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日本人英語教師の自信と自尊感情の関連についての考察
教科指導についての語りからの分析
林

彰子 *

（東京大学大学院教育学研究科）

概要
本研究の目的は，日本人英語教師が「教師は間違えない」「非母語話者は母語話者には
及ばない」という概念に基づくプレッシャーを教科指導において感じているか，また
そのようなプレッシャーに直面した時に，「教科指導力」と「英語能力」に対する自信
の高低でどのように捉え方が異なってくるかについて質的に分析し，教師のメンタル
ヘルスに影響を及ぼす要因の一つである教師自尊感情と自信の関連を見出すことであ
る。英語教師の教科指導についてのインタビュー・データを分析した結果，英語教師
がこれらのプレッシャーを感じており，自信の高低によって異なる対処をして自己を
支えていることが明らかになった。
「教科指導力」に対する自信と教師の自尊感情は関
連している一方で，特定の英語技能・知識に対する自信と自尊感情の関連は見出せな
かった。指導している学年・内容に応じて，自信を持っている英語の技能・知識を「教
科指導力」で活かすことができている英語教師は，自尊感情を高く保っていることが
示唆された。
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1．背景および研究目的

多くの教師にみなされている「授業」に焦点を当て
る。近年，グローバル化の影響を大きく受け，学習

教員の仕事は，業務内容は幅広く，労働時間も長

内容・達成目標が刻々と変化している英語教育に携

い。対人専門職に見られるバーンアウト（燃え尽き

わる英語教師の現状に着目し，母語ではない英語を

症候群）は，教師にとくに多く見られる。労働時間

教える日本人英語教師が感じているであろう特有の

や休職状況から教師の労働環境を概観し，バーンア

不安や，さらにはその根源ともいえるすべての教師

ウトの増減に関わる要因の中からメンタルヘルスを

が影響を受けている概念について考察する。これら

保つのに重要な個人的・心理的要素の一つである自

の概念に基づくプレッシャーに対処し得る要因とし

尊感情に着目し，教師の職務として重要度が高いと

て，授業の実践に必要な「教科指導力」と，英語に
関する知識・技能である「英語能力」を挙げ，それ
らに対する自信の高低とプレッシャーに対する受け
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止め方や対処の仕方について分析し，自尊感情との

とくに熱意やエネルギーが必要な医療・福祉・教育

関連を検討する。

などの対人関係職業従事者はバーンアウトに陥り
やすいが，その中でも教師は他のどの対人関係職

1．1．教師の労働環境

業従事者よりもバーンアウトになりやすく，世界
中の教師にバーンアウトは蔓延している（de Heus,

教師の職務は，生徒に対する教科指導，部（クラ

Diekstra, 1999）。バーンアウトは一般的なストレス

ブ）
・委員会などの学校内の活動指導，生活指導だけ

よりも長期に渡り，うつよりも多面的で，専門職の

でなく，校務，学年の仕事，教科内での仕事，行事計

特徴などを反映する（荻野，1998）という観点から，

画と実施，学校外への対応，保護者対応など多岐に

対人専門職の一つである教師のバーンアウトに関連

わたる。教員勤務実態調査（文部科学省，2018a）に

する環境要因と個人的・心理的要因を概観する。

よると，2016 年度の公立学校教諭の 1 週間当たりの

教師が職務中に体験する感情の中でも，ネガティ

学内勤務労働時間（家に持ち帰る仕事を除く）は小

ブ感情（怒り・不安・フラストレーション）と，それ

学校教諭 57.29 時間，中学校教諭 63.20 時間で，労働

を制御する感情労働の種類・頻度がバーンアウトに

基準法で定めている 40 時間のおよそ 1.5 倍の勤務時

影響を及ぼす。Keller et al.（2014）は，教師が授業中

間である。前回調査（2006 年度）の時点ですでに小学

の約 1/3 の時間を感情労働に費やしていること，怒

校教諭 53.16 時間，中学校教諭 58.06 時間の学内勤務

りは「抑制」や「偽装」といった感情労働を促進し

時間数だったのだが，
「学校の働き方改革」答申を文

て情緒的消耗を増加させることを報告した。
教職への動機もバーンアウトに影響を及ぼす。

部科学省が取りまとめたのは 2019 年 1 月である。肉
体的疲労に加え，教師は生徒の様子に常に気を配る

「社会と生徒のため」（altruistic），「教えることが好

必要があり，感情抑制や異なった感情を装う場面が

き」
（intrinsic），
「地位や給料のため」
（extrinsic）の三

多く，精神的にも疲弊する。公立学校教職員の人事行

種類の動機があり，
「社会と生徒のため」と「教える

政状況調査（文部科学省，2019）によると，2018 年度

ことが好き」は自律的な（autonomous）動機とされ

にうつなどの精神疾患で休職した公立学校の教員数

る（Fernet et al.，2012）。Khajavy et al.（2017）は，

は全国で 5,212 人，年代別休職者数は 30 代が一番多い

「教えることが好き」という動機を持つ教師が最も

が，すべての年齢層に渡っている。学校別では，小学

ネガティブ感情が少なく，より頻繁に「楽しさ」と

校，中学校，高等学校の順に多い。毎調査ごとに精神

「誇り」を感じ，この二つの感情がバーンアウトを低
下させることを報告した。

疾患による休職者数が増加の一途をたどっているこ

環境要因としては，要求度の高い仕事（クラス運

とから，教師のメンタルヘルスが深刻な状況にある

営の仕事量の多さ・生徒の問題行動）と少ない環境

ことは明らかである。

資源（自己決定が少ない・援助が得られにくい環境）
1

1．2．教師のバーンアウトに関わる要因

が教師の自律的な動機と教師自己効力感 を低下さ

過度な仕事によって精神的・肉体的に疲弊し，消

1

ある事態に対処するとき，ある結果を生み出すのに

必要な行動を自分がどのくらい効果的に行うことがで

耗した状態をバーンアウトと呼ぶ。バーンアウトに

きるか，という確信の程度のこと。個人的達成，代理学

は，情緒的消耗，脱人格化，個人的成就感の減少とい

習，言語的説得，情動的喚起の四つが確信の主な情報源

う三つの下位尺度がある（Maslach & Jackson, 1981）
。
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1．3．教師を支える自尊感情

せ，バーンアウトを引き起こすことが報告されてい
る（Fernet et al.，2012）。
バーンアウトを低下させる解決策の一つとして，

メンタルヘルスに影響を及ぼす様々な個人的・

上司・同僚・親しい人・外部や専門家からの適切な

心理的要因の一つである自尊感情とは，広辞苑で

援助が報告されている。伊藤（2000）によると，教

は「自己に対する評価感情で，自分自身を基本的に

師は「授業指導志向タイプ」と「関わり志向タイプ」

価値のあるものとする感覚」と記されている。心

という二つのタイプに分けられるが，「関わり志向

理学における研究を概観すると，自尊感情は自己

タイプ」の教師は人間関係のつまずきやサポートの

に対する肯定的または否定的な態度で，他者に対

欠如からバーンアウトに陥りやすいことを指摘して

する優越感と自己に対する自己受容（「これでよい

いる。しかし，援助のある環境でも教師側が受け入

（good enough）」という感覚）という二つの側面が

れなければ効果はなく，
「援助の受け入れやすさ」も

あり，とくに自身を「これでよい」と感じることは

バーンアウトに関わる要因の一つになる。田村，石

個人の well-being に大きな影響を及ぼしメンタルヘ

隈（2001）は，指導・援助サービス上の悩みと中学

ルスを保つ重要な要素となる，という概念に基づき

校教師の援助志向性の関係性を検討し，援助関係に

Rosenberg（1965）が作成した尺度を用いて測定して

対する抵抗感の低さがバーンアウト（脱人格化）を

いるものが多い。この尺度は，「自分自身を尊敬し，

低減することと，概ね若年の教師は援助欲求が高い

価値のある人間として捉えられる程度」を測定す

が，年輩教師は援助を受けることに対して抵抗感が

る。本研究では，これを基にして田村，石隈（2002）

強いと報告している。
「年輩教師の自尊感情の向上

が作成した「教師自尊感情尺度」
（付録参照）を用い，

を図ることが援助志向性を高めることにもつなが

「教師としての自分自身を尊敬し，価値のある教師

る」
（田村，石隈，2001，p. 45）という考察から，さ

として捉えられる程度」を測定する。自尊感情が高

2

らに，教師の被援助志向性と自尊感情 の関係を検討

いと，ストレスを受けても心理的・身体的症状が少

した結果，援助を求めるには適切な自尊感情が必要

ないことが多くの研究で報告されており，椋田，小

であることが示唆された（田村，石隈，2002）。

野（2014）は，教師の心の健康を維持していくため
には，自尊感情が保持されていることが絶対条件だ

このように，労働環境，感情，感情労働，動機，
自己効力感，援助志向性，自尊感情などの環境要因

と指摘している。金谷（2013）も，教師のメンタル

と個人的・心理的要因が，個人のバーンアウト傾向

ヘルスに影響を及ぼすのは，個人内要因では自尊感

に影響を及ぼしている。

情，コーピング（他者相談・問題の回避），レジリエ
ンス，環境要因では職場組織の協働性と学校での同
僚関係と報告している。
自尊感情はどのようにすれば向上するのだろう

2

田村，石隈（2002）は，Rosenberg（1965）の自尊感

か。曽山，本間（2006）は，サポートグループの活

情尺度 10 項目の「自分」という表現を「教師としての自

動（講義・シェアリング）に継続的に参加すること

分」に変え，IT 相関係数が著しく低い 1 項目を取り除い
て教師自尊感情尺度を作成した（付録参照）
。教師研究

が自尊感情向上とバーンアウト軽減に影響を及ぼす

において，教師自尊感情尺度で測定した「教師自尊感情」

ことを報告した。伊藤（2000）も「関わり志向タイ

を「自尊感情」と表記することが多いが，個人の総体的

プ」の教師には人間関係によるサポートシステムが

な自尊感情を意味しない。本研究でもこの尺度で測定し

効果的だと示しているが，教師能力に対する自信の

たものを「自尊感情」と表記する。
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る（Yuan，2019）。

欠如がバーンアウトに関連する「授業指導志向タイ
プ」には教科指導に自信をつけるようなアプローチ

日本では，現行の学習指導要領はオーラルコミュ

が有効であることを示唆している。教師能力とは，

ニケーション重視で，高等学校の英語の授業は「英

授業と生徒指導に関する能力を指しているが，授業

語で行うことを基本」としている。しかし，日本語

は日々の業務に関わるので，とくに授業に自信がな

を介さない授業は，高校英語の学習目標や教材の難

いことは教師にとって深刻な悩みとなりうる。本研

度を考えると無駄に時間がかかって効率が悪く，日

究では，授業に関する能力に着目し，秋田（2012）

本人の教師が教えるメリットが減少する。また，教

が，授業のために教師が準備すべきことを網羅的に

師が自分の英語力に自信がないという報告もされて

挙げた事項を参考にして，
「教材についての知識，教

いる（Waterfield，2019）。文部科学省（2018b）の調

授法などの技能，生徒の理解状態の把握，生徒に伝

査によると，「CEFR B2」
（中級者レベルの上位）と

えたい理念の有無」を「教科指導力」とした。

いう英語指導者として必要最低限の英語力レベル以

竹本，高橋（2011）の小・中・高等学校の教師に対

上に達している公立学校の英語教師は，中学校では

する専門性意識についての調査によると，全校種で

36.2%，高等学校では 68.2% である。韓国では，多

およそ 70% の教師が「教師の本来の仕事として考え

くの韓国人英語教師が，英語母語話者には及ばない

ていること」
「力を入れていること」は「教科指導」

英語能力や授業での限界を感じ，英語母語話者では

と答え，全校種で 90% 以上の教師が「時間を費や

ないという偏見に逆らい，
「欠損のある教師」と「権

したいこと」は「授業準備」と答えた。つまり，全

威のある専門家」という二つのアイデンティティの

校種の教師にとって，教科指導が最も重要な仕事で

間で苦しんでいる（Song，2016）。また，中国では，

あり，授業に自信があることが教師としての在り方

中国人英語教師のほとんどがスピーキングの指導に

に関わり，教師としての自尊感情にも影響を及ぼす

おいて，自らのスピーキングの熟達度の低さから自

と考えられる。自信は，特定の能力や行動，あるい

己効力感が低下しており，「ネイティブがオーラル

は自分そのものに対する確信で，行動によって培わ

を教えるのが一番いい」と思う教師が多く，さらに

れ，文脈・状況によって変化する（石川，2018）こ

「自分は教師としてその価値がない」とまで思って

とから，自信が「ない」から「ある」に変化させる

いる教師もいる（Chen & Goh，2011）。

ことが可能であり，自信がつくことで自尊感情が向

非母語話者英語教師は，学習者の困難を理解で

上するという可能性が示唆される。

き，自らも学習者であるなどの利点があり（Benke

& Medgyes，2005），異なる文化と言語を常に行き来

1．4．英語教師の実情

するプロセスを学習者に見せていることで，モノリ
ンガルの英語母語話者の教師が教える場合よりも，

近年のグローバル化に伴い，学校における英語

学習者が多言語的な環境で英語を使う手本と訓練を

教育はコミュニケーション能力を重要視するよう

提供している（Llurda，2004）。筆者も高校生指導を

になった。日本だけでなく，英語が第 2 言語（外

中心に，英語教育に 20 年近く携わった。海外居住経

国語）である，韓国，中国，香港などの国々にお

験は，高 2 生で 1 年間の米国留学と，教職に 5 年就い

いても，英語は社会的地位や仕事での成功の鍵を

た後に英語圏に 6 年間居住，その間に居住地の大学

握っており，英語教師たちは生徒の英語力を上げる

で Higher Diploma（教育学）を取得，帰国後に教職

ため，かつてないほどのプレッシャーを感じてい

に戻った。授業では，英語圏での異なる価値観を感
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じさせる体験談や日本人だからこそ感じた感動や違

るプレッシャーがある。それは，
「教師は何でも知っ

和感などを教材の話題に合わせて英語で語り，「指

ていて間違わない」という「教師神話」
（sacred story）

示や雑談は英語，とくに重要な説明・解説や和訳が

である。この概念は，どの国，どの時代にも根強

必要な箇所は日本語」というスタイルで，日本人が

く残っていて（Clandinin & Connelly，1995；Aoki，

教える利点を活かすことを意識した。英語の運用に

2010），「語られる必要がないほど世界共通に根付い

不自由はないが，習熟度の高い高 3 生の英作文を添

ている」
（Crites，1971，p. 294）。この神話が教職経

削するときなどに，辞書や参考書に載っていないこ

験の有無や長さに関わらず，教師の不安と自己疑念

とを英語母語話者に質問・確認するたびに，
「英語圏

を引き起こす源になっている（Aoki，2010）。

で生まれ育ったネイティブには絶対に敵わない」と

「外国語不安」を抱え，「母語話者至上主義」とい

感じ，この漠然とした「敵わない」という気持ちに

うプレッシャーを感じている英語教師は，授業中に

常にさいなまれていた。以下，自身のこの気持ちも

「教師神話」が揺るがされる場面に遭遇する可能性

含めて考察する。

が高いと考えられる。

言語教育には「母語話者至上主義」
（Native speak-

1．5．目的

erism）という概念があり，英語教育においては，英
語母語話者の英語教師こそが言語・指導法において
の理想像（ideals）であり，
「西洋文化」を代表してい

教師のバーンアウトを防ぐために労働環境を改善

ると考えられている（Holliday，2006）。多くの英語母

することは重要であるが，バーンアウトには環境要

語話者ではない英語教師は常にこのプレッシャーに

因と個人的・心理的要因の両方が関係している。心

晒され，就職や授業実践における差別や偏見が，教

理的要因の 1 つである自尊感情は，ストレスを受け

師としての正当性やアイデンティティを揺るがして

てもメンタルヘルスを保つことから，これを高く保

いる（Park，2012）。Horwitz（1996）によると，母語

つことでバーンアウトを予防できる可能性がある。

ではない言語を教えているすべての言語教師が「外

自尊感情を高めるのに有効な手段として職場の人間

国語不安」
（foreign language anxiety）を感じるが，言

関係の改善や援助が報告されているが，本研究で

語教師はすべてを予測することが不可能なスピーキ

は，教科指導に自信をつけるアプローチも有効であ

ングの準備をしなければならない上に，教える言語

るということに着目する。授業において必要な「教

を母国語のように話せるようになることはほとんど

科指導力」と「英語能力」に対する自信について，

ないので，相当高いレベルに到達しても不安を感じ

具体的に何に対する自信が自尊感情に関連している

ることは避けられない，ということを理由の一つと

かが明らかになれば，自信を促進する方策が考えら

して挙げている。このような不安は，授業に必要な

れる。先行研究の知見と筆者の実体験を踏まえ，①

ことは準備できる数学や歴史のような他教科の教師

すべての英語教師が何らかの形で「母語話者至上主

には起こらないとも述べている。指導教科である英

義」
「教師神話」プレッシャーを受けており，②その

語の技能と知識，すなわち「英語能力」に対して自

受け止め方や対処の仕方が自信の高低によって異な

信が低い場合，
「外国語不安」は大きくなり，
「母語

り，③「教科指導力に対する自信」と，
「英語能力に

話者至上主義」プレッシャーをより強く感じると考

対する自信」の中では昨今重視されているオーラル

えられる。

コミュニケーション能力の「話す」
「聴く」技能に対

さらに，指導教科によらず，すべての教師が感じ

する自信が自尊感情と関連すると仮定する。そこで
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結果

注：顧問＝部活顧問

海外経験＝海外研修・居住経験

指導自信＝教科指導力に対する自信（5 項目・計 10 点）

話す・聴く・読む・書く・文法知識・語彙＝英語能力に対する自信（各 4 点）

自尊感情（9 項目・計 36 点）

バーンアウト（17 項目・計 68 点）
3

本研究では，それぞれの教師の授業についての語り

20XX 年 2 月後半から 3 月初旬で，当該年度を振り

から，プレッシャーの有無，その受け止め方や対処

返る形で語ってもらった。所要時間は 1 人およそ 40

の仕方を「教科指導力」
「英語能力」に対する自信と

分，場所は比較的静かなパブリック・スペースにて，

併せて分析し，自尊感情との関連を検討することを

「現在，職場（または私生活）で悩んでいること」か

目的とする。

ら始め，「教科指導における自信と悩み」について
自由に語ってもらった。筆者も教員経験者であるこ

2．方法

とから，聞き手と語り手の背景知を重ね合わせなが
ら，能動的に，互いに語り合うようなアクティブイ

東京都と千葉県にある 2 校の中・高一貫教育の進

ンタビュー（Holstein & Gubrium，2003）を実施す

学校に勤務する日本人英語教師 6 名（男性 2 名，女

ることができた。教師の話の内容に共感や理解を示

性 4 名）を対象に，教科指導をする際に抱えている

し，必要な個所について質問等をし，さらに詳細な

問題や感情を詳細に調査することを目的に，半構造

説明を促す中で，英語習得の難しさや同僚との関係

化インタビュー調査を実施した。インタビュー後，

性についての語りも引き出すことができた。

教職経験年数・担当学年を含めたプロフィールに加

インタビュー調査の対象者は，生徒の学習到達目

え，比較検討するための数値的な結果を得ることを

標と教材の難度が高いことから，
「教師神話」と「母

目的に「教科指導力」
「英語能力」に対する自信，教

語話者至上主義」プレッシャーに晒される機会が多

師自尊感情，バーンアウトについて質問紙調査を実

いと考えられる進学校の教師に的を絞った。「日本

施し，回答を記入してもらった（表 1）
。

人英語教師がもっと働きやすく，得意なことを活か
して自信を持って授業ができるようになること」を

2．1．インタビュー調査

目指して研究していることと，授業に焦点を当てる
ため雇用体系にはこだわらないということを伝え，

インタビューの前に，書面と口頭で本研究の趣旨

できるだけ幅広い年齢や背景を持つ知人とその知り

とプライバシー保護等に関する説明を行い，書面に

合いの教師に呼びかけた。その結果，6 名から協力

よる同意を得たのちに，参加者から許可を取りイン

の承諾を得た。以下，自尊感情の得点が高い順に A

タビュー内容を録音した。インタビュー実施時期は

〜 F と記す（表 1 参照）。

3
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図 1．
「教科指導力に対する自信」の高群と低群の二つのプレッシャーに対する受け止め方・対処についての概念図

A 先生（女性）は 50 代前半で専任教諭，30 年以上

E 先生（男性）は 20 代後半で専任教諭，6 年の教員

の教員経験があり，インタビュー時の勤務校では勤

経験があり，これまで中学生を主に担当し，インタ

務 5 年目で，中 3 生を担当していた。数校の中堅校で

ビュー時の勤務校では勤務 2 年目で，中 1 生の教科

教員経験があり，前任校は部活動に力を入れている

指導・クラス担任を受け持っており，インタビュー

男子校で，主に高校生を担当してきた。

当時に担任業務を持っていたのは E 先生だけであっ
た。

B 先生（男性）は 40 代前半で専任教諭・英語科主
任，14 年の教員経験があり，インタビュー時の前年

F 先生（女性）は 30 代前半で専任教諭，インタ

から 2 年続けて高 3 生を担当していた。初任からイ

ビュー時の勤務校にて 9 年の教員経験があり，教職

ンタビュー時の勤務校に勤務しており，中 1 から高

に就く前は会社勤務をしていた。インタビュー時

3 まで 6 年間通しての教科担当・クラス担任を 2 回り

は，中 1 生を担当していた。当該学校で中 1 から高 3

経験していた。

まで 6 年間通しての教科担当・クラス担任をひと回
り経験していた。

C 先生（女性）は 50 代後半で非常勤講師，30 年
以上にわたり複数の学校で教員経験があり，これま

録音したインタビュー内容はすべて文字化して

での勤務校では主に中学生を指導してきた。インタ

データ化し，
「母語話者至上主義」
「教師神話」プレッ

ビュー時の勤務校では勤務 2 年目で，英語母語話者

シャーを受けているかどうかと，それにどのように

の教師とチームティーチングで高 2 生を 1 クラスの

対処しているかということに焦点を当て，自信の有

み担当し，主に中 1 生に対して教科指導をしていた。

無でどのように受け止め方や対処が異なるかという

D 先生（女性）は 40 代後半で非常勤講師，9 年の

ことについて分析・考察した。自尊感情と併せて概

教員経験があり，教師になる以前に英語圏の国で会

念図（図 1）を作成するにあたり，小規模のデータ

社勤務の経験がある。インタビュー時の勤務校では

にも適応可能で，深い解析を可能にする SCAT（大

勤務 8 年目で，主に高校英語指導を担当し，3 年間

谷，2007）を参考にした。これは，データである語り

連続して，高 2 生のチームティーチングの授業と高

（テクスト）からキーワードを拾い，それらを用いて

1 生に対して文法指導中心の指導を担当していた。

言い換えた内容からテクスト外の概念を見出し，さ
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らに構成概念を作り出すという 4 つのステップを経

3」という回答が多くなることを避けるために，本研

て，構成概念からストーリーライン，理論記述を構

究では 4 件法とし，バーンアウトについても同様と

築する手法である。本研究では，聞き手・語り手の

した。
自尊感情は合計 36 点（9 項目）で，高得点である

双方向で語り合った内容をまとめて概念化する過程
で，4 つのステップを踏む SCAT の手法を援用した。

ほど自尊感情が高く，バーンアウトは合計 68 点（17
項目）で，高得点であるほどバーンアウトの危険に

2．2．質問紙調査

晒されていることを意味する。

3．結果と考察

「教科指導力に対する自信」については，1．3．で
述べたように，秋田（2012）が教師が授業のために準
備すべきことを挙げた事項を参考に，筆者の経験と

本章では，「A：」で始まるインデントをつけた段

照らし合わせ，次の 5 つを質問項目とした。
「誰より

落は A 先生の語りのまとまった引用を表し，「B：」

も背景知識が豊富で得意な分野（項目）がある」
「教

は B 先生の語りを表し，以下同様とする。説明や補

え方にとくに自信のある分野（項目）がある」
「得意

足が必要と思われる個所には，筆者が（

とする教授法（メディアを用いる等）がある」
「生徒

足を記した。

）で補

が何を難しいと思うかわかっている」
「教科を通して

3．1．教師が感じるプレッシャー

生徒に伝えたいこと（倫理・信念）がある」という
質問に対し，
「いいえ」
「どちらとも言えない」
「はい」
の 3 件法で回答してもらい，それぞれ 0 点，1 点，2

インタビュー分析の結果，程度の差はあるが，協

点と換算し，合計 10 点とした。

力者全員が「母語話者至上主義」
「教師神話」プレッ

「英語能力に対する自信」は，基本的な 4 技能「話

シャーを感じていることが明らかとなり，仮説①は

す」
「聴く」
「読む」
「書く」と，英語指導において必

支持された。

要とされる「文法知識」
「語彙力」の 6 項目について，
「母語話者至上主義」プレッシャー
3．1．1．

「自信がない」
「あまり自信がない」
「やや自信がある」
「自信がある」の 4 件法で回答してもらい，1 点〜 4

すべての教師が，授業中または授業外の教科指導

点と換算した。

において，Holliday（2006）の指摘にあるように，英

自尊感情尺度については，田村，石隈（2002）が

語母語話者の英語教師が，少なくとも言語において

用いた「教師自尊感情尺度」
（付録参照）を，バーン

は理想像（ideals）であり，
「ネイティブに敵わない」

アウト尺度については，田尾，久保（1996）の日本

と思っていることを様々な形で感じていた。

版バーンアウト尺度（MBI）を伊藤（2000）が修正し

F： やっぱりなんかうまくいかなかったなぁと

た「教師バーンアウト尺度」
（付録参照）を用い，い

か，ここをもっとこうしたらよかったなあと

ずれも「あてはまらない」
「あまりあてはまらない」

か，自分，英語力ないなっていうふうに感じ

「ややあてはまる」
「あてはまる」の 4 件法で回答して

る場面もある。

もらい，反転項目を処理したのちに 1 点〜 4 点と換

F 先生は，高 3 生を指導していた時を振り返って

算した。田村，石隈は自尊感情尺度を 5 件法で測定

発言した。「教科指導力」と「英語能力」の両方に自

したが，そこで用いられた「どちらともいえない：

信がないことを打ち明けてくれた。
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さらに，Horwitz（1996）が指摘するように，教え

くなきゃいけない。
（中略）理解できるけれど

る言語を母国語のように話せるようになることは困

も，自分の中では一番自信がない分野。
（中

難なことから，とくに英語を「話す」技能に対する

略）スピーキング，ライティングっているの

自信が低い場合は，不安を感じたり自信が揺らぐこ

は，もう自分の持っている範囲内で，自分か

とがあることも示唆された。

らのアウトプットだから，それに関しては割

C： 今の所の学校の生徒のレベルが，今までにな

と自信はある。なぜかって言うと，それは自
分のできる範囲でやればいいこと。

く高いレベルだった。帰国生がすごく多い学
校っていう，
特殊な，
あれで。やたらこう英語

D： どうしてこうかっていう説明はネイティブよ

が飛び交う。もしくはあの英会話が得意だと

りもわかりやすく説明することはできると思

か，そういう先生達がいて，なんかオールイ

う。文法に関しては自分はすごく勉強してき

ングリッシュとか，英語でなんかいろいろや

たし，自分なりには消化はできてるし。マス

んなきゃいけないとか，そういうのにちょっ

ターまではいかないけど。

D： 常に自分で，本読んだり，新聞読んだり，テ

と惑わされて。

C： スピーキングとリスニングが得意ではないと

レビ見たりして，新しい語彙をリストして覚

いう，自分の中でのそういう自信のなさって

えておかないと，語彙はどんどん減っていく

いうのを，
なんとなく，
こう今まではそういう

し，前に覚えた単語も，どんどん忘れていく。

の感じないまま，それがなくてもうまくやっ

D 先生は，インプット技能は理解できるという意

てこれたっていう，長い間の自信，みたいな

味では高いレベルに達しているが，同じレベルの英

のが，ちょっと一気に崩れるような時ってい

文を自分では作れないという点で限界を感じてお

うのがあって。

り，アウトプット技能は自分の能力の範囲で表現す

C 先生は，帰国生や他教師が英語を日常的に話し

ればいいという意味では自信があると語った。ま

ている環境に気後れすることや自分の授業スタイル

た，文法事項をマスターする難しさや，語彙を保つ

に疑問を持つことについて触れ，授業外の場面で頻

大変さも感じていた。また，英語母語話者を意識し

繁に自信を失うことがあると明かした。

て自分と比べていることもうかがえた。

A： 親なんかが，あの先生日本語しか使ってない

一方で，
「母語話者至上主義」プレッシャーに上手

けどそれで大丈夫なのっていう話になった。

く対応しつつあることを示す発言もあった。

B： 例えばライティングの添削をする時に，毎回

以前はそういうのがあったから，気になる，
はありますね。

ネイティブに持ってくわけにもいかないし，
でも自分の直し方であってるんだろうかと

A 先生は，保護者から「英語を話さない」ことを

か，やっぱ不安になることが，昔の方が多かっ

数回にわたり指摘され，気にしていた。

たと思います。

「英語能力」習得の限界については，海外居住経験

B： すべてをネイティブのように直せなくてもい

が長く，
「英語能力」全般に対して一番自信が高かっ
た D 先生が以下のように語った。

いし，こういうところはこだわってもしょう

D： リーディング，リスニングっていう，えーと，

がないし，とか。まあ，事細かに全部赤入れ

自分からアウトプットじゃなく，インプット

なくてもいいんだとか，そういう風に納得が

のほうは，自分の英語力の中ではもちろん高

できるようになってきてからは，そんなに，
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のに」という気持ち，A 先生の発言の中には「準備

こう，恐れなくなってきました。
この B 先生の発言から，英語母語話者と同じこと

不足などあってはいけない」という自覚と「指摘さ

はできないと認め，自分ができることをすればよい

れる恐れ」がうかがわれる。

と納得できると，
「恐れ」であったプレッシャーも減

指導学年が上がるほど，
「教科指導力」
「英語能力」

少することが示唆された。

の両方に教えられるほど自信がないので「できな

「母語話者至上主義」の概念に基づくプレッ

い」
「やりたくない」という主旨の発言があり，これ

シャーについては，程度の差はあるが協力者全員が

も「教師神話」プレッシャーを受けている反応と考

感じていたことが分かった。インタビューの中では

えられる。その例として，D 先生は次のように発言

「ネイティブ」という言葉が度々出現し，
「英語能力」

している。

に自信がある D 先生を含め，英語母語話者と同等の

D： 私のリーディングは深いところまで理解でき

「英語能力」を持つことが難しいことは全員の教師

ていないっていうのがある。
（中略）例えば生

が認識していた。
「文法などの説明は，ネイティブ

徒に何か教えるときに，自信がないってこと

よりわかりやすく説明できる」
「ネイティブとまった

に繋がってくる。
（中略）高 3 生は教えられま

く同じでなくてもいい」などという肯定的な発言が

せん。自信がないので。

あったが，これも，英語母語話者を意識し，自らと

また，
「教師は何でも知っていて間違わない」とい

比較している発言である。また，
「話す」技能に対す

う概念を教師同士で押しかぶせ合い，自分ができる

る自信が低いと「外国語不安」が大きくなり，
「母語

ことは他教師もできて然るべきだというように，教

話者至上主義」プレッシャーが増大する傾向も見ら

師同士が「教師神話」を共有しているような現象を

れた。

示唆する発言があった。

C：（「この学校は他校と違うから，あなたのやり
「教師神話」プレッシャー
3．1．2．

方ではだめですよ」と言われ続けて）変な意

進学校では，生徒の学習到達目標と教材の難度が

味での洗脳じゃないけど，ここの学校は違う

高いことから，教師が「教師神話」プレッシャーに

のかもしれない，このままじゃダメなのかも

晒される機会が多いと考えられる。Aoki（2010）が

しれないという，その，なんというのかな，

指摘するように，「教師は何でも知っているべきで

教室を離れたところで，なんかこのままでだ

間違えてはいけない」と考えていることを示唆する

めなのかなって，今までで味わった事ないよ

語りが，すべての教師に見られた。

うな，そういうのを，ちょっと感じたかもし

F： 間違ったことを教える方が怖いので，わから

れない。

ない時は「ごめん，わからない。調べるから

C 先生は他教師から，
「話す」ことに重点を置かな

待って」って言っちゃうんですよね。

い自分の指導法が「ダメ」だという指摘を受け，
「苦

A： 適当なこと言えないなっていうのが，当たり

手なこと・できないこと」があることを非難されて
いると感じ，自信を無くしていた。

前の事なんだけど，でも，ごまかしが利かな
いっていう感じが。
（中略）なんとかうまく流

間違いや失敗を「してはいけない」という気持ち

せればいいかなぐらいに思うこと，たまには

が強すぎる場合は，「教師神話」の概念に基づくプ

あるんだけど，
そうするとすかさず質問くる。

レッシャーを受けていると考えられる。この概念
は，程度の差はあるが，教師たちの心の底に根付い

F 先生の発言の中には「何でも答えられるべきな
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ていることが示唆された。
「プレッシャーは感じな

れが例えばテストの問題やっても結果に現れ

い」という発言もあったが，それは，指導学年が低

れば，これでいいんだ，って思えるかな。

学年か内容が容易な場合に限られた。その場合も，

A： 男子の方が理屈が好きだから，私が言うよう

「間違わない」という自信があるので，「教師神話」

なきちんと文法的なことを理屈で教えたりと

プレッシャーはやはり根底にあると言える。また，

か。
（中略）のり出すような感じで聞いてく

教師同士の「教師神話」の共有も，職場の人間関係

る。

を悪くする要因の一つと考えられる。E 先生以外の

A： 緊張って言うか，何て言ったらいい，何ていっ

教師たちは，職場の悩みに「人間関係が良好ではな

たらいいかな。こう，凝視って感じ。やっ

い・職場の雰囲気が良くない」ことを挙げていた。

たるでえ，って感じ。そういう意味での緊

このような概念の存在を知ることで，他教師のやり

張。良い意味での。うん，いい感じの，
「よっ

方を頭から否定することが減り，職場の風土が改善

しゃー」って感じ。

される可能性も生まれる。

教科指導については，板書や教科書を使う手法
と，ICT を必要な時だけ取り入れるという新旧の手

3．2．プレッシャー対応

法を併せた自分の授業スタイルに自信を持ってい
た。

教師たちから，
「自信がないと教えられない」「自

A： 実体験とか，できるだけ現実の場面に合わせ

信があるから教えられる」という主旨の発言があっ

て，紹介しながら教える，説明するってのが得

た。以下，プレッシャーに対する感じ方やその対応

意だと思います。
（中略）本当に必要だとか，

と自信との関連を考察する。自尊感情得点と「教科

これは動画で見せた方がいいなとか，これは

指導力に対する自信」は密接に関連しており，完全

図とかで見せた方がいいな，って思うものは

に比例していた（表 1 参照）
。それぞれの教師のプ

（ICT を）使います。
（中略）基本，プリント，

レッシャーに対する対応と，
「教科指導力」
「英語能

板書，教科書，テキスト。で，ノートテイキ

力」の両方に対する自信について A 先生から順に分

ングです。

析する。

B 先生は，アウトプット能力の「話す」
「書く」技能

A 先生は，スピーキングに自信がなく，授業では

に自信があり，中学英語の指導法を確立していた。

優秀な生徒からのプレッシャーを受けながらも，自

B： 全然自信がなくて困ってるって事は，多分

分が最も自信を持つ「文法知識」を伝える指導法と

ないです。
（中略）中学校であればやっぱり，

ニーズが合致する生徒の存在を支えにし，良い緊張

オーラルメソッドに近いのかなと思います

感のある授業を行い，意欲的に指導していた。また，

ね。

生徒の反応を良く見て，テストの結果など目に見え

B 先生は教員経験や学校外の研修受講等を通し

る数値を指標としていた。

て，
「教科指導力」と「英語能力」の両方を積み重ね

A： 生徒がわかる，っていう，わかったっていう

ていた。それにより，以前は感じていた教科指導上

ことを実感するのが大事。そこは生徒の顔，

のプレッシャーやネイティブ依存が軽減し，自分の

反応とか表情とか見ながら。
（中略）結局，生

やり方に自信を持つようになったと語った。

徒が分かれば，わかってくれることが一番だ

B： 事前に出そうなこととか，発音とか，そうい

から，英語だろうと日本語だろうと。実際そ

うのは全部やっぱり事前に予習はしておきま
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すし，あと，経験は多分あると思う。
（中略）

ら，そしたら文法の説明になるから。その辺

自分が予想してないことっていうのは授業で

の説明だったらあんまり困ったことはない。

出てくると思うんですけど，経験上のことで

D： 高 3 生は教えられません。自信がないので。

答えられることが多くはなってきたと思うん

それは，まず自分が入試に疎いということ，

ですよね。

それを改善しようという意欲があまりないこ

B： いろんな教員セミナーに行って，どういう風

と。自分自身がテストが嫌いなので，過去問

な考え方で教えてけばいいのかっていうの

とか解きたいと思わないから。
（中略）自分の

を，自分なりにある程度，自分のやり方…あ，

自由な時間に，家に帰った後に，教える可能

こうやればいいのかってのは勉強してきたつ

性のない高 3 のために入試問題をする気は，

もり。

全く起こらない。

C 先生は，前任校とは異なる環境と同僚からのプ

E 先生は，生徒の反応に対する高い敏感性から，

レッシャーにより，学校のレベル・方針に不適応で

レベルの合わない教材の指導を工夫したいが，学校

はないかという疑念を抱いていたが，それは他教師

の方針で進度が横並びで決まっているのでオリジナ

といるときに感じるだけで，中学英語指導において

リティが出せずにいた。教科指導について自己決定

は，自らが自信を持っている「読む」力と「文法知

が少なく，授業よりも生徒の生活指導に労力を費や

識」を生徒に身につけさせる教授法に自信があり，

さねばならない環境下で，
「教科指導力」
「英語能力」

授業を楽しんでいた。新たな挑戦である ICT 教材の

のいずれも力が付けられない状況にあった。

E： 教科書の内容をこなすのでいっぱいいっぱい

使用なども視野に入れていた。

C：（授業時間の）50 分が至福の時で，初めから

になってしまい，明らかに生徒の理解度と

最後まで，すべて，1 分たりとも自信を失う

合っていないのが，生徒の顔を見ていると痛

ことはなく。

いほど伝わってきます。

C： それ（ICT）に対して自分は自信がないってい

E： 指導の横並び感が，すごく強いんです。
（中

うのはすごく嫌なので，自分の，まあ，勉強

略）一日の授業の進め方などに結構厳しい縛

としてやってみようかなっていうふうに感じ

りがあり，なので，工夫しづらい。

E： 日々生徒指導の問題も頻発するので，学校で

たのは，まんざら悪いことではなかったかも
しれない。

は教科指導が後回しになっている感じ。

D 先生は，「英語能力」が高いが，自らの限界を

F 先生は，生徒の反応に対する敏感性と応答性を

強く認識している。数年間続けて受け持っている文

持ち，教師も生徒と共に学び作用し合うという生徒

法を主に指導する授業に対しては自信を持っている

と教師の相互作用を重視していた。「教科指導力」

が，読解を含む指導には苦手意識があり，経験不足

「英語能力」に対する自信が全般的に低いが，生徒と

から指導法が分からないと語った。高 3 生の読解指

対等で良好な人間関係を築き，共に学ぶという姿勢

導については，指導法や知識を学ぼうとする意欲・

でプレッシャーに対処していた。

F： 私は，授業は 2way で一緒につくっていくも

気力がなく，回避することでプレッシャーを受けな
いようにしていた。

のだと思っているので。うーん，私も頑張っ

D：（自分が指導しているのが）英語表現だから，

て勉強するし。

F： 一応，生徒のことはよく見るように心がけて

読む作業じゃないから，作文の質問が多いか
134

『言語文化教育研究』18（2020）

ます（中略）あの子達がどういうことを望ん

定の英語技能・知識ではなく，生徒のニーズに合致

でいて，それに 100% 迎合するわけじゃない

する「英語能力」を身に着け，それを教授できる指

んですけれども，なんか生徒がついてこな

導法を持つことが重要だということが示唆された。

かったら，ただ単に，一歩通行の押し付けに

また，
「教科指導力」や「英語能力」に対する自信が

なっちゃうじゃないですか。

低くても，生徒と共に学ぶ姿勢を示し，対等で良好

F： 私は生徒と同じ目線に立ちたいと思っている

な関係性を築く中で自己も成長していくという対処

し，別に私が言っていることが 100% 正しい

も見られた。自信がない学年や分野を教えることが

わけがないし，先生だから上っていうわけで

避けられるときは回避するというのも一つの対処法

もなくて，やっぱり平等・対等な存在って

だと考えられる。だが，教科指導が満足にできない

思っているから。

環境や自己決定が少ない環境下では，どちらの能力

F： あの子達の，なんか人の良さとか，あと，も

も伸ばすことができないために自信は向上しづらい
ことが示唆された。

ともと頭のいい子達なので，そういうのに救
われてきただけなんじゃないかな。

3．3．自信と自尊感情の関連

このように，教師は様々な方法でプレッシャー対
処していることが示され，それは自信にも関連して
いることが示され，仮説②は支持された。

「教科指導力に対する自信」が高い教師は自尊感

「教科指導力」に対する自信がある教師は，長年

情が高く，この二つは比例していることが示された

の経験の中で自分の授業スタイルを確立しているこ

（表 1 参照）。「教科指導力に対する自信」は計 10 点，

とが示唆された。自分の指導法にニーズが合う生徒

全体の平均点は 7.3 点で，A 先生は 10 点，B 先生と

に着目し，点数などの具体的な指標を立てて自らの

C 先生は 9 点であった。この 3 名は教職経験年数が

授業の良し悪しを判断して納得したり，研修を受け

長く，自分のティーチングスタイルを確立するのに

て知見を広げて自信をつけ，英語母語話者と同等に

十分な経験があり，必要に応じて研修などを受けて

なれなくても良いと納得していた。また，たとえ同

きた。一方，D 先生，E 先生，F 先生は 3 名とも 6 点

僚からプレッシャーを受けていても，生徒と向き合

以下で，教職経験年数が 9 年以下であった。日本人

う授業では，自信を持って充実した時間を過ごして

英語教師においては，「教科指導力」に自信がつく

いた。これらの自信は経験や自己研鑽から培われる

ようになるには 10 年以上の年数が必要であるかも

もので，教師経験年数が短い場合は，特定の学年・

しれないということと，授業を実践するスキルであ

内容を数年以上経験することで「教科指導力」が向

る「教科指導力」に自信がつくと教師の自尊感情は

上することが考えられる。
「英語能力」については，

上がることが示唆された。

「文法知識」に対する自信がある教師が多かった。文

D 先生の自尊感情得点が C 先生と同点（28 点）で

法は日本語で説明したほうがわかりやすい場合が多

あるのは，「英語能力」全般に対する自信が関係し

く，外国語として学んだ日本人教師の方が英語母語

ていると思われる。研鑽して「英語能力」を高める

話者よりも生徒の質問の本質をとらえやすい。しか

ことも，教師の自尊感情を保つことに関係している

し，指導学年や生徒のニーズよっては，オーラルコ

ことが示唆された。「英語能力に対する自信」の全

ミュニケーション能力である「話す」
「聴く」技能が

体の平均点を見ると，自信の高い順に「文法知識」

文法知識よりも重要になる場合もある。つまり，特

「読む」「書く」「話す・語彙力」「聴く」となってい
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4．まとめ

た。一方，自尊感情の高い教師が自信を持っている
「英語能力」を見ると，A 先生は「文法知識」，B 先
生は「話す」
「書く」
，C 先生は「文法知識」「読む」

英語教師は「母語話者至上主義」と「教師神話」の

であった。このことから，特定の「英語能力」が自

二つのプレッシャーを感じ，これらに対する受け止

尊感情と関係することは，今回の研究では見出せな

め方・対処は，
「教科指導力に対する自信」が高い場

かった。オーラルコミュニケーション重視傾向にあ

合と低い場合では違いがあることが示唆された。自

る中で，
「話す」「聴く」技能に対する自信が低いと

分の得意な授業スタイルを確立し，得意な分野・指

「母語話者至上主義」プレッシャーが増加する可能

導法・学年が存在し，指導に必要な「英語能力」に

性は示唆されたが，これらの技能への自信と自尊感

自信がある場合は，プレッシャーをはねのけ，教科

情の直接の関係はなく，重要なのは生徒のニーズに

指導が楽しいと思うことができ，やる気や学習意欲

応えるために必要な英語技能・知識に自信があるこ

が促進されることが示唆された。一方，自分の得意

とだと考えられる。

な授業スタイルが未確立で，指導法が分からず，
「英

バーンアウトと自尊感情が概ね関連していること

語能力」にも不足を感じている場合，生徒と対等・

は示唆されたが，バーンアウトの増減は，授業以外

平等で良好な関係を築き，共に学習・成長していく

の業務での悩みや私生活上の悩み等，様々な要因が

姿勢で受け止めていることが示唆された。すべての

影響するので，個人差のある結果となった。E 先生

教師に共通していたのは，授業中の生徒の反応をよ

のバーンアウト得点（48 点）が高いのは，1．2．で

く見ているという敏感性と，自らの英語習得の限界

述べた，バーンアウトに繋がる「要求度の高い仕事

や難しさの認識で，とくに「話す」
「聴く」技能に対

（クラス運営の仕事量の多さ・生徒の問題行動）と

する自信が低い場合は，周囲からの意見・批判等を

少ない環境資源（自己決定が少ない・援助が得られ

受けて自信が揺らぐことがあることも示唆された。

にくい環境）
」が主要な要因と考えられる。E 先生

本研究では，教職経験 10 年が「教科指導力に対する

は，生徒の生活指導に関しては学年の教師たちから

自信」の高低を分けているような結果となった。積

援助が得られていたが，担任業務もあり，労働量が

み重ねた教職経験や自己研鑽から培われる「教科指

多かった。教科指導に集中できないことは要因の一

導力」に対する自信は，教師の自尊感情に正比例し，

つに過ぎず，バーンアウトを増加させる他の要因が

より密接な関連を示した。（図 1 参照）

複数あると考えられる。D 先生については，私生活

英語教師に限らず，母語ではない言語を教える言

におけるペットロスが大きな要因となっていると考

語教師は，自らの言語運用能力が母語話者よりも劣

えられる。

ることを認知せざるを得ないであろう。
「学問」では

以上の考察から，仮説③の「
『教科指導力に対す

なく，
「言語」を教えるという特性から，完璧に授業

る自信』が自尊感情と関連する」は支持されたが，

準備をすることは難しく，
「教師神話」が揺るがされ

「オーラルコミュニケーション能力の『話す』
『聴く』

るような場面にも直面するであろう。言語教師がこ

技能に対する自信が自尊感情と関連する」という仮

れらのプレッシャーに押し潰されずに自尊感情を保

説は支持されなかった。

つには，これらのプレッシャーの根源にある概念の
存在を知り，経験が浅いうちは生徒のニーズや反応
をよく見て共に学んでいく姿勢を持ちつつ，①言語
運用能力 4 技能・文法知識・語彙力の中で指導に必
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要だと思うものを徹底的に学び，②それに合った独
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付録 1．質問紙調査

林彰子

質問項目：教師自尊感情尺度（* は逆転項目）

［あてはまらない，あまりあてはまらない，ややあてはまる，あてはまる］
① 少なくとも人並みには，価値のある教師である
② 教師としてのいろいろな良い資質・能力を持っている
③ 教師として，敗北者だと思うことがある *
④ 教師としての仕事を，人並みにはうまくやれる
⑤ 自分には，教師として自慢できるところがあまりない *
⑥ 教師としての自分を肯定的に見ている
⑦ 教師としての自分に，だいたい満足している
⑧ 自分は全くだめな教師だと思うことがある *
⑨ 何かにつけて，自分は役に立たない教師だと思う *
田村修一，石隈利紀（2002）
．中学校教師の被援助志向性と自尊感情の関連『教育心
理学研究』50(3)，291-300．https://doi.org/fghv

付録 2．質問紙調査

質問項目：バーンアウト尺度（* は逆転項目）

［あてはまらない，あまりあてはまらない，ややあてはまる，あてはまる］
①「こんな仕事，もう辞めたい」と思うことがある
② 我を忘れるほど仕事に熱中することがある *
③ こまごまと気配りをすることが面倒に感じることがある
④ この仕事は私の性分に合っていると思うことがある *
⑤ 同僚や児童生徒の顔を見るのも嫌になることがある
⑥ 自分の仕事がつまらなく思えて仕方のないことがある
⑦ 一日の仕事が終わると「やっと終わった」と感じることがある
⑧ 出勤前，職場に出るのが嫌になって家にいたいと思うことがある
⑨ 仕事を終えて，今日は気持ちの良い日だったと思うことがある *
⑩ 同僚や児童生徒と，何も話したくないと思うことがある
⑪ 仕事の結果はどうでもよいと思うことがある
⑫ 仕事のために心にゆとりがなくなったと感じることがある
⑬ 今の仕事に，心から喜びを感じることがある *
⑭ 今の仕事は，私にとってあまり意味がないと思うことがある
⑮ 仕事が楽しくて，知らないうちに時間が過ぎることがある *
⑯ 身体も気持ちも疲れ果てたと思うことがある
⑰ 我ながら，仕事をうまくやり終えたと思うことがある *
田尾雅夫，久保真人（1996）
．
『バーンアウトの理論と実際』誠信書房．日本版バーンア
ウト尺度（MBI）の伊藤美奈子（2000）
．教師のバーンアウト傾向を規定する諸要因に
関する探索的研究『教育心理学研究』48(1)，12-20．https://doi.org/fghs による改訂版
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Abstract
The purpose of this study is to find out whether Japansese teachers of English feel the
pressure of inferiority to native English speakers and feel that they should not make any
mistakes while teaching in class, and to analyse how different their reactions are depending on their levels of confidence in their teaching and English language skills when they
face those pressures, through the data from interviews. The correlation between those
individual confidence levels and self-esteem, an important factor of teachers mental
health, is also analyesd. After analysing the data from interviews, results suggest that
they feel these pressures and react differently depending on their levels of confidence,
and then support themselves through those reactions. While confidence in teaching skills
is related to teachers self-esteem, no specific English language skills or knowledge seem
to be related. Teachers who can make use of their English language skills or knowledge
in which they are confident, along with their established teaching styles matched with the
contents of the lessons and students needs in class, tend to maintain high self-esteem.
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