
《松原市 小中学校初任者・新規採用教職員研修
「先輩教員から学ぶ」》（６月29日実施）

松原市の初任者・新規採用者の研修会として、松原第六中学校 木村 めぐみ 教諭の授業見学と
講話から、グループワークを行いました。
「子どもと子どもをつなぐ授業・集団づくり」をテーマに研修が行われました。子どもたちが

いきいきした表情で発言を重ねたり、班でお互いに支え合ったりしている様子を参観し、講話で
は木村先生の集団づくりに対する想いを、具体的な実践を交えて話されました。
その後のグループワークでは、「子どもたちに接するときに大切にすること」というテーマで

交流すると、「教師と子どもの関係づくり」に関することだけでなく、「子どもと子どもの関係
づくり」に視点が広がった意見が多く見られました。
これからに活かされる教職員として大切なことを学べた研修となりました。
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・クラスの中でしんどい子が、いきいきとしていた姿
を見て、あたたかいクラスを作ってこられているの
がすごく伝わってきました。集団づくりってどうし
たらいいんだろうと思っていましたが、今日のお話
を聞いて、子どもと子どもをつなぐ班活動を積極的
にやっていきたいと思いました。

・今、同じ学年の先生に集団づくりで子どもをつなぐ
ために色々教えてもらっていて、共通していること
もたくさんあったので、もっと力を入れて良いクラ
ス、集団にしていきたいと思いました。

・今の自分のクラスでも１人遊びばかりしてしまう子
がいたり、なかなか友だちとつながれていない子が
います。そんな子たちが、家に帰って「○○と友だ
ちになった」「○○と一緒に遊んだ」と元気に言え
るような工夫をしなければいけないと気づきました

・子どもが安心して参加できている様子がとても印象
的でした。課題のある子にも参加を促し、周りの友
だちの応援もあり、答えているのは、先生が大切に
されていることが、子どもたちに伝わっているのだ
と思いました。

・とことん子どもと積極的に関わっていくことが大切
だと改めて感じました。また、教師対子どもではな
く、子ども同士のつながりの場をたくさん作ってい
きたいと感じました。

・今まで、クラスの中で気になる子と、教師対子ども
になってしまっていましたが、木村先生の授業とお
話を聞き、自分がつながることも大切だが、子ども
と子どもをつなげる集団づくりも大切なことだと学
びました。

・子どもから話を聞き、教師と子どもがつながるとい
うよりも、子ども同士をつなげるヒントを探してい
きたいと思いました。

・将来の人間関係にもつながる学校生活であると意識
して教育に携わっていきたいと思いました。また、
一人ひとりの力も伸ばしていきながら、個と集団の
両輪を指導していけるよう努
力していきたいと思います。

・子どもたちが話しやすい雰囲
気を作り、子どもたちと関係
を築いていき、その子どもた
ち発信で子ども同士をつなげ
ていけたらと思っています。

・最近、学年の先生から
「自分が主語になって
はいけない」と言われ
たところでした。その
ことを強く感じた研修
でした。子どもの気持
ちを引き出すための言
葉がけや何度も言い方、
聞き方を考えていくこ
とが必要だと感じまし
た。自分が、子どもが子どもを動かすんだと、その
ための手助け、きっかけでありたいです。

・今すぐに結果が出なくても、最後までぶれずにどう
いう集団になってほしいかを考えながら、子どもた
ちと向き合っていきたいと思います。

・自分から子どもに働きかけて、自分にしかできない
手助けができるのではないか、もっと自分を頼って
ほしいですし、頼られる教師、心に寄り添える教師
でいたいと一層気合いが入りました。

・一人ひとりの子どもの様子をよく見て、子ども同士
がつながり合えるクラスにすることで、本日見せて
いただいたように、子どもたちが安心して学べるク
ラスを作っていけるのだと思いました。

・「子どもを動かす力は、子どもが一番持っている」
「子ども同士のつながり」が一番大切だということ
に気づきました。他の先生方とも協力しながら、子
ども同士のつながりを深めていける取り組みをして
いきたいです。

・今回の研修を通して「集団づくり」という漠然とし
ていた言葉が、少し自分なりに理解できるようにな
りました。子どもを理解し、子ども同士をつなげる
ことが大切なのだと思いました。

・子ども同士がつながることで生まれてくる力を信じ
ておられて、信念をつらぬいてがんばっている姿を
拝見しとても励みになりました。

・すごく暖かい雰囲気で子どもたちが授業を受けてい
たので、子ども同士がお互いをすごく信頼している
のが分かりました。私も一人ひとりの子どもをしっ
かり見て、子どもと子どもをつなげられるような教
師になりたいと思いました。

・一方的に自分から話しかけるだけで終わらず
子どもの意見や話を最後までしっかりと聞き
取ってあげることも大切だと教わりました。

・今の自分を見つめ直すことができ、授業と講
話の前に書いた自分の考えから、「子ども同
士をつなげる」という視点を取り入れること
の大切さを学べました。結果を急ぐことなく
子どもたちのカバンの中に入っている様々な
ことを自分の口から出していけるように、教
師として少しの変化にも気づいていきたいと
思います。

・はじめは、「笑顔で
接する」や「目を見
て話す」など、教師
と子どもとの関わり
のことを書いていま
したが、授業とお話
しの後、「子どもの
本当の気持ちに気づ
き、せまれるようにする」という考えに変わ
りました。そのために子どもに対して全力で
関わっていきたいと思いました。

・「子どもは大人の話を聞くよりも、班やクラ
スの子の話を聞く」という言葉は、よく見る
光景だなと思います。授業中のこちらの注意
より学級委員の「静かにしよ。」という一言
の方が効果が絶大です。本日学んだことを活
かせるように、子どもへの声かけを考えてい
きたいと思います。

・集団づくりについての意識・考え方がかなり
変わりました。集団づくりを行っていくこと
で、今、悩んでいることや困っていることが
解決していくのだと思います。クラスの問題
をクラスに返し、解決できるクラスが自分の
めざす学級経営なので、多くの先生の学級経
営を学んでいきたいです。

・今日の授業では、子どもたちが発言してもい
いんだという自分を出せる雰囲気がありそれ
は、子どものつながりがあるからだと思いま
した。今日の話を聞いて、まずは、自分自身
積極的に子どもと関わりつながって子どもを
知っていこうと思いました。そして、子ども
たちがつながる場を作っていきたいです。

・子どもが他の子に対して、どんな気持ちを持
っているのかを、こちらが理解した上で、子
ども同士理解してもらうために、整理したり
アドバイスしたり、指導したりすることが大
切だということが分かりました。そうするこ
とで、生涯にわたって関わっていくことがで
きるような関係づくり、集団づくりをしてい
くことが必要だと学びました。

・自分を見つめ直すことができ、集団づくりの
「子ども同士をつなげる」という視点を取り
入れ、明日からの学級経営に生かしたいです。

・「先生」として働き始めて３ヶ月が経ちまし
たが、自分の授業のことや学年の仕事でいっ
ぱいいっぱいになってしまい、なかなか子ど
もたちのつながりのことまで意識できていま
せんでした。これからは、自分だけでなく子
どもがつながっていけるようサポートできる
ようにがんばります。

・一人ひとりと目を見て声をかけることを大切
にしてきましたが、それだけでは子どもは集
団に入ることがで
きないのかなと思
い、集団に入りや
すい雰囲気を作る
ことが大切だと思
いました。研修を
受けるたびに世界
が変わり見える幅
が広くなるなと感
じます。

・班での活動を大切にしていくときに、どうして班活
動が重要なのかを分かっていないと意味がないと思
うので、今日の研修で一つの答えを知ることができ
てありがたかったです。

・子どもの実態を把握し、かすかな表情の変化なども
見落とさないようになりたいと思いました。子ども
同士で声かけができ、班でクラスで助け合っていけ
る集団づくりをめざしたいと思います。

・「教師は卒業後ずっと関わっていけるわけではない。
大人のできることには限界がある」という言葉が胸
に響きました。もちろん、教師が子どもに関わり関
係を作るだけでなく、これからは子ども同士のつな
がりに重点を置いて集団づくりを進めていきたいと
思いました。

・子ども同士の仲間づくりや人間関係を作っていくと
いう班活動の実践例を見せていただき、自分の授業
で、何を伝え、何ができるようになり、どのような
人間に育てたいのかを、もう一度考えて、授業づく
りや実践に取り組まなければいけないことに再度気
づくことができました。

・今ままで授業を実際に見るということはなかったの
ですが、今回の授業見学を通して授業の雰囲気や、
授業や教室でどのように消耗品が使われているのか
も見ることができていい経験になりました。

・自分自身、教科のことでいっぱいいっぱいになり普
段の生徒との関係づくりがなかなかできていません
でした。まずは休み時間、給食など授業外でもたく
さんの子どもと関わり、関係を築きたいと思います。
そして、そこから子ども同士が助け合える、自分を
出せる授業づくり、学級づくりをしていきたいと思
います。

・クラスや学年としての集団づくりをどうしていけば
いいのかを考える必要があるということを知れまし
た。子どもたち同士で悩みや問題に向かっていける
ような関係づくりに手助けすることができたらなと
感じました。

・日々、班活動やクラス経営で子どもの変化に敏感に
なり、子どもの話を聞くだけではなく、こちらから
も発信していき、よりお互いを高め合える集団づく
りを進めていきたいと思います。

・お話しを聞くまで、教師と子どもとのつながりのこ
とばかりを考えていました。けれど学校という限ら
れた時間や場所で集団づくり、子ども同士のつなが
りを作ってあげられるのは教師しかいないというこ
とがよく分かりました。

・子ども同士の関係づくりをめざしていくためにもっ
と主体的に動いていかなければならないと思いまし
た。また、自分の生い立ちや考え方を聞いて、とて
も熱い思いを持っておられることが分かりました。

・１対１の関係に限界があるという言葉は今の私に近
い状態で、かなり心の響きました。これから子ども
と子どもをつなげることができるよう授業は班で行っ
たり、班長会議を活用したりして、できるところか
ら実践していきたいと思います。

・日々追われている中、自分のやるべきことばかりに
気持ちが行き、私自身が教師として大切にしたかっ
た心に寄り添っていくということに改めて気づくこ
とができました。うまくいかないことも多いですが、
今目の前の子どもたちに手を抜かずぶつかっていこ
うと思います。

・成人式のお話しを聞いて
とっても心があったかく
なりました。少しでもそ
の子の違う面を伝えあい、
１人の子を色々な見方で
見れるような関係を作っ
ていけたらと思います。



≪人権教育研修「男女平等教育・性的マイノリティの
人権について」≫（７月６日実施）

大阪府教育センターの中野 泰宏指導主事を講師に「男女平等教育・性的マイノリテ
ィの人権」をテーマに行いました。男女平等教育のワークショップを織り交ぜ、具体的
な指導方法を体験し、性的マイノリティの人権については「ここに当事者がいることを
前提に考える」ことの大切さを教えていただきました。

・「ここに当事者がいる前提」これは全ての人
権教育につながることだと思います。見えな
くてもいる、見えていないのは私ということ
をしっかり覚えておきたいと思います。いつ
でも相談できる雰囲気を作っていきたいです。

・私たち大人が何気なく使っている言葉や話し
ていることで傷ついている子どもがいることに
改めて気づきました。マイノリティは声を上げ
にくい立場です。性的であればなおさらです。
だからこそ私たちがもっと人権感覚を磨いてい
きたいと思いました。

・日々の一つひとつの対応が子どもの将来にもつ
ながる大切な問題となることも含めてこれから
の対応についてもう一度考えていこうと思いま
した。

《中学校数学》（６月２６日実施）

《中学校国語》（６月２６日実施）

大阪府教育センターの増田 ゆか主任指導主事を講師に、中学校国語の授業づくりセ
ミナーを行いました。単元学習後に成果物（紙芝居）を作成すること見通し、そこから
考えて１時間ごとの授業を計画するということを主題に研修しました。１時間の授業で
生徒につけたい力を明確にすることの大切さを改めて感じた研修会となりました。

・紙芝居を作り発表するという単元で、紙は
何枚必要なのか、絵は何を描くのか、読む
力につながっていないように生徒は感じる
かも知れないが、実は登場人物の心情や場
面展開の読み取りにつながっていて、生徒
が主体になって学べると思いました。その
他にも、聞く力、話す力、班の子と相談す
る力、役割分担など、国語の力以外の力も
身につき、これらの力が子どもたちに必要
な力だと改めて気づきました。

・研修を通して子どもたちの気持ちが手に取
るように分かり、日頃の自分の授業で足り
ていないところが少しずつ明確になってい
きます。どうにか、子どもたちに話す力を
つけさせたいと思っています。たくさんの
言葉を集めて、自分の考えや想いを述べら
れるような授業づくりを目指します。今回
のテーマである、「単元を貫く言語活動」
の意味も自分なりに少しずつ鮮明になって
きており、イメージがわいてきました。日
々の授業を通してどんな力をつけさせたい
のかというところを、もう一度丁寧に考え
て、授業づくりを行いたいと思います。

・様々な評価項目についても要求されていま
すが、授業の視点や方法を少し変えるだけ
でスムーズにできるんじゃないかと思いま
した。今日やっていて「楽しく」なってい
る自分がいました。この気持ちを忘れずに
がんばっていきたいと思います

大阪府教育センターの一柳 康人室長を講師に、「中学校における数学科の授業づく
り」をテーマに実施しました。
参加した先生方が、子どもたちに考えさせる具体的な手立てを実際に体験したり、様々
な考え方が出る問題に取り組み、どう評価するのかを議論したりしました。
先生方の意見がたくさん出された充実した研修会となりました。

≪学力向上研修≫（７月３日実施）
大阪府教育センターの新坊 昌弘部長を講師に模擬授業を通しての研修会を行いまし

た。立方体の展開図を具体物を通して活用する授業を体験し、アクティブラーニングの
意味や、これから求められる学力観、評価につながる授業づくりの大切さを実感できる
研修会となりました。

・立方体の辺を「7本切る」ということが、こ
んなにも授業の中で活用されるのだというこ
とが、とてもおもしろかったです。もっと勉
強したいと思いました。

・立方体の性質について、きちんと学習でき
ていることが重要な前提ですので、基本的
なこともこれまでと同様学習させながら、
子どもの自信を失わせないようにしつつ、
新たな観点も入れていきたいと思いました。

・非常に興味深く学ばせていただきました。一
方的に聞くだけでなく、活動を通して実感で
きたことは、これからの授業のあり方を体験
できたのでとてもいい研修になりました。ま
た、１つ１つの話の根拠が明確なので、学校
に持ち帰り、他の先生方にも伝えたいと思い
ます。

・どのお話とてもためになりました。生徒に
実際にやらせてみることによって大事なポ
イントを実感して分からせるというのは是
非授業で取り入れたいと思います。

・「減点法」という言葉に今まで違和感を感
じていなかったですが、教お話を聞いて立
ち止まることができました。「これはダメ」
「あれは減点」という考えではなく、違っ
ても良いところ違ってはいけないところの
線引きを自分の中で持ち、違っても良いと
ころには「もっとこうした方が良い」とい
うプラスの声かけをしていきたいです。
違ってはいけないところに関しては、どう
して違っては行けないかを子どもたちと考
え納得していくことが大切だと考えました。
授業を通して、上に上に向かっていく子ど
もたちの心を育てていきたいです。
また、「評価は成績ではない」という最後
の言葉の意味についても考えていきたいで
す。

・自分自身が、中学校・高校時代につら
い思いをしていた友人のことを思い出
しました。私も自分が受けてきた教育
の中で「男性は仕事、女性は家庭」と
いう感覚が少しあります。“隠れたカ
リキュラム”の影響は大きいことも分
かりました。


