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・今回の研修を通し、1年を振り返り、自分自

身を振り返ることができました。初めて出会っ

た子どもたちと上手くいかないことも多くあ

り、心が折れそうになったこともありました。

しかし、もうすぐ１年を終える今、子どもと

一緒に少しでも成長できたと思います。その

ことは、学べる職場環境やこういった研修が

あったからです。今回の研修でも、同じ中学

校区の先生方と交流し、自分とは違う悩み、

同じ悩みを聞き、様々な新しい考え方を知る

ことができました。職種は違うが子どもと関

わる教師として一緒に悩み、考えることがで

きてよかったです。

１年を振り返り、この１年で学んだこと、得

たことを忘れず、２年目、それ以降とつなげ

ていきたいと思います。そして“５年後の自

分”にも書いたように、「成長し続けられる」

教師でありたいと思います。

・４月に立てた５年後の私について、1年の終

わりをむかえようとしている今、振り返り、

同じ校区の先生方の話を聞くことができてよ

かったです。みなさん本当に子どもと向き合

い仕事を一生懸命にされてこられたのだと話

を聞いて感じました。自分もこの１年を振り

返るといろんな感情を思い出しますが、教育

長やアドバイザーの先生がおっしゃっておら

れた、学び続ける先生でありたいと思いまし

た。またたくさんの子どもたちと出会い、過

ごしていきたいと思いました。

・４月の研修の時に書いたどんな教職員になり

たいかという用紙を見て、本当に自分のこと

で精一杯であったのだろう、と感じました。

今でもまだまだ子どものことを見ることがで

きているとは思っていませんが、４月からク

ラスの子どもと一緒に過ごし、子どもの成長

を見ることができ本当によかったです。大変

だと思うことのほうが多く、自分は向いてい

ない、子どもたちに申し訳ないと思うことも

たくさんありましたが、子どもの「ありがと

う」や「先生大好き」という言葉、保護者か

らの温かい言葉に何度も助けられました。次

年度も初心を忘れず学んでいきたいです。ま

た新任の先生が入ってきたら、少しはその先

生の役に立つことができればと思っています。

1年間ありがとうございました。

・基本のことですが、やはり子どものために何

ができるのかということを深く考える時間で

した。その中で自分は子どもを信じることが

できたのかと聞かれ、考えました。不安を常

に持って学校に来ている子が必ずいると思い

ます。そこで子どもの言動、行動が理解でき

る教師になりたいと新たに目標ができました。

今まで子どものためと部活動、授業を頑張っ

てきましたが、それが伝わっているか不安で

す。しかし新しい目標ができた今、子どもに

信じられるよう努力したいと思いました。

・走り続けてきた1年間をゆっくりと振り返る

ことができたのは、本当によかったと思いま

す。自分の中でどうしても忘れられない、後

悔ばかりが残ったできごとを、これからのた

めに生かしていく決意ができたように感じま

す。教師になる前の理想と現実は違うものだっ

たけど退職するときに「教師をやってきてよ

かった」と思えるように頑張っていきたいと

改めて考えることができました。ほかの先生

のお話を聞き、いろいろなことに気づけまし

た。誰にとっても「安心と不安は紙一重」で

あること「子ども理解」とは「教師が生徒を」

ということだけでなく、「子ども同士」がお

互いを理解することも含まれるということ。

やはり研修は自分とは違った視点を知ること

ができるので良いものだと思いました。

2年目以降も満足することなく突き進み子ど

もの本当の姿、本音を聞くことのできる教師

になり、成長し続ける教師になりたいです。

・本当に1年はとても早いなと痛感しました。

ただ教師という仕事は奥深く難しい仕事だな

と改めて思わされました。でもそれと同時に

幸せな仕事なんだということも感じました。

この先、まだまだ悩んだり、しんどくなった

りすることはたくさんあるとは思います。で

もそれを自分の成長のため、今を生きる子ど

ものためだと思って向き合っていきます。自

分が目指しているクラス、学校、子どもは

「得意とか苦手とかじゃなくて、それぞれの

個性を魅力だと感じ、自分にないことはすば

らしくておもしろいことなんだ」とみんなが

思え、それを日々、一人ひとりが感じられる

ことです。実現することは簡単ではないとは

思っています。でも近づけることは可能だと

思うので日々、子どもたちのために子どもを

見つめ、仲間を見つめ、自分を見つめていき

ます。

・4月にたてた5年後の自分の目標から少し変化

していました。実際に目の前の子どもたちと

毎日をすごしていく中で「この子たちを大切

にしたい！」という思いがどんどん強くなっ

ていきました。そのため子どもをもっとしっ

かり見ていたいと思いました。トラブルが起

こる日もありますが、自分の対応をふり返る

と毎回子どもの思いをしっかりと聞けていた

のだろうかと振り返ることができました。

自分のことを進めることに精一杯で子どもの

思いを聞くのを後回しにしたり聞けないまま

帰してしまうことがありました。その結果、

家に帰ってから「なぜあのようなことを言っ

ていたのかな」と悩んだり、トラブルの原因

がわからないために、次の日も同じトラブル

が起こったりもしました。この1年間のこと

を考えると、もっと子どもに寄り添っていく

必要があったと後悔しています。この後悔や

反省を次に生かすためにも「どんなに忙しく

ても、子どもの気もちを大切にできる教職員

になりたい」という思いを持ちました。今後

も学び続ける姿勢を大切にしたいと思います。

・4月に書いた「5年後の姿」とは言葉では変わ

っていなかったが中身がもっと考えられるよう

になっていました。また1年間担任として働い

てみて、できていないところが明確になり、何

もわからないという状態に比べればという意味

ではプラスになったと思うので今後改善してい

きたいです。

また同じ1年目の先生たちと交流できて同じよ

うなところで悩んでいたり、子どもとの関わり

方での変化があったりと大変良い時間になった

と思います。今後も同期として横のつながりを

続けることができたら励みになると思います。

初任研は、はじめは正直行くのがめんどうだな

と感じていたこともありましたが、市や府の研

修を重ねるたびに「いつものメンバー」に会え

るということもあり、楽しみになってきました。

2年目になるので行動に自覚を持ち自分のでき

ることを精一杯していきたいと思います。

・4月のことをもう一度ふり返ることができてよ

い機会になりました。1年はまだたっていませ

んが、この1年で感じたことや経験、アドバイ

ザーの先生に教えていただいたことを来年以降

の自分の力にしていきたいと思います。学校の

中心、学年の中心になれるよう、自分のできる

ことからひとつずつやっていきたいと思います。

頑張ります。

１．あいさつ
２．講話

松原市教育長 東野光弘
３．グループ別討議

「1年間の自分の成長～4月からの自
分の成長～」

４．教育アドバイザーより
５．まとめ



・貴重な研修の機会をいただきありがとうござ

いました。今日の研修で自分が一年前に何を

目的にしてどのようなことを考えていたのか

改めて再認識することができました。毎日の

ように子どもたちのことを考え、「次の授業

どんなおもしろいことをしようかな」や「ど

のように子どもたちに伝えることができるか

な」と考え、悩むことが多々あります。周り

の人の交流の話を聞いて、悩むことがたくさ

んあることはやっぱり大切なのだと悩んで終

わりにしてはいけない、解決していくんだと、

すごく前向きな気持ちになりました。子ども

のことを思って熱くなれる魅力ある職だとい

うことと、社会人として常にゴールを設定し

チャレンジしていくことを大切にしていきた

いと思います。

・今日の研修では“学び続ける教師→ステップ

アップする”“子どもを愛する（大切にする）

心”“困っている子どもに寄りそう”“先生

は子どもの鏡”という教育長の話から始まり

ました。4月に書いた自分の目標のために自

分はこの1年間頑張って来れたのだろうかと

振り返る機会となりました。自分自身できて

いなかったこと、勉強になったことを思い返

すことで自分の中に定着していくのだと改め

て再認識できたように思います。

日々の実践の中で、保護者や子どもに自分の

思いや考えが伝わっていなかったことがあっ

たので機会を捉え、子どもの行動や言動に理

解を示し、日々学ぶ姿勢を忘れず取り組んで

いけたらと思いました。今日の研修会を受講

でき充実した時間になりました。

・4月の初任者研修の時より話せることが増え

ていたので、それが自分の成長なのかなと少

し思いました。1年間、自分にとって大切な

年になりました。「無理するな、気にするな、

楽するな、一生懸命やれ」これからも毎日全

力で過ごしていきたいです。

・1年間大変なことばかりで目標や理想の教師

像を見失っていたと思います。他の初任者の

先生方も苦労している中でがんばっているの

だと思いました。

今の生徒との出会いが今後の成長につながる

と信じてやっていきたいと思います。目標に

・同期の先生と交流することでたくさんのことを感

じることができました。それぞれに全く違った１

年間を過ごしてきて様々なことを考え悩んでいて

それを交流することで自分自身の成長につながる

と思いました。5年後の自分がもっと深くなるよ

うにこれからもがんばっていきたいと思います。

学び続けることの大切さを日々感じています。一

人で考えるのではなく、先輩の先生方や同期の先

生と協力して成長していきたいと思いました。た

くさんの先生方のお話も聞けて良かったです。学

び続ける、子どもを愛する心を大切にする子ども

の鏡になれる先生を意識してこれからもがんばっ

ていきます。

最初に流れていた台湾のビデオも自校の生徒の様

子が見れてうれしかったです。

・1年間を振り返って、報告できるような実践はあ

りませんが支えていただいた学年の先生やアドバ

イザーの先生方のおかげですごせたと思います。

あと3学期も少しありますが、子どもたちのため

に自分ができることをがんばりたいと思います。

・今回の研修で1年間のふりかえりをしていく中で

今年はずっと何をするにもついていくので精一杯

であっというまに1年が終わったなと改めて思い

ました。また、今回の初任者どうしの交流でいろ

んな人の話を聞き、同じ１年目の先生なのにいろ

んな経験を他の人はしているなと思うと同時に自

分自身があまり活発にうごけていなかったなと思

い反省もしました、これから2年目に向けてこれ

まで以上に色々なことに関わりたいと思うし今年

よりもまだまだついていくので精一杯だと思いま

すが、もう少し余裕をもって一日一日過ごせるよ

うにしっかり少しずつ成長していきたいと思いま

す。また、5年後の目標に書いた「視野の広い教

師」を目指して子どもとの関わりや授業に挑戦し

ていきたいと思います。

・開講式からもう1年近くたったのだなと驚き

ました。開講式で書いた自分のワークシート

を読んでまだ何も知らない状態で正直どんな

ことを書いたらいいのだろうと悩みながら書

いたことを思い出しました。グループ別討議

では4人の先生方がそれぞれ具体的に子ども

のことを頭に思いうかべながらやさしい顔で

１年間頑張ってきたこと、失敗したことをた

くさんお話してくださいました。自分の働き

かけが直接的にはっきりと成果としてはあら

われなかったとしてもきっと自分の思いや気

持ちは子どもたちに伝わっている（良い面も

悪い面も）のだなあと改めて感じました。１

年前にはなかった今だからこその多くの悩み

に対して、こうして悩みをもつことができる

ようになったことが、ほんの少しでも自分が

成長できたからなのかな、そうであったらう

れしいです。教育長や教育アドバイザーの先

生方のお話を聞いているときに、松原市に来

て出会って、本当にたくさんの先生方に支え

ていただいて、この日まで乗り越えてこられ

たと大げさかもしれませんが思います。松原

市で、今の学校でなかったらもう途中で故郷

に帰っていたかもしれないです。この環境を

当たり前だと思うことのないよう、感謝の気

持ちと支えていただいていることに少しでも

応えられるように、明日からもたくさん悩ん

で、もっとあの手この手でと全力で子どもた

ちにぶつかっていきたいです。

・今回の研修で自分の1年を振り返れたことが

一番よかったです。がんばったことや足りな

かったことを確認するいい機会でした。グル

ープ討議では色々な先生のお話が聞けてよか

ったです。自分がこれから何をがんばるのか

明確になりました。4月に思ったことを忘れ

ず成長していけるようにがんばりたいです。

子どもの笑顔ややる気が自分の活力となる１

年でした。正直しんどいこともたくさんあっ

たけれど、やっぱり楽しいなと思える日々も

ありました。また、明日からがんばります。

した「愛情のある教師」は変わることの

ない目標だと今回の研修で改めて思いま

した。

・今回の研修で学べたこと、感じたことは、同

じ初任の先生たちの話し方がまたさらに“先

生”らしくなっているなと思いました。どう

しても人と話して接する職なので上手になっ

ていくよと言われたことを思い出しますが、

それだけではなく、この1年で関わった子ど

もへの気持ちが言葉に乗っていたように思い

ます。それと同時に、やっぱり自分を成長さ

せてくれたのは、子どもなんだなと強く感じ

ました。また、子どもを思うからこそ、指導

することができるんだと思いました。これか

ら、自分がどんな先生になっていくのかは分

かりませんが、今の気持ちを忘れずすてきな

先生になりたいです。

・グループ内での話し合いが自分の中で1つ安

心につながりました。自分だけかも、初任者

だからという思いが今までありましたが、周

りの初任の先生方が自分と同じ思いや悩みを

持っていることに安心し、さらにその先生方

がどのように対応しているのかを聞けてとて

も勉強・参考になりました。

アドバイザーの先生のお話の中で「学校と家

庭の両方の顔を見ることが大切」という話を

聞いて少しドキッとさせられました。家庭の

顔ではなく、自分は子どもたちの学校の顔を

ちゃんと見ることができているのかと改めて

考えさせられました。学校の顔をもっとちゃ

んと、そして家庭の顔も見れるよう、もっと

今まで以上に子どもたちに関わっていきたい

と思いました。


