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０．構成

１．ブラック企業は撲滅されるべきであるが，特定
の学校や教職が一時ブラックになる時期もある
かもしれない。

２．ストレス・健康と幸福はけっこう独立している
らしい。バランスが大切。

３．働き方改革は“バランスが難しい”を理解する
ところから。でも，“難しいバランス”を楽し
むことが有意義かもしれない。



１．ブラック企業の定義・イメージ

本や語る人によって“ブラック企業”のイメージは異なるけど，概ね以
下のような“どれかが複数”な企業・組織のイメージ(1)

〇給料が“低い”または“高いが見合わない”
※対ワーキングプアは給与よりも「社会保障の控除が鍵」

〇仕事を“すぐ辞めさせる”または“技能があれば辞めさせてくれない”
〇研修が“ない”または“OJTと称した無償労働きがある”
〇“低モチベーションで労働強制”または“異様なモチベーション”
〇仕事のために私費の負担を求められる
〇心身を壊しやすい・勤務時間が長すぎる
〇給与・昇給・社会保障などの側面で仕事を続けられない
〇各種ハラスメント・不正が上下関係の中で横行
〇“達成不能な職業上の要求”とそれに意見具申ができない
〇やりがい搾取(2)がある
〇“労働力はいくらでも安く買い叩ける”感（デフレマインド）

お客様優位で労働者は働い
ても未来が見据えない
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ブラック→この職で先が見えない

〇強制労働型と
〇高度マネジメント型



左からこの言葉を決定づけた『ブラック企業』(文集新書)，弁護士の判例分析『ブラック企業VS問題社員』(労
働新聞社)，あのミネルヴァの経済学書籍『「優良企業」でなぜ過労死・過労自殺が？』(ミネルヴァ)，『ユニ
クロ帝国の光と闇』の続編『ユニクロ潜入一年』(文芸春秋)，学校教育のアルバイト体験報告もある『東大卒貧
困ワーカー』（新潮新書）

ブラック企業は「低専門性の恫喝と強要」だけではない。「高
度な専門性を持つ労働者にかなり高度な経営・心理(特にモチ
ベーション管理)といった科学的合理性」を持って確信犯として
労働搾取をしているケースも多い。

１．国民の敵＝ブラック企業の分析書籍



経済学的分析の中で報告者は「デフレ環境に問題」という論点
に賛同している。“お金と労働・労働者の交換レートが常にお
金優位”(3)という環境では「労働生産性」(利益/労働時間)より
も「経済効率」(利益/投資)ばかりが注目されやすい。

左からデフレマインドを解説した『デフレと戦う』(日本経済新聞)。デフレの背景の緊縮財政が公共の教育・福
祉に与える恐ろしい影響の解説『経済政策で人は死ぬか？』(草思社)。“デフレ環境でなければ”という前提で
地域社会の在り方を提案する『これからの地域再生』(晶文社)。労働者の味方をする立場をわすれ経済成長を軽
視した左翼に不満を示す『そろろそ左派は<経済>を語ろう』(亜紀書房)。１年以上たてば無料でよめる 『日本労
働研究雑誌2015年１月号』の「違法労働特集」，財務省は法学部出身者のみから構成される経済政策上の弊
害を元財務相・理学部出身者が指摘した『「文系バカ」が日本をダメにする』（WACブンカ新書）

１．ブラック化背景としてのデフレ経済・デフレ脳（マインド）



学校や教師の中には「ブラック」状態は間違いなくあるが，業界・職種
がブラックかというと「？」。20年前の『学校崩壊』(4)(河上亮一)でデ
ビューしたプロ教師の会の議論(教育成果VS教員負担・学校の非効率)に
比べて，最近の「学校＝ブラック」論は教育成果の議論が欠落した再論
がなされている印象。

左から社会運動の雰囲気を醸し出してきた『教師のブラック残業』(学陽書房)。教職員組合から伝統的な話題を
語る『学校は究極のブラック企業』(表現社)。ブラックといわれるまでの教師の負荷の原因または目的を考える
『教育現場の７大問題』(ベストセラーズ)。児童生徒の保護者も教職志望大学生の保護者も読んでいるという意
味でとんでもない影響力がある『週刊東洋経済別冊 特集学校が壊れる』。「ブッラク＝学校」論の重要ポイン
トの一つ部活を論じる『部活が危ない』（講談社現代新書）。主に東京オリンピックのボランティア問題に触れ
た『ブラックボランティア』(角川新書)は地域の好意によって成立する学校であり，今後，地域学校協働本部で
社会貢献を児童生徒が求められていく題目としての「ボランティア」に考えさせられる部分が多い。

１．学校・教育業界全体は「ブラック」とまでは・・・
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ブラックな学校と
いったらまずコレ

幼稚園・保育園
(特に私立)(5)

・２０代で８割退職
・心より先に身体が

変調
・労災が認められな

い構造
・特に「お客様優

位」が過ぎる構造
・女性が多すぎる構

造ゆえのハラスメ
ントの強さ

・経営母体全般の財
政的ゆとりの無さ

１．ブラックな学校種は
声さえ上がらない



※ 厚生労働省統計では同種の月給
区分統計が存在しない。

女性は一定数，寿
退職系と思われる
「家庭の事情」退
職ラッシュが30±
５において一定数
の退職傾向。

このデフレ収束局
面において，私立
保育者給与の低さ
は業界の大きな問
題を生んでいる。

平成25年文部科学省『教員統

計調査』を保育士については
平成25年厚生労働省『社会福

祉施設等』と『一般職業紹介状
況(職業安定業務統計)』を基
に作成。議論は高木(2017)。

１．退職が幸せなことも

統計のな
い恐ろしさ



１．学校・教職業界の対ブラック健全指標

21世紀になり公刊統計(ファンダメンタルズ)とし
て「教員勤務実態調査」(平成18,28年)とOECD
『TALIS』が登場。非主観データ(ハードデー
タ)(6)で教員の勤務時間が測定できるジダイ。



本文２頁

全185頁
１．学校で主観データ
を基に改善する「スト

レスチェック」(7)

平成28年の労
働安全衛生法
改正施行にと
もない，40人
以上の事業所
(うちの業界で
は非常勤込み
教職員40人以
上の学校)で実
施義務(回答者
は回答権利)と
なった。管理
職以外が自発
的に集団分析
を行う点が大
変。こちらは
主観データ活
用。



１．勤務時間研究の決定版登場
教員の勤務時間研究の決定版研究(神林，2015)

〇平成18年『教員勤務実態調査』
〇『TALIS2013』
〇『教員統計調査』における精神疾患事由病気休

職者数
〇独自の戦後15の教員勤務時間報告の入力
・・・などの公刊統計・客観数量分析を徹底検討
その上で，教師の時間的多忙の本丸は生徒指導を

中心とした「教師にとっての中核的職務」である。
教師は学校の改善・健全のためにこそ不健康リスク
を冒しているとの指摘がなされている。これは高木
(2001)のように漠然と，“会議などの周辺的職務の
せいで子供に関わる中核的職務が侵犯されている”
とする従来説の痛快な否定である。



特に災害時の学校を考えれば学校や先生にはブラックなこと
を国民としてお願いしなければいけない局面が必ずある。学
校改善・健全のために教師に負荷がかかることもある。ただ，
それが“当たり前”になれば人道と博愛(仁)に反する。

１．学校と教職に一時，ブラックをお願いしないといけないこともありそうです



「教職員の健康」

「学校の健康」 「学校組織の健康」＝

今世紀０年代までは
みんな

･･･こう思っていましたが

「教職員の健康」

「学校の健康」 「学校組織の健康」≠
・・・トリレンマと理解できるようになりました。

「どの目的変数にも配慮できる」学校改善を考える必要性。
この３つ全部を同時に論じられるのは学校改善論だけ！！！

どうも，ここ数年の
ポジティブ心理学と
諸統計・研究の登場
で・・・

１．まとめ
この図は水本(2010)
の議論をもとに作成

健康とは独
立した幸福



個人のストレス対処の心理・態度・行動としての
首尾一貫感覚（Sense of Coherence）の３因子

首尾一貫感覚
（SoC)

高いストレスにふれ
ても耐えられる力

有意味感
起きていることや人生に意味・物語を付与する力

把握可能性
起きていることや人生を体系だてて理解する力

処理可能性
起きていることや人生に「なんとかなる」と思う力

※アーロンアントノフスキ『健康の謎を解く』(2001)を参考に作成
※なお，類似のストレス対処行動(8)はとても豊富で概念間の交絡(変数間のも

つれ)は留意を要する。
２．ストレスに強い能力の例



個人のストレス対処にも幸福にも効果的なの心理・態度・行動とし
てのキャリア適応力(Career Adaptability)の３プロセス

キャリア適応力
（CA)

仕事を中心に人生の変
化にあわせる力

未来と現状の情報収集
今と未来の困難・変化を調べようとする態度

情報と見通しを踏まえた思考
自分なりに調べたことにできることを考える態度

思考を踏まえた投資的行動
自分なりの未来の職の人生への努力をする態度

※D.E.スーパー提唱の概念(全米キャリア発達学会，2015訳など)。
※D.E.スーパー提唱の概念を筆者を含めて質問項目群の独自作成が複数行われている。

筆者のものは10項目(9)。

２．ストレスい強く専門力向上能力の例



個人の幸福に効果的なの心理・態度・行動としてのキャリア適応力
(Career Adaptability)の幸福４要因

幸福四要因(10)

（SA)
・・・の出典では
「幸福４因子」

ありがとう 対人関係の前向きさと感謝

を考える心理・態度

あなたらしく 自己と環境の理解，自分な

りの行動選択

なんとかなる 積極的な楽観と前向きな心

理態度・行動

前野隆司
(2013)『幸
せのメカニズ
ム』(講談社
現代新書)

やってみよう 好奇心と日常の楽観性

２．幸福を感じやすくする能力・態度の例



結果-期待
=0

結果-期待
＞0

結果-期待
＜0

２．労働負荷(ストレッサー)と幸福，ストレスの反応メカニズムの違い(理論的推測)

ストレッサー(X軸)とストレス反応が線形関係であ
るのに対して，ストレッサー(X軸)と満足感(Y軸）
は非線形関係であるといえる。右の非線形性は
100年近く前のヤークス・ドットソン仮説(10)以来
指摘されているが，充分な検証研究は未蓄積であ
はある。作図は高木(2018)参照。

期待に対してその結果のズレ(X軸）より満足感（Y軸）
が非対称の対数関数(非線形関係）的に変化するというプ
ロスペクト理論(11)。幸福に天井が不幸に底がありなが
ら，漠然と人間は線形的に幸福増加があるとと考えるこ
との齟齬を指摘する理論でもある。

幸福の非線形性



２．労働負荷と幸福，ストレスのメカニズムの違い
(探索的検討)

教師600人に「今年の幸福」と「去年の幸福」を尋ね，ストレ
スとの関係を検討してみた(露口健司編『ソーシャルキャピタル
で読み解く現代の教育問題』第10章(ジダイ社)印刷中)。その結
果・・・

〇教師の今年の幸福は「今日は気持ちいいい一日
だった」とほぼ同一

〇ストレスの原因は一部のみ幸福感を阻害
・・・ことが示唆。



統計と個人の主観への寄り添いは別々に考える必要がある。

教職について 〇“公共性・聖職性・カッコよさ(職業充実)”
□“労働者性・私生活配慮”(健康・ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ)
☆“専門性・科学性・客観性”(理性・冷静)

この３つは意外とトリレンマ。

健康(ストレスの逆)と仕事の充実(幸福の一部)は時々ジレンマ

結局どう考えるか？
・日本教育行政学会は全国的な数字・客観性に重点！？
・日本学校メンタルヘルス学会では個人への寄り添いに重点！？

では，日本学校改善学会では学校現場の改善としてジレンマ・トリレ
ンマの微調整・バランス考慮が使命ではないか？ コミュニティとして
の学校，地域コミュニティのインフラとしての学校，そこを支えるうえ

で仁義という判断基準。 ３．「働き方改革」というより学
会は何を考えるか提案



仁義(12)という判断基準

仁：思いやり。されて嫌なことはしない。されたら嬉しいことを可

能な範囲でする発想。

義：たとえ自他を傷つけてでも“しないといけないこと”。見る目

的

教職において，管理職やミドルリーダー，教諭，講師・非常勤
講師，教職志望者という立場，さらに私生活も含めると発達段
階ごとにこの“仁”と“義”の向け先が変わるのではないか？
若いうちは子供に集中する“仁”と“義”を，加齢と役職変化
にあわせて徐々に“校務”つまり学校コミュニティへの軸も動
かしていかないといけないのではないか，というご提案。

３．加齢・役職とともに仁と義の形を変える



学校の健康(対子供)と教師の健康，学校組
織の健康(職員室の健全性)は別の性質のも
のである(水本, 2010)。災害等を考えれば，
誠に遺憾ながら，「先生方の健康より学校
の健康・健全を優先して頂きたい」という
はなしを誰かが言わないといけないので，
ここでお願いします。

３．まずは“学校をよりよく”の義ではないか？

図1.教職員×学校の不健康の４領域
(高木，2018)

教師が不健康に至る仕組みははっきりしてい
るが，不健康から回復する仕組みは不明なの
で，どうか自衛とご自愛を(高木， 2018)。
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性別・学校
種等の違
いに留意

藤原の教職キャリア６段階の発達段階説(藤原・高木，2017)。良くも
悪くも年を取ることでも変わる“仁”や“幸せ”の形。

３．加齢とともに仁の形も変わる



それぞれの年齢・条件で仁義ある学校改善を

【ブラック企業滅ぶべし】
とにかく，義務強要のブラック企業・職種になり下がってはいけない

・ちょっとブラックでも将来に展望を持てる仕事に
・将来につながるように，健康と研修，私生活の配慮を職場で
・専門性と労働性，聖職性のバランスを考える

【「できる」ことから変えていく】
公的発言・モラル論だけでは“巧言令色少なし仁”

当事者意識のある現実的な学校改善論が重要

【年の取り方としての働き方改革微調整】
年齢や性別，役職にあわせて別々の立場への配慮(仁)，すべきこと

(義)の違い。特に，加齢とともに，職位上昇とともに仁と義の質が
変わっていくことが重要ではないか，特に未来を感じることができ
る校外研修が大切。

３．まとめとしての提言
















