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教育アドバイザーの紹介
今年度の教育アドバイザーの方々です。

初任者の先生方を中心に、経験年数の少ない教職員を応援します。今年度もよ
ろしくお願いいたします。

＜幼稚園＞ ＜小学校＞ ＜中学校＞

西條 明美 安井 景子
清原 美智子
山内 美和子
金川 増美

糸井川 孝之
河原畑 康子
田中 克明
真柴 誠市
髙橋 正人

松原市教育委員会 学校教育部 ≪初任者・新規採用教職員研修開講式≫（４月1２日）
第一部 教育長、教育委員会事務局より講義

第二部 グループワーク（自己紹介・３年後の自分というテーマで交流）

・本日の研修では教師としての心構えだけ
でなく、社会人としてのスタンスも教え
ていただき、改めて一人の大人としての
自覚を持たなければいけないと思いまし
た。そして教師という仕事は「子どもの
ため」という事由があるからこそ、志や
目標ができ前向きに働けるのだと思いま
す。グループディスカッションでも大切
にしたいことは様々ありましたが子ども
のためという根本は同じだったのでこの
軸がブレない教師になりたいと思いまし
た。研修を通して、同期の人たちとも関
われる貴重な場になりましたので悩みを
共有するだけでなく、明日から現場で子
どもたちのことを一番に考えた行動をと
ります。

・初任者として先輩の先生方から学び、子
どもから学び、保護者から学び、常に学
び続ける教師になることの大切さを改め
て考えるきっかけとなりました。これか
らの初任研の中で常に学ぶ姿勢を持ち一
日一日の中で学びを得ていきたいです。
同期の先生方、また小学校以外の先生の
話も聞くことができ、また悩みなどを簡
単ながら打ち明けることができたのは大
変よかったと思います。

・同期の方たちから、今は分からないこと
が分からない状態で、一日一日を乗り切
ることで精一杯だと聞いて、自分以外も
そうなのだと分かり少し安心しました。

今後の主な研修予定

●松原市PTA協議会総会 5月1２日（金）
●教頭研修会 5月26日（金）
●松原市小学校連合運動会 5月21日（日）（予備日なし）
●松原市道徳教育研修会 5月22日（月）、６月１９日（月）、

８月２１日（月）、１月２６日（金）
●人権教育担当者研修 7月27日（木）
●生徒指導担当者研修 7月28日（金）
●国際交流キャンプ 8月3日（木）、4日（金）
●初任者宿泊研修 8月1７日（木）、1８日（金）
●サマーセミナー 8月2５日（金）

今年度も教育研修センターをよろしくお願いします
４年目を迎えた「教育研修センター」です。今年度も「研修事業」「情報教育事業」

「教育相談事業」を中心に取り組んでいきます。
＜教育研修センターの主なスタッフ＞

センター長 幸 隆之
主幹 松本 大樹
庶務 利光 真理子
生徒指導アドバイザー 井田 志朗
生徒指導アドバイザー 請川 雅彦

（以上、センター常駐スタッフ）
その他、教育アドバイザー、スクールカウンセラー、チャレンジルームスタッフ等
多くのスタッフと共に取り組んでいきます。 よろしくお願いいたします。

今日の講話で一番心に残ったことは「今
からの３年間は人生の財産になる」とい
うことです。今は毎日大変でこの仕事を
長く続けられるのかとても不安でしたが
これからの3年間が自分にとって大切な
時期なのだと気づくことができました。
どの先生も子どものために努力しつづけ
ていることも分かり、自分も今以上に努
力し学び続けていこうと思いました。こ
れからの日々と研修でもっと成長してい
きたいと強く思います。

・同じ初任者ということで、学校の話など
共有することができてよかったです。ま
た、講話で体罰は二種類あることを聞き
自分も感情にまかせて指導することがな
いように、早く学校に慣れて、余裕をも
って指導できるように努めたいと思いま
す。うまくいかないことはたくさんあり
ますが、失敗をおそれずに、子どもたち
と向き合って楽しい1年にしたいと思い
ます。

・同期の人の思いを聴くことができて、と
てもよかったです。また、自分がこの市
で教員としてやっていくのだということ
を改めて感じました。教師は子どもの鏡
ということが、とても印象に残っていま
す。教師としてではなく、“人”として
子どもの前に立たなければいけないと強
く思いました。「子どものために」とい
う言葉を常に胸の中に持ち、これからも
教師としての自覚を持って過ごしていき
たいと思います。



・講話やグループワークを通じて、教員に
とって必要なことは何かについて再確認
できました。ワークショップでは、仕事
に追われてあまり考えられていなかった
自分に足りていない力について考えるこ
とができ、また周りの人の意見を聞くこ
とで、この考えもまだ自分に足りておら
ずめざすべき像であると気づくことがで
きました。自分は今年度は副担任で保護
者の方と関わる機会があまりなく、その
視点が抜けていましたが、これも大切な
視点だと思いました。授業力も大切だと
いう意見もあり、そこから信頼関係が築
けるという考えも大事にしようと思いま
した。同じ赴任校には同期はいないので
今日いろいろ話すことができて、少し不
安な気持ちが和らぎました。

・自分自身が子どもたちのために何ができ
るのかを、改めて考える機会になりまし
た。講師の時の経験を活かしながら、今
目の前にいる子どもたちと深い関係が築
けるように日々学んでいきたいと思いま
した。3年後の教師像に近づけるように
学年や学校の先生方はもちろんのこと、
同期の人たちともつながりながら、いろ
いろなことを研修を通して学べたらと思
います。ワークショップでは、いろいろ
な考え方を聞くことができてよかったで
す。その中でも「子どもたちのために」
はこれからもぶれることなく、常に考え
続けていきたいと思いました。

・今回の研修では松原市がめざす子ども像
や子どもたちに好かれる先生などについ
て学ぶことができました。子どもを愛す
る心、子どもに言う前に自分から行動す
ること、学び続ける姿勢についてはこれ
からの教員生活で少しずつ意識していき
たいと考えています。松原市がめざす子
ども像に少しでも近づけていけるような
授業やクラス活動をしていきたいです。
ワークショップでは短時間でたくさんの
人と話すことができたので、また、自分
のクラスなどでも活用していけたらと思
います。教育は子どもたちのためにある
ものだということを改めて感じることが
できました。

幼稚園教員７名、小学校９名、中学校９名の

新しい仲間をよろしくお願いします。

・どんなことがあっても子どもたちのため
にという理念が第一になると改めて実感
しました。そのためには、自分が行動で
示すことはもちろん、早く子どもたちに
頼られるようにならないといけないと思
います。笑顔で明るく子どもたちに安心
を与えられる、そんな教員になりたいで
す。規律を守ることはもちろん、どこで
も見られているという意識を持ち行動す
ることが大切だと思います。また授業力
をつけることもとても大切です。授業は
子どもたちにとっては一回きりの授業で
す。そこに向けて準備する力、導く力を
つけるには、学び続けることをやめては
いけません。満足するのではなくいつで
も向上心を持ち頑張っていきたいです。
環境が変わり、いろいろ不安に思うこと
はありますが、周りに相談しながらいろ
いろ吸収していきたいです。

・“先生は子どもの鏡”子どもと向き合う
自分自身が子どもの手本としてしっかり
とした行動が取れているのか改めて考え
させられました。学校と保護者でしっか
りと連携し、子どもたちがどのように育
ってほしいかを考え、更に子ども自身が
どのような大人になりたいかもふまえ、
日々向き合わないとと思いました。教員
間でもつながり連携を深めないととも思
いました。

・新しい学校で働き始めたばかりでいろい
ろと張り詰めていたのですが同期の先生
方とお話する機会があったおかげで、少
し気持ちが楽になったような気がしまし
た。同じ学校だけではなく、同じ市内の
他の先生方からお話を聞ける機会があま
りないと思うので大切にしたいと思いま
した。

また、同期の先生方のこれから心がける
こともたくさん聞けたので、自分がこれ
からどんな事に意識したらいいかの参考
にもなりました。まだ分からない事だら
けですが頑張っていきたいと思います。

・教諭として心得ておくべきことをたくさ
ん学ばせていただきました。自分の課題
をみつめ直し、振り返りを大切に学び続
ける教員でありたいと思います。子ども
たちからも保護者からも信頼され、また
自分自身も楽しんで毎日を過ごして、充
実した毎日を送りたいと感じました。様
々な校種の方のお話も聞くことができ、
それぞれの現場で感じていることを交流
できたことも大変勉強になりました。

・着任から1週間が過ぎ、少し慣れはじめ
てきましたが、まだまだ余裕がない状況
です。1部の教育への講話では、これか
らめざすべき道筋やその道中での規律な
ど教師としての道を少し切り開けたと感
じます。2部のワークショップでは、同
期の仲間と自分の教師像について交流し
たことで、ほぼ全員に共通する“子ども
のために”という思いや違う校種の先生
とも交流でき、新たな視点での発見もあ
り今精一杯な状況で必要なことを再確認
することができました。これから本格的
に授業がスタートし、色々な経験や悩み
があると思いますが、しっかりと“子ど
ものために”という思いで頑張りたいと
思います。

・本日の研修では、教員としての心構えや松
原の教育が大切にしていることを教えてい
ただきました。改めて、自分がこれから教
員として子どもと関わり教えていくのだと
実感しました。グループワークでは、3年
後の自分ということで、いろんな教師像で
あったり、思いを聞くことができました。
私は「子どもと保護者に信頼される教師」
になっていると書きましたが、もっと余裕
の持てる教師や授業力のある教師などが意
見として出ました。全ての意見に共通して
言えることとして「子どものために」とい
うものが挙げられていました。このことは
これから教員をしていく中で、一番大事に
しないといけないことだと思いました。明
日からまた忙しい日が続きますが、毎日頑
張っていこうと思いました。

・新学期が始まって、うまくいかないこと
ばかりで3日目にしてすでに心が折れそ
うでしたが、今日同期の人と顔を合わせ
て、話をして少し元気がでました。また
自分が先生になりたかった理由や昨年度
のことを思い出して明日からまたがんば
ろうという気持ちになりました。初任研
を通じて、自分のスキルを上げるだけで
なく、ここが私にとって安心できる場に
なればいいなと思いました。

・新しい職場に着任して１週間と少し、子
どもたちが学校に来て3日とまだまだ慣
れない場所、慣れない１日ですが、同期
のみんなも同じ気持ち、たくさんの不安
をもち日々を過ごしていると聞き、自分
だけじゃないと思うと同時に頑張るぞと
いう気持ちがとても湧いてきました。同
期を大切に高めあっていきたいと思いま
した。「これからの3年間」という言葉
がとても印象に残っています。日々を大
切に学び続ける姿勢を持ち続け自分の力
を高めていこう！と改めて思いました。
またグループ交流では、それぞれの先生
の思いや教師像が聞け、自分では見落と
してしまっていた意見もあり、気づかさ
れることがたくさんありました。全ては
子どものためにいつも心にとめて行動し
ていきたいと思いました。


