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フレッシュマンフレッシュマン
これからの教員生活への抱負
　江戸川区立二之江中学校

教諭　新井真樹（平22理・数）
　4月1日より、江戸川区立
二之江中学校で勤務をはじ
めてから早くも三週間がた
ちました。この三週間で今
までの目標として思い描い
ていた教員生活に慣れてき
たと同時に、想像していた

教員生活との良くも悪くも違いを感じています。
　まず、教員は想像以上に忙しい。授業だけでな
く校務分掌や部活動、その他にもいろいろと仕事
があります。右も左も分からない私にとっては配
布される資料に目を通すだけでも一苦労で、まだ
まだ学校の様子や流れを把握できずにいます。
　次に、生徒に想像以上に救われること。毎朝生
徒と挨拶を交わすとき、授業中に真剣に取り組む
姿、部活動を楽しそうにやる笑顔など、苦労や疲れ
が吹き飛んで、頑張ろうという気持ちになれます。
　さて、これから私は教員として、学び成長しな
ければならないことが沢山あります。特に学ばな
くてはならないのは、教員として一番大切な授業
を行うことについてです。いかに生徒に疑問を持
たせその解法に気付かせるか、そのために必要と
なる基礎的な力をどう育成するかについて、校長
先生をはじめとして指導教官の先生に助言や指導
を頂きながら学んでいます。
　自ら疑問を持ちその解法に気付き解決すること
ができれば、生徒にとって授業は楽しいものにす
ることができると思います。これは授業に限った
話ではありません。授業以外でも学校生活や部活
動などあらゆる場面で、生徒自らが考え行動でき
るような学校にしていけたら良いと考えます。そ
のために、まずは目の前にいる生徒をしっかりと
見つめ信頼関係を気付いていくこと、校長先生を

はじめとする先輩の先生方から頂く指導をしっか
りと受け止め自らの改善につなげていくことを確
実にこなしていけたらと思います。そして、一日
も早く一人前の教員として活躍したいと考えてお
ります。
　今後とも様々な場面で先輩方のお世話になるか
と存じますが、ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願
いいたします。

教師としてのスタート
宮城県黒川郡大和町立大和中学校

教諭　山田玲子（平13理工・数）
　仙台から北へ約20キロ、
宮城県のほぼ中央に位置す
る大和町は、山あり田んぼ
ありの自然豊かな地です。
その大和町で平成22年4月、
教員生活のスタートを切り
ました。

　私は東京理科大学を9年前に卒業し、教育関係
とは別の仕事に就いていました。しかし思うとこ
ろがあり、3年前から理科大の科目等履修生とし
て教職課程を履修し、昨年宮城県の教員採用試験
に合格しました。
　3月下旬、宮城県で教員としての新生活を始め
るために、両親や友達のいる東京を去りました
が、いざ宮城で一人暮らしを始めてみると寂しさ
のあまり夜になると涙がこぼれてくることもあり
ました。しかし4月1日に辞令をいただきその責
任の重さを思ったとき、私の中に新たな決意がわ
いてきました。また4月2日の大和中着任の日に
は、校門の前で思いがけず大勢の生徒や教職員の
拍手に迎えられ、人々の心の温かさに涙が溢れそ
うでした。
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　着任早々1年生の学級担任をすることになり、
新年度が始まると入学式や学級開きの準備で大忙
しです。周りの先生方は、戸惑っている私に対し
て嫌な顔1つせずに親切にアドバイスをください
ます。私を早く一人前の教師に育てあげようと、
教職員全体が支えてくださっていることに感謝の
念でいっぱいです。ただ、地方の生活の濃密な人
間関係は、東京の淡白な環境になじんだ私には面
食らうことも多く、その取捨選択は今後の課題と
なるかもしれません。
　新1年生にとって私は新人でも何でもない一人
の教師です。「初任だから」という甘えは許されま
せん。私の戸惑いや混乱をよそに、休み時間にな
ると「せんせ、せんせ！」と腕をつかんでくる女子
もいます。そんな幼さの残る生徒たちに、人間形成
の過程で一助となるべく、教科指導、生活指導を
軸として豊かにかかわっていきたいと思います。

教員生活への抱負
川崎市立桜本中学校

教諭　李　相和（平22理・数）
　「あいさつ」がこんなにも
大切であることを身をもっ
て実感しました。
　私は川崎市立桜本中学校
に配属されました。初めは
管理職の先生方や教職員の
方々、生徒のみなさんへな

ど様々なスピーチがたくさんありました。そこで
私は最初のあいさつだけは大きな声でしようと決
めていました。すると、先輩の先生方には「教師
はあいさつが1番大切だ」と声をかけていただき、
生徒とも「1番元気がある先生だ」とすぐに溶け込
むことができました。今でも生徒へのあいさつや
打ち合わせでのあいさつなどでは大きな声ではっ
きりと言うことを大切にしています。
　また、教師になって3週間が経ちましたが、1

番楽しいことは生徒との関わりです。私は生徒の
話をたくさん聞くために教師になったので、これ
にはとても力を注いでいます。生徒の好きなこと
や嫌だったこと、時には「先生だけには話してお
くね」と決心をして大事なことを話してくれる生
徒もいます。また、授業離脱などの問題行動を起
こした生徒にもただ頭ごなしに叱るのではなく、
まずは「どうしたの？」と声をかけ、話を聞きま
す。最近では、一人っ子や両親共働きなどの影響
により、生徒は話を聞いてもらえない現状にあり
ます。私は、そのような生徒には話を聞いてくれ
る人が必要だと考え、常に生徒に耳を傾け、細か
い変化に気付いてあげられるように努力していき
ます。
　さらに、部活動では未経験の野球部を担当する
ことになりました。初めは未経験の自分が野球部
の生徒たちに受け入れられるか不安でしたが、未
経験なりに一緒に参加して汗をかくことを心がけ
ました。すると、生徒の方から声を掛けてくれて、
「先生が朝、練習するなら俺も付き合うよ」と言っ
てくれる生徒もいました。私はそこから一緒にや
ることの大切さを知りました。これからも生徒た
ちと体でぶつかっていく覚悟です。
　以上が私の学校生活です。私はこれからも日々
全力、日々成長を目標に頑張ります。
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