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≪初任者宿泊研修≫ （８月１８日、１９日実施）

・授業をする中で“ドキドキさせること”“1
人で発表する場面をつくること”“笑う場面
をつくること”などは保育や授業を組み立て
る中でも大切な事だと感じました。話す時の
姿勢もニコニコと笑顔で話されている姿を見
て、私自身も笑顔で教師が楽しまなければ子
どもも楽しくないと感じました。子どもも教
師も楽しい保育、授業づくりをしていきたい
と思いました。

・“わからないことがわからない”私も1学期
中終始そんな気持ちで、とにかくついていく
ことに必死、教えてもらったことをやってみ
ることに必死で、またこんなことって聞いて
もいいのかな・・と思い自分たちで解決する
こともありました。でも今しか聞けないし、
このクラスの子ども達と関われるのは“今”
なので怖がらずに聞こうと思いました。
また同期や先輩と話が出来たことは、同じ悩
みや思い出をもっていたり、2学期にむけて
どうしていこうかと前向きな姿勢をもってい
たり色々と良い刺激になりました。
チームビルディングでは色々な学校の先生と
関わりを持つことができて楽しかったです。
体を動かし、頭を使って協力しあう楽しさを
感じたと共に、小中学校に戻った気持ちで楽
しかったです。本当に勉強になり良い時間を
すごせました。

・今日の午前中は一瞬で時間が過ぎました。他の
校種の先生と関わる機会があまりないので、と
ても良い機会でした。今日は一日しかなかった
ので、それほど深くはお話できませんでしたが
顔見知りになったので次の機会にたくさん話せ
たら良いなあと思いました。

・学んだことは、一人ではないということです。
みんながみんな内容はちがうけどそれぞれ悩ん
でいたり、苦労されていることがあると知りま
した。また、その悩みを周りの先生、学年の先
生、さらには学校の先生と共有していくことで
すこしでも楽になるし解決に近くなるのかなと
感じました。
仕事を早め早めにこなしておくということも学
びました。できることは締め切りが先でもでき
るときにしておくことで、自分に余裕ができ、
教材研究や生徒との関わりに時間がとれるので
２学期はやれるときにやるということを意識し
たいと思います。
チームビルディングでは話したことのなかった
先生方とも話すことができてよかったです。ま
た自分のクラス開きのときにも活用したいと思
いました。

1日目
挨拶
チームビルディング・プログラム
講話 「私の初任者時代」講師：先輩教員
グループ別ミーティング
全体交流 まとめ

2日目
「新任者・新規採用教員にのぞむこと」
講師 松原市教育委員会教育長 髙阪俊造
「松原市の教育に望むこと」
講師 松原市教育委員
「実践：道徳授業づくり研修」
講師 松原市教育委員会事務局指導主事
全体交流 ふりかえり まとめ

・宿泊研修・・・嫌やなぁと思っていました。日帰
りでもいいんじゃないかなとも思っていました。
でも研修が終わってみるととても充実した2日間
になっていたなと感じます。普段は違う校園で働
いている先生方とゆっくり話すことができ、みん
な大変なんだなぁとかアドバイスをもらえたりと
勇気づけられました。最初はぎこちなくしか話せ
なかった先生とも食住を共にすることでとても近
い存在になりました。
また２日間の研修の内容も濃く、１学期を終え、
２学期をむかえる前に自分の気持ちがすっきりし
ました。研修やアドバイザーの先生方がいるのが
当たり前と思わず、しっかり自分のものにしてい
けるようにしていきたいです。

・すごく自分のミスや間違いなどが恥ずかしく、い
やに思うのが、今までの自分でした。周りの話を
聞いている中でみんなが苦労している話を聞き、
ホッとしたというか、みんなそういう経験してい
て、つらい事もたくさんある中頑張っていること
が分かり、自分も頑張ろうと思うようになりまし
た。
チームビルディングでは特に相手とのつながりが
でき、普段なかなか話すことのない先生方と話す
機会がもてたのが良かったです。このようなつな
がりが職場にもたくさんできたら、仕事の意識、
効率が上がるのでは？と思いました。自分のでき
る事はがんばり、子どもに返したいと思います。

・初日の朝はどんな２日間になるのか・・と少し憂
鬱な気持ちでしたが、終わってみるとあっという
間で「来てよかったな」と思います。
「つながり」を大切にということでしたが、チー
ムビルディングのプログラムをはじめ、たくさん
のプログラムでいろんな先生とお話できたことが
とても嬉しかったです。
１学期が終わり、不安や悩みも多かったのですが
ほかの先生方も同じような悩みをもっておられ、
「自分だけじゃなかったんだ」と実感することも
できました。また中学校だけでなく、小学校の先
生と今私が担任している生徒についてお話する機
会もあり小中連携にもつながる研修だったと思い
ます。

・この夏休みの後半の時期にこのような研修を受け
させていただいて、本当にありがたいです。一日
半と短い時間でしたがたくさんの人とのつながり
が深まりました。同期の先生方全員と一度はお話
することができ、先生方のおもしろい一面やそれ
ぞれの学校での様子を聞くことができました。行
くときの自分の表情と今この感想を書いている自
分の表情とは全然違っていると思います。
来る前は一学期の反省点ばかりに目がいっており
二学期への不安がどんどん大きくなっていました
が、この一日半を通してどうして教師になったの
か、どんな教師になりたいのか自分の心の中で隅
に追いやられてしまった思いを思い出すことがで
きました。
また、自分の学校のことを伝えているうちに１学
期の中でできた生徒たちとのたくさんの思い出も
振り返ることができました。今、２学期ももっと
もっと頑張るぞという気もちでいっぱいです。そ
して１人で、ではなくて、同期の先生方を始めと
する周りのたくさんの人と一緒に頑張っていきた
いです。

・グループ全員が嬉しかったことの欄に「子どもに
大好きと言ってもらえた」「子どもからありがと
うと言ってもらえた」と記入していました。この
ような子どもの優しく温かい言葉が日々の私たち
のパワーに繋がっているのだと改めて実感しまし
た。この交流をして「早く子どもたちに会って抱
きしめたい！」というような前向きな気持ちでい
っぱいになりました。
先輩の先生が「もう一度新任のクラスを担任した
い」と言っておられました。この言葉を聞き、自
分自身も後悔のないようにしたいと改めて思いま
した。１学期のことを思い返すともっとたくさん
楽しいことをしてあげたら良かったという思いで
いっぱいですが、２学期に取り返すことができる
よう頑張ります。



・グループでたくさんのことを話し合い、その中で
私が一番感じたことは、教科は違うし、学校も違
うけれど皆同じように“心配で不安”なんだとい
うことです。大変で嫌だと思うことももちろんあ
るわけですが、そこをなんとか乗り越えて１学期
を終えました。それはどの先生も同じでそれを聞
けて少し安心しました。また“なぜ教師になった
のか”という言葉は教師を続ける上でずっと聞か
れ続け、また考えていかなければいけないことだ
と改めて思いました。キレイな言葉じゃなくても
曲げない信念を持ってそのことばと向き合い、忘
れずに胸に留めて学んでいきたいです。

・先輩の先生や同期の先生たちとたくさん話をする
ことができてとてもよかったです。自分だけが悩
んでいるのではなく同じように色々な先生も考え
ているのだと思いました。先輩の先生にたくさん
話をしてもらい、また聞いてもらうことができ、
そして話し合うことができてとても勉強になりま
した。話を共有する気もちを分かち合うというこ
とは本当に大切だなと考えました。最後のアドバ
イザーの先生方の話もとても印象に残りました。
授業の参加感、そして保護者の方へのテストでの
話し方、とても参考になりました。
花房先生が恩師の先生からしていただいたように
自分も子どもたちに何かを与えてあげられるそん
な先生になりたいと思いました。お忙しい中本当
にありがとうございました

・周りの先生方が自分自身で１学期をふりかえっ
て反省をし、２学期に向かっているなと感じま
した。この夏休みのあり方がちがったのかなと
思いました。けど、こうやって自分のことを考
えたり、人の意見を聞くことで「自分はこうあ
りたい」と考え直せるので、いろいろな話を聞
けてよかったです。
最後の松木先生が話してくださった「授業でド
キドキさせる瞬間を・・」ということを今後の
授業でテーマにしていきたいと思いました。あ
の１，２分の時間だけでもとてもおもしろかっ
たです。花房先生の言っていた「初心」という
ことについて、自分でもう一度ゆっくり見直し
たいです。

・先輩の話や交流を通して思ったことは「やっぱ
り１人で考えるよりこうやって話して考えた方
が色んな刺激がもらえていいな。」ということ
でした。この仕事をしていて、やらなければい
けないことはあるけど、１人で時間をかけて考
えて、でも煮つまってしまって、どうしようっ
てことがたくさんあって、そんなときに誰かに
頼ってアドバイスや一緒に考えてもらって進ん
だりしたこともあったので、今日の研修を通し
て、相談することって改めて大切だと思いまし
た。正直、僕はあまり知らない人と関係を作る
のが苦手で、どちらかといえば、後ろ向きだっ
たのですが、一日通して来て良かったなと思っ
ています。悩みを聞いて、助けたいし助けても
らえる関係をつくっていきたいと思います。

・研修の最初のキーワードとしての「横のつなが
り」というものをとても実感させられました。
日々の中では同じ学校の先生方としか出会う機
会があまりありませんでしたが、他の中学校や
また小学校の先生方と交流する中でたくさんの
考え方や実際の場面の対処法など新しいものを
用いたり見たりすることができてとても勉強に
なりました。このつながりを元に様々な人ともっ
と関わりあって、あるいは助けてもらったりも
しながら、自分の成長へつなげていきたいと思
います。

・自分の悩んでいることは、他の先生も悩んでい
るんだとわかって安心もありました。学校での
ほかの先生とのコミュニケーションに関しては
悩んでいる人が多く何を話したらいいのかわか
らないという話だったが「何でもいい」「相談
されていやな先輩はいない」と言っていただけ
たので2学期以降頑張りたいと思います。
授業計画もただただ○○まで進む、といったも
のではなく、□□に注意して、や△△はしっか
り押さえるなど具体の計画を立てられるように
したいです。交流は全て楽しかったし、クラス
でもやりたいものもあったのでアレンジしなが
らやろうと思いました。

・松原で初任として働くことができて、本当にあ
りがたいなと改めて思いました。特にアドバイ
ザーの先生に時間と回数をかけて授業や学級経
営についてアドバイスをもらえる機会はそうな
いと思います。
この１年間を大切にして過ごし、たくさん失敗
もして勉強しながら教師としての自分を磨いて
いきたいです。この人としてあたたかい松原で
働くことを誇りとし、２学期からの元気と勇気
がわきました。

・とにかく「横のつながり」というテーマの中で
非常に楽しく、研修に参加することができまし
た。普段は同じ中学校で働いている先生方と顔
を合わせたり、遊ぶこともありますが、校種を
超えて交流できる場も機会もあまりなかったの
で本当に良かったと思っています。先輩の先生
たちとのグループ別ミーティングでは同じ悩み
を共有することが出来たり、アドバイスや励ま
しもいただけました。とにかく２学期からも熱
く、まっすぐに突き進みたいと思います。
今回の研修で初めて知ったこともありますし、
深めることができたこともたくさんありました。
それは、お忙しい時間の中、準備してくださっ
たことがあるからこそだと思います。本当に充
実した楽しい研修になりました。

・良かったこと、嬉しかったことでは、主に子ども
の成長や子どもや保護者からの「ありがとう」な
どの暖かい言葉をもらったことがでてきました。
子どもの成長を側で見守ることができるのはやり
がいにつながると感じました。今はまだ何が分か
らないのかも分からない状態で目の前のことをこ
なしていくことだけで精一杯だということは初任
者のみなさんも同じであることを知り少し安心し
ました。自分1人で判断せず、分からないことが
あれば何でも聞き先輩教員の技をたくさん取り入
れ、学ぶ1年にしたいです。
チームビルディング、とても楽しく参加できまし
た。また緊張もほぐれ、話しやすい雰囲気ができ
良かったです。これからも横の関係をもっと深め
ていくことができれば良いなと思いました。

・悩んでいることとして「わからないことがわから
ない」ということを挙げた際、先輩が「何で聞い
てこないんだろう」、「もっと聞いてくれても良
いのに」と思うことがあるとおっしゃっていまし
た。その時に先輩の先生がアドバイスしてくださっ
たのが“自分から知ろうとする姿勢、知りたいと
いう姿勢が大切”ということでした。1学期を振
り返り、自分自身分からないことだらけだったが、
常に受け身の姿勢で先輩の先生方から学んでいた
ように思います。2学期からは「分からない」だ
けでなく先を見ながらできていること、できてい
ないことは何かなどを積極的に尋ね、知ろうとす
る姿勢を常に忘れず行動していきたいと思います。
午前中のチームビルディングでは、幼稚園の先生
だけでなく小学校・中学校の先生方とも関わるこ
とができ、職種は違うが同期の新しいつながりも
でき良かったです。幼稚園・小学校・中学校といっ
た枠にとらわれず、多くの先生方と関わることが
でき、有意義な時間でした。

・本日は私たちのためにありがとうございました。
先輩の先生が「新任の頃、子どもをたくさん怒っ
ていた」という話をしてくださって私もそうだなぁ
と思いました。たくさん怒ったり、きびしくした
りして子どもが私に話したいことを伝えられない
ことが１学期にありました。今、冷静になってみ
ると悪いことをしたなぁという気持ちでいっぱい
です。怒らないといけない時、許してあげる時を
しっかり見極めて子どもたちと関わっていきたい
と感じました。先輩の話を聞くことで自分だけが
大変じゃないんやなぁと思いこれからも頑張ろう
と思いました。

・それぞれの先生方が心で子どもたちと向き合っ
ているととても感じました。自分をふりかえる
と本当に子どもたちと本音で向き合えているの
かと考えさせられました。
教師の思いは良いことも悪いことも必ず伝わる
と思いました。１学期にクラスの子が「私おら
ん方が良いやろ？」と聞いてくることがありま
した。その時に何と答えていいのかわかりませ
んでした。正直、その子が言うことを思ってい
たからだと思います。あなたが居てくれること
が嬉しいとおもえるように、そして、その子に
も思ってもらえるようにやっていこうと思える
きっかけになりました。


