役割を果たしていると思う 0.707 0.159 0.302 0.231 0.670
20 私は教師として，教育界で不可欠な存在であると思っている 0.662 0.134 0.261 0.125 0.540
16 現在，学校教育の中で自分らしい役割を果たしている 0.604 0.174 0.382 0.239 0.598

社会貢献
6 私は教師として，保護者の期待にこたえていきたい 0.214 0.771 0.198 0.143 0.700
7 私は教師として，社会に貢献していきたい 0.176 0.749 0.242 0.115 0.664
8 私は教師として，生徒の願いにこたえていきたい 0.176 0.691 0.093 0.174 0.547
14 私は教師として，生徒の役に立ちたい 0.258 0.643 0.200 0.174 0.550
10 私は教師として，教育の発展に貢献していきたい 0.279 0.568 0.236 0.296 0.554

生き方への自信
1 私は教師であることが自分らしい生き方だと思う 0.306 0.193 0.706 0.183 0.663
5 私は教師を選択したことはよかったと思っている 0.213 0.301 0.675 0.213 0.637
2 私は教師を生涯続けようと思っている 0.216 0.149 0.629 0.259 0.532
4 私は教師以外の仕事は考えられない 0.201 0.157 0.556 0.091 0.383
13 私は教師であると，他人に誇りをもって言うことができる 0.463 0.261 0.505 0.232 0.592

教育観の確立
11 自分がどんな教育をしたいかはっきりしている 0.255 0.268 0.168 0.817 0.833
9 自分がどんな教師になりたいか，はっきりしている 0.229 0.250 0.252 0.724 0.703
3 私は教育のあり方について，自分なりの考えをもっている 0.213 0.179 0.295 0.687 0.636

固有値 4.429 3.091 2.761 2.291
寄与率(%) 22.145 15.454 13.804 11.457
累積寄与率(%) 22.145 37.599 51.403 62.860

項目
因子負荷量

共通性
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表６ 「教職への適応」を構成する項目
項目

教職適応度（α＝0.76）
教師としての仕事にやりがい，生きがいを感じている
教師としての仕事が，満足にいっている
自分に教師という職業があっていると思う
教職以外の職業に転職しようと思ったり，やめたいと思った経験がある

注）岡東（1997 「教職生活意識調査」を一部抜粋）

４．結果

（１）進路決定プロセスの構成比率

， 。表７には進路決定プロセス類型ごとに それを選択した教員の人数を勤務先別で示したものである

表７ 勤務先別の進路決定プロセス各類型の人数と割合

進路決定プロセス 合計

早期決定型 途中変更型 直前決定型 なりゆき型 転職型 その他

小学校 36 6 67 6 7 3 125度数

28.8 4.8 53.6 4.8 5.6 2.4 100.0％

中学校 25 5 52 5 8 10 105度数

23.8 4.8 49.5 4.8 7.6 9.5 100.0％

高等学校 32 10 89 9 25 9 174度数

18.4 5.7 51.1 5.2 14.4 5.2 100.0％

中等教育学校 1 － 1 － － － 2度数

50.0 50.0 100.0％

特別支援学校 4 － 3 1 － 1 9度数

44.4 33.3 11.1 11.1 100.0％

教育委員会 － － 1 － － － 1度数

100.0 100.0％

合計 98 21 213 21 40 23 416度数

23.6 5.0 51.2 5.0 9.6 5.5 100.0％

全体をみると 「直前決定型 「早期決定型」のプロセスを経て進路を決定した教員は多く 「途中， 」， ，

変更型 「なりゆき型」のプロセスを経て進路を決定した教員は少なかった。」，

また，勤務先の学校別でみると，どの勤務先でも「直前決定型」のプロセスを経て進路を決定して

いる割合が多い点は類似していた 「早期決定型」のプロセスを経て進路を決定した割合は，他の勤務。

先よりも小学校に多く存在する 「転職型」のプロセスを経て進路を選択した教員が，高等学校には他。

と比べてやや多く存在している。わずかではあるが 「途中変更型」も同様にいえる。，

表８は，進路決定プロセス類型ごとに，それを選択した教員の人数を性別で示したものである。こ

れを見ると，男女とも「直前決定型 「途中変更型 「なりゆき型」における進路決定プロセス各類」， 」，

型の割合は，類似していた。男女の「早期決定型」のプロセスを経て進路を選択した教員は，男性よ

りも女性の方が多く存在した。反対に 「転職型」のプロセスを経て進路を選択した教員は，男性の方，

が女性よりも多く存在した。
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表８ 性別の進路決定プロセス各類型の人数と割合

進路決定プロセス 合計

早期決定型 途中変更型 直前決定型 なりゆき型 転職型 その他

男性 52 11 118 11 26 15 233度数

％ 22.3 4.7 50.6 4.7 11.2 6.4 100.0

女性 46 10 95 10 14 8 183度数

％ 25.1 5.5 51.9 5.5 7.7 4.4 100.0

合計 98 21 213 21 40 23 416度数

％ 23.6 5.0 51.2 5.0 9.6 5.5 100.0

表９は，進路決定プロセス類型ごとに，それを選択した教員の人数を出身学部別で示したものであ

る。これを見ると 「早期決定型」のプロセスを経て進路を選択した教員は，教員養成大学・学部以外，

出身よりも教員養成大学・学部出身の方が多く存在した。反対に 「転職型」には，教員養成大学・学，

部出身よりも教員養成大学・学部以外出身の方が多く存在した。

表９ 出身学部別の進路決定プロセス各類型の人数と割合

進路決定プロセス 合計

早期決定型 途中変更型 直前決定型 なりゆき型 転職型 その他

教員養成大学・ 53 8 92 11 6 9 179度数

％ 29.6 4.5 51.4 6.1 3.4 5.0 100.0学部

教員養成大学・ 44 13 120 10 34 14 235度数

％ 18.7 5.5 51.1 4.3 14.5 6.0 100.0学部以外

合 計 97 21 212 21 40 23 414度数

％ 23.4 5.1 51.2 5.1 9.7 5.6 100.0

表10は，進路決定プロセス類型ごとに，それを選択した教員の人数を年代別で示したものである。

これを見ると，20代，30代よりも40代，50代の方が「なりゆき型」の教員の割合が低く，反対に「転

職型」の教員の割合は高い。また，30代の教員は，他の年代の教員と比較して 「途中変更型」の割合，

が低かった。

表10 年代別の進路決定プロセス各類型の人数と割合

進路決定プロセス 合計

早期決定型 途中変更型 直前決定型 なりゆき型 転職型 その他

20代 度数 8 2 17 2 1 1 31

％ 25.8 6.5 54.8 6.5 3.2 3.2 100.0

30代 度数 42 5 78 9 9 8 151

％ 27.8 3.3 51.7 6.0 6.0 5.3 100.0

40代 度数 34 9 88 8 19 8 166

％ 20.5 5.4 53.0 4.8 11.4 4.8 100.0

50代 度数 13 5 30 2 9 6 65

％ 20.0 7.7 46.2 3.1 13.8 9.2 100.0

合計 度数 97 21 213 21 38 23 413

％ 23.5 5.1 51.6 5.1 9.2 5.6 100.0
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（２）進路決定プロセス類型別による，各尺度別における二元配置分散分析の結果

小学校，中学校，高等学校に勤務する教員のみを対象として，進路決定プロセスの類型と各要因と

の関連を検討した。各下位尺度得点を従属変数，進路決定プロセス類型（５類型）および勤務先の校

種（３校）を独立変数として，二元配置分散分析を行った。同時に，チューキーによる多重分析を行

い，有意差がどこに認められたかを検討した。

その結果，教職志望動機の教師イメージ以外のすべての下位尺度において 「なりゆき型」は他の類，

型と比較して，各下位尺度得点が有意に低いことが認められた 「なりゆき型」とは対照的に 「早期。 ，

決定型」は各下位尺度得点が有意に高いことが認められた。

表11は，その結果一覧である。また，図６～図16は，各類型ごとの平均値をグラフに表したもので

ある。

表１１ 二元配置分散分析（進路決定プロセス類型）の結果一覧
下位尺度 多重分析（類型別）

教職志望動機①

教師イメージ

安定志向 n.s.

自己志向 n.s.

個人的経験

教育への志向 ①なり＜ （早期， 直前， 転職）

学校への愛着 ①なり＜ （早期， 直前， 転職） ②途中＜早期

恩師への憧れ ①なり＜ （早期， 直前， 転職）

対人 ①なり＜ （早期， 直前， 転職）

教師の職業的アイデンティティ②

教師としての自負 ①なり＜ ＜直前 ＜早期

社会貢献 ①なり＜ （早期， 直前， ） ②（途中，転職）＜早期

生き方への自信 ①なり＜ （直前， 直前， ） ②(途中，直前，転職）＜早期

教育観 ①なり＜ （早期， 途中， 直前， 転職）

教職への適応③

教職適応度 ①なり＜ （早期， 途中， 直前， 転職）

下位尺度 多重分析（勤務先別）

①教職志望動機

教師イメージ

自己志向 小学校＜中学校＜高等学校

③教職への適応

教職適応度 中学校＜（小学校，高等学校）

※表中の各類型の略字は次に示す通りである。

早期：早期決定型，途中：途中変更型，直前：直前決定型，なり：なりゆき型，転職：転職型
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図７　教職志望動機（教師イメージ・自己）
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図６　教職志望動機（教師イメージ・安定）
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図８　教職志望動機（個人的経験・教育志向）
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図９　教職志望動機（個人的経験・学校愛着）
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図１０　教職志望動機（個人的経験・恩師への憧れ）

2

4

6

8

10

12

早期決定型 途中変更型 直前決定型 なりゆき型 転職型 その他

進路決定プロセス類型

平
均
値

小学校

中学校

高等学校

図１１　教職志望動機（個人的経験・対人志向）
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図１２　教師の職業的アイデンティティ（教師としての自負）
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図１３　教師の職業的アイデンティティ（社会貢献）
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図１４　教師の職業的アイデンティティ（生き方への自信）
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図１５　教師の職業的アイデンティティ（教育観）
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５．考察

本研究で明らかになったことを要約し，若干の考察を加えたい。

（１）進路決定プロセスの構成比率

おそらく一般的な進路決定プロセスは 「直前決定型」の進路選択であると考えられる。そのような，

状況下で，今回の対象者全体をみると，教員は「直前決定型」の次に「早期決定型」の割合が高い。

若松（1997，2004）は 「教師を志向する者の多くは早い時期からモデルとなる教師と出会うことが多，

く，学部選択以前に，または少なくとも入学時点で志望を意識しているために，興味が明確で，なお

かつ選択に障害がない人がこの学部を選ぶからである。また教師は他の職業と比べて，早い時期に決

められ，また職業の様子もわかりやすい（と感じられる）ために，情報不足で困ることが少なく，し

たがって選択方法に関して迷う可能性も低いであろう 」と述べる。このように，教師という職業が他。

の職業と比べて，幼い頃から必然的に関わってきたこと，そして職業内容が想像しやすいことが 「直，

前決定型」の次に「早期決定型」の割合が高いことの背景にあると考えられる。

勤務先別による進路決定プロセスの特徴は２点あった。まず 「早期決定型」の進路を選択した教員，

の割合は，中学校，高等学校と比べて小学校に勤務している教員の方が高い。これは，教職に就きた

いと考え始めた時期が小学生の頃である教員が小学校に多く存在すると考えられる。次に 「転職型」，

や「途中変更型」の進路を選択した教員の割合は，小学校，中学校よりも高等学校に高い 「途中変更。

型」については，進路変更をした時期が，高校生以降である可能性が高く，比較的年齢を重ねてから

であることが背景にあるのではないだろうか 「転職型」については，自分の専門分野，関心分野を考。

慮しての転職だとするならば，小学校よりも専門教科にふれる機会が多い高等学校を選択してくると

図１６　教職適応度
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いう可能性も考えられる。この理由に関しては，教職志望動機にも関連があるのではないかとみてい

る。

。 ， 「 」性別による進路決定プロセス類型の特徴は２点あった まず 男性よりも女性の方が 早期決定型

。 ， ，の進路を選択した教員の割合が高いことである これは 小学校に勤務する女性教員の割合が中学校

高等学校よりも圧倒的に高いことと関連があるのではないだろうか。つまり，女子が身近な教師に憧

れ教職に就きたいと考えたならば，女性教員が多い小学生時代である場合が多いのではないかと推測

できる。河﨑（2002）は 「進路決定には小学校段階からジェンダーの影響が大きく関わっているとあ，

る」と述べる。このように，人が職業に就くことを想定するときに，身近な同性の影響を受ける傾向

。 ，「 」 ， 。があるといえよう 次に 転職型 の進路を選択した教員の割合は 女性よりも男性の方が高かった

今回は性別による多重比較に関してはふれていないが，もし男性の方が教職志望理由の自己志向が高

， 。ければ 専門教科を指導する機会の多い高等学校を選択して来るという可能性はあるのかもしれない

（２）二元配置分散分析による，進路決定プロセス類型と各要因との関連

今回の分析では，進路決定プロセス類型と勤務先の交互作用は確認できなかった。よって，進路決

定プロセス類型間および勤務先間で有意差が認められた要因についてのみ，ふれていくことにする。

Ⅰ．進路決定プロセス類型間の差について

①教職志望動機との関連

ⅰ）教師イメージ

類型間の有意差は認められなかったが，平均値をみると，安定志向，自己志向のどちらの下位尺度

とも「なりゆき型」が最低得点となっている。これは，他の類型と比較して，教職のイメージを肯定

的にとらえていないと考えられる。また 「転職型」は安定志向得点が一番高かった。自己志向得点も，

上位に位置することから，転職経験者は教職が他の職業よりも身分や給料面で安定していると感じ，

自分の能力を発揮できる場であるととらえていると考えられる。前職の状況に多少の違いはあるもの

の，他の職業を経験してきた「転職型」からみて総じて高い評価を得ているということは，世間的に

見ても，公務員の性質を持つ教職は安定している位置に属する職業と評価されると言えるのではない

だろうか。

ⅱ）個人的経験

こちらは類型間で有意差が認められた。全体を比較して 「早期決定型 「直前決定型 「転職型」， 」， 」，

は各下位尺度得点が高いのに対し 「なりゆき型 「途中変更型」は得点が低かった。この結果から，， 」，

「早期決定型 「直前決定型 「転職型」は単に教師の職業内容に関心があるだけではなく，学校や」， 」，

恩師との思い出が個人に肯定的に作用し，教職の職業に関心を抱かせたのではないかと考えられる。

また，人と触れあうことが好きだなどの理由も教職を積極的に志望する要因であることが確かめられ

た。西山（1997）は，学校で感動体験をした学生は 「教師になりたい」という進学動機が多く 「出， ，

会った教師に感銘して」教職を選び，教職を「やりがいのある仕事」とみており，教員採用試験に不

合格であっても，浪人して再受験を目指す傾向が強い，と述べている。このように，教職志望動機の

各要因が相互に作用し合って，教職志望を高める結果に至ると考えられる。

②教師の職業的アイデンティティとの関連

こちらも類型間で有意差が認められた。全体を比較して 「早期決定型 「直前決定型 「転職型」， 」， 」，

は各下位尺度得点が高いのに対し 「なりゆき型 「途中変更型」は得点が低かった。ただし 「途中， 」， ，

」 「 」 ， ，変更型 は生き方への自信得点は 早期決定型 よりも低いと認められたが 教育観得点については

「 」 「 」 。 ，早期決定型 と同じように なりゆき型 との間に有意差があることが認められている これから

必ずしも肯定的に教職に就こうととらえてこなかった点で似ている「途中変更型」と「なりゆき型」
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の進路決定プロセスは，それぞれのプロセスによって職業的アイデンティティ形成に違いが生じるこ

とがわかった。推測ではあるが 「途中変更型」は教職という生き方について 「早期決定型」ほど自， ，

信を持つことはできないが，教職に就く前に，教職という人生について考え，自分なりにどのような

教育をしたいのか考えてきたのではないだろうか。その，職業人生について考えた機会があるか否か

が「なりゆき型」との職業的アイデンティティの様相に差を生んでいるのではないかと考えている。

③教職への適応

こちらも類型間で有意差が認められた。全体を比較して 「早期決定型 「直前決定型 「転職型」， 」， 」，

は各項目得点が高いのに対し 「なりゆき型」は得点が低かった 「なりゆき型」と他の類型を比較し， 。

て言えることは，次の点である。他の類型は教職に適性を感じたり，職務に満足を感じたり，生きが

いを感じることができるが，それと比較して 「なりゆき型」はそれを実感しにくい。また 「転職や， ，

退職を希望している」という項目には 「途中変更型」と「なりゆき型」が高い得点を出している。上，

にあげたように，教職に満足感や生きがいを感じることができずに，教職以外の職業を考えたり，教

職を辞めたいと考えているのではないだろうか。さらに「途中変更型」については，本来希望してい

た別の進路や人生が諦めきれていないなどの理由が否定的な感情を強めていると考えられる。

Ⅱ．勤務先間の差について

の教師イメージ「自己志向」との関連①教職志望動機

自己志向は，類型間と勤務先の交互作用が認められた。高等学校に勤務する教員は，小学校，中学

校に勤務する教員よりも自己志向得点が高かった。よって，高等学校に勤務する教員は小・中学校に

勤務する教員よりも，自分のやりたいことができていると感じているといえる。

自己志向の勤務先間について，高等学校は，小・中学校と比較すると，より教科の専門性が高まる

ことから，大学までに学んできたこと，関心を持ったことに直結した職業生活を過ごすことができて

いると感じている割合が多いと考えられる。反対に，小学校の教員は教科の専門性が低いことはもち

ろんだが，教科の指導以前に児童の生活指導などに追われ，休み時間も児童につきっきりということ

も頻繁にある。そのような背景から，自分のやりたい職業生活や教育活動ができていないと感じる小

学校教員が多いと考えられる。このように，勤務先による自己志向得点の違いが明確になった。

②教職への適応との関連

類型間と勤務先の交互作用は確認できなかったが，勤務先間においては，中学校と小学校，高等学

校との間で有意差が認められた。中学生は思春期にあたり，多感な時期である。生徒指導上の面から

も，小学校や高等学校とは違った困難さがあると想定できる。この教職生活意識項目はストレスやバ

ーンアウト傾向と関連があることが明らかになっている（岡東，1997 。今日は，児童・生徒だけでは）

なく，教師の不登校や心的ストレスなども問題視されるようになった。このような背景には，学校固

。 ， ， ，有の問題ももちろん存在するだろう しかし 一時的な理由ではなく 慢性的なものであるとしたら

なんとなく就いた教職という職業そのものに，やりがいや満足感を見出せない教師の姿があることも

一つと考えられないだろうか。

（４）まとめ

本研究では，教員を対象に進路決定プロセスの５類型のどれに当てはまるのかを選択してもらい，

教職志望動機，職業的アイデンティティ，教職への適応との関連を検討することによって，５つの進

路決定プロセスがどのような特徴を備え，その後の教職生活にどのように影響を与えるのかを検討し

た。

まず，教員の進路決定プロセスの特徴では 「直前決定型」の次に「早期決定型」の進路選択のプロ，
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セスを経て教職についている人が多かった。このことから，教員は比較的早い段階から教職に就くこ

とを想定して進学してきている人が多い。そして，男性よりも女性，中・高等学校よりも小学校，教

員養成大学・学部出身者以外よりも教員養成大学・学部出身者の方が「早期決定型」の進路選択をし

ている割合が多かった。

また，進路決定プロセスの類型間の差については，教職志望動機の教師イメージに関する項目以外

の各下位尺度において 「なりゆき型」とその他の類型との間で有意差が認められた。このことから，，

教職の進路決定プロセスには，個人的経験の志望動機が関与しており，そして教職に就いてからは，

進路決定プロセスの違いによって，職業的アイデンティティや教職への適応などに関連があることが

認められた。

以上のように，職業や自分の人生について早くから取り組んできたり，熟考することは，就職後の

， 。 ，職業人生を充実させ 生き方に対しても自信を持つ要因となっていることが明らかになった ゆえに

やりがいのある職業人生を送るためにも，早い段階から職業や人生について考える機会が必要である

と考えられる。

大学生の職業未決定現象について，次のように言及している。下山（1986）は 「このような現象が，

見られる要因として我が国では進路（職業）指導は，多くの場合進学（受験）指導という形で行われ

ているため，大学入学という目的を果たした後では，進路（職業）指導はその実質的な意味を失い，

大学生の職業決定のあり方は注目されることがなくなってしまう 」また，若松（2004）は，教職を想。

定していない人の意思決定が相対的に進みが遅いことについても 「無数にある業種・職種から選ぶこ，

との難しさ以外に，大学・学部を選んだ時点から目的意識やキャリアに対する意識が弱かった可能性

も考えられる 」と述べている。下山（1986）の研究は，もう20年以上前の研究であるが，現在に至っ。

ても若者の進路（職業）未決定の問題は解決に至らず，むしろ定職に就こうとしないフリーター問題

を越え，従来の当然のようにあった，働くという意識事態を揺るがすと指摘されているニート問題に

まで発展している今日の社会においては，避けては通れない問題である。そして，教育における進路

指導のあり方を見直す必要があると言える。

冒頭でもふれたように，今日のように日々多様化する社会の中で，自分らしい生き方とは何かを問

うことは重要な課題となっている。言い換えれば，自分らしさを見失うことは，社会で生きていく上

で困難な状態を作り出すことだといえる。人生のなかでも職業のしめる割合は大変大きく，自分らし

さを示す重要な一部である。大学進学が当然となりつつある今，将来を見据えて大学に進学してくる

者は減りつつある。これは，大学がもつ本来の姿，本質を揺るがすことであり，教育学部においても

懸念すべき課題であるといえるだろう。

最後に，今後の課題について簡単にふれたい。

現在の職業的アイデンティティや教職への適応については，進路決定プロセスによる影響だけでは

なく，現在勤務している学校がどのような状況であるか，これまでにどのような学校を経験してきた

かによっても大きく影響を受けているだろう。また，本研究の対象者は，新潟県の教員の構成比率に

沿って行った研究とは言い難い。このような点からも，対象者の背景に考慮した研究が必要である。

また，各類型の特質についても，もっと追求できるといえる。例えば 「早期決定型」の進路決定プ，

ロセス歩み 「この職業は失敗だった 「もっといろんな進路について考えればよかった」と後悔す， 」，

る人はいないのだろうか。また，存在するとしたら，後悔していない人と後悔した人にはどのような

違いがあるのかなど見ていくことができる。また 「直前決定型」の中には 「早期決定型」と「途中， ，

変更型 「なりゆき型」の性質と近いものがあることも，自由記述からうかがえた。本多・落合（20」，

06）のように，進路決定前に職業イメージが具体的にあったのか，進路決定における葛藤はどの程度

あったのか，主体的に進路決定を行ってきたか，などの観点からも進路決定プロセス類型を検討する

ことで，さらに類型間の違いや進路決定を促進する要因なども明らかにすることができるだろう。
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