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1.研 究のねらいと調査方法
(1)研究のね らい一制度論か ら職員論ヘー
小・ 中学校 に学校事務職員が置かれたのは、戦後 のことで あ り、戦前 には学校事務職 は存在
しなかった。今 日、学校事務 職員 が行 つてい る仕事は、戦前 には教員 が校務 として分担 して
行 つていたので ある。 1947年 に制定 された学校教育法28条 で、初 めて小・ 中学校 に事務職員が
置 かれ ることとな り、同法では、「小学校 には、校長、教頭、教諭、養護教諭及 び事務職員 を
置 かな ければな らない。ただ し、特別の事情 の あるときは、教頭又 は事務職員を置かないこ と
がで きる」 と規定 されたので ある。
つ まり、戦後新設 された学校事務職員は、校務 として教員 が分担する事務を代替するとい う形
で教員 のみで構成 される学校社会 にいわば、ニューカマー として参入 して い ったので ある(1)。
しか も、一つの学校 に一人又 は数人 とい う少数職 として、多数派 とは異なる役割を担 うもの と
して参入 したのである。 ところが、 この校務分掌 を決定す るのは、校長 であ り、従 つて校長 の
考え方次第で学校社会 にお ける位置づ けや職務 内容 は、変容することとなった。 こうした学校
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毎 の事務職員の位置づ けや職務 内容 の違 い は、後 に述 べ るように、事務職員 の職能成長や アイ
デ ンティティー形成 の障害 とな り、 また、 モ ラール (や る気)低 下 をもた らしてきた。学校社
会 の少数職 として、学校毎 に個人的努力でそのような障害 を除去す る こ とは不可能であ り、事
務職員 は組織 をつ くり、学校 を超 えて法律や規則等 によ り、事務職員 の職務や位置づ けを明確
にし、標準化す る ことに取 り組 んで きた。法律や規則等 とい う目に見 える客観的な ものを重視
す るとい う意味 で、それ は制度論的 アプローチ と言 うことができる(2)。
戦後 の一時期 を除けば、事務職員を対象 とす る研究 は極 めて少ない。緻密な論究 を重ねてき
た研究者 は、管見 の限 り、持 田栄一、伊藤和衛、太田卓、清原正義、小川正人、小島弘道、篠
原清昭 ら数人 しか存在 しな い(3)。 学校 とい う職場 で同 じ一人職であ る養護教諭 に対す る研究
関心 に比較 して も、その関心 はあま りに も薄 い(4)。 確 か に、事務職員 の研究 を行 つて きた研
究者 はすべて 巨人 とい う名 がふ さわ しい蒼 々た る研究者達 である。 しか し、彼 らの研究のすべ
ては、制度論的 アプローチである。つ まり、事務職員その ものが研究対象で はな く、事務職員
を規定する制度が研究対象なので ある。制度論的アプローチにおいては、事務職員その もの、
彼 らが どのように成長 し、何 を考え、何 に悩 んでい るのか とい う内なる側面 はブラックボック
スの ままである。事務職員 は、外部で設定 された法や規則 を演 じる機械 のよ うな存在 として、
そ こでは扱 われ る。制度論的アプローチを採用する限 り、事務職員 は未知 の存在 として残 され
るのである。
制度論 に対 して、職員の認知や思考、感情 に入 り込む研究を職員論 と名付けよう。筆者 らは、
事務職員 を機械 の ように扱 わな い。 い ろんな ことを理解 し、考 え、感 じる生 きた事務職員 の
「生の声 (Voice)」 を尊重す る(5)。 筆者 らは、事務職員を理解 し、 そ こか ら新 しい制度 を構
築 しようとい う職員論の立場 にたつ。

(2)調 査方法
本報告 は、今後 2年 間 にわたって推進 され る予定の 「ライフコースアプロニチ に基 づ く学校
事務職員 の職務 と専門的力量 に関す る実態調査研究」 (研 究代表者 :山 峙準二)の パ イ ロ ッ ト
調査的位置付けをなす ものである。本調査 は、静岡県小 中学校事務研究会 の協力を得 て行われ
た。調査対象 は、静岡県小中学校事務研究会 の推薦 に基 づ く県費負担事務職員 100名 であ り、
それは、県下の県費負担教職員全員 の約 13%を 占める。 この調査 は、今後予定 される調査のパ
イ ロ ッ ト調査 としての意味 を持 つ ものであ り、相当に記述 スペースの大 きな自由記述方式を主
として採用 した。 このため、なるべ く協力を得 られ るように静岡県小 中学校事務研究会 の推薦
に基づいて調査対象者 を確定 したため、数値的結果 は統計的意味を有 さず、一定 の傾向性 を把
握 で きるにすぎない。
2000年 6月 初旬 に調査用紙 を発送 し、 6月 15日 を締 め切 りとした。94名 の有効回答 を得 るこ

とがで きた。 (有 効回答率94%)調 査 にご協力戴 いた静岡県小中学校事務研究会並び に事務職
員 の皆 さんに この場を借 りて厚 くお礼申 し上 げる。

2.学 校事務職員 のリアリティー ショツクと第一次離職 の危機
(1)学 校事務職員の入職動機 とリアリテ ィーシ ョツク
教師が どのような理由で教職 を希望 し、 どのように力量 を形成 し、入職前 に抱 いて いた教職
イメージを修正 してい くか とい う点 に関 して は、幾多の先行研究が存在す る。 ライフコース ア
プローチを採用 し、緻密な研究 を積み上げて きた山時 の業績 も、それ らの先行研究の主要な部
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分 を占めて い る(6)。 本稿 のね らい上、その ことに関 して緻密 な レビューは行 わないが、事務
職員 の場合 との比較 を念頭 において、教師の入職後数年間 についての知見 をまとめれば以下 の
ような こ とが指摘 で きる。 まず、近年、小・ 中学校時代な ど比較的早 い時期 に教職志望を形成
す る傾向がみ られ、 その時期 に教わった教師の影響で教職 を希望す るものが多 くなってい る。
また、教 師や教育実践 に関す るイメージや信念 は、大学での正規 の授業 よ りも、サ ー クルや ア
ルバイ トといったインフォLマ ルな学びの場で形成 されてい る。正規のフォーマル な学びよ り
も、イ ンフォーマル な学びの場 で力量やイメージが生成 され るとい う知見は、事務職員 の研究
において も重要な示唆 を与 えて くれ る。最後 に、入職後 に 「リア リティー 0シ ョック」 (7)を
経験 し、現実 とのギャップに対応する数年が続 くとい う知見 も、 事務職員 の研究 において基本
的なフレームを提供 して くれ る。
さて、われわれは、事務職員に入職動機 について質問 した。その結果、四つの主要な動機 を
抽出することができた。すなわち 「公務員志向」「子 ども・ 学校・ や りが い志向」「地元志向」
「親 の影響 」 である。「公務 員志向」 の中 には、県庁や市役所 で働 くこと (大 部屋 で働 き、上
司 一部下関係がある)を イメージ して入職 した ものもい るが、彼 らの職業イ メージは子 どもが
好 きとい う理 由で職業選択 を した 「子 ども・ 学校・ や りが い志向」 とは大 き く異なっているこ
とが予想 され る。事務職員 は、教師 と異な り、相当志向性 の異 なるものが混在 してい るのであ
る。
「公務員志向J
・一般行政職で受けたが、「学校事務職員 にな らないか」 とい う採用側 の誘 いか ら
・ 当時の経済状勢か ら、女子大生は自宅通勤 に限 るな ど一般企業 へ の就職 は難 しかったため、
公務員試験 を受験 した。
「子 ども・ 学校・ や りが ぃ志向」
・ 子 どもが好 きで 自分 自身 も学校 が好 きだったか ら。ずっ と学校 にかかわ る仕事が したかった。
・ や りがいの あ りそ うな職 と思 ったため
「地元志向」
・ 収入 の安定、勤務先の異動範囲。
「親 の影響」

・

・ 親 に勧 め られたか ら

(2)学 校事務職員 の リア リティーシ ョックと第一次離職の危機
教員養成 とい う入職前教育が存在 す る教師です ら、現実 に直面 して 「リア リティーシ ョッ
ク」 を経験する。入職前教育が存在 しない事務職員が 「リア リティーシ ョック」 を受けるのは
当然 とも言 えるが、それは離職 を考えるほど大 きなシ ョックを事務職員 に与 えてい る。事務 職
員が直面する 「リア リティーシ ョック」 は以下 のよ うなものが抽出できた。
「採用 =仕 事 の開始」
・ 右 も左 もわか らない新採者が い きな り、経験者 と同等 の仕事 を求め られ る こ と。仕事内容の
多様 さ。様 々 な知識 を求め られること。

「孤独 と疎外感 とあつれ 言J
・学校 によ り、事務の内容、学校行事への参加状況が違って くる。一人職なのでやは り教員が
その立場を理解 しにくい。その時の状況で教員側 に立たせた り、部外者 になった りすること。
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「仕事 の幅広 さと重責 」
・学校事務職員の仕事 が多岐 にわた ることに驚 きました。が、 その大変 さや重要性が父兄や地
域 の方 にあまり知 られていない と思 い ました。
「学校・ 教師への憧 れの喪失 と学校文化 に対する驚 きJ
・学歴社会 であることにびっ くりしました。事務職員 は単なるこま使 いにすぎない所 が あ りま
した。先生は立派 とい う意識 は見事 に覆 されました。確 かに、小・ 中・ 高・ 大 とクラスで も
成績 は優秀 なエ リー ト生であったか もしれませんが、人間形成 はどうだつたので しようか。
日で子 どもを動かす教師 に真 の人間像 を見 ることはで きません。
「学校事務職員 の連携 の強 さ」
・ 女性が圧倒的 に多かった こ と。学校事務職員 とい う同職種 の地区内でのつ なが りが深 い こと。
実務以外 の研修 が多 いこ と。子 どもたちは事務室や事務職員 について あまり知 らない こと。
「管理職 への道がない」
・ 就職 したばか りの人 も大ベテラン も同じ仕事 をしてい ること。職場 に同職種 の上司力ヽゝ
ない
ため、若 くて も自分の力量を活か し、 自分 の裁量 で思った ことを実行できる こと。 しか し、
どんなにがんばって も管理職 にはなれないこ と。
こうした 「リアリティーシ ョック」 は 「事務職員をや めよ う」 とまで事務職員 に考 えさせ る
ことになる。データに代表性 がないため、確実な ことは言 えないが、 この時期 に離職 を考 えた
人は多 い。後 に述べ るが、事務職員 は 「リアリティーシ ョック」 に対応 した後 に も、離職 の危
機 に直面する。われわれは、事務 職員 を 「やめようと思った時期、 その理由、やめなかった理
由」 について質問 した。その結果 は以下 の通 りである。 ここに引用するのはご く一部 であるが、
事務職員 がいかに苦労 し、 まわ りの協力 を得なが ら、職場 に適応 してい るかか い ま見 る ことが
できる。
「居場所 の曖味 さ」
・新規採用 2〜 3年 くらい まで。学校 における居場所 が見つか らないで いた。→経済的理 由。
少 しずつ仕事 も理解で きるようにな り、自分 が何 をすべ きかわか つて くるようになつた。
日経験 4年 目の頃で、学校事務職員 として学校の中で どのよ うな立場 を とつた らいいか わか ら
゛
な くなったか ら。→ め くまれた給与 と福利厚生があった こと。研修会 に出る と生 き生 き と働
いてい る事務職員の姿をみて元気がでたため。
・ 経験 4年 目のころ。用務員 さんが学校 の仕事をして くれず、校長に話 した ところ、 と りあげ
られず、大変な らばやめればよい と言 われた時。 →他 の先生方がわかつて くれて、み る人は
ちゃん とみてい るか らがんばれ といつて くれたため。
・ 4年 目の ころ。病気 をした とき、 誰 もフォロー してもらえないこ とがわかった とき。監査な
どで他職種 が あまりに も冷 たい とき。→市職 の方 が助けて くれた。他の事務職員がの りきっ
てい ることなのだか らと思 いがんばった。
「他職 へ の憧れ」
・ 2〜 3年 目。事務職員 の仕事を教員 の補助的なもの と考 えていたため、仕事 がつまらな くな
り、他 の仕事が主体的 にやれ るようにみえた。→民間企業 の仕事内容 に対応できるか不安 が
あつた。学校で は人 間関係 にやす らぎがあつた。若いので甘 えられた。
「仕事 の難 しさと支援体制 の欠如」
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゛ い
゛
・新採〜 5年 目く
ら まで。わか らないこ とばか り多 く不安 だった。 よい指導者 にめ く
りあわ
なかったこと。 自分 の実力 も不足 していたため と思 うが。→ いつか熟練す る日が くると思っ
たか ら。せ っか く採用 されたか ら。
・ 1〜 2年 目。校 内 に学校事務 の指導者が いない こと。一 人職のため教 師 とかべがあること。
゛
→産体が とれた こと。経済的な こと。仲間や先輩事務職員 がいたこと。良 い管理職 にめ く
り
あえた こと。
・ 2年 目。仕事上 い きづ まった時。→良き先輩や上司に恵 まれ とどま りました。
・ 1年 目。校内 にだれ も仕事 を指示 して くれ る人がいない とわかった とき。 たいへん心細 くこ
んな職場 もあるのか と思 った。→前任者や地域の事務職員 に助 けられて何 とか一年がたつた。

3.実 務能力の修得 とや りが いの発見 とむな しさ、子育て、役職
―激動の10数 年 ―

(1)実務能力の修得 とリア リティーシ ョックヘ のや りくりと受容
「リア リティー シ ョック」 と第一次離職 の危機 を乗 り越 えた事務職員 は、入職後 10数 年 に及
んで激動 とい う名 がふ さわ しいほ どの 自己変容 に直面するこ ととなる。 この間 にほぼ全員が実
務能力 の修得を終了する。 この章では、入職後 10数 年 の間 の事務職員の力量形成 について論 じ
る。
ここでは、 まず、「リア リティーシ ョック」 に対する適応 について触れてみよう。すで に述
べた よ うに事務職員 は入職前 に正確 な職 のイメージを持た ない まま入職す る。 また、学校社会
にお ける位置づ けや職務内容の曖味 さ等 に より、 さまざまな苦労や自分が望 まない事務職員イ
メー ジや役割を強 い られ る。当然、事務職員 の内部 には葛藤や失望、怒 りがわき上が る。 こう
した感情 を自分で強化 し続 けて い けば、心的障害すら引き起 こす可能性がある。 この調査で は、
事務職員が自分では変化 させ る こ とので きない外部 に適応するために、 さまざまな心的操作を
行 つてい ることが明 らかにされた。その心 的操作は 「割 り切 り」や 「受容」 と名付けることが
できる。以下 にみてみよう。
・ 歯車 の一つ一つが うま くか み合わない とよい学校 にな らない。 (2校 目の教員)行 政職 は主
役 になってはい けない。あ くまで主役は教員 である。教員を光 らせ る脇役 であれ。 マイノリ
テイー故 の存在感 をつ くれ。事務が変われば学校 が変わ る。 (同 じ世代 の仲間 との 自主的な
学習会)
・ 産体 をとった時、教員 の代替 はや っきにな り探すが、自分の場合は自分で探 さなければなら
なかった。産体 中 も代替の人 と連絡 を取 り合 い迷惑のかか らない よう気配 りをしなが ら過 ご
した に も関わ らず、学 校 の 配慮 はなか った。 この時、わた しは事務 屋 に徹 しよ う と思 っ
た。 …¨…
・ 先輩事務職員の指導・ 助言。「学校事務 は本来地味なものだ と思 う」「よ― く考 えて 自分 の実
務・ 実践を通 した意見 を出 しなさい」「仲良 じグルー プで仕 事 はできな い よ。仕事 のわか る
人間関係 を作 りなさい」
・就職 して間 もない頃か ら数年 は、先生方が事務 を一段低 く見 てい る態度が気 になった り、 自
分 自身 の給与関係等 の書類 であつて も、無 関心 で理解 がないことに腹 を立てることが多 くな
りました。その頃 は仕事が 自分 の生活 のすべ て といってよいほど大 きな役割を占めていたか
らです。 ところが、結婚 し、家庭 を持つ と学校 の ことで いちいち腹 を立ててはい られないほ
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ど、忙 しくなると何 か仕事 に対 して肩 の力が抜 けたよ うな感 じで ら くな気持 ちで仕事ができ
るようにな りま した。今では先生方に事務 的な ことで も、手を煩わさないために、私 たちが
い るのだか ら先生方が事務的な ことに少々 うとくても、 当た り前だ し、私たちが学校 の黒子
に徹することが学校事務職員 の 「美学」だ と思 ってい ます。
・ 1〜 5年 目の頃。仕事 に 自信 が持 てず、学校 のイメージも当初考 えていたの と全然違 ってい
たため、や りがいが感 じられなか った。 自分 も転職を考 えていて、周囲 に もあまり認 めても
らえなかったせ い もある。→他 の試験 も受 けたがだめだつたことか 2〜 3年 続 いて半 ばあき
らめ腰を落ち着 けることとした。世 の中が不景気 になると勤 め始 めた頃 よりも相対的 に 「良
い職業」 になっていた。
くらい までの常時。職場内の疎外感か ら。→結婚出産 と生活のための職業 として

05年 〜 6年

わ りきつたか ら。
・ 教員が子 どもを教えるように事務が分野の ところは教員を教 えていか なければな らない と思
うようになった。
(2)マ ンネ リ、子育て、役職 と第二次離職 の危機
事務職員 も、他 の職業 と同 じように、入職後 10数 年 の間 に大 き く成長する。 ところが、すで
に述 べ たように、学校での事務職員の位置づ けが異なるため、場合 に よっては、せ つか く身 に
つ けた力量を発揮できない とい うこともあ りえる。また、今 日で は、事務職員 は約 9割 が女性
が 占める職 のため、子育て との両 立にも悩 む こととなる。 さらに、事務職員 は組織 としての結
束 力が高 く、研修 に相当力を入れ てい る。 こうした研究会 の組織運営 とい う重荷 もの しかかつ
て くるのである。 こうした ことか ら、離職 について真剣 に考える事務職員が この時期 に も多 く
存在す る。以下 は、離職 を考 えた時期、理由、離職 しなか った理由である。
「力量形成 とむな しさ」
・ 忙 しすぎた。理解 されない孤独 な職だ と思 ったか ら。→やっば りどこかで仕事 の楽 しさを感
じていたか ら。それほ ど深刻 に考 えたわけで もないか ら。
・ やめようまで はいかないが、や りがいがほ とん ど感 じられな くなったのはH年 目か ら現在。
学校 で望 まれて い る事務 職 員 の姿 と私 が研修 して い る事務職員 の あるべ き姿 が あま りに
ギャップがあ りすぎて非常 にむ なしくなる ことが あ ります。→異動な どで環境 が変わればま
た違 うか もしれない と思 うことで。やめた ところで次の仕事が見 つか るわけではない。
・ 10年 目の ころ。学校 内での立場 があい まいだ と感 じた。 自分 の仕事を責任をもってや らせて
くれない と感 じた。→負 けた くない と言 う気持ちを持 てたか ら。標準的職務 な どが 出てあら
ためて事務職員 としての 目標 が持 てたか ら。
「子育 て」

0経 験 15年 ころ、出産 して育児体暇 をとったあ と 「仕事 と育児の両立 は大変だなあ」 と実感 じ
たの と、子 どもを犠牲 に して まで仕事をす る意味があるのか と思ったので。→両方 の両親が
育児 に協力 して くれたので。他 の先生 方 に 「少 しの しんぼ うだか ら頑張って仕事 を続 けた
ら ?」 と言われた。夫が育児・ 家事 に協力的だった。
・ 5〜 7年 目の頃。子 どものため母 として生 きて いこうと思った。→家庭及 び親族 の協力
「役職 の重荷」
・ 経験 10年 〜 15年 頃。年 に 2、 3回 はやめた い と思 ってい ました。仕事上で中堅層 にさしかか
り、学校内の ことだ けをや って いればいい とい うわけにはいかな くな り、対外的な ことが出
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て きた ことと、私生活で も結婚・ 出産 と続 き幼な子を抱えての仕事 は大変だ った。→地方公
務員だ とい うことが大 きかった。せ っか く、今 まで勤めてきたのにもったいない、あ となん
とか 2〜 3年 頑張ればなん とかなるか もしれない と思った。
015年 目 くらい。地域の同年代 の事務職員が少ない上、その の一
人が退職 した り、だんだん
中
として
中堅
研修等の役 が まわって くる と純粋 に学校 のことだ けをやって いればいい とい うも
のではな くな り、外の面での時間を とられるよ うになってきたため。→ そ うそ うやすやす と
やめ られ る条件にない し、次第 に中堅 としての 自覚 ができて い った。

(3)や

りがいの発見 と職業的アイデ ンティティーの模索・ 形成
以上の よ うに、 マンネ リやむな しさを感 じる事務 職員 ばか りではない。入職後 10数 年 の間 は、
や りが い を発見 し、職業的アイデ ンティティーを形成 する時期で もある。われわれは、や りが
い を感 じるよ うになった時期 とその きっか けについて質問 した。 その結果、「働 きか け と関 わ
りの成功体験 」「他職等か らの感謝・ 評価」「職業的 アイデ ンティテ ィー の取 り込みJ「 標準的
職務 の通知」「ゆ とり」等 のきっか けが抽出 された。 自ら仕事 を見 つ け、周 りに働 きか けると
い うアクティブな行動 と共 に、他者か らの感謝・ 評価 がや リカヽゝ
発見 の大 きなきっか けとなっ
て い る。 ここで、「標準的職務 の通知」 について簡単 に説明 しよ う。すで に述 べ た ように、事
務職員の校 内の位置づ けや職務内容 は、学校 に より異なる不安定なもので ある。 こうした不安
定 さは、事務職員の職能成長 の阻害要因であるとともに、効率的な公教育運 営 の阻害要因 に も
な り得 る。 そ こで、各都道府県では、標準的職務 を示 した通知 を発出 し、ある程度、事務職員
の位置付 け、職務内容を安定化 させ る取 り組みが進 め られてきた。静岡県 で も、 1993年 に県教
育委員会 か ら 「市町村立小中学校事務 職員 の標準的職務 について」 とい う通知 が出された。 こ
の通知 は、それまで出 されていた他府県の通知 と異な り、事務職員の仕 事 の一つ として経営 に
参画す ることを明確 に うたった ことが大 きな特色 となってお り、それ以降の他府県 の通知 のモ
デル となってい る。 この通知以降、事務 職員 の位置づ けや職務 内容 は比較的安定化 した とは言
うものの、多 くの教員は この通知の存在 を知 らず、形骸化が懸念 されてい る。
「働 きか けと関わ りの成功体験 」
・ 事務 がかかわって学校 がかわってい く喜びを感 じることがで きた (12年 )
・ 施設・ 設備 の改良等を予算要求 し、 それが実行で きた。 (15年 )
・ 病気療養中の職員がお り、その事務手続 きをす る中で、誰かが行わなければならない仕事・
大変な仕事なんだ と思 い ました。元気 になつた職員 を見て 自分 の こ とのよ うに喜びを感 じた。

(5年 )
,学 校内の事務処理 に、 自分 の考 え、工 夫 が入れ られ るようにな り、それ に よ り学校全体 とし
て効率化 が図 られた り、処理時間が短縮 できた りした。 (5年 目)
・ な りたての頃 は、内容 を理解 して仕事 を していたのではな く、 ただ与えられた事を こな して
いた とい う感 じで したが、年数が経 つ につれ、一つ ひとつの仕事内容 を理解 しどうす る こと
がその事 に とってよ りよいか考 えるよ うになった。 そうす ることで今 まで得 られなかった成
果が見 られ るようになった り、教員の方達の反応や対応 も変わってきた。そんな時、感 じる
ことが あ ります。 (3〜 4年 )
「他職等か らの感謝・ 評価」
・ 仕事 に対 してある程度 の経験 と知識 を積 む こ とで先生方 にア ドバ イスができ感謝 され るよう
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になって (5年 )
・ 仕事 に も慣 れ、採用 三校 目になった ころ、市 の教育論文 の応募 に学校事務職員 も論文を書 こ
うとい うこ とにな り、 グルー プの共同研究 を提 出 した ところ、市の教育論文発表会で選ばれ
発表す る こととなった。学校の職員か ら認 め られた こと。 (新 聞 に も表彰 の様子 がのった)
学校 で い ろんな意味で問題ある子 どもたち と、 事務職員 として接することができること。あ
る時期 は、事務室 でイジメに合 つてい る生徒 を預か り、先 生、両親 と連 絡 を とりあつて、
三 ヶ月たつた ところでそのイジメがな くなった。その生徒 が卒業 して事務室 にお礼 にきて く
れた時本 当 によかったな と思った。 (7年 )
・管理職 (行 政経験 の ある管理職 )か らの質問、事務改善 へ の要望、評価・ 展望、研究論文
(レ ポー ト)へ の応募 0受 賞 (15年 )
「職業的アイデ ンティティーの取 り込み」
・ 当時 の教頭先生が とても事務 の仕事 に対 して理解 して くだ さ り、仕事 に対す る心構えを教 え
て くだ さった こと。前職が民間だつたため、仕事 の範囲が決め られていたが、学校事務職員
は仕事 の 中が広 く、やれば何で もできると感 じた こと。 (4年 )
・ 先輩事務職員 のい きい きと働 いて い る姿を見て。 また、主体的 に仕事がで きる面があるので

(5年 )
・ ちょうど交流で高校 に行 つて来 ました。小・ 中 とは違 い一つ の仕事 に関 して より深 い研修 が
必要で、や り終 えた時の達成感が きっか け とな りました。 また、教務会等 へ の参画 を通 して、
自分 も学校 を動かす一員だ とい うことが 自覚 で きた時。 (6年 )
「標準的職務 の通知」
・ や は り、標準的職務 の通知を受 けて、企画委員会 に参加す るようになってか らだ と思 い ます。
単な る事務処理屋か ら学校経営、学校運営 のサポー トをす る仕事 とい うように 自分 自身 の中
で意識が変 わ りま した。周囲の 目も、仕事ぶ りを見て、 また通知の理解がすすむにつれて、
学校事務職員 の重要性 を認めて くれ るようにな りました。 (10年 )̲
「ゆ とり」 (一 生懸命 だ けでは見 えない部分 の発見 )
・私生活 に余裕 が出た頃 と校種 が変 わつた時が一 致 した と思 う。 (10年 )
・勤 めはじめて与えられた仕事 をす ることで いつ ぱいで した。結婚 し子育 て、 家庭 との両立で
夢中で した。子供力測ヽ
学校 へ入学 した頃です。 (15年 )

(4)職業上の転機 の きつかけ
教員 は、長 い職業生活 の中で、教 員像や授業像 について変容 させてい く。 その際に大 きな転
換を引き起 こすきっか けがある場合 があることが 明 らか にされてい る。教員 と同じように、事
務職員 も日常 の仕事を行 う中で不断 に成長す る。すでにみたよ うに、事務職員 の場合、一人で
入職前教育 もな く、幅広 い仕事 を責任 を持 つて こなさければな らない。多 くの人数で働 く場合
には許 され る可能性 の ある他人 へ の甘 えや寄 りかか りは事務職員 には許 され ないのである。
日々が試練 といつてよかろ う。事務職員 にとって 日々の仕事 を責任 を持 つて誠実 にこなす こと、
それは職能成長の基本である。 その ことを前提 として、大 きな転換のきつか けはあるのだ ろう
か。われわれ は、事務職員 に 「職業 についてあなたの考え方が大 き く変 わつた時期があつた」
人 に その きつか けについて質問 した。結果 として、「人事交流・ 大規模校勤務、人事異動」、
「周 りの評価や言葉」、「他 の事務職員・ 事務研究会 の影響」、「標準的職務 の通知」
、「私生活 の
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変化」等 のきつか けが抽出された。 これ らの要因 は、事務職員 の力量形成 の要因 とも評価 され
るものであ り、事務職員の力量形成 を支援す る仕組みを設計する上で大 きな示唆を与 えて くれ
るものである。
「人事交流・大規模校 勤務・人≡異動」
0高 校 へ人事交流 で転出 した とき。行政職 としてがんばってい る事務長 さんや同 の
僚 仕事ぶ り
を目に し、影響を受 けた。
・ 高校 に交流人事で勤務 した とき。事務部が確立 してお り、仕事の流れ もはっきりして いた。
小学校 のように便利屋 とい う感 じでな く、事務 の専門家 とい う感 じが した。 とて もや りがい
を感 じた。
・ 大規模校 への異動で、 5人 の事務 スタッフの主任 になった とき。自分 の ことよ りも、 ス タッ
フの気持ちや組織 について考 えるようにな り、 ス タッフで楽 しく仕事 ができると言って くれ
た り、良いアイデアで仕事を して くれた とき。
・ 人事異動で大 き く地区を変えて異動 した先の事務環境、存在感を持たせて くれ るすば らしさ
・ 教育事務所 に勤務 した とき。
「周 りの評価や言葉」
・ 事務職員 は、お もいっ きり、学校の教育活動 に関 わ り、サポー トし、意見を述べ て もよい と
改めて感 じさせて下 さった教頭先生 との出会 いがあった。
・ 話 の 中で教 師の一人が事務の くせ にと何気な く口に出 した。仲間 と思って接 してきただけに
くや しかった。 その時、事務 の ことを聞かれた時、何で も応 えられ るよ うに勉強 しよ う と
思 った。
・ あ る教頭先生に、手紙 をもらって とて も感動 した。「一個 の人間 として生 きてい って くださ
い」 心 の温 まる手紙 だらた。人格 を認め られた気が した。
・ あ る教頭先 生か ら、「事務職員 つて、表か らは見 えな い ところで、学校全 体 を動 か して い
るつて気がするんだ けど」 と言 われた とき。
・ 2校 目に勤 めた学校 で、教員 に 「歯車 の一つ一つがかみあわない とよい学校 にな らないJと
いわれた とき。
・ 新任 か ら3校 目の小学校で、管理職 の方々の事務 に対 して理解有る対応 と全職員 の他 を思 い
や る姿勢に対 し、気持ちよく仕事 に打ち込 めるようになったこと。
・一 人の学校長 との出会 い。学校事務 とい う私 の仕事を認めて くれた ことで、それ に応 えたい
とい う意識 で仕事をすることができるよ うになった。
「他 の事務職員・ 事務研究会の影響」
・ 前向きな先輩 にた くさん出会 い ました。
・ 勤 めはじめた頃 は、毎年、同じ事務処理の繰 り返 しだ と思 ってい ましたが、事務職員 で研修
会 を開 くと、 よりよい事務 を行 つて行 くにはどうすれ ばよいか、研修委員の方々が研修 をし
て い るのをみて、 まだ研修 して い くことが あると思 ったので。
・ 事務 の大会で、教育指導 と学校事務 とい うほぼ対等な考え方を知った とき・
「標準的職務 の通知等」
・ 標準的職務 の通知 が 出 された り、事務主任発令がされた こ とで、昔 よ く「縁 の下 の力持ち」
と言 われてきた ことが、「経営参画」 とい う学校 の 中で も重要な役割 を担ってい るんだ とい
う意識 が出てきた。
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・ 標準的職務 の通知が出てか らや りがいがでた。
「私生活 の変化」
・ 自分 の子 どもが小学生になった とき。親 とい う目 と、事務職員 とい う目の両方で学校 をみ ら
れ るよ うにな り、仕事が広 がつた。
・ 夫が失業 し、同時に子 どもが生 まれ、困 つたが、公務員 だか らよかうた。がんばってみよう
と思った。

4.事 務職員 の 自己及び専 門性 についての理解
(1)学校事務職員の 自己理解 ―メタフアー調査か ら一
これ まで見てきたように、事務職員は 「リアリティー シ ョック」 に対応 し、入職後 10数 年 に
及 んで激動 とも言える激 しさを伴 つて力量 を形成する。 この章では、事務職員が どのように 自
己や専門性 を理解 してい るのか とい うことについて論 じる。 まず、最初 に職全体 として どのよ
うなイ メージで捉 えてい るのか調べ ることとした。手法 として、メタフアー調査 を採 り入れ た。
その結 果、 5つ の因子 が抽 出 された。すなわち、「無境界性」「透明性」「孤独性」「開放性」
「調整性」 である。 これ らの因子 か ら説明 される事務職員像 は、事務職員以外か ら押 しつ けら
れ る事務職員像 と、事務職員 自身が願 う自己像 が入 り交 じつてい る。 また、「調整性」 (全 体 の
ながれ を コー デ ィネー トし、管理す ること)と 「透明性」 (重 要 な役割 を担って い るに も係わ
らず 目立 たない こと)と い う因子 は、相当対立することが予想 される。事務職員 に対する役割
期待 が多様で矛盾 してい る ことを示 してお り、それは職務遂行上のス トレスの潜在要因 にな り
得 る。
「無境界性」 =仕 事の境界 がないこ と。
・ コンビニエ ンスス トアの ようである。
(様 々 な商品 (知 識)を 常 に備 えていなければ仕事 にな らないか ら)

・ なんで も屋 の営業 マンの ようである。 よろず仕事引 き受 けます。
(い ろんな ことを しなければな らない し、常に笑顔で対応す るか ら)
「透明性」 =重 要な役割 と責任 を担ってい るにも関わ らず、 日立たないこと。
・ 一家 の主婦 の ようだ。
(家 庭 (学 校 )で 家族 (学 校)の ことをあれ これ考 えて、 しか も実権 を持 つて い るの に社

会で はその認識 が低 い)
・ タカのようだ。
゛
(教 員 よ りす くれた能力を持 つていてもそれをか くして いかなければならないか ら)
0芝 居で い う黒子役である。
(表 面 に出ないで学校 を陰で支えてい るか ら)
「孤独性」 =一 人で責任 を持 って仕事を しなければな らないこ と。
・一 匹狼である。
(な ぜ な ら、病気な どで休 んだ場合、誰 も自分 の変 わ りはして くれず、仕事はた まる一方

である)
「開放性」 =自 己の意識が社会 に開かれ、教 員 とは違 う意識・役割・責任 を持つて い ること。
・学校 の中の常識人のようである。
・ 学校 の中で一番世 の中の動 き、気圧変化 に敏感な人。
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(教 育困難 とい う 「美名」 の もとに、先生方の数 は増 えてい るのに、事務職員 は市町村費

事務職員 を含めると、事務量 の増加 に も関わ らず削減 の対象 となってい るか ら)
・ 母親 の ようだ。
・ 校 内の財務省
・ 条例・ 規則 の案内人のようである。
(法律 に関す る知識 を使 い、適切な調査報告がで きるよ うに教員を導いてい るか ら)
「調整性 」 =全 体 の流れを コーディネ ー トし、管理す ること。
・ メ トロ ノーム・ 調味料・ エ ッセ ンス・ ハーモニー
(特 にそ こにな くて も何 とかなるが、全体 (組織 としての)美 しさや調和 をか もし出すた

めには、大 きな役割 を果たす。 いな くなってみるとアー あれは何だったんだ と思 う)
0自 動車 のエ ンジンの潤滑油 のようである。
(教 育委員会、地域、学校の部品の間 に立って、 日々仕事 に追われてい るか ら)
(汚 れた り、減 った りす るとエ ンジ ンが うま く動 かな くなるよ うに、学校運 営 も事務 部 が

機能 しない とスムーズに進 まな くなるか ら)
・ 大型 ク レー ンのオペ レー ターのようだ
(全 体 の完成図を理解 した上で、一つ一つの組み立てを段取 りよ くコン トロール して い る

か ら)
・ 料理 の 「塩」のようなもので ある。
(さ じかげんひ とつでその ものの味わいや性質 を変 えて しま う。事務職 員 が控 えめすぎで
は、学校 は組織 としてのまとま りがつかず、 はっき りした形が とらえられ ない。事務職員が
出すぎると、教職員が萎縮 し、組織活性化 の妨げにな りかねない。素材 をも台無 しにして し
まう。学校 の良さをひきたてる良いあんばいを心が けた い)

(2)学 校 蔓務職員 に求 められ る力量
事務職員 に求 め られ る力量 とは何 か、尋ねてみた。結果 として、実 に幅広 い力量が必要であ
ると考 えてい ることがわかった。
「コ ミュニ ケーシ ョン能力」
・ 連絡調整能力・ 判断力・ 企画力、型や枠か らはみで る変えられる能力
・一人で仕事を完結 してはならない。教員 と話 し、管理職 と充分話 ので きる事務職員でなけれ
ばな らない。
「情報収集・ 処理能力」
・パ ソ コン活用能力.教 員が抱えてい る事務 を処理又 は効率化 してい く力。
・ 学校事務 について正確 な情報 の収集 と提供をする こ と。 また、行政面か ら学校運営 に参画 し
て い くこと。
「幅広 い視野 と人格」
0社 会 の常識 がわか る人 にな りたい。開かれた学校 と われてい るので
言
電話対応、来客対応 を
謙虚 に正 しくできるよ う勉強 したい。
・ 学校評議員制度、総合的な学習等でますます外部 とのつ なが りが強 くなって い くと思 い ます。
説明責任 を果たせ るよ うに学校 の中だけで はな く、外 に対 しても目を向けられ る広 い視野 を
持 て るよ うになってい かなければな らない と思 い ます。
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「課題発見・ 判断力 0企 画力」
・ 自分 の学校 の課題 を どの ように解決 してい くのか。筋道 を立てて相手を説得 で きるように
もつてい くにはどうす るのかをきちん と組み立てる。
・企画 し、調整 し、実行 してい く能力、 もっ と条例・ 規則 の理解
「確実 な法的知識」
・ 学校教育 の 中での専門職 (行 政職 )と しての知識 と教育的配慮
・ 各種法令 の理解 と柔軟 な対応
「教育課程」
・ 新学習指導要領
・ 教育課程
「学校経営参画能カゴ
・ 学校経営へ の参画。学校事務職員 の組織再編成 が今後見込 まれ る中、 どのような波 に も対応
しうる揺 るぎない前向きな姿勢。
・ 実務能力 の他 に学校経営 に参画す る能力、学校経営ス タッフ として主体的 にかかわる能力

(3)学 校事務職員の専門性
以上 の ように幅広 い力量が必要 とされ る事務職員であるが、彼 らは自分 たちが専門性 を持 つ
てい るか どうか について確証 が持てないでい る ことが、 これ まで明 らかにされてきた。本調査
はデー タの代表性が確保 されていな いため、確 た ることは言 えないが、「事務職員 は、学校事
務 とい うことに関 して専門的な知識技術 を持 つた専門家 だ と思 い ますか」 (ま さにそ う一だ い
たいそう一 どち らともいえない一あま りそうでない 一全 くそ うでないの 5段 階評価 )と い う意
見 に対 して 「まさにそ う」「だいた い そ う」 と回答 した人 は約 50%に とどまつた。そ う回答 し
た人 にその専門性 の中身 につ いて質問 した結果 は以下 の通 りである。

<事務職員 の専門性 の構造図 >
法律・ 条例・ 規則 の知識

(中 核的知識 )

目に見えやす い

子 ども・ 教育課程・ 生徒指導、学校 の知識

の りしろ

専門性発揮 のための コ ミュニ ケーシ ョン能力な ど

かかわ り

ものの見方 (深 層的)や 経験 に基づ く即興的判断

目の付け所

人間性 (人 権感覚や公正 さ、信頼性、社会情勢)

根底的
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「法規・ 財務知識」
・ 法的根拠 に則 った物事 の考 え方、勤務時間 の割 り振 り、学校事故の判例、危機管理 のあ り方、
人事 を含む任用 についての規定、申請な ど。社会的動向に最 も近 い。

0教 職員 の給与、旅費 に関する知識、福利厚生に関する知識、市町村費の会計 シス ム PT
テ 、

Aほ か校 内会計 シス テムに関す る知識、行政面、文書 に関する知識、地教委,県 との連絡 に
'関 す る こ と。
・学校 の 中の行政職 員 として、給与・ 含 む等 の諸法規 か ら、子 どもに対 す る補助金 (就 学援
助・ 特殊奨励)、 学校 内の予算関係 (備 品、工 事等)幅 広 い分野 の事務 を こなす事務 職員で
ある。
・ 事務処理 の根拠 に精通 してい る ことは、事務 の専門家 として当然 のことだ と思 う。他 の職種

の方 は、処理方法だけで もよしとされ るが、事務職員 はそれ以上の ことが要求され る。
・ 学校教育関係法規 の流れの上 に、県教委 ―教育事務所 一市町村教委 ―各学校 と置かれてい る。
その意味で は、法規 を熟知 した上での専門職である と思 う。 (30年 職 に就 いた今 だか ら思 う
こ とか もしれないが)
・学校 の中で唯―の行政職員であるため、給与・ 服務等 に関 しては条例・ 規則 にのつ とり裏付
けの ある知識を持 ってい る。
「幅広 さ」
・ 会社で言 うならば、 一人で総務・受付・ 人事・ 資材・ 経理 の各部を任 されてい るこ とに加え、
子 どもへ の関わ りを求 められ る。
・ 仕事範囲が広 い、 一応浅 く広 くできることが必要だが、状況によ り深 い知識が必要 とな り、
幅広 い勉強で培 っておかなければ対応できない ことが ある。又、管理職 に指導 いただけない
内容 も多 いので 自立 を求められ る。
「指導 と事務 の一体化」
・学校事務 を行 う上 では、自校 の教育課程 を把握 しておかな ければな りません。
´円滑な教育活
動を進 める学校事務 の専門性 は、指導 と事務 の一体化 にあると思 い ます。
・ 教育 目標・教育課程 を踏 まえた予算執行、環境整備 を行 う。法規 に基づ く事務を行 うことで
職員 を守 る。
・行政職員 として、机上の処理 をす るだけではな く、学校長の経営方針を受 けて児童・生徒ヘ
の配慮 も含めた仕 事 を行 う。小・ 中での違 い、イヽ
学校 で も 1年 生 と6年 生でも違 いが あ り、
地域 によって異な る場合 もある。
・ 法や条例 0規 則 に精通するこ とはもち ろんですが、児童・ 生徒 ひ とりひ とりに目を向け、気
を配 り、教職 員を守 ることがで きる環境整備 に励む ことが必要です。そ こに通 うすべての人
が正 当 に働 き、正 当 に学び、共 にのびてゆ けるための方策を常 に考 えてい くこ と、 それを実
現 させ る力量が必 要です。校 内で、学校事務 に対 しては、基本的 にひ とりで対応で きなけれ
ばな らない。管理職 か ら意見 を求められ ることも多 いので、エ キスパー トとみなされてい る
と思 うし、そうでな くては と思います。
・ 予算執行 について記入 します。教育活動の中で生徒達 が 自 ら使用する教育機器購入 にあたっ
て、 どの教材器具 を使用 す るか とい う問題 は教育方法 を指定することにつなが り、又教育内
容 が意図 してい るか どうか とい うように、授業 をささえる媒体 としての教材購入を決定する
学校予算編成 の仕事 は幅広 い商品知識が求め られ る。
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「コ ミュニケー シ ョン能力な ど調整能力」
・ 行政職 であつて も、一般役所や機関 の事務処理 のデス クワー クだけに限 らず児童生徒の学校
生活 を守 るとい う観点で、教員・ 養護教諭・給食調理 員、用務員 と様 々 な職種 との協働体制
の接点 になれ るの は学校事務職員 しかない と考えます。
・ 教育指導中心 の職場 では事務職員 は学校事務 に精通す る必要があると思 う。事例 が発生 した
場合、いつ何 を どのように処理できるかを考 えることがで きる。
・ 教員 に事務処理方法な ど聞 かれた場合、 まず、自分がわかつてい ることが前提でわか りやす
く説明すること。教職員 とうま く連携 を図 つて円滑 な学校運営が行 われ るよ う調整 な どをす
る。学校予算 について適切 な助言をし執行 してい く。
「固有の ものの見方や文脈的・ 即興的判断力」
・ 学校事務 のほぼ全領域 を把握 して、学校 に起 こるある事象 に対 して、その全領域か らチ ェ ッ
クをかけ、学校 としての意思決定 をす る際、予想 され るリスクをよ り少な くする ことがで き
る。
・ 特 に資格がない とできない と言 う職業 ではないが、学校全体 を幅広 く考 え、常 にさきを見通
し業務執行を していかな けれ ばならない。一人職 としての決断力 0判 断力が必要 である。
・ 児童生徒や教職 のプライバ シー にかかわること、学校 とい う限 られた分野の中で も教育 に関
する事務、行政職 としての一般事務等仕事範囲 は多岐 にわた ります。一年 の流れ を見極 め、
又、時代 の流 れ を見なが らも、突発的 に起 こる校内の出来事 に対応 しなければい けない と思
い ますので、専 門性 は充分 にあると思 い ます。

(4)学 校事務職員 の研修 ニーズ
事務職員の研修 ニーズにつ いて質問 した。事務職員が希望す る研修 は、「実務・ 教育法規研
、「教育課程研修」「視野拡大・ 交流研修」「協働解決 プログラム」等 に区分できた。圧倒的
修」
に多かったのが、「実務・ 教育法規研修」、「視野拡大・ 交流研修」であ り、教育職 とは異な る
行政職 としての力量 を確実 につ けたい との願 いがあるよ うに思われる。 ここに、 自らの専門性
を低 く評価する理 由が存在 す るのではないだろ うか。事務職員 は 自らを財務・法規 の専門家 と
して位置付けるべ きである とい う考え方を持 っている。筆者 らの調査で も、財務・ 法規 こそが
専門性 の中心 として理解 されて い る ことが 明 らかにされた。 また、詳細 には論 じないが、財
務・ 法規的観点か らの学校 へ の貢献を自らの存在根拠 として理解 してい る事務職員が多 いこ と
がわかった。
ところが、 この研修 ニーズの調査で明 らか にされたよ うに、専門性・ 存在根拠 の中核 に位置
する法規・財務 に関す る研修 ニーズが多 い とい うことは、それ らについての研修 の機会 が十分
ではないことを示 してい る。 そのために、 自らの専門性 の評価 が不必要 に低 いのではないか と
い うのが筆者 らの解釈である。
「実務・ 教育法規研修」
・実務研修、法令研修
・接遇、給与、服務、スピー チの力、パ ソ コン
・教育法規研修、給与・ 管財研修、 マネ ー ジメン ト研修、生徒指導的研修
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「教育課程研修 J
・ 教育課程 についての解説な どについての講演会
・ 教育課程 を知 る研修、 IT研修
「視野拡大・ 交流研修」
・ 企業などにおける職務研修や接遇 について。 また、外部か らみて学校事務 をどのように変革
していつた ら良いか な どの意見 を伺 いたい と思 い ます。
・ ある一定期学校事務 についてのみ考 える研修 → 内地留学・ 大学院研修。実務ではな く、事例
研究 であるとか、 これか らの学校事務 について とことん考 えるとか。学校事務のスペ シ ャリ
ス トの養成 →現場指導→学校事務指導主事 につなげる
・一般行政 との交換研修 (学 校 のことしか知 らないのはよ くない)
・行政機関での体験研修
・ 民間体験研修、他職種 との研修交流 (市 教委・ 県教委・ 高校 )
・ 初任者 に対す る研修 と言 えば、実務研修がほ とん どなので、例 えば 「学校事務 とは何 か」
「学校徴収金を扱 う心構 え」等、概念的なものの教育を受 けた い と思い ます。 また、私たち
は先輩 の仕事ぶ りを見 て学 ぶ とい うことがで きないので、例 えば新規採用者 は月 に一度先輩
の勤務校 に出動 して、先輩 の様子 をじかに見 るとい うよ うな機会 があった らいいなあ と思 い
ます。
「協働解決 プログラム」
・ 学校事務職員だけでな く、管理職や教務主任・ 学年主任等 もまじえた研修
・ 教頭研修会 とリンクした法令・ 法規研修
・ 市町村費 の学校事務職員 の研修 を行 ってほしい。県職 と市町村職員が同一歩調 で学校事務 を
進めてい くことがで きれば と思 い ます
おわ りに
この調査 では、様 々 な こ どを理解 し、考え、感 じる生 きた事務職員 の 「生の声」を聴 き取 る
ことに専念 した。事務職員 の内部 を理解すること、それはまだ始 まったばか りで ある。 しか し、
本調査 か ら、事務職員 のさまざまな苦労や喜びや成長の歴史をか い まみることができた ことは
確 かである。筆者 らがアンケー トを通 じて感 じた ものは、 自らを正当 に認 め力量を発揮す る機
会を与えてほ しい、 自らを成長 させ る機会を与えてほしい とい う事務職員たちの願 いであった。
1998年 に出された中教審答申『今後 の地方教育行政の在 り方 について』以降、学校 の 自主性
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自律性が拡大 され る中で学校予算 の在 り方、事務職員の専門性 に大 きな期待 が集 まってい る。
また、 1999年 に出された教育職員養成 審議会答申『養成 と採用 0研 修 との連携の円滑化 につい
て』では、管理職研修 において 「・ 00学 校事務 を含 め総合的なマネージメン ト能力を高める
こ とができるよ う、管理職研修 カ リキュラムの開発 を行 うJこ とが提唱された。 また、そこで
は、「学校事務職員 の研修 については、 その専門性 を高 めるための研修や、学校 の機能的運営
に一層役割 を果たす意識及 びそれに必要 な知識を高 めるための研修 の充実を図ることが必要 で
ある」 と明記 された。本研究 は、事務職員 の 「生の声」を聴 き取 る ことにより、今後の研修等
の在 り方 の方向性を示 し得 た と確信す る。
以上

、
藤原文雄・ 山時準二

<注 >

(1)清原正義『教育行政改革 と学校事務』学事出版、2000年 、288〜 289頁
(2)清 原正義『学校事務職員制度 の研究』学事出版、 1997年 。
(3)前 掲、清原正義『学校事務職員制度 の研究』 を参照の こと。
(4)例 えば、岡東寿隆・ 鈴木邦治『教師の勤務構造 とメンタルヘルス』多賀出版、 1997年 に
所収 の 「養護教論 のメンタル 0ヘ ルス」論文 を参照のこと。
(5)こ の 「生の声 (voice)」 を重視す る研究 は、必然的 に研究 自体 を学校事務職員 との協
働作業 として位置付けることとなる。
(Ⅳ )一 第 4回 目
0社
一
『
会科学篇)』 第51
(1999)調 査結果 の分析報告 」 静岡大学教育学部研究報告 (人 文
号、2001年 3月 、山峙準二 「教師のライフコース研究 ―その研究的特徴 ―『静岡大学教育
学部研究報告 (人 文 0社 会科学篇)』 第50号 、2000年 3月 、山崎準二 「教師の力量形成 に

(6)例 えば、山崎準 二・ 紅林伸幸 「教 師 の 力量形成 に関す る調査研 究

関す る調査研究 (Ⅲ )‑9つ の コー ホー トの教職意識分析 ―」『静岡大学教育学部研 究報
告 (人 文・ 社会科学篇)』 第49号 、 1999年 3月 など。
(7)「 リアリティー・ シ ョック」 とは、宗像恒次 によれば、「新卒 の専門職者 が、数年間 の専
門教育・ 訓練 を受 け、実習 も含 めて、卒業後 の現場での実践活動へ準備 をしてきて い るに

もかかわらず、実際に職場で仕事 をはじめるようになって予期せぬ苦痛や不快 さを伴 う現
実 に出 くわして、身体的、心理的、社会的にさまざまなシ ョック症状を表す現象」のこと
であ り、クレイマー (M.Kramer)に より名づ けられたものであるとい う。土居健郎監
修・ 宗像恒次ほか著『燃えつ き症候群 ―医師・看護婦・教師のメンタルヘルスー』 (金 剛
出版、1988年 、132頁 )を 参考 とした。 この定義 によれば、入職前教育・ 訓練制度がない
事務職員にこの概念 を使用するのは好ましくない と思われるが、本研究では実際に職業 を
経験 して受けるショックとい う意味で広 くリアリティー・シヨックとい う概念を使用する。

