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令和２年度 学級経営研修リーフレット作成協力校

１ 学校の状況について   

（１）学級数  １５学級（通常級学級１２学級・特別支援学級３学級）・児童数（３４３名） 

（２）教員数  ２３名   ※３年次までの若手教員の人数（５名） 

（３）担当等について 

担当学年  ５年（児童数２８名） 新人育成教員 ３年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：書写  研修生：書写、生活指導 

２ 学級経営研修実施上の成果と課題について  

○ 教員が身に付けるべき４つの力との関連 

 重点を置いた 

ポイント 
指導の実際と成果・課題等 

一
学
期 

 

 

 

学習指導力 

 

 

 

 

学校運営力・ 

組織貢献力 

・４、５月は、新型コロナウイルス感染症拡大のため休校となってしまっ

たので、教材研究や模擬授業を指導して通常授業の準備を進めていきま

した。学校再開後は、研修生がねらいに沿った発問や板書についてまと

めた指導略案を基に、管理職の指導も受けながら、問題解決型の授業が

できるようにしました。また、育成教員が作成したＩＣＴ教材を見て、

研修生が効果的な教材を自作できるようになりました。 

・制限の多い中での学年や学校の行事の成功のために研修生は、多くの教

員から助言を受け、学校組織の一員としての役割を果たせました。

二
学
期 

 

 

生活指導力 

 

 

 

外部との連携・

折衝力 

 

・２学期の初めには、問題が発生し、研修生は対応に苦慮することがあり

ました。育成教員は事実関係の把握、解決に向けた話し合いを素早くす

るように指導してきました。その後、状況が改善したので、研修生の自

信につながりました。 

・研究授業が多くなると生活指導に目が届きにくくなり、問題が再発しま

した。研修生は、学年の教員に協力を求め、保護者と連携することで乗

り切り、高学年における生活指導のあり方を体得しました。

 

３ １年間の研修を通して  

（１）学級経営研修生への励ましの言葉（新人育成教員より） 

 授業後には、ノートを集めて、個に応じたコメントを書き、児童一人一人を励まし、褒め、力を伸

ばしていく努力を惜しまず児童や保護者から大きな信頼を得ることができました。これからも、どん

な状況にあっても不撓不屈の精神をもち、「児童の人生を預かる」 

素晴らしい教員となるように応援したいと思っています。 

（２）次年度への抱負（学級経営研修生より） 

新人育成教員の先生は、授業の反省だけでなく、自分が抱え 

る悩みや課題についても相談に乗ってくださり、私にとって心 

強い存在でした。次年度は、新規採用教員へのアドバイスが 

できるような教員になりたいです。 

 

 

 

 

Ｎｏ．１ 
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令和２年度 学級経営研修リーフレット作成協力校 

１ 学校の状況について   

（１）学級数 １７学級（通常級学級１３学級・特別支援学級４学級）・児童数（４３８名） 

（２）教員数 ３３名   ※３年次までの若手教員の人数（７名） 

（３）担当等について 

担当学年 ４年（児童数３２名） 新人育成教員３年目（現任校３年目） 

校務分掌 新人育成教員：特別活動   研修生：特別活動 

２ 学級経営研修実施上の成果と課題について  

○ 教員が身に付けるべき４つの力との関連 

 重点を置いた 

ポイント 
指導の実際と成果・課題等 

一
学
期 

 

外部との連携・

折衝力 

 

学習指導力 

・コロナによる休校のため、児童の様子確認の電話連絡が保護者会より前

に行われました。話す内容や順番をメモした雛形を研修生に渡し、保護者

及び児童との最初の関わりを、隣で見守りました。後日行われた保護者会

では、伝えるべきことを手際よく話し、安心して見ていられました。 

・最初は模倣することから始め、徐々に、研修生が授業の流れや発問・板

書等を前もって考え、独自に進める授業ができるようになりました。 

二
学
期 

 

生活指導力 

 

学校運営力・ 

組織貢献力 

・児童間でトラブルが起きたときは、研修生と一緒に話を聞き、解決の糸

口を探しました。保護者対応がうまくいかなかったときは管理職のサポー

トも受け、足りなかった点や次にどうすべきか等を共に考えました。 

・「野外アートフェスティバル」では、研修生が得意なダンスを生かし、

学年発表のダンスパートを担いました。様々な助言を聞き入れ、準備をし

てやり遂げたことで、組織の一員としての自覚が高まりました。 

三
学
期 

 

学習指導力 

 

生活指導力 

 

 

・集中力のない児童や理解に時間がかかる児童への手立てが、１学期から

の課題でした。興味をもてそうな動画を用意したり休み時間に個別に対応

する時間を作ったりして、研修生に工夫が見られるようになりました。 

・児童が落ち着いて生活できるようになってきました。研修生が、けがや

トラブルについて一つ一つ丁寧に対応し、学級活動等の時間を使ってより

良いクラスにするための話し合いや楽しい企画をした成果の表われです。 

 

３ １年間の研修を通して  

（１）学級経営研修生への励ましの言葉（新人育成教員より） 

 「得意なこと」「力を入れて研究したい教科」があることは大きな強みです。「面白かった！」「も

う１回やってみたい！」という子供たちの声が上がる授業や行事等ができるように、これからもチャ

レンジしてください。失敗しても、その経験を生かすことで未来が開けます。応援していますよ。 

（２）次年度への抱負（学級経営研修生より） 

 新人育成教員からはもちろん、たくさんの先生方にもご指

導をいただきました。次年度は、研修生として学んだことを

もとに、児童が楽しんで学習できるような工夫や児童それぞ

れに合わせた支援ができるようにしたいです。私自身も学び

続ける姿勢を忘れず、子供たちと共に成長していきます。 

Ｎｏ．２ 
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Ｎｏ．３ 

担当学年  １年（児童数２８名）  新人育成教員 ５年目（現任校５年目） 

校務分掌  新人育成教員：教育環境部会   研修生：体力向上部会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

基本的な授業技術は、毎日の授業実践の積み重ねで習得してきている。授業

は配分通りに流れるようになってきているが、教材研究については大事な内容

の押さえが足りないという課題があるので、その指導に重点を置いた。 

生活指導力 

 １年生の実態をしっかり把握し、児童理解が深めていくことで児童同士や児

童と教師の関係を築くように指導した。その結果、生活規律や問題行動への対

応が一人一人の実態に合わせて粘り強く丁寧に行えるようになってきた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 今年度は、運動会を始め大きな体育的行事が中止となったことで、研修生の

学びの場が少なかったが、その中で何ができるか考え・計画・実施していくこ

とを学ぶことができた。分掌を意識して積極的に動くよう指導した。 

外部との連携・ 

折衝力 

 今年度は、授業参観も保護者会もほとんどできない状況であったが、日々の

保護者への対応をより丁寧に行うよう指導した。1度だけの保護者会では、児

童の学校での様子や成長を保護者に伝えることができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度の研修生は、一斉休校があり再開後も学校生活や授業にいろいろな制限がある中で教師生活

が始まり大変だったと思う。思い描いていたことがうまくできなくてたくさん悩んだことと思うが、

その経験が必ず次の年に生かされ、自信をもって取り組めるように成長していくと信じている。学ぼ

うとする謙虚さを忘れず、教師としての力量を高めていって欲しいと心から願っている。 

 

 

Ｎｏ．４ 

担当学年  １年（児童数２５名）  新人育成教員 ５年目（現任校５年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

研修生はしっかり授業準備をしてきた。国語は育成教員が指導計画を立て、

授業を行う中で、徐々に研修生に移行していった。児童の指名が偏ることがあ

り、発言をつなげたり、児童の得意なところを生かしたりするように指導した。 

生活指導力 

安全確保のため教室内の環境整備に努めさせた。児童に生活のルールを身に

付けさせることは、研修生はくり返し指導してきた。また、児童の頑張りにつ

いては、その場で褒めることと理由も合わせて伝えるように指導した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

職員会議、学年会で確認されたことについて、研修生は期限を守りしっかり

と取り組んできた。将来、自分が中心になって校務分掌などの計画を立案する

ことを見越して先輩から学ぶことを意識するように指導している。 

外部との連携・ 

折衝力 

 研修生は、学年の会計担当として、物品の発注から会計報告に至るまで責任

をもって行った。分からないことは事務主事から教わるように指導した。そし

て、何事においても必ず細かに記録をとることも合わせて指導した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  「先生」はいつも元気で楽しくあってほしい。そのため、常に健康に留意し、自分の時間を大事に

してもらいたい。また、自信をもって教えられる教科を 1つ持つこと。これは、私が新卒の時に先輩

にかけてもらった言葉である。長い教員生活では悩むことも出てくることだろう。その時には、ピン

チはチャンスと捉え、前向きに対処していってほしい。 
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Ｎｏ．５ 

担当学年  １年（児童数３２名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導、学校図書館   研修生：生活指導、学校図書館 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

１年生の児童に、何を学習しているかを理解させ、見通しをもって学習に取

り組ませるために、めあての掲出に努めさせた。問題解決的手法に慣れ、児童

も違和感なく取り組んでいる。さらに、授業の質を高めさせたい。 

生活指導力 

生活指導力の基礎として児童理解の大切さを指導してきた。保育園や幼稚園

から送られてくる要録の抄本を参考にしながら、自らの目で確認し保護者との

対話を通して理解を深めることができた。保護者との連携はまだ課題がある。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

各部の主任から、レクチャーを受け自分の職務を明確に理解するとともに、

余裕をもったタイムテーブル作りをすることを指導した。主任にも相談しなが

ら、確実に自らの職務を遂行している。 

外部との連携・ 

折衝力 

都立公園で生活科の学習を実施する際に、外部講師の方との接し方や（担任

及び、児童）性被害に遭う気危険性のある、児童のトイレ利用時の対応などを

指導した。当然のことではあるが、大過なく実施することができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新人教員が力を付けていき、授業の内容が充実してくることが、私自身のやりがいに通じてくる。

また、このことを通して子供たちの学力が向上したり、日常の生活が充実したりしてくることが、大

きな喜びとなる。30 年ぶりの１年生ということで、当初は戸惑いもあったが、楽しい１年間だった。

研修生には、今後も研鑽に励み充実した教員生活を送ってほしいと思う。 

 

 

Ｎｏ．６ 

担当学年  １年（児童数３４名）  新人育成教員 ３年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：入学対策委員会   研修生：体育的行事委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

指導計画に基づいた授業については、概ね児童の学習状況に応じた指導がで

きてきた。今後の課題は、授業改善のためにＰＤＣＡサイクルを活用しながら、

より一層、児童が確実な学力を身に付けられるようにする。 

生活指導力 

学級の課題や問題に対して具体的な方策を共に考え、未然防止を図るように

した。今後は、児童の自己肯定感や自己有用感を育み、児童との信頼関係を築

きながら、さらに迅速な対応ができるような指導力を身に付けるようにする。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研修生が担当校務に取り組むことを通して、報告・連絡・相談の重要性につ

いて随時指導を行ったことにより、組織の一員として、また、教育公務員とし

ての自覚を向上させることができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

児童一人一人を観察して実態の把握に努め、保護者との連絡を迅速・丁寧に

対応させることにより、保護者との信頼関係の構築ができた。今後は、日々の

記録を基に、より一層児童や保護者との信頼関係を深められるようにする。 

 

２ 一年間の研修を通して 

感染症流行の実態に合わせ、教育委員会や学校の対応が日々変化する中、マニュアル通りに行かな

い指導を、臨機応変に研修生と共に考えていった。この状況で適宜対応する力を研修生に身に付けさ

せる。これが今年度の新人育成教員として常に考えた１年間だった。またこの状況下で、研修生の得た

ものも非常に多かったのではないかと考える。 
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Ｎｏ．７ 

担当学年  １年（児童数２７名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導・音楽 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

週ごとの指導計画の作成や、指導計画の立案、授業展開、教材教具の準備等

の指導を行うとともに、児童理解や教科の本質に即して授業を振り返り助言を

行った。子供から問題を引き出しながら問題解決型の授業が実践できてきた。 

生活指導力 

コロナ感染防止対策が重要な課題であった中で、健康観察や教室内の清掃消

毒の重要性を理解させた。担任２人の良さを生かしながら、子供たちに手洗い

や換気、ソーシャルディスタンス等、健康に気遣う生活態度を身につけさせた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌等の学校運営組織の意義や、所属した部での動き方について助言す

る。安全指導・安全点検の係を担当した。展覧会の作品作りや展示などで、協

力しながら学年で作り上げていき保護者からも好評を得ることができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

個人面談や家庭への電話連絡等、保護者との関係作りに関わる対応の要点を

理解させる。また、面談では同席して、必要なことを補足するとともに保護者

からの理解を深めるように努めることで保護者との連携が順調であった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  教員として必要な知識・技能の向上だけでなく、常に前向きに何にでも取り組む教員になることを

目指して、使命感や人間性、責任感等、精神面での成長を促すように接し、働きかけるように心がけ

た。研究生は健康で明るく、子供一人一人を褒めて育てていこうとする姿勢に好感を持てる。うまく

できない子供たちにも励ましながら優しく関わりをもつことで慕われている。 

 

 

Ｎｏ．８ 

担当学年  １年（児童数２９名）  新人育成教員 ２年目（現任校８年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部   研修生：生活指導部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

視覚を利用した教材の作成を行った。ノートなどこまめに見て、理解できて

いるかを知る。授業のめあてを明確にして、計画を立てる。ノートを丁寧に見

るようになったが、めあてをきちんとおさえられないことがあった。 

生活指導力 

一人一人に声をかけ、児童理解に努める。日記指導を続けることにより、児

童の日常の様子を知り、根気強く児童に声をかけるようになってきた。また、

保護者との連絡を密に取り合い、信頼関係を深めてきた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

大学時代の部活の経験を生かし、運動会のダンスを一年生全体の前で指導し

てきた。学年では会計の担当も引き受け、役割分担を担いやり遂げることによ

り、学校組織の一員としての責任や自覚を身に付けてきた。 

外部との連携・ 

折衝力 

今年度はコロナの状況もあり、外部とのつながりが例年のようにはできない

面もあったが、休日に自転車教室の指導に参加するなど、積極的に地域に出て

関わることができた。来年度はもっと関わって成長してほしい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年の状況の中で、他の教員との関わりが十分にもてない面もあり、例年より大変なことも多かっ

たように思う。また、特別に支援を要する児童も３名おり、支援や工夫に悩むこともあったが、逃げ

出すことなく、一度も休まず、向き合う姿が見られた。また、担当学年が１年ということで、保護者

と連絡することも多く、そこから、保護者対応の必要さを学ぶことも多かった。 
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Ｎｏ．９ 

担当学年  １年（児童数２６名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：特活   研修生：特活・国語 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

研修生の授業はコロナ禍の分散授業から始まった。そのため、最初から自分

で授業を積極的に行い、進め方のこつをつかんでいった。新しい単元では私が

授業し、進め方を示した。放課後、良かったところを褒め､改善点を指導した。 

生活指導力 

夏休みが明けた頃から子供たちのけんかやもめ事が出てくるようになった。

だめなことはだめとしっかり指導したり、頑張ったことを目に見える方法で褒

めたりすることを伝え、クラスも落ち着いてきた。指導力も付いてきた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学年の仕事においては、学年便りや学年の宿題印刷など、学年主任に教えて

もらいながら、仕事をこなした。周年行事においては環境部に属し､分担され

た行事の写真を展示した。会議の準備や片付けなど進んで動いた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者には､けがや友達とのもめ事、気になる行動など、連絡帳や電話でこ

まめに連絡をしたことで信頼を得ることができた。国語の書写担当として、書

き初めの連絡を担当し、業者とのやりとりを行うことができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度は､コロナ禍で通常の始まりでなく残念だった。しかし、制限がある中、工夫しながら授業に

取り組んだ。クラスの児童は個性豊かで多動の児童もいる。初任者としてはクラスをまとめることに

苦労をしていた。しかし、これは良い経験になったと思う。子供の話をしっかり聞くことで担任とし

て子供の信頼を得ることができている。私もクラスの担任として関わることができて楽しかった。 

 

 

Ｎｏ．１０ 

担当学年  １年（児童数３４名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導・体育部   研修生：生活指導・体育部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材研究を熱心に行い、自作の資料やシートを用意するなど計画的に取り組

むことができた。指導案通り進めようとして、時間が足りなくなり、児童の見

取りが不十分になったことが課題である。児童の学力向上にも目を向けたい。 

生活指導力 

抑えるべきポイントを確認してから指導することができていた。問題行動に

対しても、早期発見早期解決に向けて、児童の話をよく聞いて対応していた。    

授業の中で必要な指導を適時行うことができるとさらに良い。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

言われた仕事は丁寧に行っていた。報告・連絡・相談も密に行えていた。 

忙しくなると、分担された仕事を忘れたり、遅くなったりすることもあった。 

自覚をもって自分から進んで仕事ができるとさらに良い。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者に対しての連絡は、早めに行うことができた。電話対応では、保留の

時間が長くなりすぎ、不快感をもたせてしまうこともあった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  １学期は共に考え共に行動するように、2 学期は研修生がたてた予定や計画を確認し、アドバイス

を与えて研修生主体で行うように、３学期は自立に向けてなるべく研修生に任せて見守り、振り返る

ようにしてきた。この一年間を通して、学級経営の楽しさと難しさを感じてきたことと思う。今後に

生かす大切な心構えを多く学んだと思うので、児童の確かな学力をつける頼れる教員への成長を願う。 
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Ｎｏ．１１ 

担当学年  １年（児童数２５名）     新人育成教員 ３年目（現任校６年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動    研修生：特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける 

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

 学習記録ノートを毎時間作成し、放課後等にそれを活用して授業を振り

返った。研修生はその積み重ねにより、児童の興味、関心を引き出し、主

体的な学習を実践した。また、個に応じた指導を行う力も身に付けた。 

生活指導力 

 生活記録ノートを毎日作成し、生活指導の実際について具体的に指導し

た。研修生は児童との信頼関係を構築し、学習規律や生活規律を早々に確

立した。問題行動に際しては報・連・相を大切に速やかな解決を図った。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 校務分掌における服務の内容や位置付けについて理解させ、実践させ

た。校務を遂行する上で、管理職や同僚に報告、連絡、相談することの大

切さを理解し、実践した。次年度、さらに活躍することを期待している。 

外部との連携・ 

折衝力 

連絡帳や電話での保護者との対応の仕方や、保護者会や個人面談の持ち

方等を、具体的に支援、助言、指導した結果、外部との連携、折衝力を十

分に身に付けた。コロナ禍により、地域との連携が課題として残った。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  ２学期、登校渋りの児童が学級に１名いた。始業までは担任が寄り添い、始業後は副担任の自分が

対応した。当初は教室に入るのに半日かかっていた。種々様々な刺激を与えたり、個別学習指導を続

けたりする中で、教室に入る時間が短縮され、１か月後には登校時から入れるようになった。研修生

と協働し、丁寧な指導を継続して解決できたことに、大きな喜びを感じた。 

 

 

Ｎｏ．１２ 

担当学年  １年（児童数２７名）  新人育成教員 ３年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

毎日各授業のねらい・展開を作成して実践してきた。授業の記録をとり、そ

れをもとに話し合い、次時につなげるようにした。研修生は授業の流れをつか

んできた。さらに自身で振り返り、次の課題を意識・改善できるようにしたい。 

生活指導力 

児童一人一人を大切にし、日常の様子に気を配り、何か問題があった際は、

迅速に対応しようと努めていた。個別指導と全体指導の見極めも次第にできる

ようになってきたが、様々な場面でさらに経験を積んでほしい。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

それぞれの仕事内容がわかるにつれ、自分から動けるようになってきた。さ

らに自ら情報を収集し、いつ・どのようにという計画がたてられるよう支援し

ている。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者からの連絡帳への記入、電話対応については、丁寧にかつ誠意をもっ

て対応している。学期を追うごとに、学年会計、外部の業者との連絡を担うよ

うにしてもらった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生は、教師になるのが小さい頃からの夢だったと語り、児童にいつも笑顔で接し、信頼関係を

築いてきた。例年にない対応であったため、学年で何事も相談し、共に指導を進めていくようにした。

それでも細かな指導法の情報提供が不足していたため、次に何をやるべきか戸惑う場面もあり、育成

教員として課題となった。来年以降、今年度学んだことを是非生かしてもらいたいと願っている。 
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Ｎｏ．１３ 

担当学年  １年（児童数２９名）  新人育成教員 ４年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員・研修生：生活指導部・評価委員会・展覧会委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

研修生の授業力向上のために、始めは育成教員の授業を見せ、教材研究や授

業記録から振り返りを行った。また、他の先生方の授業参観も設定した。その

後、研修生自身が教材研究をして自信をもって授業に臨むようになった。 

生活指導力 

生活規律の徹底や児童の安全管理を指導し、その結果、児童は落ち着いて学

校生活を送っている。児童の課題への対応も学年やＳＣに相談して対応できる

ようになった。児童のよさを認め、児童と信頼関係を築いている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研修生は、校務分掌や学年の仕事を任せられることも多くなり、助言を求め

ながら、組織の一員として貢献しようと努力している。提案文書については、

指導・助言をもらいながら余裕をもって作成するよう指導し、実践している。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者への対応（連絡帳の書き方、電話対応を含めて）については、育成教

員が対応している様子から学んだり、事前に打ち合わせをしたりしてから、誠

意をもって丁寧に接している。その結果、保護者からの信頼も得ている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度で４人目の研修生ある。初めての年は、自分の経験を伝えるだけのことが多かった。しだい

に研修生のよさを認め、研修生と一緒に考え、指導すべき点は指導し、また、研修生が試行錯誤しな

がら考えたことは認め、更に改善点を一緒に考える等、「自立」と「協働」を意識してきた。研修生は、

日々、自信を付け成長している。学級の子供たちにも保護者にも信頼されている姿を嬉しく思う。 

 

 

Ｎｏ．１４ 

担当学年  １年（児童数２６名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：教員研修  研修生：生活指導  

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける 

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

国語科と算数科を中心にして、毎時間教材研究ノートを作成させた。「め

あて」達成のために、展開方法と主発問を中心に考え授業力向上を目指し

た。今後は補助発問による学習の深まりが見られるようにしていきたい。 

生活指導力 

学級集団をまとめること、つまり学級経営力が全ての教育活動を支える

ことを場面を通して体験できた。今後も一人一人の児童を丁寧に指導する

ことによって、生活指導面での様々な事に対応できると実感してほしい。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

個人情報の取り扱いと服務についての配慮は徹底して確認した。日頃よ

り机上整理等も心がけた。校務分掌の仕事については、他の教員と連絡・

相談・報告を忘れずに、自分ができることは主体的に取り組んでいた。 

外部との連携・ 

折衝力 

今年度は本来、実施していた保護者会等は十分できなかったが、動画を

活用したり便りを発行したりして、保護者との連携を積極的に図れた。一

人一人が大切な存在であることを保護者と関わる中で十分感じてほしい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生と一年間関わり、全ての教育活動は「子供第一」であることを伝えた。常に謙虚な気持ちで

学ぼうとする姿勢は素晴らしかった。全ての学習面も生活指導面も場面に応じて具体的に話し合い、

より良い方法を共に探った。これからも自信をもって教育に携われるように良い面を褒め、伸びてい

ってほしいことも具体的に伝えていきたい。将来を大いに期待したい。 
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Ｎｏ．１５ 

担当学年  １年（児童数３２名）  新人育成教員 ２年目（現任校 1年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成  研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

学習指導要領の趣旨を踏まえ、ねらいに迫るための指導計画の作成及び学習

指導を行う力を付けてきた。授業を振り返り改善できるようになってきたが授

業の目標レベルを上げるために諸先輩や研究校の授業などを参観させていく。 

生活指導力 

児童との信頼関係を構築して、授業や学級での規律ある指導ができる力を付

けてきた。生活指導上の問題に直面した時に、同学年の職員や管理職等に相談

しながら解決している。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

組織の一員として校務に積極的に参画できる。上司や先輩へ適切に連絡・相

談できるようになってきた。今後はさらに円滑なコミュニケーションを図り担当す

る校務の企画・立案や改善策を提案できるような力も付けさせていきたい。 

外部との連携・ 

折衝力 

課題に応じて保護者や地域、外部機関と連携を図り、学年の先生方の助言に

基づいて、解決に向けて取り組める力が付いてきた。保護者会の進め方を理解

し、伝える内容を整理して信頼関係を構築することもできるようになった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

年度当初から、休校・分散登校に感染症対策という異例の対応があり、今年度の研修生は苦労の連

続だった。しかし、小学校の時の恩師を尊敬し、子供のころからの夢をかなえて小学校教員になった

研修生は、何よりも子供たちを愛し、いつも真剣に向き合う姿勢を忘れず、一年間で大いに成長した。

新人育成教員としても、学年の先生方の協力も得て、実りある一年間になった。 

 

 

Ｎｏ．１６ 

担当学年  １年（児童数２７名）     新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導    研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業前後の指導により、機器の活用や教材の準備、流れや発問など研修生の

授業力が向上している。学年会で、次週の学習内容を確認しあう時間が有意義

である。学習の個人差への対応については、さらに工夫が必要である。 

生活指導力 

 研修生は、休み時間は児童と遊んだり児童に寄り添って話を聞いたりしてい

るので、児童から信頼されている。そのため、生活指導上の注意は児童に浸透

し、規律ある学級経営ができている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 研修生が分担している校務は複数あるが、諸先輩の話を真摯に聞き、自分が

分担された仕事は１つ１つ責任をもって行っているので、任される内容が広が

ってきた。進んで担当する態度は、校内職員から好評である。 

外部との連携・ 

折衝力 

 今年度は、休校、分散登校、感染症予防などの対応で、極力外部との連携を

行わなかった。今後、渉外方法や提出書類、事前・事後の指導など、様々な手

続きを可視化して全体像を把握し、実践していく経験が必要である。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度は、４月から思うように実践的な研修ができなかった。しかし、研修生は、休校中も自主研

修を重ねていたために、通常登校になっても、落ち着いて授業に取り組んでいた。また、心待ちにし

ていた児童との出会いを喜ぶ姿から、私も、あたりまえに児童と関われる嬉しさを、再確認すること

ができた。児童との関わりや授業時間は少なかったが、中身の濃い研修が行えた。 
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Ｎｏ．１７ 

担当学年  １年（児童数３２名）  新人育成教員 ４年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導  研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

年度当初に授業をすすめる上での基本的なことを教えた。その後、指導計画

や指導方法は研修生に考えさせ、授業を見ながら適宜アドバイスをしていっ

た。私以外の先生方の授業も参観させ、多くの学びを得られる機会を設定した。 

生活指導力 

まず子供たちが安心して登校し安全に学校生活を送れるように配慮するこ

とを指導した。また、二人で歩調を合わせ子供たちに対し駄目なものは駄目と

毅然とした態度で接していけるようにした。叱り方、褒め方も指導していった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌は二人で同じ部署に所属し、適宜指導とアドバイスをしていった。

学級事務については年度当初は指導しながら分担して仕事を行ったが、２学期

以降は研修生が一人で行えるようになった。 

外部との連携・ 

折衝力 

二度行われた個人面談には二人で出席し、基本的な進行や応答は研修生が行

い、必要に応じて私も保護者に応答した。通知表は最初に基本的な書き方を指

導し、管理職に提出する前に見て必要と思うアドバイスをしていった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

    今年度はコロナ禍の中でイレギュラーなスタートとなり、不安と緊張を抱えていたはずの研修生だ

が、同じく不安を抱えて登校し始めた新一年生児童とその保護者の気持ちにしっかりと寄り添い、学

級経営を行うことができた。クラスの児童全員が研修生のことを大好きで、毎日学校に来るのを楽し

みにしている様子がすぐ傍にいてよく感じられた。2年目以降の活躍が楽しみである。 

 

 

Ｎｏ．１８ 

担当学年  １年（児童数３３名）  新人育成教員 ４年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動部   研修生：特別活動部・文化的行事委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

１学期当初は主に家庭学習教材作りや学習指導計画を基に教材研究を行った。

実際の指導においては、略案を作成させ、発問、板書、資料等について授業観察

メモをとり、指導・助言した。児童の関心・意欲が高まる展開の工夫ができた。 

生活指導力 

集団生活の規律を身に付けるために「学校の約束」を基に、発達段階を考慮し、

具体的に指導するよう助言した。その際、同じ目線（価値観）で指導するよう心

がけた。係・当番活動など、児童の頑張りを認め、自主性を育てることができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌関係では、担当した活動について、部内の先生方の助言を受けながら、

提案、実施することができた。学年内の行事、教科等で分担した事柄について、

学年主任に確認、助言を受けながら滞りなく進めることができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

児童一人一人の実態を把握するために、児童観察と共に「幼稚園・保育園から

の要録」「個別支援シート」を活用し共通理解を図った。保護者の相談、要望に

も真摯に対応できた。校内外の支援の先生方との連携も密に行っていた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新型コロナ感染症の影響で、入学式後に全員がそろったのが２か月余り後となった。その間、研修

生と学習、生括、行事、児童理解、保護者対応等、様々な話ができた時間は、ある意味有意義であっ

た。今年度も毎月「研修資料」を作成し、指導の振り返りや見通しに活用した。指導や助言を謙虚に

受け入れ、次の指導に生かしていく姿に、教師としての資質の高さを感じた。 
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Ｎｏ．１９ 

担当学年  １年（児童数３１名）  新人育成教員 １年目（現任校８年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

うまく進まない状況にある時には、原因を分析させ、方向性を一緒に考えて

いった。児童の興味を高めることのできる導入の工夫や分かりやすい発問・板

書、児童の自信につながる学習の評価など意欲的に取り組み指導力がついた。 

生活指導力 

授業規律やきまりの徹底と児童理解に努め、児童の思いに寄り添うよう指導

した。児童の表情や行動の変化に気付き、子に応じた対応、支援が必要な児童

への対応を一緒に行い、児童との信頼関係を築くことができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

保護者会や地域の行事が中止となり、機会が減った。個人面談や家庭との連

携、教員としての接遇・マナーや配慮事項などを指導した。保護者からの問い

合わせには一つ一つ丁寧に対応できるようになった。 

外部との連携・ 

折衝力 

学級事務、校務分掌、指導要録作成、転出書類作成などを遺書に取り組んだ、

報告・連絡・相談の重要性や教職員の服務、個人情報の取り扱いについて随時

指導した。自ら気付いて行動し、組織一員としての自覚が高まった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生は、「分かった。できた。楽しい授業。」をめざし、真摯な態度で一生懸命に取り組み、日々

努力を重ねてきた。児童の心に届く表現力をつけることにも努力をした成果が児童との信頼関係を築

くことにつながった。今後も学び続ける謙虚な気持ちを大切にしながら、向上心や探究心をもって、

力量を高め児童の心に寄り添える教員として成長していってほしい。 

 

 

Ｎｏ．２０ 

担当学年  １年（児童数３５名）    新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動部  研修生：学校図書館主任 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

年度当初は、「育成教員がやって見せる」を基本とし、徐々に研修生の時間

を多く取るようにした。後半は１単元ごとに一緒に計画を立て、「最終的に何

をどこまで…」を確認することで、先の見通しをもたせることができた。 

生活指導力 

児童理解を生活指導の中心とした。一人一人のよさを見取ること、気になる

ことがあれば保護者と連絡を取り合うこと、心理士・カウンセラーなどとの連

携を図ることなどを続けることで、児童理解を深めることができてきている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

大規模校のため、新人に与えられた分掌は少ない。その中で受け持った仕事

に関しては「前年度通り」だけでなく、新たな取り組みが考えられるよう助言

した。学年便りも昨年度の再利用ではなく、一から作れるよう指導している。 

外部との連携・ 

折衝力 

学級数が多いと外部との連絡・折衝の機会が少ない。何事も経験が一番の研

修である。そこで、学年にお願いして、研修生ができるところはなるべく任せ

てもらえるようにした。回を重ねるごとに自分から手が出せるようになった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度はコロナ禍のため、外部の研修会に参加することが少なかった。逆に考えれば、校内で育成

教員や先輩教員とじっくり話したり一緒に考えたりする時間を多く取ることができている。私自身も

研修生としっかり向き合い、どこに不安を感じているのか・今何をすべきか等を話し合うことができ

た。感染予防を心掛けながら子供たちと上手く関わる様子に、今後の更なる成長が期待される。 
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Ｎｏ．２１ 

担当学年  １年（児童数２８名）   新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動  研修生：特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

育成教員の授業だけでなく、他の先生の授業を見て学ぶ機会も多く持たせる

ようにした。研修生の授業について、授業前に展開や板書計画・発問など具体

的に打ち合わせ、毎日振り返りをし、次に生かせるようにした。 

生活指導力 

 二人の指導がぶれないように情報や具体的な指導内容を共有化した。毎日、

その日の児童の様子を伝えあい、課題があれば、学年の先生の意見も聞きなが

ら解決していけるようにした。落ち着いた学級経営をしている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 校内分掌は研修生と同じにし、会議に一緒に参加し仕事を共同して行えるよ

うにした。報告・連絡・相談の重要性は当初に伝え、管理職への「報連相」は

一緒にした。個人情報の通り扱いは、その都度指導した。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会や懇談は、事前に綿密に打ち合わせ、主を研修生が行った。育成教

員は第二担任として共同して指導に当たることを発信した。連絡帳は当初は育

成教員が書き、それを見て、順次研修生が書くようにしていった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生は指導したことを真摯に受け止め、翌日からの授業や生活指導に生かそうと努力し、改善し

ていった。研修生も児童も共に成長していく姿を見守りながら、研修生と共に学級経営を行うことは、

自分自身の成長にもつながった。子供たちに向き合い、一人一人を大切にする姿勢を今後も大事にし、

より成長していってくれることを願っている。 

 

 

Ｎｏ．２２ 

担当学年  １年（児童数３１名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：研究推進部・教務事務部   研修生：研究推進部・教務事務部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

指導内容を正確に理解すること。授業用ノートを作り、主発問や学習の流れ、

板書計画をメモするよう勧めた。児童は何を学んだか、発問を練り、視覚的に

も分かりやすい工夫ができたか振り返るよう指導した。 

生活指導力 

きまりが必要な意味を考えさせながら理解させ、一貫した指導の継続が重要

であること。児童間のトラブルでは事実を把握すること。児童の安全、人権へ

の配慮を忘れず、学年への報告、連絡を怠らず相談しながら行うよう指導した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌については学校組織の一員として任された仕事であることを自覚

し、他の教員と連携して情報を共有しつつ見通しをもって動くこと。不明な点

は明らかにして、責任をもって遂行できるよう、常に確認するよう指導した。 

外部との連携・ 

折衝力 

特別支援教室に通う児童については、校内委員会はじめ担当の先生方と連絡

を取り、情報共有を図ることを指導した。地域をはじめゲストティーチャーにも

お世話になるため、感謝の気持ちで学び、児童にも示していくことを指導した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  日々の指導、特に苦言を呈されること、修正を求められること、つまりは指導を受けることを苦痛

とし、敵視してくる研修生と信頼関係を築くことは、私にとって今回困難を極めた。管理職を始め、

学年、関係の諸先生方からのご理解、ご指導をいただけたことは、育成教員として大きな支えであっ

た。残念ながら、指導の効果や教員としての自覚ある行動など、成長を見取ることは難しかった。 
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Ｎｏ．２３ 

担当学年  １年（児童数２１名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部 研修生：特別活動部・入学式委員会・学力向上委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

先生方の実践や助言、事例から学んだことを実践し、工夫・改善を積み重ね

ることの大切さを伝えてきた。学習規律を徹底し，育てたい力をいかに付ける

か、ねらいを明確にして実践・工夫を進めることを期待している。 

生活指導力 

健康・安全を第一として指導にあたった。問題の未然防止、早期発見、適切

な対応のために、共感的理解に基づいて校内組織、諸機関等との情報交換・共

有、連携を進め、自主・自立に向けて研修生と指導にあたるようにした。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

各主任への報告・連絡・相談を欠かさず遂行するよう助言した。校内分掌に

おける分担を自ら進行しようと取り組んでいた。今年度の教育活動の経験をも

とに，来年度は短・中・長期の見通しをもって積極的に職務を遂行してほしい。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との連絡（電話・連絡帳）は、適宜助言しながら研修生が行うように

し、その内容について報告させ、情報共有を図った。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナ感染症予防のための休校措置により，年度当初に学級づくり，学習や生活の規律の徹底等，

実際に児童と関わって指導・実践を積み重ねていくことができず，指導力を高める研修を進める難し

さを感じた。学校再開後は，新しい日常に沿った学校生活の指導を重点として，研修生とともに入学

した１年生への指導を丁寧に行った。研修生は，制約のある時間や場の中でも意欲的に取り組んだ。 

 

 

Ｎｏ．２４ 

担当学年  １年（児童数２９名）  新人育成教員 ４年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：体力向上   研修生：体力向上 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

今年度は実質６月スタートになり、できない事もあったが、基本的な授業の

進め方や教材研究等についてほぼ毎日話し合いの時間をもち、新人育成教員か

ら適宜助言を与えることで、少しずつ学習指導力を身に付けてきている。 

生活指導力 

児童理解や問題への対応、学級の規律の徹底等を継続して行うこと等によ

り、児童との信頼関係ができてきた。この先、もう少し児童に学級の一員とし

ての気持ちをもたせられる指導ができるよう特別活動等を充実するとよい。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

まだ研修生はたくさんの校務分掌は与えられてはいないが、体力向上委員会

では他の教員に相談しながら決められた仕事を早めに終わらせ、学年の仕事も

進んで取り組む意欲を見せている。 

外部との連携・ 

折衝力 

研修生は初めての保護者会や個人面談で落ち着いて話をすることができ、感

心した。保護者への連絡や対応にも丁寧に取り組むよう指導し、成果を上げる

ことができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

初めの頃、研修生にとっては１年生の意欲を高める話し方や方法を実践することがやや難しかった

ようだったが、新人育成教員の授業や対応を見ることで少しずつ児童の気持ちを引き付けられるよう

になってきた。区の訪問指導で算数と国語の授業を行ったが、教材研究に時間をかけ児童の意欲を引

き出す授業ができ、手応えを感じることができたようだった。 
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Ｎｏ．２５ 

担当学年  １年（児童数２５名）  新人育成教員 ５年目（現任校５年目） 

新人育成教員：庶務部（学校だより）学級経営研修生：教務部（行事黒板等）、生活指導部（安全指導）  

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

当初は実際の授業を見せたり、共に指導案を検討したりしながらねらいに沿

った授業展開を指導してきた。研修生が行う授業の板書や授業記録の中で改善

の必要な点については、次時に生かせるよう指導した。 

生活指導力 

研修生が児童と良好な関係を築いてきている。児童理解の仕方を指導しなが

ら指導上の課題について共に話し合うことで、解決の方策を考え研修生が個に

応じた適切な指導が実践できるようになってきている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

担当する分掌に共にあたりながら、管理職や先輩教員とコミュニケーション

をとることや報告の必要性等を指導した。現在は組織の一員として自身の分掌

だけでなく校務に積極的に関わろうとしている。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との連携については、連絡帳や電話連絡等、適切な対応についてその

都度共に考え、研修生が実際に行うことで良好な関係を築いてきている。学年

だよりの作成も学年主任の指導を受け、自身でできるようになってきている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

教員としての第一歩に意欲をもった研修生との出会いに、研修生の成長に寄り添いながら、教師と

して自立できるよう指導・育成にあたってきた。研修生が考える学級経営にどのようにしたらよいか、

たりない点は何か、またどの様な授業を進めていきたいのか、研修生の思いに沿った指導を心掛けて

きた。児童と共に日々成長しながら自立しつつある研修生の姿にやりがいを感じている。 

 

 

Ｎｏ．２６ 

担当学年  １年（児童数３０名）  新人育成教員 ４年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員：校内環境   研修生：校内掲示・特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

研修生は日々学習計画を立て、一時間ごとの指導案を書いて努力してきた。

授業が単調に進みがちで児童の集中力を欠く場面が見られたので、導入の話材

や手作りの教材作りを提示して関心意欲をもたせる工夫について指導した。 

生活指導力 

当初より児童への細やかな配慮や声がけを進め、生活規律の徹底ができた。

研修生は、児童と共に校庭で遊ぶなど積極的に関わる中で児童理解を深めるこ

とができた。生活指導は常に共通理解を図りながら進めていった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌は共に携わり他の教員との連携の取り方と運営の仕方を指導した。

学年便りを順番で担当することにより外部への発信力を磨くことができた。そ

の経験を基に学級便りを発行するようになり、保護者への発信にもつなげた。 

外部との連携・ 

折衝力 

二人で毎日の連絡帳を点検し、保護者からの連絡や質問相談には迅速な対応

を行った。保護者面談はねらいと進め方を確認し、資料作成の助言をした上で

面談に同席し、対応を見守りながら補足するなどの支援をしてきた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

研修生と関わる中で、小学生時代のことや家族のこと、趣味や得意なスポーツなどの話を聞いて、つ

くづく「人柄を知る」「才能、個性を見い出す」ことが大切だと思った。「若いから経験がない」のでは

なく「子供時代から一生懸命頑張ってきたことに自信をもっている」という長所に気付かされた。研修

生から学ぶことも多い毎日だった。自立して飛び立つ日には陰ながら拍手をして見送りたい。 
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Ｎｏ．２７ 

担当学年  １年（児童数３５名）  新人育成教員 ５年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：特活部・入学式委  研修生：特活部・入学式委・図書・公開授業案内 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

学ぶことの楽しさや仲間と共に学ぶことのよさを実感できることを大切に

した。研修生は学習規律の徹底、ICTの活用や板書、ねらいに合う展開を工夫

し実践した。時間配分や主体的な学びについては、さらに工夫できるとよい。 

生活指導力 

小学校生活のリズムに慣れさせることや集団生活の楽しさを味わわせるこ

とを大切にした。問題行動については素早い対応と報・連・相を心掛けさせた。

研修生は、児童に対し、できないことよりできたことを認め励ます努力をした。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学年主任や先輩教員の指導も得ながら、年間を通して学年だよりを作成し発

行したり、土曜公開授業等の保護者向け案内を作成したりした。どの分掌にお

いても自分の役割を把握し事務作業等を遅れずに処理する努力をしていた。 

外部との連携・ 

折衝力 

毎日連絡帳によく目を通し、保護者の願いや児童たちの家庭での様子を把握

すると共に、連絡帳や電話で学校での様子も知らせる努力をした。個人面談や

保護者会では、日々の児童観察メモ等も活用しながら対応することができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生は、１年生の児童が最初に出会う小学校の先生としての立場を理解し、１年の学級担任の仕

事をよく全うした。自分が描く教師像に向かって工夫を重ねながら指導に当たる研修生の姿から、育

成教員自身が学ぶことも多かった。先輩方の授業等も参考にしながら、児童がより主体的に取り組め

るような授業展開を今後も心掛けて、様々な場面で活躍してくれることを願っている。 

 

 

Ｎｏ．２８ 

担当学年  １年（児童数２８名）  新人育成教員 ３年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動 研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

児童が学習規律を身に付け、意欲をもって取り組めるように研修生と分担し

て授業を行った。児童個々の指導は、個に応じて丁寧に行い、継続することが

できるように配慮した。 

生活指導力 

学校生活の始まりの学年の児童に基本となることや楽しさを伝えることを

心掛けるようにさせた。多園からの入学に配慮して、子供同士の関係作りをさ

せた。コロナウイルス感染予防のための規律を徹底することに努めている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌については、組織の仕組みを理解して、多様な内容を担当教員の指

導の下に少しずつ学んでいる。１学年の生活科見学の手配をし、学年の仕事・

校外学習の準備について学んだ。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者への連絡が必要なときや伝える内容や伝え方について身に付け、確実

に行うことができるように配慮した。1年生の保護者が、学校への信頼感をも

つことができるように対応できていた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

 研修生は、学校組織の一員として、円滑に仕事を進めることができるようになった。毎日、明るい

表情で子供とも職員とも接することができている。勤務時間が大幅に超過するので、健康維持のため

にも仕事の進め方を再考しなくてはいけない。教員の仕事が広範囲に渡ることや奥深さに気付き、難

しさを実感している。このため今後の成長がおおいに期待できる。 
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Ｎｏ．２９ 

担当学年  １年（児童数３２名）  新人育成教員 ２年目（現任校 13年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導 研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
教材研究を進めることで、少しずつ滞りなく進めることができるようになっ

てきている。授業の事前準備と確認の徹底をしっかり行うようにさせたい。 

生活指導力 

１学期は授業開始が遅れたことにより、例年よりも児童の実態把握に時間が

かかった。少しずつ子供たちの良いところに目を向け、ほめることで児童の行

動を改善することができるようになってきた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌の仕事について分からないことは、同じ分掌の教員に聞いて仕事を

するように指導し、自分から学校組織の仕事は先輩教員にアドバイスを受けな

がら進めている。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会が実施できなかったり、授業参観ができなかったりしたことで保護

者対応の経験が乏しかった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  成果としては、校内の先生方の授業参観の機会を多く設けることにより、新人教員はよりよい指導

の方法を自分のクラスに活かすことができた。今年度は様々な行事が例年通りに行われなかったため、

実際の活動ができなかった。そのため、実務という面で不足している面が多々あることが課題である。 

 

 

Ｎｏ．３０ 

担当学年  １年（児童数３０名）  新人育成教員 ４年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：補教   研修生：人権教育・国語部（書写）・学校公開 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

週に１回まとまった時間をとり、その週の振り返りと次週の授業計画等を主

に話し合うようにした。１年生という入門期の児童への学習指導なので、授業

規律や学習のルールの定着を意識して指導するように取り組ませた。 

生活指導力 

児童の学校生活のあらゆる場面や機会を捉えて、学習指導とも関連付け、未

然防止を心掛けた生活指導を目指すよう取り組ませた。しかし、生活指導上の

問題が実際に起こってからの対応・指導になってしまうこともあった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学級で起こった問題や保護者からの要望や問い合わせについては、管理職や

主幹、学年主任へ速やかに報告・連絡・相談をすることができた。また、校務

分掌の仕事も先輩教員に指導・助言を受けながら進めることができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会では、資料を用意し、会を進めた。保護者の問い合わせにも的確に

答えることができた。今後は、学校からの伝達事項の連絡に終始せず、情報交

換や保護者の要望に応えていけるような会にしていく必要がある。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生が新任教員としてスタートするにあたり、研修生の戸惑いや不安を取り除き、どのような支

援・助言ならば受け入れやすいのかを考えて育成に取り組んだ。研修生は、この１年間、職務に対し

て積極的に取り組み、十分な準備をして日々の授業や行事等に臨む姿を見せた。今後も「子供にとっ

て教師こそ最大の教育環境である」との自覚をもち、人として成長することを願っている。 
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Ｎｏ．３１ 

担当学年  １年（児童数２７名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：研究推進 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

掲示物作成や板書計画など、自分で授業準備を進めている。事前に指導の内

容・方法をできるだけ伝え、略案を見てすぐ改善できる点は事前に伝え、児童

の発言の取り上げ方や細かい気付いた点などはその日の放課後に伝えている。 

生活指導力 

児童の様子をよく見て、きちんと指導しなければならないことについての指

導が行えている。給食の仕方や掃除の仕方など、自分で積極的に考えているの

で、改善した方がスムーズにいくと思われる点だけ、アドバイスしている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

運動委員会担当として、活動内容の把握や高学年児童の指導などよく取り組

んでいる。研究推進委員としては、研究内容を理解するのはまだ十分ではない

が資料の準備などしながら他教員の発言に耳を傾け理解しようと努めている。 

外部との連携・ 

折衝力 

最初のころは、保護者からの連絡帳を一緒に読み、書き方を伝えていたが、

一人で書いたものを確認するだけでよくなったところに成長を感じる。家庭と

の連絡もこまめに行って、信頼を得ている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  最初はやって見せ、文言を教え、授業づくりを一緒に行っていたが、どんどん自分で考えて学習指

導や生活指導ができるようになった。同じ１年目の教諭の授業を見た後、いつも私が指導している「授

業はねらいが大事」ということが実感できたと言われたとき、研修生の成長と自分のやりがいを感じ

た。今後は学級経営だけでなく、校務でも学校を牽引できるようになることを期待している。 

 

 

Ｎｏ．３２ 

担当学年  １年（児童数２４名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動 研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

本年度の１単位時間が４０分と短くなっているが、板橋区授業スタンダード

に沿った指導に努めていた。授業日数と時数も考慮し、同学年教諭と指導内容

を確認しながら計画を立てていた。 

生活指導力 

児童一人一人に寄り添い、話をよく聞いて、分かりやすい言葉を選びながら

話しかけていた。また、必要に応じて家庭との連絡を密に取り、共通の認識で

の指導を心掛けていた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学校運営に関わる一員として、各部の先輩教諭から助言をいただき、一緒に

活動をしていくことによって、内容を理解し、失敗を恐れずに積極的に取り組

む姿が見られた。 

外部との連携・ 

折衝力 

電話等の対応もきちんとしていて、丁寧である。また、特別支援の方々やス

クールカウンセラー等と情報交換を密に行い、指導に反映させている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナ禍でのスタートで、１学期は学級づくりという点では苦労した。しかし、配信用動画や教材

づくり等積極的に取り組むことで、児童との心の交流ができた。また研修生とともに児童を見取り、

一人一人の実態に即して計画をし、指導することで、児童との距離が次第に縮まった。児童が次第に

研修生を頼り、研修生が担任として堂々と児童の前に立つ姿を見る度に誇らしく思う。 
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Ｎｏ．３３ 

担当学年  １年（児童数２５名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導・運動委員会  研修生：生活指導・運動委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

 放課後にその日の指導についての振り返りの時間を持ち、良い点、改善すべ

き点を確認した。学年や校内の先輩の授業を参観する機会を多く持った。学習

指導に関わる支援を、指導の様子を見ながら、徐々に減らしていった。 

生活指導力 

 子供たちにしっかりと話を聴く姿勢を身に付けさせることを基本に、温かさ

と規律とのバランスのよい学級経営を目指した。教師も子供の話をしっかりと

聴きとり、一緒に遊ぶことで児童理解を深めるようにした。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 3か月に 1回の学年だより原稿作成、私費会計事務など、学年の先生に教え

てもらいながら行わせた。早い段階から見通しをもって取り組むことで、学年

内で十分に検討し、より良いものを間違い無く完成できることを学んだ。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者への連絡帳や電話での丁寧な連絡を心掛けさせた。慣れるまでは、代

筆したり、電話する研修生のそばで待機したりした。個人面談では事前に話す

内容をメモさせ内容を確認した上で同席し、必要に応じて面談に加わった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  学級に衝動的に暴力をふるってしまう児童がおり、管理職をはじめ全校的な支援を受けながら、保

護者と連絡を密にとり、その児童への指導や対応を重ねて信頼関係を築いていった。新型コロナ流行

により、これまで当たり前にやってきた学習や生活指導に大きな制限がある中での 1年間であったが、

研修生は常に真摯に取り組み、教育にとって大切なことは何かを学び取ってくれたと思う。 

 

 

Ｎｏ．３４ 

担当学年  １年（児童数 ３４ 名）  新人育成教員 ５年目（現任校５年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

日々の授業づくりを一緒に行った。教材研究の仕方、教材作成、ねらいに応

じた発問、ノート指導、板書計画などをノートに記入させ、授業を通して実践

し、振り返りをさせた。ときに児童役を努め、分かる授業の実践に努めた。 

生活指導力 

児童の学校生活において、授業規律、学級規律を確立することの大切さを指

導した。決まりはできるだけ少なく、確実に守れるようにすることが大事であ

ることを指導し実践させている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌に対しては、徐々に仕事を覚えて進めていけるよう、一緒に仕事し

ながら覚えたことを一人でできるよう指導していった。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との信頼を構築していくために、けがの報告は迅速に、児童が一日に

あった出来事や、よい行動についても保護者への連絡を密に行い、丁寧な対応

を心掛けるよう指導した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  学級経営や授業づくりについて、指導したことを自分の指導に取り入れ、学年同一歩調で教育活動

を進めることを心掛けて日々実践を積み上げていった。休み時間は、子供と一緒に思い切り遊ぶ姿が

見られ、自身の授業の課題を見付け、課題解決のために教材研究を深める姿も多く見られた。学級の

児童は、明るく楽しく、落ち着いた態度で学校生活を送っている。 
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Ｎｏ．３５ 

担当学年  １年（児童数２７名）  新人育成教員 ５年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員：研究推進   研修生：生活指導・体育的行事委員 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材研究の仕方の研修を積んできた。1単位時間の授業の流れや単元全体を

意識して計画を立てられるようになっている。教材の準備を余裕もって行って

いる。分かりやすく印象強い板書の工夫が課題となっている。 

生活指導力 

『常に児童とともに』を合言葉として児童理解に取り組んできた。児童の細

かい観察・ケアも回を重ね十分行っている。特別支援を有する児童への配慮も

欠かさず行っているが全体を見ることも忘れずおこなうよう声をかけてきた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

何事もやる気十分で、熱心に行う。校務分掌の実務など担当主任についてし

っかり研修し、看護当番の仕事など率先して行ってきた。 

外部との連携・ 

折衝力 

コロナ禍で外部とのかかわりも薄かったが、生活科見学の準備折衝など学年

主任などについて、仕事の進め方など学んできた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  ４，５月の休校を受けて、児童との直接的なかかわりは 6月からとなったが、その間も環境づくり

や授業準備など積極的に行っていた。休校明けからは更に何事においても意欲的で、指導したことを

前向きに吸収し、すぐに実践し、力を付け自信を深めてきた。日々の万全な教材研究・準備と、児童

の看取りと評価をしっかり行い、先を見越した計画的な指導で、さらに頑張ってほしいと願っている。 

 

 

Ｎｏ．３６ 

担当学年  １年（児童数２９名）  新人育成教員 ５年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：教科主任（特別の教科 道徳）   研修生：特別活動  

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

・ねらいに沿って学習を進めることができた。 

・授業を振り返り、改善できる。 

・ＩＣＴ機器を効果的に授業に取り入れられるようになった。 

生活指導力 
・基本的な学習規律を大切にしていった。 

・児童とのコミュニケーションを大切にして、良好な関係を構築できている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

・校務分掌等、進め方が分からないことは、積極的に尋ねながら自分の役割を

果たせている。 

外部との連携・ 

折衝力 
・課題に応じて、保護者と連携を取り、解決に向けて取り組めている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

   誰もが未経験のコロナ禍との闘い、クラス半分での変則的な授業のスタートと１年生の担任という

数々のプレッシャーがありましたが、一つ一つ丁寧に進め乗り越えていきながら、教師としての力を

付けていくことができました。今後も担任を務めることの楽しさややりがいを味わいながら伸びてい

ってほしい。 
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Ｎｏ．３７ 

 担当学年  １年（児童数３１名）      新人育成教員  ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：育成研修     研修生：情報教育 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける 

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

基本的な授業技術、授業展開の工夫、板書計画、評価の方法などを中心に行

った。研修生は素直に受け止め、改善すべき点は速やかに改善し力を付けてい

った。 

生活指導力 

生活規律、安全管理、児童間のトラブル対応などを中心に行った。休み時間は児

童とよく遊び、どの児童に対しても公平に声かけをしているところは良いが規律の徹

底はなかなか難しく児童理解も含めて継続していく必要性を感じた。 

学校運営力・ 

組織貢献力 

校内組織と分掌について理解させ、積極的に他の教員からも学ばせるように

した。私費会計の報告書の作成、個人情報の取り扱いについては、特に丁寧に

指導し大きな問題はなかった。 

外部との連携・ 

折衝力 

学年だより、教室環境、保護者対応、通知表作成、保護者会など分担しなが

ら行い、徐々に研修生が主となり進められるようになった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年は新型コロナウイルスの影響が大きく、学校行事の中止などが新人を育成する上で大きな打撃

であった。計画どおりに進められなかったことも多く、教員同士のつながりや児童理解においても十

分でなかったことが残念である。初任者にとっては、モチベーションが下がってしまうことがないよ

う。２年目につなげていくことが大切であると感じた。 

 

 

Ｎｏ．３８ 

担当学年  １年（児童数２９名）  新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導・研究・入対・評価 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

めあてを必ず提示し、授業の振り返りを行うことや機器を使っての導入の工

夫を意識させた。読み物教材の研究を共に行ったことで、教材を深く理解し、

発問を工夫するようになった。板書の字がきれいに書けるようになった。 

生活指導力 

小学校低学年の特徴である視野の狭さ、語彙の少なさからくるトラブル、家

庭での過ごし方の違いによる態度や考え方の違いなどの児童理解を研究し合

った。授業の時間の使い方が上手になり、チャイムと同時に終業出来た。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学校運営では分担の仕事に真摯に取り組んだ。勤務当初より何を先にすべき

かを気付くのが早くなり、学年や校務分掌の仕事もこなすことができた。先へ

先へと見越して仕事を進める力をつけてほしい。 

外部との連携・ 

折衝力 

児童相互のトラブルについて丁寧に聞きとりを行い、解決して保護者に伝え

ることができた。保護者への連絡や支援が必要な子の対応は、新人教員が関わ

るより、研修生に最初から関わらせ、様々な場面での対応を学ばせていく。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナで通常とは違う始まり方をしたが、研修生にとっては準備期間も長く取れ、児童に会える喜

びを強く感じることができた年度だと思う。課題は、一人一人の児童への声かけが多く、学習がスム

ーズに進まないこと、指示があいまいで間違いが多く、児童が迷って動きにくいことである。研修生

には、自分が発する言葉の重要性と責任をしっかりと自覚して授業に臨んでほしいと思う。 
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Ｎｏ．３９ 

担当学年  １年（児童数２４名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部   研修生：生活指導部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

コロナ禍で１学期のスタートが遅れたが、返事の仕方や話の聞き方など、授

業規律を児童に徹底させることができた。授業では、自作の掲示物や IT 機器

を活用することが多かったため、児童が興味をもって取り組むことができた。 

生活指導力 

 係の活動や当番の分担が分かりやすい掲示をすることができた。そのため児

童が率先して活動をするようになった。児童間の問題では、個々の話を丁寧に

聞き取り、双方が納得できるように解決することができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌では、他の教員に聞きながら、進んで自分ができることを行ってい

た。コロナ禍で研究や文化的行事が減ったため、学校組織の中の一員として取

り組む場面が減った。来年度は経験不足を補うための取組が必要と思われる。 

外部との連携・ 

折衝力 

個人面談等の際に保護者の話をよく聞きくことができた。丁寧に接したこと

から信頼関係もできつつある。地域との交流がほとんど無かったため、来年度

以降、地域清掃等に参加するとよいと勧めた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  １学期が遅れて始まる中で、研修生が不安にならないように準備をさせたので、教室環境が整い、

学習の準備もある程度できた状態で始めることができた。授業の進め方や時間配分の仕方など実践的

なことはまだ課題があるが、クラスの児童が担任を慕い、信頼している様子を見ると、新人育成教員

としてサポートしてきたことにやりがいを感じ、来年度もこの仕事を続けたいと思った。 

 

 

Ｎｏ．４０ 

担当学年  １年（児童数２７名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：今年度は無し   研修生：生活指導・体育的行事 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

常に学習のめあて達成に向けた学習活動を考えていくように指導してきま

した。児童の目線に立って、分かり易く、確かな力をつけられる授業をつくっ

ていく様に直接話したり振り返りノートを使ったりして指導しました。 

生活指導力 

年度当初に給食や清掃の方法などを参考として示し、研修生自らの工夫が加

えられるようにしてきました。児童に対して明確な指示ができるので、学習規

律が定着し、落ち着いて学習に取り組む学級づくりができています。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研修生は生活指導部に所属し、安全点検の担当を任せられて仕事をしまし

た。学校の組織の一員としての自覚が高まりました。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者からの連絡について、丁寧に対応することを指導してきました。また、

学校での出来事について、保護者に連絡するかどうか迷った時は、連絡するこ

とを指導しました。難しい内容については、手本を見せてきました。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新人育成の仕事に携わり常に迷うことは、研修生に指導したいことが山ほどある中、優先順位を付

けて、何をどの様に伝えていくかということでした。どのようにすれば研修生の自信となり、謙虚に

耳を傾けたくなるような指導になるのか悩むことが多くありました。しかし、研修生が指導されたこ

とを生かし、授業の改善に取り組んでいる姿を見ると嬉しくなり頑張る気持ちが湧いてきました。 
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Ｎｏ．４１ 

担当学年  １年（児童数２５名）    新人育成教員 １年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成   研修生：特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

 分散登校を生かし、1 回目の授業を見て実践し、2 回目 3 回目と繰り返すこ

とで基本的な授業技術を身に付けていった。入門期の学級を担任したことで、

文字指導やノート指導など基本的なことを学ぶことができた。 

生活指導力 

 生活規律や児童の安全指導など、他学級や他学年の学級経営を見ることで、

得るものも多かった。今年度は、支援を必要とする児童も複数いたため、校内

支援委員会を通してどう対応していくか考え、学ぶことできた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 学級事務については、Ｃ４ｔｈの使い方など、すぐ活用できるようになった。

まだ、自分のしごとで一杯なところがあるので、周りを見て、自分から気付い

て進んで行動できるように今後も支援していきたい。 

外部との連携・ 

折衝力 

報告、連絡、相談を基本に保護者との関わりでは、主になって働きかけるこ

とができるように適宜アドバイスを行った。今後は、自分から進んで働きかけ

ることができるようにしていくことが大切であると感じている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  初めての新人育成教員のスタートが、慣れ親しんだ学校での 4 回目の 1 年生ということであった

が、コロナ禍の休校と重なり、初めて取り組むことばかりであった。特に、初めての学年主任を補佐

しながら、学年をまとめ、新人育成をすることは、時間が足りず、正直大変だった。しかし、自分自

身を改めて見直すことも多く、研修生共々学びの多い 1年間であった。今後の成長に期待する。 

 

 

Ｎｏ．４２ 

担当学年  １年（児童数２５名）         新人育成教員 ２年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：体力向上・特別活動   研修生：体力向上・特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

放課後、授業についての良かった点や改善点について、話し合い、次時の授

業に生かせるようになってきている。板書の仕方や児童の発言のさせ方等も指

導し、落ち着いて授業を進めることができるようになってきている。 

生活指導力 

児童や保護者から相談や連絡等があったとき、必要に応じて、学年主任また

は管理職に相談、連絡、報告をすることを指導し、適切に対応できるようにな

ってきている。児童へのやさしい接し方は褒め、継続させている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

自分の特技を生かすように指導し、体育発表会でのダンス指導、音楽発表会

では歌の指導をピアノ伴奏しながらでき、褒めた。縦割り班の提案、実施等の

仕事を適切にでき、任された仕事への責任感が感じられる。 

外部との連携・ 

折衝力 

会計の担当となり、業者との教材の発注等の仕事が適切にできている。今後

は、遠足、社会科見学等、業者との折衝の仕事を進んでしてもらいたい。地域

の活動にも今後、進んで参加できるようにしてもらいたい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  授業を大切にする心構えを身に付けてほしく、授業の準備やふりかえりの時間をきちんととり、指

導してきた。一方的な指導にならないように、研修生の考えも聞きながら、授業プランの作成を進め

た。指導されたことを素直に取り入れて、次時の授業等に生かしている様子がうれしかった。 

 授業の中で、児童の発言等を素直に楽しめるようになっている研修生の様子に好感がもてた。 
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Ｎｏ．４３ 

担当学年  １年（児童数３２名）        新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：教育課程・健康体育ＰＴ  研修生：教育課程・健康体育ＰＴ 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

・授業での学習規律が定着しつつある。 

・課題のある児童への対応が適切に行えている。 

・１単位時間の授業が平坦に流れてしまう傾向にある。 

生活指導力 

・児童の良いところや伸びたところを見付けてほめることを心がけている。 

・ルールの徹底に指導の甘さが見られる。 

・担任からの一方的な話が長いので、児童の集中力が持続しない。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

・校務分掌及び学級事務については、先輩教員や学年主任の指示のもと処理を

していた。 

・事務処理は、優先順位を明確にして行えるとよい。 

外部との連携・ 

折衝力 

・保護者への対応を適切に行い、信頼が得られている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  基本である「自立」と「協働」を常に念頭に置いて、下記のように研修生の指導にあたってきた。 

①児童や保護者との信頼関係を築く。 

②学級の生活ルール・学習規律・集団行動の徹底を図る。 

③授業力の向上を目指す。そのために、できるだけ多くの授業参観を行う。 

 

 

Ｎｏ．４４ 

担当学年  １年（児童数３４名）    新人育成教員 ３年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：国語・研推 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

 ねらいを明確にし、分かりやすい発問と授業の流れが分かる板書を重点に指

導した。研修生の考えを生かした指導計画を立て、授業技術は段階的に絞って

指導し身に付けた。児童の主体的な学習への工夫を続けてほしい。 

生活指導力 

 児童理解と信頼関係づくりに努め、児童からのサインを見落とさないように

指導した。１年生であり、基本的なルールが身に付くように根気強く指導する

ように支援した。配慮児童は他教員とも連携し対応した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 校務分掌で積極的に貢献することで校内組織を理解し、先輩教員とのコミュ

ニケーション力を高めていった。学年での協調を心掛け、体育・学習発表会で、

学年全体を指導することで自信を付けた。 

外部との連携・ 

折衝力 

 保護者の思いに寄り添い誠意をもって対応し、信頼関係を築くことができ

た。保護者会・個人面談は研修生が中心になり計画運営をし、温かい雰囲気で

開かれ、若い研修生を皆で育てようという思いを感じた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  年度当初から休校になり、不安の多いスタートになったが、研修生は、見通しをもって「今できる

こと」を意欲的に進め学んでいった。あれから９か月、笑顔で自信をもって子供たちの前に立ち指導

する研修生を見ると、我が子が成長した姿を見るようで、この上なく嬉しい。皆に愛され、信頼され、

個性豊かな教師になるように期待する。 
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Ｎｏ．４５ 

担当学年  １年（児童数３４名）  新人育成教員 ４年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務部  研修生：教務部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
・試行錯誤しながらも一年を通して計画を立て、国語の平仮名・片仮名、算数 

の計算の反復を日常的に取り組み、主体的に授業を工夫して進めた。 

生活指導力 
・子供たちに積極的に声をかけ、休み時間も外に出て一緒に遊び、前向きに向 

きあった。学年の教員と連携しながら生活指導にも取り組んだ。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

・教務部では、教育課程の編成に関わり、書初め展を企画立案し、運営の中心 

になった。言語活動委員会として読書活動に貢献した。 

外部との連携・ 

折衝力 
・コロナ感染拡大により外部との連携は行われなかった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  日頃から教材研究や授業実践に意欲的に取り組み、公開授業を３回行い、回を重ねるごとに、児童

の実態に即した内容や関わりができるようになってきた。児童理解や指導については、個々の問題に

対して具体的にどう向かい合うかが課題である。この研修で得たことを忘れずに、今後も諸先輩たち

の話に耳を傾け真摯な態度と向上心を持ち続け、人間性豊かな教員になってほしい。 

 

 

Ｎｏ．４６ 

 担当学年  １年(児童数２９名)   新人育成教員 ５年目(現任校１年目) 

 校務分掌  新人育成教員：新人育成     研修生：特別活動部・体育行事委員会 

 

１ 学級経営研修(校内特別研修・校内実務研修)の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

 授業規律を守らせつつ、授業展開の工夫を生かせるようになった。また、授業

の準備と段取りの効率化が図れた。声の抑揚と端的な表現を更に心がけること

と、個々の意欲を高め、考えを引き出す指導方法の工夫が課題である。 

生活指導力 

 怪我やトラブルに繋がらないよう安全面での配慮がいちばんであることを理

解し、実行していた。何かあったとき、子供が大人に何を求めているのかを察知

し、的確な言動がとれるよう事例を通して更に学ぶ必要がある。 

学校運営力・ 

 組織運営力 

 各分野で多くの教職員の指導を受け、仕事の担い手としての足掛かりをつくった。

報告、連絡、相談の重要性を心得て、管理職、学年、育成教員との連携を図る努力を

したが、更に率先して気付き行動に移す習慣をつけることが課題である。 

外部との連携・ 

折衝力 

 コロナ禍の中 地域行事への参加が滞ってしまったため、地域との連携を図る

のは、次年度の課題となる。保護者との面談や ZOOM保護者会、通知表の保護者

の返信等で、担任として保護者の信頼を得られたことが分かった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生が、新しい環境、空気、リズムに慣れ、体調を崩さず過ごせたことが嬉しい。学年の方針を

踏まえ、学年を動かす力になれるようバックアップしてきた。また、 今何のために学ぶのか、が子供

たちの中で明確になっている指導かどうかを二人で振り返り、分析してきた。共に学ぶ１年目だから

こそ、時間をとってできたことだと考える。２年目への期待が膨らむ。 
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Ｎｏ．４７ 

担当学年  １年（児童数３３名）  新人育成教員 １年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導  研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

分散登校中、新人育成教員が行った同じ内容の授業を研修生が行うことがで

き、授業規律も含め、授業の進め方等実践して伝えることができた。２学期以

降は、発問、板書等良い点を伝えつつ、授業時間を有効に使う工夫を指導した。 

生活指導力 

学級内外で起きた問題は児童への指導だけでなく、保護者への伝え方も指導

した。研修生は適切に指導し、報告することができた。複数児童が関わるとき

は、全員の話をよく聞き、偏ることの無いように連携を取りながら指導した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

生活指導内の安全点検を担当し、期日を忘れず、点検後の内容を管理職に連

絡することができた。教務の転出担当となり、同じ担当の主任教諭から指導を

受け、研修生のできることには積極的に取り組み、仕事を覚えることができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

連絡帳等の保護者対応は、新人育成教員が行い、徐々に研修生が行うように

した。常に確認、共有して、一貫した対応をした。保護者会は、学年で内容確

認をし、その後時間配分、優先順位等メモを取らせ漏れの無いようにした。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナ禍での１年間。指導する立場の私も経験したことのない対応が多々あった。また、今後は、

教育機器を活用した授業展開をしていく必要があることから、共に学び、時に若い力に助けられて過

ごしてきた。初めから、全て研修生に考えさせるのではなく、私の経験を伝え一緒に考え、研修生自

身が最終判断し実践する。そして、振り返り次に生かすことで、自信をもたせるようにした。 

 

 

Ｎｏ．４８ 

担当学年  １年（児童数３５名）  新人育成教員 ５年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：研究推進・学力向上  研修生：研究推進・学力向上 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

毎時間授業計画をたて、その流れに即して授業を丁寧に進めている。授業後、

授業を振り返り、改善している。引き続き実践していくこと。更に児童の興味

関心がわく導入の工夫、一問一答にならないような発問の工夫をすること。 

生活指導力 

児童との信頼関係を築き、学習の規律、生活の規律を意識して指導している。

また、けがや事故につながる行動については、毅然とした態度で臨み、常に、

子供たちの様子を観察し児童理解に努めている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

分掌では、研究推進委員会、学力向上委員会に属し、校務に努めている。そ

れぞれ委員会の報告や、相談を学年にしている。今後、校内体制に慣れ、自分

から進んで校務に取り組めるようになること。 

外部との連携・ 

折衝力 

生活指導上の問題点、問題行動等が起きた場合は、管理職をはじめ、主幹教

員、学年主任、関係する教員に報告、連絡、相談することができる。また保護

者や外部とのコミュニケーションは円滑に図ることができる。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナ禍で普段の学校生活が送れない中、研修生は常に前向きな姿勢を崩さず、どんな子供に育

てたいのか自分の考えをしっかりもっている。また、指導・助言を素直に受け入れできるところか

ら実践に結び付け、学級担任として指導力を培った。今後、実施できなかった学校行事を経験し、

謙虚な姿勢で研鑽を積み、学校の中核教員として力量を高めてほしい。 
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Ｎｏ．４９ 

担当学年  １年（児童数３４名）  新人育成教員 ３年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：庶務  研修生：生活指導 教務 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
児童の実態に即して、授業のねらいや指導方法等具体的に指導・助言できた

ことが成果です。 

生活指導力 
コロナ禍で、児童理解の時間や一人一人の児童へのきめ細かい指導が十分で

なかったことが課題です。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

職務遂行の実際は、進行管理や優先順位を考え指導・助言できたことが成果

です。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者とのより良い関係のつくり方では、対応の原則・保護者との接し方等、

対応の基本を日常の具体的な場面を通して指導・助言できたことが成果です。 

 

２ 一年間の研修を通して 

研修生を自立した教師に育成するために、学級経営を基盤として学習指導や生活指導に当たること

を第一として接してきました。学習指導では、学習のねらい・学習過程等を実践・検証しながら、基本

的な指導技術の習得に努め、生活指導では、基本的な学校生活でのきまりや生活習慣等の指導を大切

にするように指導してきました。来年度はより充実した研修になるよう準備していきたいと考えます。 

 

 

Ｎｏ．５０ 

担当学年  １年（児童数２９名）  新人育成教員 ５年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

 当初は授業を見せ、段階的に研修生の授業を増やし、改善点を指摘した

り、効果的な進め方などをアドバイスしたりする中で授業の力がついてきて

いる。どの子にも基礎的な力をつけられるような授業を目指していきたい。 

生活指導力 

 基本来な授業規律や並び方、廊下歩行などのルールについて必要に応じて

実際に指導して見せてきた。校内委員会で作成される映像資料などを活用し

て適宜指導ができている。話を静かに聞く習慣をきちんとつけさせたい。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 特別活動委員会や学年の仕事などを、周囲の先生方に教えていただきなが

ら責任を果たしてきた。今後、一人でできる部分をさらに増やせるようにし

ていきたい。 

外部との連携・ 

折衝力 

 保護者への電話連絡など、初めは実際にやって見せ、少しずつ任せるよう

にした。無断欠席や怪我などの際の家庭への連絡についても指導した。個人

面談や通知表の所見等も、一人でできるよう見守っていきたい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

 日々の授業の中で子供たちを満足させ、よいところを適切に褒めることで、一人一人の子供と学

級集団を伸ばしていくことができること、子供をよりよく伸ばしていきたいという点に立てば、保

護者とは必ずよい関係が作れるということなどを伝えてきました。管理職の先生をはじめ、学年の

先生方や校内のすべての先生方、温かく見守ってくださった保護者の方々にも感謝しています。 
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Ｎｏ．５１ 

担当学年  １年（児童数３０名）  新人育成教員 ５年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導・特別活動 研修生：生活指導・特別活動・児童文化 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

 発問と板書を書き出し、イメージを膨らませるように指導してきた。国語・

算数についてはよく教材研究をしており、授業の進め方が日々向上している。

授業中の児童の見取りができるようになってきた。 

生活指導力 

 話を聞かせるために、児童の動きをよく見て指示を出しているので学習規律

が出来てきた。問題が起きた時も、双方の話を丁寧に聞き取り、今後どうした

らよいかを考えさせていた。毅然とした態度で接しているのがよい。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 生活指導部や特別活動部は一緒に仕事をする中で覚えてもらうことにした。

行事がほとんど中止になってしまい、実践で学ぶことが少なかったので、例年

だと今頃何をしているのか、話すようにしている。 

外部との連携・ 

折衝力 

 授業参観も家庭訪問もなかったので、保護者の信頼を得ることが難しいと思

い、連絡帳の返事は短くして、対面や電話で相手の話をよく聞くように指導し

た。学年だよりは、前年度のものを参考にして作れるようになってきた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  他学級の授業を参観して良いと思うことを取り入れて、授業をよりよくしていこうとする向上心が

見られる。週の指導計画だけではなく、１か月先、学期末までの予定を見通せるように指導した。研

究授業に向けての指導案作り、通知表作りは計画的に行えていた。学級の子供たちの成長が見られた

ことで、喜びとやりがいを感じている。さらに研鑽を積んでほしい。 

 

 

Ｎｏ．５２ 

担当学年  １年（児童数３４名）  新人育成教員 ３年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：体育行事部  研修生：オリパラ教育部・校内研究部・体育行事部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

各時間のめあての設定と評価について具体的に助言した。国語科では書かせ

ることによって、算数科では問題を解かせることによって、児童個々の定着度

を把握し、個に応じた指導を行う必要性を強調した。よくやっている。 

生活指導力 

児童の個性に応じた個別指導を心がけることを助言した。児童個々を多角的

に見てその良さを理解すること、児童の声をよく聞くことを強調した。最近で

は、児童一人一人に声をかけよく相談に乗り、児童理解に努めている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研究推進委員の一人として、進んで研究授業(英語)の事前授業を行った。さ

らに、補助教材を作成したり、他学年の授業を参観したりして自己の指導力を

高める努力をしている。意欲的に取り組んでいる。 

外部との連携・ 

折衝力 

 個人面談では、児童一人一人の学校生活の実態をメモにまとめ、具体的に保

護者に伝えていた。保護者会では、話題にすることは何かを考え必要なことを

伝えようと努めていた。保護者から信頼されていると思う。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新採教員の良さを見取り、本人に伝えることを心がけている。また、学習指導においては、児童個々

の意欲を高める工夫を助言している。教材研究をきちんと行い、計画的に授業を行うようになった。

時には、大変効果的な発問や児童が目を輝かせる教材の提示をすることもある。喜びは、新採教員の

成長を実感すること、指導者が教室に二人いるので児童の学力が伸びることである。 
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Ｎｏ．５３ 

担当学年  １年（児童数２７名）  新人育成教員 ４年目（現任校９年目） 

校務分掌  新人育成教員：指導要録の管理   研修生：水泳指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
基礎的な授業技術、教材研究の方法、授業展開の工夫について繰り返し指導

助言したが、成果を出すのに時間がかかった。 

生活指導力 

児童の相談に優しく対応できた。生活規律の徹底、問題行動への指導で他の

教員に依存することが多く消極的であったので、安全管理の面からも自身が決

まりや問題をよく認知し指導できるように助言指導した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学級事務、保健関係書類、要録の記入など期限に遅れがちになるので、時間

に余裕をもって、計画的に行うように指導した。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者に電話で児童の様子をこまめに行い、協力を得ながら指導にあたるこ

とができた。学年便りの見直しや修正をきめ細かく丁寧に行う必要があった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  育成教員の授業、指導の模範を見て学ぶことから始め、児童への言葉遣い、教材研究を主に指導し

た見て学ぶことが難しかったので、自分で感じる・考えるように助言した。週の指導計画が早く出来

上がることにより、計画の練り直しや事前指導ができた。授業が子供の反応でぐらつかないよう、指

導計画を明確にすることを指導した。今後の成長に期待したい。 

 

 

Ｎｏ．５４ 

担当学年  １年（児童数２７名）  新人育成教員 １年目（現任校１０年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務部 教科担当（理科）   研修生：入学対策委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

事前に週案を立て、前日までには具体的な準備ができるようになっているの

で、児童の前に自信を持って立ち、指導できるようになってきた。児童へのメ

リハリのある指導が上手にできるよう更に指導していきたい。 

生活指導力 

児童が学校生活に適応できるよう細かな指導をし、不登校の児童もなく皆元

気に投稿している。また、児童間のトラブルや問題行動に対しても児童の話を

よく聞き適切な指導ができるようになってきた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌上の仕事を、先輩教員によく聞きながら適切に期限までに行うこと

ができた。その際、必要なことを管理職や学年主任等に報告・連絡・相談する

ことができ、支障なく仕事を行うことができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会だけでなく、児童の様子について保護者に連絡し、協力をしてもら

うことができた。また、問題行動についても保護者とともに考えよりよい方向

に持っていくよう努力していた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  初めての新人育成であったが、学習指導の準備や生活指導上の悩みなどに相談にのることができ、

長年の経験をもとに適切なアドバイスをすることができてよかった。児童がいろいろなことができる

ようになったりわかったりする喜びをともに味わうことができた。まだまだ不十分なところもあるが、

児童との信頼関係が良好なので、周りから指摘されたことなどを身につけていってほしい。 
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Ｎｏ．５５ 

担当学年  １年（児童数２７名）  新人育成教員 １年目（現任校９年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：使用教材・生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

１学期は、発問の工夫（短い言葉でゆっくり、明瞭に話す）、２学期は、隙間

の時間を減らし、児童の活動時間を確保しながら目当てにせまるよう意識する

ことを重点目標にして取り組んだ結果、授業力が大変高まった。 

生活指導力 
授業規律を大切にしながら、一人一人の見取りを丁寧に行い、児童との関わ

りを大切にしたことで、温かい雰囲気のクラス作りが出来た。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

管理職や多くの教員から声を掛けてもらいながら、学校組織の一員として励

むことが出来た。校務分掌の提案も、手順よく分かりやすかった。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者の声に一つ一つ丁寧に対応することを心掛け、管理職との「報告・連

絡・相談」も徹底するようにした。その結果、保護者との信頼関係が深まった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生は、４月当初から授業に積極的で子供たちの心もすぐつかみ、指導したことをすぐ実践に生

かし、授業力が向上した。研修生から、言い出しにくいこともあるので、授業づくり等口答ではなく、

一緒に準備し補助することも大切だと思った。 

研修生とクラスの子供たちが成長していく姿に頼もしさと喜びを感じる１年間だった。 

 

 

Ｎｏ．５６ 

担当学年  １年（児童数３４名） 新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動部・学芸的行事委員会  研修生：特別活動部・学芸的行事委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

学習指導案の作成、実践、振り返りを毎日 PDCA サイクルで指導を行った。

実態に応じた授業づくりの組み立てができるようになった成果があり、児童の

意見を受け止め過ぎず、時間配分を調整していくことが課題である。 

生活指導力 

児童一人一人の人格を尊重する学級経営・個への指導を重点に指導を行っ

た。児童との関わりの中で変化に敏感に気付き、組織での対応につなげる力が

身に付いたことが成果となった。使命感をもって実践させることができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

組織として責任をもって担当業務をこなすことの重要性を指導し、できるこ

とが増えていくような指導を行った。自ら業務をこなそうとする姿勢が定着し

てきた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者、家庭へ連絡するときの留意点について指導し、日頃から保護者や家

庭への連絡をし、学校の様子を伝えることで信頼を得ていくということを実感

させることができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  教員になれた喜びを感じながら、使命感をもって仕事に臨んでいる教員を育成できるやりがいを実

感できた。学級の中で急な判断が必要だった場面や、子供との関わり方で、すぐに支援できたり助言

できたりすることは、育成する中で大きく効果があった。また、業務だけでなく、学級経営研修生自

身の心のサポートができたこともやりがいの一つとなった。 
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Ｎｏ．５７ 

担当学年  １年（児童数３４名）  新人育成教員 ５年目（現任校８年目） 

校務分掌  新人育成教員：研究推進  研修生：教育活動推進・教科書 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
当初は学級作りと授業を育成教員が行い、7月からは研修生が授業を行った。

日々、教材研究等を続け、少しずつ授業の展開や導入の工夫ができるようにな
ったが、まだ発問や児童の実態に即した指導に課題がある。 

生活指導力 
休み時間にクラス遊びを行い、多くの子供たちと触れ合うことができた。授

業規律や基本的生活習慣を身に付けることには、まだ課題がある。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

教科書や教材担当となり、配布や事務処理を担当し、主任と共に協働的に実

務をこなすことができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者とこまめに連絡を取り、連携を深めるよう努力することができた。対

応が難しい保護者がおり、苦慮する場面も見られた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新人育成教員としての仕事は今年度が最後であったが、４・５月が休校になるなど今までとは違う

状況に戸惑うばかりの一年であった。研修生にとってもイレギュラーなことばかりで、教員としての

真の力を身に付けさせることができたか、少々不安もある。しかし、この難局をやり遂げたことを糧

に自分の頭で考え、行動する教員になってほしいと願っている。 

 

 

Ｎｏ．５８ 

担当学年  １年（児童数２６名）  新人育成教員 ４年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務部   研修生：教務部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

・具体的なねらいに沿った学習を展開する力が高まった。 

・週案を利用し系統的な授業計画を立てる力が高まった。 

・授業力の更なるステップアップ、自分のスタイルを確立し磨き上げること。  

生活指導力 

・一人一人の良さを認める指導を通し、自信を持たせることや良さを見つけて

伸ばす力がそなわった。 

・日常生活の中で基本的な生活習慣を指導する力が高まった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

・校務について、内容を把握し年間の見通しをもてるようになった。 

・学校行事で必要となる知識や技能の習得する力が備わった。 

・校務について、報告・連絡・相談を行いながら円滑に進められること。 

外部との連携・ 

折衝力 

・スムーズに保護者対応を行える力が高まった。 

・学校に携わる様々な機関を知り、対応する力が高まった。 

・ボランティア活動を通して、保護者や地域と関わりをもてた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

 仕事は楽しく取り組み失敗を恐れず前向きに進み、失敗は次に必ず生かしていく、さらに先々の見

通しを持って計画を立てて活動することが後に役立って行くことを指導しながら一年間指導にあた

った。また育成教員の思いを聞きながら二人でしっかりと連携し合い、楽しい一年間を過ごすことが

できたとともに、立派な教員に育つことができた。 
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Ｎｏ．５９ 

担当学年  １年（児童数３２名）   新人育成教員 １年目（現任校１３年目） 

校務分掌  新人育成教員：特活部   研修生：特活部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

次の日の授業の内容の話し合い・準備に時間をかけた。授業の主体は児童で

あることを指導し、研修生は授業の流れが分かる板書の向上と共に、児童と一

緒に授業が作れるようになってきた。１学期は勤務時間が超過しがちだった。 

生活指導力 

研修生は、学級開きの当初から、集団に迷惑をかけるような言動については、

きちんと指導してきた。叱りっぱなしではなく、フォローが必要であることを

指導した。生活指導上の保護者とのやり取りについても指導してきた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

育成教員との関わりが多かった研修生が、学年の教員や他学年の教員とも関

わることが多くなってきた。学年の仕事では、内容を指導した上で研修生が校

外学習の全体指揮を担当した。落ち着いてその仕事をやり切った。 

外部との連携・ 

折衝力 

研修生は、地域の子供祭りの運営に参加し、地域の方の子供たちへの温かい

思いに触れることができた。地域の方たちにも研修生が参加したことを感謝さ

れていた。学年で会計を担当し、指導の上、業者との連絡を経験してきた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生が毎日元気に仕事をすることが一番の喜びだった。今日の子供たちの姿を共有したり、次の

授業のことを研修生と一緒に考えたりすることが、とても楽しかった。学級の集団づくりにはサポー

トをしてきたが、生活指導も学習指導も研修生は着実に力を付けてきて、３学期からは一人で学級経

営ができている。今後は学級経営に加えて外国語、音楽等得意分野でも活躍することを期待する。 

 

 

Ｎｏ．６０ 

担当学年  １年（児童数２９名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導  研修生：健康体育  

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

学習指導案の作成・指導法・教材づくり・評価方法等、単元の初めに話し合

いを行うとともに、示範授業や授業準備の支援等を行いながら、指導力向上に

向けた指導を行った結果、技術や指導意欲が高まり、工夫改善につながった。 

生活指導力 

叱り方や誉め方、生活規律、当番や係活動、教室掲示などの在り方について、

具体的な場面を取り上げて指導した。指導も真摯に受け止め、結果も伴ってき

た。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌を優先させるよう指導を重ねた。新人育成教員として、その間の授

業準備を支援し、研修生が余裕をもって業務を行えるよう支援をした。文書等

の期日確認以外は自分で主任に確認しながら書類作成ができるようになった。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者対応は、対応の仕方を具体的に示したことで、言葉も柔らかく誠実に

対応できるようになった。行事等は、コロナ禍の規制も多かったので、次年度

には経験を深め、教員としての力量を高めることを願っている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  子供を叱ることもできなかった研修生が、厳しく対応することもできるようになり、学習規律も整

ってきて、教師としての喜びや自覚をもつようになり、大変嬉しい。研修生の温かな気持ちはそのま

まに、様々な経験を積み、子供や教材に真摯に向き合い、誇りをもって教育活動に当たってほしいと

考える。微力ながら役に立てたことは私にとっても嬉しい体験であった。 
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Ｎｏ．６１ 

担当学年  １年（児童数３５名）  新人育成教員 ５年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：研究・体育的行事委員会  研修生：研究・体育的行事委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

見通しをもった学習指導計画の作成や教材の準備、実際に事前に自分でやっ

てみて教材としてふさわしいか吟味して授業に臨めるように指導した。今後教

材の提示方法や手順等児童に分かりやすい授業が進められるようにしたい。 

生活指導力 

児童との信頼関係を築く為に自分から進んで児童に声掛けをすること、正し

いこと良いことを褒めて、しっかりとした授業規律ができるように力をつけて

いきたい。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌はどういう仕事であるか理解することを第一に仕事内容をしっか

りつかみ、学校組織の中の一員として今後活躍していかれるようにしたい。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との信頼関係が築ける様に児童のプラスの内容もマイナスの内容も

適宜整理するように指導した。連絡帳や電話や面談等、どの方法で家庭に伝え

たら良いか考え対応できる力を伸ばせるように更に指導していきたい。  

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナ禍での授業開始であったが、子供にとっても研修生にとっても素晴らしい学校生活のスター

トが切れるように教材研究、児童理解、学級事務、学習評価、授業の進め方など丁寧に指導しました。

四月からは一人の教員として自信をもち、自分で考え自立ができるようにこの一年間で学んだことを

研修生が経験を重ねることで全体の見通しや個への対応を大切にして更なる成長を願います。 

 

 

Ｎｏ．６２ 

担当学年  １年（児童数３３名）  新人育成教員４年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員・研修生：特別支援教育部、学校行事、教科書・使用教材関係、入学式委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

基本的な学習規律や授業のねらい、展開等の技術を重点的に指導助言するこ

とで、安定した学習指導ができるようになった。特に模擬授業を行うことで具

体的な指示や発問の工夫につながり指導力を身に付けるには効果的だった。 

生活指導力 

児童の特質を把握し、課題に対して適切な対応・指導ができるようになって

きた。配慮を要する児童への対処方法も身に付けることができた。児童の安全

管理や事故防止については、更に素早く対応できる指導力を必要とする。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

組織の一員として、自分の校務は、早めに完了するよう進め方を助言し、計

画的に責任をもって取り組めた。管理職、先輩教員への報告、連絡、相談等の

必要性を指導し、計画や運営ができるように努め、組織に貢献できていた。 

外部との連携・ 

折衝力 

地域の支援員や相談員等と情報交換や連携をとり、課題に応じて適切な対処

方法を身に付けることができた。保護者会等の進め方のシュミレーションをす

ることで伝える内容の整理を行い、保護者への丁寧な対応力を身に付けた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生と共に、日々喜びや課題等をお互いに共有することができた。常に研修生が何に悩んでいる

のかを聞いて指導助言しながら、研修生の考えを大事にすることに心掛けてきた。研修生の指導に工

夫や効果が見られた時は、認めて褒めることで自信に繋げるようにした。研修生が日々成長していく

様子は、嬉しくもありこの仕事にやりがいを感じる。今後も教員としての成長が楽しみである。 
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Ｎｏ．６３ 

担当学年  １年（児童数３０名）  新人育成教員 ５年目（現任校５年目） 

校務分掌  新人育成教員：校内委員会   研修生：教務・教育環境 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

自分の個性を生かして児童の興味を高め、一人一人の理解に丁寧に対応して

いた。まだ引き出しの数は少ないが、先輩の授業を頻繁に見学し、自分の授業

に取り入れていた。 

生活指導力 

「あいさつ」「いかのおすし」など全体の指導と、個々の潜在力を引き出すよ

うな気づかせる指導の２パターンをうまく使ってクラスをまとめていた。一人

一人の児童を大切にしている気持ちが見える生活指導だった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

真っ先に着替えてラインを引いたり、積極的に先輩教員の仕事をまねて手伝

ったりする姿をよく見かけた。学校全体でイベントを完成させることの楽しさ

と、その片隅に参加することの楽しさを味わったようだった。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会や個人面談、保護者への連絡は大変密で保護者も安心して新人教員

に児童を任せていた。保護者会では全体に向けた連絡が多かったが会に出ると

楽しいと思ってもらえるように今後は「ネタ」を積み重ねていくといいと思う。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  教えたことをすぐに実践して、やる気のある意欲のある新人教員であった。「自分はまだ…」という

謙虚な姿勢と、「やってみよう」という冒険心の両面を持っており、この姿勢こそ若い人には必要であ

ると改めて認識させられた。後半は私の仕事は外国籍の児童の世話が中心になってしまったが、彼女

の性格ならきっと今後もうまくやっていくと思う。いつまでも初心を忘れず精進していってほしい。 

 

 

Ｎｏ．６４ 

担当学年  ２年（児童数３３名）  新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成 研修生：指導要録担当 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

校内研究では、算数の問題解決学習を学び、研修生も研究授業を行った。育

成教員や同学年の先生方と何度も議論し、子供たちに「分かった」「できた」体

験を味わわせることができた。子供の発表力をより育てていく必要がある。 

生活指導力 

朝の会でその日１日の生活目標を決め、帰りの会ではその評価をする場を毎

日設けた。目標が達成できると花丸がもらえ、子供たちは喜んだ。１日の生活

目標が多すぎるときがあり、子供が覚えていられる数にするよう指導した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

毎週行う学年会では、学級の様子を学年主任の先生に詳しく話すことができ

た。また子供にけがなど問題が生ずると、すぐに校長に相談し適切に対処する

ことができた。まだ校務分掌は少ないがしっかり責任を果たしたと思う。 

外部との連携・ 

折衝力 

８月に個人面談が行われた。子供の長所と課題を分かりやすく保護者に説明

することができた。また、保護者からの話を共感しながら聞き、後でメモにま

とめていた。３月の保護者会では、１年間の子供の成長をしっかり話させたい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  道徳と国語の物語文の授業については、毎時間発問を考え自分でワークシートを作るよう指導した。

研修生はしっかり教材研究を積み重ね、他の教科のワークシートも自主的に作るようになった。毎時

間の授業に対し、研修生は可能な限り大切に取り組んだと思う。しかしながらまだまだ経験は浅い。

子供たちから学ぶ姿勢を忘れず、これからもよりよい授業を目指して頑張ってほしいと願う。 
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Ｎｏ．６５ 

担当学年  ２年（児童数３３名）  新人育成教員 ２年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：１年図工 研修生：教務・算数科 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
基本的な授業技術については段階的に指導した結果、日を追うごとに上達す

ることができた。 

生活指導力 
一人一人の児童を大切にし、事あるごとに声かけを怠らなかった。また、必

要に応じて個別に呼んで指導するなど、児童の心に寄り添った指導ができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学年主任の指導の下、同学年の教師はもとより、他の教職員とも協力し、各

種行事を行うことができた。また、組織の一員として積極的に学校運営に携わ

っていた。 

外部との連携・ 

折衝力 

家庭に連絡すべきことがある場合は、日を置かずその日のうちに電話連絡を

させ、事が大きくなる前に事案を解決することができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年１年、コロナ禍にあって初任者研修もなかなかままならない状況にあったが、よくがんばって

くれた。フレッシュな新人教師のかんばりを見ていると、こちらも元気が湧いてくる。やりがいもあ

り、来年度もぜひ新たな新人教師の育成に貢献したい。 

 

 

 

Ｎｏ．６６ 

担当学年  ２年（児童数２５名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：研究・国語   研修生：研究・国語 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

１単位時間の主なる活動内容や主発問の計画を立てて授業に臨むことを継

続して指導してきた。以前よりも計画的に取り組むことができてきた。板書計

画も準備し努力が見られる。時間内に授業内容が終える事を課題としている。 

生活指導力 

挨拶・返事・話を聞くときの約束を継続して指導してきた。話をしっかりと

聞く習慣は指導の徹底が行われてきた。給食指導の安全安心も定着してきてい

る。さらに、教師の話し言葉が大切な人権教育になることを指導していきたい。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校内組織は研究部に所属し、自分の分掌を確実にやり遂げようとよく努力し

ている。個人情報の取り扱いについては、出席簿の大切さを改めて指導助言を

行った。 

外部との連携・ 

折衝力 

通知表の書き方では、できるだけ具体的にわかりやすく表現していくように

指導助言を行った。１学期に比べて幅広く児童の行動を把握し表現にも変化が

見られた。保護者への対応も誠実に取り組もうとよく努力している。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新年度は休校からのスタートであり、私自身が初めての新人育成の仕事であったため、戸惑うこと

も多かったが今までの経験を少しでも伝えていくことができるように努力してきた。教師の話し言葉

や、温かい言葉かけ、褒め言葉が人権尊重教育の基本となること、人を育てることは、その何倍も教

わることだと改めて実感した。子供たちと研究生の成長を身近で見られたことが一番の喜びであった。 
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Ｎｏ．６７ 

担当学年  ２年（児童数３１名）  新人育成教員 ４年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成 研修生：情報・生活指導・学力 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

研修生が学習の流れやねらいを明確にして授業に臨めるよう毎日放課後に

授業の進め方について話し合い、指示の出し方や発問の仕方等助言をした。

主任教諭や育成教員から学び、研修生自らの指導を振り返ることができた。 

生活指導力 

児童の課題への対応、怪我や児童間のトラブルへの対応について管理職への

報告、連絡、相談を１０分ルールの徹底を図るよう助言をした。管理職や、学

年主任、育成教員の助言を基に児童に指導することができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校長による OJTに参加し、社会人、教師としてのマナーやルールを学ぶこと

ができた。校務分掌においては、全体を見て指示を適切に受け、状況に応じて

臨機応変に動けるようにしていく。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会、個人面談の内容について研修生と共に検討し、研修生が自信をも

てるよう補助と指導に当たった。保護者とのかかわりについては、研修生が主

となり対応し、後でその件について指導と助言を行った。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新人育成教員４年目。研修生に授業の指導力を付けさせること、心身ともに健康に過ごせるよう気

を配ることを自らの課題とした。研修生は、配慮を要する児童に悩みながらも日々児童理解に努め、

より良い授業をするためのアドバイスも素直に受け入れ日々奮闘している。児童と真摯に向き合いな

がら成長していく姿にうれしく思うと同時に、研修生の今後の活躍を期待している。 

 

 

Ｎｏ．６８ 

担当学年  第２学年（児童数 30名）  新人育成教員 ４年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

【成果】毎時間終末に振り返り児童の学習状況を把握し、指導に生かしていた。 

【課題】一単位時間で子供に身に付けさせたい力の定着を目指し、板書計画、

発問計画等の教材研究を丁寧に行う必要がある。 

生活指導力 

 【成果】児童を具体的にほめるとともに、児童同士でよいところを認め合う

環境を設定し、相手を思いやる児童が増えている。【課題】生活指導の重点で

ある３つの「あ」について継続的に指導してきたが、十分ではない。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

【成果】特別活動主任の指示を受け、行動することができた。【課題】特別活動

をはじめ、自分から課題を見つけて、特別活動主任に伝える積極的な姿勢が必

要である。 

外部との連携・ 

折衝力 

【成果】児童の学校生活で気になったことについて、学年主任の助言に基づい

て、解決に向けて取り組んできた。【課題】保護者が自分事として捉えるよう

に保護者会の進め方を考え、学年主任に伝える必要がある。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  子供たちとの信頼関係を築き、学級での規律を確立できた。先輩教員からの助言を素直に聞き、前

向きに職務を行ってきた。今後、学習指導要領の趣旨を踏まえ、ねらいに迫るための教材研究を丁寧

に行う必要がある。組織の一員として、前例踏襲をよしとせずに、常に校内の課題を見つけ、行動す

ることを期待する。 
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Ｎｏ．６９ 

担当学年  ２年（児童数２０名）  新人育成教員 ３年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：学力向上・図書 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

学習指導においては、週案簿のコピーをもらい、次週(今週)の指導教科で特

に気を付けるポイント等を話し、指導面でサポートした。毎時間、ねらいに沿

って的確な指導はできないが、着実に指導力は向上している。 

生活指導力 

 児童が落ち着いて学校生活を送れるようにするために、教室環境を研究生と

共に整備してきた。研究生は、毎日、必ず教室の清掃をする習慣が身に付き、

児童の落ち着きにもつながっている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

図書担当として、昼休みの図書館開放に支障が出ないように、給食の片付け

等を担当した。また、国語担当の書き初め展が学校全体としてスムーズに進む

ように助言し、側面からバックアップした。 

外部との連携・ 

折衝力 

 コロナの影響で、保護者会の内容、伝え方等も配慮しながら、保護者が参加 

して良かった思える保護者会の在り方を一緒に考え、実践することができた。

また指導要録の記入では、作成手順を校務パソコンを使って一緒に作業した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

新人育成教員として、３年目を迎えた。研修生が１年間を終えて、４月から自信をもってやって

いけるように温かく見守り、励ましながら研修生の育成に関わっていった。研修生が、学校という

組織の一員として、今後も子供たちと真剣に向き合い、まわりの先生方からも謙虚に学びながら、

誰からも慕われる教師として成長してほしいと願っている。  

 

 

Ｎｏ．７０ 

担当学年  ２年（児童数３４名）     新人育成教員 ５年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部   研修生：生活指導部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

 教材研究・授業規律の基礎を日々の実践の中で学び、失敗を次に生かしなが

ら、十分な教材研究の必要性を理解した。各教科のねらい・単元のもつ意味を

正しく捉え、見通しをもった計画の中で授業の準備を確実に行うことが課題。 

生活指導力 

給食・清掃指導の基本、集団作りの基本、個々の児童に丁寧に寄り添うこと

の大切さについて理解し、取り組んだ。児童理解を深め、集団規律を定着させ

ながら、よりよい学級集団に育てる意識を高めることが課題。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 自己申告書及び基本的な学級事務、学校全体に関わる特別活動の進め方につ

いて、それぞれの担当部署で一緒に活動する中で学び、理解した。基本的な学

級事務をより確実に、見通しをもって早めに行うことが課題。 

外部との連携・ 

折衝力 

 保護者との連携及び通知表のねらいと書き方について理解し、積極的に取り

組んだ。相手に意図を正確に伝えるためにも、文章表現力の向上に努め、信頼

関係の構築に生かしていくことが今後の課題。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新人育成の仕事は、悩みも多く、人を育てることの難しさを痛感させられる仕事です。だからこそ、

希望を胸に教職の道を選んだ研修生が、学校現場で遭遇する様々な問題に挫折することなく、笑顔で

子供たちの前に立つ姿は、大きな喜びであり、安堵する瞬間でもあります。ここがスタート。研鑽を

積み、力を付け、これからを生きる子供たちのために大いに活躍してくれることを心から祈ります。 
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Ｎｏ．７１ 

担当学年 ２年（児童数２７名）      新人育成教員 ２年目（現任校１年目） 

校務分掌 新人育成教員：生活指導部    研修生：生活指導部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業のねらいに沿ったワークシート等を作成し授業に生かしている。一対一

の授業になることが多いので、多くの児童の考えを引き出し、学級全体で授業

を進めていくことの大切さを引き続き指導する。 

生活指導力 

生活指導上の問題に関しては、管理職・学年主任・新人育成教員にすぐに相

談をし、次の指導の手立てを考え、解決しようとしている。一つ一つの課題に

対し些細な事案でも丁寧に対応していけるよう継続して指導する。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

生活指導部では、避難訓練・週目標作成の仕事を分担している。職務を遂行

する上で組織として自分の分担に責任をもって対応することの大切さを引き

続き指導する。 

外部との連携・ 

折衝力 

児童間でトラブル等が生じた時、管理職・学年主任、新人育成教員の助言に

基づき解決に向けて日々努力をしている。特に、保護者の対応に関しては、組

織として対応していくことの大切さを身をもって経験した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

研修生が安心して勤務し、日々の課題に取り組むことができるように相談に乗り、助言・指導を行

った。研修生は、毎日の学習指導や生活指導上の課題に最後まで取り組み、その経験を次の課題に生

かそうとする態度がよく見られた。「向上心」が研修生の一番の強みである。今後も、児童理解を深め、

前向きに職務を遂行してほしいと考える。 

 

 

Ｎｏ．７２ 

担当学年 ２年（児童数２６名）         新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌 新人育成教員：生活指導部・体育委員会 研修生：生活指導部・体育委員会・情報教育 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際  

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業分担は単元全体、１時間毎、途中交代など、研修生の希望に沿い行った。

研修生が授業をする場合、教材研究の仕方や授業の進め方の相談にのり、毎時

間記録をとった。授業改善に繋がるよう記録を基に放課後振り返りを行った。 

生活指導力 

問題があった場合はすぐに学年で共有し、必要に応じて生活指導主任や管理

職に相談した。一人で抱え込むのではなく、組織として対応するよう助言した。

そのためには、研修生が何でも話せるよう、信頼関係を築くことが大事である。 

学校運営力・ 

組織貢献力 

コロナ禍で活躍の場が少なかったが、先輩の教員からの指導助言を受けなが

ら体育委員会で体育朝会を担当したり、情報教育でパソコン研修を行ったりす

るなど、組織の中での役割を果たしていた。 

外部との連携・ 

折衝力 

スクールカウンセラーや学習支援員と、気になる児童について情報交換を頻

繁に行い、支援の方法を試行錯誤した。保護者との電話対応や面談の際に心掛

けること示し、なるべく同席するようにした。 

 

２ 一年間の研修を通して  

   コロナ禍によって、学校教育も誰もが経験したことのない１年となった。様々な活動が制限される

中で教員１年目をスタートした研修生は、戸惑うことも多かったと思う。しかし、持ち前の明るさで、

子供たちと楽しく１年間を過ごせたことが何よりの成果であった。今後もさらに学習指導力を上げる

べく努力し、素敵な教員に成長することを期待している。 
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Ｎｏ．７３ 

担当学年  ２年（児童数２２名）  新人育成教員 ４年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成   研修生：道徳 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける 

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

学習規律の徹底を図り、各教科の指導書はじめ資料の活用の仕方及びに

習のめあてをはっきりさせて指導に臨み、子供一人一人を見取りながら指

導ができるよう指導した。自信をもって指導できるようになった。 

生活指導力 

安全・人権・公平に関する事柄については特に指導を徹底した。学級の

児童との関係を良好に保ち、秩序ある学級経営を心がける習慣が身につい

た。一人一人の児童の長所を認めつつ、今後も徹底していくよう助言した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

疑問点や困ったこと等は、一人で抱え込まず、学年主任・管理職・先輩

教諭に相談するよう指導した。また、仕事の期日や優先順位を考えて活動

するよう助言した。責任をもって、活動できるようになった。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者の気持ちを受け止め、共に子供を育てていく姿勢を大切にするよ

う指導した。また、地域の特色を知ると共に地域の行事には積極的に参加

するよう促した。外部との連携について非常に意識が高まった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生の良さや特徴を認め伸ばせるよう心がけた。教員として、子供のために「良い」と思うこと

を互いに出し合い、研修生自らが主体的に取り組めるよう支援した。年度当初は、研修生と一緒に活

動し、徐々に研修生の指導を見守り必要時に助言するようにした。今後とも学ぼうとする謙虚さをも

ち続け、教師としての力量をさらに高めていってほしいと願っている。 

 

 

Ｎｏ．７４ 

担当学年  ２年（児童数２７名）  新人育成教員 ５年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

週単位から月単位で、見通しをもった教材研究や学習準備ができるようにな

った。今後は、学期や年間の枠の中で系統性を踏まえて、授業実践ができるよ

うになってほしい。目で見て分かりやすい教具を作り、授業に効果的であった。 

生活指導力 

学級での集団規律、学校の決まりなど繰り返し指導して定着につなげた。

日々の出来事やトラブル解決では、スピード感のある適切な対応が行えるよう

に、今後も経験を積む必要がある。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

生活指導部に所属し担当の仕事を滞ることなく遂行することができた。担当

の仕事がどのように全体に関わりつながっているのか考えて、動けるようにな

ってほしい。組織の一員として動くことの意識をもち続けてほしい。 

外部との連携・ 

折衝力 

学年での出前授業の関係者への連絡、手配の役割を果たした。この１年は、

補助として計画の作成、方法などを学ぶことが多かった。更に、保護者との適

切な対応の仕方を学び、信頼関係が深まる学級経営につなげてほしい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生と一緒に学級の子供たちや保護者に向き合い、悩んだり考えたり喜んだり、教育活動を共有

できたこと、そして子供たちと共に、研修生の成長をも見とれたことが喜びである。と同時に、この

仕事の最大のやりがいであった。 

 研修生には、いつも子供たちや保護者の目線で物事を考え、心に寄り添える教師になってほしい。 
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Ｎｏ．７５ 

担当学年  ２年（児童数３１名）  新人育成教員 ４年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

「めあて」を板書してから授業を始めるよう指導した。その時間に学ばせる

べき内容を意識して指導の実際に当たることができるようになった。体育の授

業での指示や運動量は良い。学習内容の深い理解と指導技術面の向上を望む。 

生活指導力 

安全指導で気を付けることと危機管理の面で細かな助言を日々行った。休み

時間、児童らとよく遊び、児童との関係づくりは良好である。支援を要する児

童にも目を配り、丁寧に接することができた。教室・言語環境を意識させたい。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

同じ校務分掌になり、見通しをもって動けるよう助言を行った。また、研修

レポートを期日まで提出できるよう文章表現の支援を行った。組織の一員とし

ての協調性をもって職務を遂行しようと努力を重ねることができていた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との信頼関係を築くことができるよう対応の仕方や言葉遣いなど細

かなところまで助言を重ねた。電話・連絡帳の対応、個人面談等、担任として

の配慮ができるようになった。コロナ禍、地域や外部の人材との関わりは少ない。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  子供たちとともに体を動かして遊び、対話をしながら学級を作っていく姿は、見ていて新人ならで

はの醍醐味です。子供たちは目の前に立った若者を先生と呼び、その指導に付いて行き、日々の学校

生活の中で、学習や友達との関係からいろいろなことを学んでいきました。私は、その方向性を必要

が有るごとに、ちょっとだけ示してきました。そのちょっとが最後には大きな方向性に繋がります。 

 

 

Ｎｏ．７６ 

担当学年  ２年（児童数３２名）  新人育成教員 ２年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部  研修生：教務部・運動行事委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける 

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

毎時間略案を書き、その日のうちに授業について検討し改善点は次回に生か

せるように指導、助言をしてきた。それにより、次第に授業の流れやポイントを

的確に捉えることができるようになってきた。 

生活指導力 

毎日、児童に登下校時に声掛けをしたり、休み時間に一緒に遊んだりして児

童とかかわり理解に努めている。登校時に不安がある児童や不登校気味の児童

の家庭と連絡を密に取り合っている。 

学校運営力・ 

  組織貢献力 

保護者に児童の授業中や休み時間の様子などを連絡して保護者との連携を深

めるようにしている。不登校気味の児童の家庭には、必要に応じて連絡や家庭

訪問をしている。 

外部との連携・ 

折衝力 

前向きに自分の校務分掌の役割を遂行できるようにしている。児童の様子を

管理職等への報告や連絡、相談の徹底を図るようにしている。学級事務や学年

事務を理解し、それを実施できるように取り組んでいる。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度は、緊急事態宣言が発せられ、通常とは違った取り組みから一年間が始まった。研修生とし

ては、このような状況下においての授業や学校生活の始まりに戸惑いを感じたことと思う。私自身も

戸惑いや心配はあったが、子供たちとの授業や生活の中で、それぞれの成長を大きく感じることがで

きた一年間だった。研修生には、今年度の経験や体験を今後の教員生活で生かしていってほしい。 

 



40 

 

Ｎｏ．７７ 

担当学年  ２年（児童数３２名）   新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導  研修生：生活指導・文化的行事委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

１学期は、２部制や３部制で授業が実施されたため、新人育成教員が師範授

業を行い、それを参考に授業を行っていた。２学期以降は、事前に教材研究を

一緒に行うことで、指導の見通しをもち、取り組めるようになってきた。 

生活指導力 

新人育成教員と研修生のコミュニケーションを密にすることで、生活指導の

方向性が一致し、協力して取り組めた。また、学年の中で、情報を共有し、学

年主任がアドバイスしてくれることで、自信をもって学級指導が行えていた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

全体を見て行動することができなかったので、運動会等の行事を通し、自分

から仕事を見つけ動くことの大切さを教えてきた。その結果、周囲の動きに敏

感になり、自分から動けるようになってきている。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者に連絡が必要な事項は、すぐに連絡を入れ、直接保護者と話しをする

ことの大切さについて話したことを実践した。その結果、保護者からの信頼は

厚い。電話での対応も、穏やかな語り口であり、落ち着いている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  年度当初、児童がいない中では、なかなか具体的な話ができず、研修生もとまどったことが多かっ

たと思う。しかし、学校生活が始まると、研修生自身が何を悩み、困っているかが明確になった。困

った時は、素直に、それを新人育成教員に伝えてくれたので、一緒に考え、対処していくことで、少

しずつ指導技術を磨いていき、まとまった学級を作ることができた。 

 

 

Ｎｏ．７８ 

担当学年  ２年（児童数３０名）  新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成    研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

児童個々の能力に応じた指導方法とともに学級全体への指導方法について

指導を重ねてきた。教材研究をともに行い、指導について声の大きさを意識で

きるようになり、児童に伝わる場面も増えてきた。 

生活指導力 

学級全体の指導場面と、個々の指導場面を的確に判断し指導を行うように指

導を重ねてきた。個別に課題がある児童への指導については、成果が見られた

が、学級全体とのバランスを十分に考えることが課題である。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

分掌としての役割や学年での役割を理解し、実務を行うように指導をした。

提案文書の作り方や、提出日の見通しなどについて気を付けるようにし、学年

や学校がスムーズに動くような指導を心掛けた。 

外部との連携・ 

折衝力 

今年度の状況では外部との連携等については十分な指導が行えなかった。そ

のような中、保護者会の実施については、事前に校内で行われたＯＪＴに参加

させ、研修を行った。当日は、保護者への説明を丁寧に行うことができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  ２か月に及ぶ休校期間中、初任者には学校全体のイメージができない中でのスタートになった。児

童の様子も全くわからず指導は困難であった。まずは、各教科の単元計画を見ながら再開に向けての

準備をしたり、学年の担当と一緒に学年の見通しを立てたりした。教職員との関係にも気を付けるよ

うに指導をし、職員室では積極的に他の職員と関わり、人間関係を築くように助言した。 
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Ｎｏ．７９ 

担当学年  ２年（児童数２９名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部   研修生：生活指導部・教務部学籍担当 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

ねらいを明確にした発問や板書の仕方等を中心に教材研究をしてきた。また

授業記録ノートを基に一日の振り返りを行い、授業改善に努めたことは大きな

成果であった。さらにねらいとまとめ（評価）の一貫性を目指す必要がある。 

生活指導力 

学習や生活規律への指導を丁寧に行うことができる。生活指導上の問題に直

面すると冷静な対応が難しく研修生のそばで具体的に支援をしたり、管理職や

学年主任に相談したりして、一人で抱え込まず課題解決するようにしている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学籍や生活指導の校務分掌の仕事に責任をもって取り組むことができる。管

理職や他の教員へ、自分から積極的に報告・連絡・相談等を行うように声掛け

をしながら、さらに円滑なコミュニケーション能力の向上を目指している。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者からの連絡帳や電話対応を丁寧に行うことができた。保護者会、個人

面談や難しい電話対応等については、予め話す内容を整理し、原稿を作成する

ことで曖昧な内容を防ぎ、保護者との信頼関係の構築に努めることができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  分散登校やオンライン授業など例年とは全く違うスタートの中、精神的に不安定な子供たちへ寄り

添いながら学習や生活指導を丁寧に行うことができた。また、一日の振り返りの中で指導されたこと

を素直に受け止め、日々努力を重ねることで大きな力となり自信につながったと思う。今後も失敗を

恐れず主体性をもち、児童一人一人を大切にできる人間性豊かな教員になることを心から願っている。 

 

 

Ｎｏ．８０ 

担当学年  ２年（児童数２９名）  新人育成教員 ２年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導・安全指導   研修生：生活指導・安全指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

１学期は育成教員が授業を見せて、どのように進めるのか１単位時間の使い

方を理解させた。２・３学期は、新人教員が主となって自分で授業を展開した。

また、ほかの学級や学年の授業観察ができるように調節をした。 

生活指導力 

児童との信頼関係を作るため、どのように接したらいいのかを実際の場面に

即して一緒に作り上げてきた。生活指導上の問題に関しては、学年会などで話

題に取り上げ、学年全体で対応することとし、一人で抱え込まないようにした。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

まず、学級経営の力をつけることを重点課題としてきた。研修生も校内の役

割も分担していくことになる。わからないことは校内の先生方に聞いて進める

ことができた。学年の中で学年便りや会計の仕事もこなしてきた。 

外部との連携・ 

折衝力 

実際の保護者会はなかったが、保護者会を開く上での準備を確認した。個人

面談は実施できたので、一緒に話を聞き、対応を考えてきた。ZOOMでの授業参

観を行った。感染症対策で外部との交渉がなかなかできなかった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  始業式の一日のみで休校が始まり、担任の顔や同じクラスの友達も覚えられないままに日がたち、

分散登校・短縮授業で大切な学級開きもできなかった。学年当初は学級経営上非常に大切な期間なの

で、そのときに今までの経験を伝えられなかったことに非常に悔いが残る。しかし、ZOOMやタブレッ

トを駆使した新しい伝達方法を一緒に試行錯誤しながら行えたことは得がたい体験となった。 
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Ｎｏ．８１ 

担当学年  ２年（児童数２７名）  新人育成教員 ５年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：身体づくり   研修生：身体づくり 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

連絡ノートを活用し、計画的な学習指導、毎時間の時間配分、指示や発問

の工夫などの基本的な授業技術は向上してきた。今後、児童の実態に応じた

授業展開、電子機器の活用、評価を生かした授業が課題である。 

生活指導力 

特別支援を要する児童への配慮はきめ細かくできた。給食・清掃指導も丁寧

に行うことができた。授業規律、生活規律の徹底はまだ不十分な時があるので、

児童の気持ちに寄り添いながら、徹底的な指導が必要である。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学校行事、校務分掌の任された仕事は行うことができた。自分から積極的に

質問し、動き、貢献するまでには至っていないので、今年度の経験を活かし、

計画的に学級の仕事と校務分掌、研究などを行うことが今後の課題である。 

外部との連携・ 

折衝力 

連絡帳の返事は研修生と一緒に考えて返事を書くようにした。丁寧に保護者

と関わり、質問に答えたり学校での様子を詳しく伝えたりできていた。今年度

難しかった地域や保護者との連携を積極的にとるように心がけてほしい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  ６月まで分散登校などで研修生や児童と顔を合わせて指導することがなかった為、研修生は２学期

になっても週末に多くのことを悩んでいたので、月曜と木曜にゆっくり時間を取り相談に乗るように

した。明るく児童に慕われている研修生の良さを最大限に発揮し、今後、自分の苦手なこと、身に着

けるべきことなどを一つずつ研修し、素敵な先生に成長してくれることを期待している。 

 

 

Ｎｏ．８２ 

担当学年  ２年（児童数２８名）  新人育成教員 ５年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動部・入学委員会   研修生：特別活動部・入学委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

基本的な学習指導の技術や授業規律を理解し、学習計画を立てて、授業を行

うことができるようになった。教材研究を積み重ね、より効果的な授業展開や

適切な評価ができるようにしたい。 

生活指導力 

児童理解に努め、積極的に児童を褒めることで、児童の自己尊重感を育て、

学級内の人間関係も良くなった。教室の環境整備や危機管理により一層心を配

り、安心・安全な学級経営が一人でもできるようにしたい。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学級事務は、ほぼ一人でこなせるようになった。校務の見通しがもてなかっ

たが、学年主任や担当分掌の主任に指導いただき、仕事内容の理解に努めた。

何かあったときの報告・連絡・相談を徹底させたい。 

外部との連携・ 

折衝力 

特別な支援を要する児童には、特別支援教室「すまいるルーム」や療育セン

ター「げんき」の先生と連絡を取り合って指導にあたることができた。保護者

からの連絡帳や電話による相談に迅速かつ適切な対応ができるようにしたい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休校というかつて経験したことのない非常事態の

中で、新たな研修生を迎えた。会ったことのない児童の自宅へ電話での安否確認、動画配信のための

授業準備、分散登校、教室の消毒等、昨年度までとは全く異なる学校生活に私も戸惑うことが多かっ

た。そのような中でも、子供たちは日々成長し、研修生も独り立ちする日が近いことを嬉しく思う。 
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Ｎｏ．８３ 

担当学年  ２年（児童数３５名）  新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：国語・特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材研究や板書計画などに課題があり、指導してきたが、少しずつ努力する

姿が見られるようになった。学級全体を見ながらの指導や児童たちへの意欲の

喚起など、課題はあるが向上しようとする姿が見られるようになった。 

生活指導力 

分散登校など制限される中で、学級経営的な視点が、不十分な理解だったが、

児童の実態に応じた指導や家庭との連携を図る中で、細かいトラブルはありな

がらも、全体を見る力が付き、安定してきたように思っている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

委員会活動では特別活動部の担当になり、また放送委員会を担当し、放送朝

会や開校記念日集会などで貢献し活躍することができた。運動会など大きな行

事を経験することができなかったので、全体指導等を体験させたいと思った。 

外部との連携・ 

折衝力 

２学期の後半になって町探検の学年行事が実施でき、外部との関わりを経験

することができた。児童が図書館へ訪問することは叶わなかったが、取材の様

子を動画にまとめ、担当としての達成感を感じることができたと思っている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  通常のような新規教員としての研修が十分できなかったが、私の指導以上に、学年主任が教科指導

を丁寧に行ってくれたことで、教える力を少しずつ付けることができたと思っている。コロナ禍の中

でマスクを付けた指導、表情の見えない中での対応には、今後も苦労すると思うが、教育という「生

きがい」となる仕事を身につけるために、粘り強く頑張ってほしいと思っている。 

 

 

Ｎｏ．８４ 

担当学年  ２年（児童数２７名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：生活指導・国語部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

新人育成教員、校内の各教員の授業を参観して基本的な指導内容及び方法に

ついて研修し、主要教科の学習指導の実践を徐々に増やしていった。実践前後

に身に着けるべき学習方法等を具体的に示し指導を重ね指導力を付けた。 

生活指導力 

担当学級児童の生活指導については、日常的に児童の様子について話し合

い、適切で効果的な指導ができるようになってきた。校内生活指導については、

生活指導部教員と連携して学校全体の生活指導について実践を重ねた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校内のそれぞれの組織の担当者と連携し、研修生が分担可能な仕事について

段階を追って経験できるように計画的に実践を重ねた。組織や仕事についての

理解を深め、少しずつ貢献できるようになってきた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会や面談の意義を理解し、事前に話す内容を十分検討して当たること

で保護者と良好な関係を築くことができた。日常的な児童の様子の記録を生か

して、通知表を作成することにより、児童の成長を支えることができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナ禍で迎えた新年度、見通しが立たない中で研修が始まった。日常生活も学習の進め方も例年

とは異なり、優先するべき研修内容を模索しながら進めた。短い研修期間の中ではあったが、徐々に

研修生が子供の成長を支える仕事にやりがいを感じている様子が見られるようになってきた。 

さらに、子供が楽しく学ぶことができる授業を目指して、学習指導力を向上させてほしいと考える。 
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Ｎｏ．８５ 

担当学年  ２年（児童数３１名）  新人育成教員 ３年目（現任校１０年目） 

校務分掌  新人育成教員・研修生：生活指導部・文化的行事委員会  

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業規律に関する理解及び基本的な授業技術はじめ、個に応じた指導法の工

夫について研修を深めた。基礎基本に立ち返り、学ぶ喜びを実感できる授業の

創造を一層深めていく必要がある。 

生活指導力 

生活規律の徹底、けがや児童間の問題への対応および自動理解の方法と実際

について扱った。児童が今直面している問題を丁寧に聞き取り、安全で安心で

きる教室環境を整えていく重要性を実感した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校内組織と分掌については、組織の一員として校務に参画している。日々の

実践の中での困りごとについては、上司や先輩へ適切に報告・連絡・相談する

よう促してきた。円滑なコミュニケーションを図っていく必要がある。 

外部との連携・ 

折衝力 

生活指導上配慮を要する児童については、家庭との連携が必要であり、関係

諸機関とも連携を深めてきた。今後も、困りごとなどを、一人で抱え込むこと

なく、他との連携を図りながら、課題を解決していく必要がある。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた

心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」と教育基本法にある。研修生の自

立に向け、共に考え、実践し、振り返る日々であった。課題を抱えた児童についても、他と連携し、

実践に生かせるようになってきた。自ら、よさを存分に発揮してほしい。 

 

 

Ｎｏ．８６ 

担当学年  ２年（児童数２１名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：学級経営   研修生：生活指導・外国語活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

研修生が授業を受けもつことにし、授業実践を進めた。指導案を一緒に考え、

授業後は、放課後に授業の良かった点、改善点について検討をした。実践を重

ねることにより、授業の進め方、発問の仕方などが身に付いてきた。 

生活指導力 

児童と一緒に遊ぶ、話を聞く等を大切にして、児童理解に努めるようにした。

学習規律、生活の決まりの指導を通して、落ち着いた学級経営ができている。

課題のある児童にどのように対応するかを一緒に考えながら指導している。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研修生が主となる校務分掌もあり、前年度の担当者から、指導・助言をもら

いながら、適切に仕事を進めている。その他、所属する部署や委員会で多くの

教員から指導を受け、組織の一員として自覚が育っている。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者への対応は、迅速で丁寧な対応が大切であることを伝えている。学年

便りなど学年の仕事も受けもち、学年主任と相談しながら作成をしている。管

理職や各主任への「報告・連絡・相談」を適切に行い、対応をしている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  「実践から学ぶ」を基本に、教科等の指導を研修生が担当することにした。授業、生活指導、学級

経営について、一緒に考えて実践し、実践を振り返り良かった点、改善点について確認してきた。研

修生が「何を困っているのか」「解決のためにどのように助言していくのか」を考えながら、指導して

きた。実践を重ねることで、成長していく研修生の姿を見ることができ、仕事の充実感を感じている。 
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Ｎｏ．８７ 

担当学年  ２年（児童数３１名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務部時間割   研修生：教務部広報・情報管理   

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

日々教材研究を熱心に行い、ねらいに迫るための指導計画を立て、子供の興

味・関心を引き出す工夫をしながら授業を進めることができるようになった。

重点や押さえるべきところ等まだまだ教材研究を積み重ねていく必要がある。 

生活指導力 

子供たちと信頼関係を築きながら、規律ある授業や安全な生活を送ることが

できるように努めることができた。子供たちの個性を伸ばし、社会性の育成等

さらに充実させていくことが課題である。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

管理職や関係する教員に報告したり、相談したりしながら、自分の担当する

校務分掌等を責任もって行うことができた。特に学校ホームページの作成は意

欲的に行った。 

外部との連携・ 

折衝力 

連絡帳や電話対応等、保護者に伝えるべき内容を整理し、控えめながらもし

っかりと伝え、信頼関係を構築することができた。今後も様々な場合の対応を

経験し、学んでいってほしい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

 研修生の思いや願いが実現できるように支援を心がけてきた。折に触れて実践してきたことを惜し

みなく伝え、それによって研修生の迷いがなくなったり、子供達が生き生きと活動できたりしたとき

は、これまでの教員生活が生かされた喜びとやりがいを感じることができた。今後も一人一人を大切

に人間味あふれる教師に成長していってくれることを願っている。 

 

 

Ｎｏ．８８ 

担当学年  ２年（児童数２８名）  新人育成教員 ３年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：教科 国語・図書館教育 

   研修生：教科 生活科・教務部 行事表示・体力向上 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

時間内に授業内容を終えるだけで精一杯からのスタート。学習規律の確立の

ため、児童を注目させるためのスキルの習得と的確な指示の出し方、学級全体

への浸透状況の確認を反復練習した。着実に児童個々と全体が見えてきた。 

生活指導力 

低学年児童の予測不能の動きと次々に起こる事態に戸惑う日々。個々の児童

をよく観察し行動を予測すること、絵や写真、表を付けた分かり易い指示、復

唱確認等の工夫で怪我を減らし、生活規律の確立と安全管理を図った。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

組織貢献については、チーム馬橋の一員としてまず仕事内容を把握するため

に、「できない、わからないと自覚することが大切な第一歩。」をモットーに自

ら尋ねて周囲から教わり学ぶことを目指した。聞くことで着実に力を付けた。 

外部との連携・ 

折衝力 

通知表の評価、所見については日常の学習場面での活躍や努力の成果、力の

伸びを的確に評価し、見取るよう毎日放課後確認、指導した。イベントや行事

では事前にポイントを提示したことで資料に基づき着実に通知表を記入した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  夢と希望をもって初めて子供の前に立つ研修生を新鮮な思いで迎えることは、大きな喜びである。

不慣れな予想外の事態に驚き、戸惑っていた研修生が、いつの間にか複数の児童の訴えに対応しなが

ら生き生きと授業を進めている。一歩ずつではあるが、確かな歩みが着実な成長に繋がり頼もしい。       

今の責任感と節度ある人間力にさらに磨きをかけてステップアップしてほしい。 

 



46 

 

Ｎｏ．８９ 

担当学年  ２年（児童数３１名）  新人育成教員 ３年目（現任校９年目） 

校務分掌  新人育成教員：体育的行事・生活指導  研修生：体育的行事・生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

 単元全体を見通した学習計画、ねらいの明確化、毎日の評価などについて、

計画的に授業参観を行い２人で検討・評価を続けた結果、授業力向上を図るこ

とができた。「ロイロノート」の活用についても今後さらに工夫をしていく。 

生活指導力 

 具体的事案を通して、児童理解や、親や子供の心に寄り添って、信頼関係を

構築しようと努力することができた。安全についても日々意識し、この一年間、

大きなけがや事故もなく過ごすことができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

保護者会、個人面談のねらいと内容について研修を行い、家庭と連携しなが

ら子供の成長を見守っていくことができた。通知表についても、一人一人の子

供の思いや頑張りを認めながら、評価として家庭に伝えることができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

報告・連絡・相談の大切さを理解して「教職員の服務」について、しっかり

研修を行うことができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生の教師としてのこの一年間の成長は素晴らしいものであった。教材研究に力を入れ、計画、

実践、ふりかえりを繰り返し、指導力を付けてきた。また、日々の生活の中で、子供や親の心に寄り

添い、相手が安心できるような声かけの大切さについても深く学ぶことができた。来年、研修生がど

んな学級経営を行っていくか、今からとても楽しみである。 

 

 

Ｎｏ．９０ 

担当学年  ２年（児童数２５名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成   研修生：特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

・毎時間の指導計画・板書計画を立て、ノートにまとめて授業に臨んでいた。 

・課題解決学習型の授業を目指し、授業改善、学力向上に取り組んでいくとよ

い。 

生活指導力 

・生活規律の定着を図るために、休み時間の過ごし方、給食、清掃などのきま

りについて、子供たちにその大切さを理解させながら指導していた。 

・普段から要点を絞り、短い言葉で指導することを心掛けてほしい。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

・校務分掌上の自分の役割を理解し、進んで関わろうとしていた。 

・進んで他の教員とコミュニケーションをとろうとする気持ちがあるが、やや

硬い。もっと明るく元気に振舞ってほしい。 

外部との連携・ 

折衝力 

・校内でのけが、児童同士のトラブル等の保護者への連絡を速やかに行えた。 

・保護者に連絡するときは、言葉や話し方を、事前にしっかり考え、組み立て

ておくとよい。また、学年主任や管理職との連絡、相談、報告を密にする。 

 

２ 一年間の研修を通して 

１年目ということで、初任者にとって毎日が初めての経験であった。また、新型コロナウィルス対

策の中で、児童に厳しく対応しなければならず、戸惑う場面もあったと思う。その中で、育成教員の

学習指導や生活指導をまねながら、少しずつ技術を磨いてきた。今後も、学習指導、生活指導や学校

運営、保護者対応などを学びながら、教員としての自覚と高い志をもって成長していってほしい。 
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Ｎｏ．９１ 

担当学年  ２年（児童数２６名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務・教育相談  研修生：生活指導・特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業のねらいを意識して授業構成を考え、そのねらいに迫るための授業展開

ができるよう指導を進めてきた。児童の主体性が生きる授業、児童相互のかか

わりの多いい授業を計画し、実行できるようになりつつある。  

生活指導力 

児童とのふれ合いを大切にしながら、お互いに認め合える学級経営を研修生

と協力して進めてきた。どのように指導すべきか迷っている場面もあったが、

児童の思いを受け止め、指導すべきところはきちんと指導するよう伝えた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌は育成教員と研修生が異なる分掌についていたため、役割を果たす

にはどうすればよいか基本的な点を伝え、実際の業務の進め方については各分

掌の教員に指導を任せた。責任感をもって分掌の仕事を進めている。 

外部との連携・ 

折衝力 

コロナ禍のため保護会の機会が少なかったが、個人面談は実施できたので育

成教員が同席のもとで面談を実施。面談資料の作成や面談を問題なくこなすこ

とができた。保護者との電話対応も適切に行えるようになった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  初めからよい授業を求めるより、失敗を恐れずチャレンジすること、教える側の視点ではなく、学

ぶ子供の側の視点から授業計画を立てることの大切さなどを伝えてきた。指導当初は、授業や子供へ

の接し方、学級経営などに関して心配な面もあったが、常に子供の気持ちを大切にしようとする姿勢

で指導に当たっていたことが何よりもよかったと感じている。 

 

 

Ｎｏ．９２ 

担当学年  ２年（児童数２８名）  新人育成教員 ３年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：教務・生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
教材研究をよく行い、学習活動を大切にして取り組んでいるため、日を追う

ごとに指導力の向上が見られる。今後も絶え間ない努力が必要。 

生活指導力 

学校のきまりに基づき、やるべきことややってはいけないことを分かりやす

く児童に伝えた。児童間のトラブルはその日のうちに解決するよう努めてい

く。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

分掌の長や学年に教えを請い、すべきことを理解した上で自分ができる仕事

を率先して行った。今後はいろいろな分掌の仕事を覚えていくことが必要。 

外部との連携・ 

折衝力 

校内での様々な出来事について電話での連絡を欠かさず行い、保護者と連携

して対応した。今後も管理職等に相談しながらしっかりと対応していく。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生と共に学級経営を行う中で、今まで積み上げてきたノウハウを次世代の教育を担う若者たち

に伝えていく過程そのものがやりがいとなる。年度当初よりコロナ渦にあり、非常事態の 1年間とな

ったが研修生とともに学級経営にあたり、制約のある中でも充実した 1 年間を過ごすことができた。 
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Ｎｏ．９３ 

担当学年  ２年（児童数２８名）  新人育成教員 １年目（現任校７年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導・特別支援教育コーディネーター 

   研修生：生活指導・総合的な学習の時間 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

学習の目標を念頭に置いて教材・教具の準備をよくしながらも、児童把握を

して児童に合わせた指導ができるように配慮した。コロナ禍のため学年での情

報交換をより密にして臨めるようにし、教科の分担等工夫し仕事を精選した。 

生活指導力 

生活規律などの指導は研修生がするようにし、気付いたことは伝えるという

方法をとった。必要に応じて重ねて直接指導することもあった。課題を抱える

児童への対応は管理職への、報告・連絡・相談をしながら行った。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研修生は事務能力が高く、校務分掌も段取りを考えて仕事を進めていた。個

人情報の扱いは、整理整頓等をし、常に気を配るよう指導した。提出書類等は、

早めに取り組んで内容を練ることが出来るように声を掛けた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会や面談では、研修生が前面に出ながらも 2人での指導を伝え信頼関 

係を築くように心掛け、情報共有を確実にすることも指導した。教師としての

仕草、言葉遣い、服装なども再確認した。地域の人材活用も学ぶ時間を設けた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  「研修生が、自信をもって、やりがいを感じて教職に携わることが出来るようになるために、新人

育成教員として支える動きをしよう。」と、心掛けた。研修生は、人にも仕事にも真摯に向かっており、

コロナ禍にあっても臨機応変に対応でき、保護者からも信頼を得ていた。どの児童にも明るく温かく

接し、関係ができると毅然とした態度もとれたので、来年度、より力を発揮できると期待している。 

 

 

Ｎｏ．９４ 

担当学年  ２年（児童数３３名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：特別活動・体育部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
児童の思考を引き出し、そこから全体で深め合う活動を目指してきた。道徳

の授業では手応えを感じたようだが、教科等では更に工夫を要する。 

生活指導力 

児童のけがの対応では、首から上のけがは管理職に報告する、また保護者に

は状況も含めて連絡する等を指導した。徐々にではあるが身に付いてきてい

る。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌では、先輩教員に進んで指導を受けながら原案作成等を進めるよう

に指導をした。期日ぎりぎりになりながらも努力して仕上げていた。 

外部との連携・ 

折衝力 

ゲストティーチャーの招聘にあたり、どのように折衝し連携するかの様子を

示してきた。研修生は丁寧な対応を心がけていた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生の「よい授業をしたい」という願いに応えるため、「児童の思考から出発し、本音を出し合い

ながら納得に納める」過程を何度か示した。道徳科の教材提示を工夫し、児童の興味関心を高めた授

業展開になった際に、研修生はその手応えを実感できたようだ。コロナ禍のなか、副校長をはじめと

する周囲の教員が温かい見守りもあり、研修生は困難な状況も乗り越えることができたように思う。 
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Ｎｏ．９５ 

担当学年  ２年（児童数２７名）  新人育成教員 ３年目（現任校８年目） 

校務分掌  新人育成教員：特活部  研修生：特活部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

基本的な学習指導や興味をもたせる工夫について、教材研究を熱心に行い視

覚的な教材、ねらいに合った活動、個別への支援などを授業で意識して行うこ

とができるようになった。 

生活指導力 

学習・生活の規律について時間を守ることを念頭に児童と共に実践した。ま

た、児童の行動や基準の判断について、事前に考えさせることによって自信を

もって児童に向かうようになった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

担当組織での仕事に対して期日までに実行できるように確認した。また、先

輩教師の授業や仕事を観て自分の学級経営や校務分掌に生かせるように機会

を多く設けた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者に対して個別の連絡を怠ることなく行っていた。連絡帳か電話かの手

段については相談の上行った。保護者会を開けなかったので、学級通信で児童

の様子の一部を伝える方法をとった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生の学級経営に対する思いを第一に１年間を過ごしてきた。児童の成長や課題を折に触れて共

有し、新たな方法を考えようと努力しできた。児童との信頼関係をしっかり結び学級経営を進めるこ

とができるようになったのは、自分にとっても児童の成長とともに大きな喜びである。夢であったこ

の仕事に就いた研修生が、この１年を基礎にさらに自分の学級経営を充実させて欲しいと願っている。 

 

 

Ｎｏ．９６ 

担当学年  ２年（児童数３５名）  新人育成教員 ４年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：道徳主任 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

十分な準備をせずに指導を行う場面が見られたが、準備次第で児童の活動が

変わることを実感し、それなりの準備ができるようになった。月案用紙を準備

し、見通しをもって内容を考えたり自分の仕事を進めたりするよう指導した。 

生活指導力 

若さを生かし、楽しいながらもけじめのあるクラスを目指し、一緒に楽しん

でよいところと許してはいけないところを強く意識させた。また、正しいこと

を教えるよりもどんな人になってほしいかを念頭に指導を行うよう指導した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

新人らしく、常に謙虚な姿勢で取り組んでいた。助けてもらう場面は当然多

いが、1年目でもできる仕事は自発的に行うよう指導した。今後も積極的かつ

学ぶ姿勢を忘れずに取り組んでいってほしい。 

外部との連携・ 

折衝力 

当初は保護者に対するセールストークのような話し方が気になったが、徐々

に顧客ではなく一緒に育てる教員として話ができるようになってきた。問題を

丸く収めようとする傾向があるので目的を意識した対応を行うよう指導した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新人育成教員 4年目で初めて同性の教員を担当した。ダイナミックに子供と遊べるが、細かいとこ

ろには気が回らない。なるほどなと思わされた一年だった。なかなか理想とは違うのが現実であるが、

思いをもって教員になったのだからその熱い思いを消すことなく、親や子供と楽しくやっていける術

を伝えたつもりである。これから長い教員生活、常にエネルギーの向け場所が子供であることを願う。 
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Ｎｏ．９７ 

担当学年  ２年（児童数 27名）  新人育成教員 ５年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：道徳・特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材研究を真剣に行い授業細案をノートにまとめていた。この積み重ねが必

ず将来役に立つと思われる。学年主任との打ち合わせも丁寧に行い 2年生の学

年経営に寄与できた。 

生活指導力 

子供との距離を縮めていく中で個性を知り、保護者との信頼関係も築くこと

ができた。子供たちの成長により、集団のパワーは想像を超えた方向に向かう

こともあり、常にアンテナを広げておくことが必要である。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

今年度与えられた校務分掌に責任をもって取り組んだ。小学校には６学年あ

り、また、校務分掌も多岐にわたっているので様々な仕事に取り組み仕事を覚

えていってほしい。 

外部との連携・ 

折衝力 

校内ではあるが、学童クラブや放課後児童指導事業での子供たちの様子にも

関心をもち、子供に関わるいくつかの機関を知った。これ以外に地域の委員会、

お祭りなど今年度実施できなかったものもあり、次年度以降に課題が残った。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  非常事態宣言で始まった令和 2年度、初めの 2か月子供と顔を合わせることができずどのように指

導をしていくかいろいろと悩む日々であった。新人育成教員としても、やはり子供を前にしているこ

とが無上の喜びとなることを改めて感じた。研修生にとって、このような年が教職経験の始まりとな

り、忘れられないものとなるだろう。今後の教員生活にも経験を生かしてほしい。 

 

 

Ｎｏ．９８ 

担当学年  ２年（児童数３１名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動、文化的行事委員会  研修生：特別活動、文化的行事委員会  

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

最初は研修生が国語・算数・体育などを受け持ち、次第に教科を増やした。

授業の仕方や発達段階による配慮、ノート指導などの助言をした。研修会が少

ない為、校内の先生に授業参観をさせてもらい、授業力向上に役立てた。 

生活指導力 

クラスの児童のことを語り合い、個性や環境を理解し、配慮して指導するよう声か

けた。理由を説明して指導したり、視覚的に訴えかける工夫をしたりするなど基本的

な助言をした。児童が安心して生活ができる楽しいクラス経営を心がけさせた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 

最初は新人育成教員とペアで仕事分担し、仕事のやり方が覚えられるように

した。学年で協力し、支えあっていくことの大切さを教えた。主任を中心にし、

チームワークを意識して、積極的に働けるようになった。 

外部との連携・ 

折衝力 

年度当初の保護者への電話連絡や個人面談では緊張していた。新人育成教員と

一緒に保護者へ接するうち、２回目の個人面談では児童の状況を的確に伝えること

ができるようになった。保護者の要望についても丁寧に対応できるようになった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

研修生が基本的な力を身に付け、来年度からも意欲をもって働けるようにするためには、意欲や想いを受

け止め、柔軟に指導していくことが大切だと思う。研修生は現在、生き生きと担任をし、「自分に自信がもてた」

と言っている。これからも子供たちに寄り添う良い教員に成長してくれると思っている。新人育成教員は研修

生や児童がよりよく成長していくことを支える仕事で、応援団として役に立てることがやりがいだと感じている。 
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Ｎｏ．９９ 

担当学年  ２年（児童数２８名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

週ごとの指導計画を共に作成し、具体的な指導については放課後に教材研究

を一緒に行った。6月下旬から国語と算数の授業を研修生が行い、徐々に増や

した。ねらいに即した学習展開が課題であり、振り返りで次の授業に生かした。 

生活指導力 

研修生が主となって学級経営に当たるようにし、支援を行った。児童と関わ

る時間を多くとることで、児童理解を目指し、信頼関係を作った。そのため特

別な配慮が必要な児童の指導にも柔軟に対応することができるようになった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

教務部、生活指導部に所属し、研修生は初めての役割に戸惑いながらも、積

極的に取り組む姿勢が見られた。新人育成教員だけでなく、多くの教員に助言

を頂き、学校組織の一員として連携することや協力の意識ができてきた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との連絡内容や児童の様子を記録に残し、適宜、学年や管理職への報

告を行うように助言した。また、連携して児童の課題解決に当たった。今年度

は保護者会があまりできなかったため、次年度は実践しながら学んでほしい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度の前期は学級経営と児童理解を中心に、後期は授業の充実に力を入れ研修を行った。制限の

多い中での研修だったが、研修生の「やってみたい。」という意欲を大切に、可能な限り任せ見守るよ

うにした。そのため、日々の実戦から学ぶことの多い一年間だった。研修生が、悩みながらも子供た

ちの成長を喜び、生き生きと行動する姿に、新人育成教員としてのやりがいを感じた。 

 

 

Ｎｏ．１００ 

担当学年  ２年（児童数１０６名）  新人育成教員 １年目（現任校１０年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別支援コーディネーター   研修生：庶務 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

研修生が受けもつ授業を徐々に増やしていき、授業実践力を高めた。放課後

には指導方法の検討を一緒に行ったり、その日の授業の振り返りを行ったりし

た。発問や板書の仕方など、基本的な授業技術が身に付いてきた。 

生活指導力 

児童に積極的に声かけをしたり、休み時間に共に過ごしたり、また日記指導

を継続したりしながら、児童理解を深めていくよう指導した。学校や学級のき

まりを守り、自覚をもって生活できる児童が増えてきた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

担当する校務分掌については、その仕事の趣旨や役割、内容や進め方につい

て丁寧に指導助言した。所属する部会や同じ分掌の先輩教員からも多くの指導

を受ける中で、自分の仕事に日々積極的に取り組んでいる。 

外部との連携・ 

折衝力 

丁寧に保護者対応をするよう、常日頃から指導助言してきた。その進め方や

留意点等、事前に十分打ち合わせを行った。管理職や各主任への「報告・連絡・

相談」も進んで行っている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生との役割分担を明確にし、研修生が受けもつ授業を徐々に増やしていきながら指導助言に努

めた。放課後には必ず一日の振り返りを行い、課題を整理しながら今後の指導に役立てるようにした。

研修生が教育公務員として豊かな人間関係を築き、指導力を高めていくための方法を常に考えながら、

指導にあたった。日々成長していく研修生の姿に、新人育成教員としてのやりがいを感じている。 
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Ｎｏ．１０１ 

担当学年  ２年（児童数３０名）  新人育成教員 ４年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

各教科、授業後の指導は、放課後に行った。週末には、次の週だけでなく各

教科の単元を見通した計画と１時間ごとの流れを共に考えた。後半には、板書・

ノート計画作成や教材・教具の準備等も自ら進んで行えるようになった。 

生活指導力 

学級経営上の組織やルール作りについては話し合いと試行を重ね、改良して

いった。家庭学習等の点検を育成教員が行うことで、研修生が児童を知る時間

と場を確保した。児童理解には役立ったが、引き際を見極める必要がある。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

日常的に学年担当業務、学級事務に関する指導を計画的に行った。積極的に

他と関わることで、「報・連・相」の重要性について学んだり、学年間の連携を

深めたりすることができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

通知表の作成では所見の書き方を中心に指導した。児童間のトラブルへの対

応や保護者連絡等については、当初、研修生と共に行っていたが、２学期頃か

らは一人で対処できるようになった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  一人の若い先生のスタートに立ち会えたことで、今年も多くのことを学びました。そこにはチーム

ワークの良い協力的な学年と、クラスの問題にも適切に対応してくださった本校の先生方の、絶大な

力があったことは言うまでもありません。研修生が今後も「人との関わり」を大切にする、心豊かな

教師として成長することを願っています。 

 

 

Ｎｏ．１０２ 

担当学年  ２年（児童数３０名）  新人育成教員 ４年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：教育相談   研修生：情報 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

・若手研修など他学年の教員の授業に参加・見学し、自身の授業に取り入れた

結果、１時間の授業の中で、めあてを明確にし、理解の評価やまとめ、さら

にふり返りの授業展開がしっかりできるようになった。（アウトプット） 

生活指導力 

・一人一人に声を掛け、朝や休み時間など一日に必ず触れ合いの時間を作るよ

うに努めた結果、子供たちを理解し良い関係を作ることができた。友達と関

わるのが苦手な児童がいるので、座席の位置など、研修生と話し合い決めた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

・校務分掌では、生活指導・情報・避難訓練の担当として、職務内容について

助言し起案の方法を指導した。教職員の服務について具体的な事例を取り上

げて指導した。その結果教育公務員として自覚と責任をもつようになった。 

外部との連携・ 

折衝力 

・通知表の書き方や指導要録の記入の仕方・評価の整理方法を学び、児童の成

長に気付くことができた。また、トラブルが起きた時には、保護者にすぐ連

絡し、丁寧な対応で保護者との信頼関係を築くことができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新型コロナウイルスの感染拡大の中、３密を避け研修生と様々な感染対策に取り組んできた。低学

年という事もあって、ふれ合いを大切にしてきた。また、授業に集中できるように動画やクイズなど

を取り入れた。学年会を重視し、学習計画や行事内容を検討して協力体制をとり、同一歩調で進めた。

更なる経験を積み、学習指導や生活指導、学級経営においてさらに力を付けてほしい。 
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Ｎｏ．１０３ 

担当学年  ２年（児童数２９名）  新人育成教員 ５年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動・入学対策  研修生：特別活動・入学対策・校務事務 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材研究の時間をしっかリとれるように小テストや宿題等の添削は育成教

員が行った。授業中に困ったことがあったら、いつでも助けられるように見守

った。評価対象のテストは研修生に任せた。 

生活指導力 

誰でも同じ考え方で指導していることを知らせた。このくらいはいいだろう

という指導はしないことを学んだと思う。マニュアルはあっても配慮を要する

児童には臨機応変な対応もしなければならないことも知らせた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

育成教員が部会に出席しないようにし、部会の内容について学年に持ち帰

り、研修生が中心になり、報告したり話し合ったりできるようにした。部会の

先輩教員から指導を受けることも大切である。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との連絡については、気を付けることをその都度、細かに知らせてき

た。特に電話連絡では、必ず話す内容を書くこと、聞いた内容をメモすること

を知らせた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  自分が指導したほうがと思う気持ちを抑え、できるだけ多く研修生に授業をさせてきた。授業をす

るには教材研究が大切なことを学んでくれたと思う。そして、人が人を育てるのだから間違ったり、

できなかったりすることも多くある。その時どのように対応するのかを学んでいってほしい。 

 

 

 

 

Ｎｏ．１０４ 

担当学年  ２年（児童数３４名）   新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：校内研究   研修生：生活指導・校内研究 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

単元のねらいに向け分かりやすい指導をすることを心がけ、様々な特性をも

つ児童がいる中で、落ち着いて授業に取り組めるよう、学習規律の徹底に努め

た。今後は準備を十分に行い、指導内容を支える知識を高めていく必要がある。 

生活指導力 

集団生活のきまりや安全について、毎日継続的に指導してきた。特に基本的

な生活習慣の中で挨拶と時間の決まりを徹底させていたが、今後も継続してい

くことが課題である。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学校運営・組織貢献においては、校務分掌・服務・個人情報等に意欲的に実

践することができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

外部との連携・折衝においては、保護者との連携を密にとり、支援を要する

指導への対応は、保護者や支援学級との連携を行った。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  学校長・副校長、２年学年主任、新人育成教員、各部・委員会主任により研修を行った。また、校

内研究や他学年の授業の参観を通して、発達段階に応じた指導のあり方を学んだ。校内研究では、道

徳科における低学年分科会の提案授業も行い、授業の展開、発問、板書などの指導技術の向上も見ら

れた。 
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Ｎｏ．１０５ 

担当学年  ２年（児童数２９名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：教科（理科）  研修生：幼保連携 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業後、研修生と共に教材研究を積み重ね、児童が少しでも意欲的に参加し、

全員が主体的に取り組める楽しい授業になるよう、共に授業内容を工夫し考え

た。研修生が無理なく取り入れられることから始めるように配慮した。 

生活指導力 

児童間のトラブルへの対応など，難しい場合は、複数で聞き取りをすること

にし，研修生一人では対応しないようにした。児童の言い分も聞き、児童が納

得するような形で解決できるよう，連携して指導に当たった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

児童のノートやプリント等を研修生と共に添削，評価し、適切な評価になっ

ているか評価基準について確認し，返却の準備をした。学習用具や作品等をき

ちんと持ち帰る指導を行うよう助言をした。 

外部との連携・ 

折衝力 

個人面談や保護者会に向けて進め方について確認し、アドバイスをした。児

童の実態を踏まえた上で具体的なエピソードを用意し、良い点や改善点、保護

者にお願いしたいこと等について話すように指導した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生は，真面目で熱心に研修に取り組み，教材について自分から聞きにきたり，アドバイスをも

とに教材を工夫して作ったりしていた。様々な面で支援の必要な児童が多い学級であったが，タイミ

ング良く褒めたり叱ったりできるようになり，適切に評価ができるようになってきた。何より，研修

生が自信をもって授業をすることができるようになってきたことが良かったと感じている。 

 

 

 

Ｎｏ．１０６ 

担当学年  ２年（児童数３１名）  新人育成教員 ４年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部安全指導   研修生：特別活動部クラブ担当 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

 研修生には児童の学習意欲を高めることを心がけさせ、特に導入の工夫に重

点を置き、児童の興味を引くように指導した。その結果、全教科において基本

的な学習内容を身に付けさせることができた。 

生活指導力 

 児童一人一人を理解し、個に合わせて適切に指導することや学習規律、生活

のきまりについて徹底した指導を行わせた。その結果、落ち着いた学級経営が

できるようになった。問題があるごとに学級経営の見直しの機会とさせた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 学年や学校全体を見通して役割を果たさなければならないことについて指

導した。多くの教員からも助言を受け、学校組織の一員としての自覚が高まっ

た。自分からすすんで関われるようになるとさらに貢献できると思う。 

外部との連携・ 

折衝力 

 生活科の町探検の学習を通して、これからの学校教育には学校外部や地域と

の連携が欠かせないことを指導した。地域の協力で充実した活動ができること

が分かり、積極的に外部や地域と関わることができるようになった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  授業内容や教材を工夫して毎日授業に臨んだ。教材研究をしっかり行い、毎日丁寧に授業を進めて

きたことで授業への自信が増した。一人一人の児童が自分の考えをすすんで発言できる学級を作るこ

とができた。常に意欲と情熱をもって取り組んでいた。今後も研修に励み、分かる授業を心がけ、謙

虚に学ぶ姿勢を大切にしていってほしいと願っている。 
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Ｎｏ．１０７ 

担当学年  ２年（児童数２３名）  新人育成教員 ３年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部   研修生：生活指導部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業の進め方、発問の仕方、板書の仕方、ノート指導の仕方など、学習に関

することには様々なパターンがあることを伝えた。後は自ら工夫しながら、自

分だけのオリジナリティを出せればよいと思う。 

生活指導力 

給食指導、清掃指導、休み時間の指導、廊下の歩き方、挨拶、言葉遣いなど、

日々の生活で欠かせない事を繰り返し指導するよう伝えた。研修生は研修した

ことをよく守り、細かく指導ができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌は、生活指導部、文化部、教務の転出入担当であった。それ以外に

も代表委員会、運動会の応援団の指導を担当した。それ外の仕事も気軽に引き

受け、学校運営上、欠かせない人材として活躍した。 

外部との連携・ 

折衝力 

転出入担当として書類をまとめ相手校に忘れずに郵送した。児童の怪我や気

になる言動については、その時の状況や指導した内容に関して保護者にすぐに

連絡した。保護者からの訴えにも誠実に対応し信頼を勝ち得ることができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

研修生は様々な仕事を素早く吸収し、みるみるうちに一人前の教員になっていった。クラス内だけの

仕事に収まらず、学校全体にかかわる仕事にも積極的に参加し、意欲を感じる一年間であった。来年度

からの独り立ちを、今後も期待して見守っていこうと思う。 

 

 

Ｎｏ．１０８ 

 担当学年  ２年（児童数３１名）     新人育成教員  ２年目（現任校２年目） 

 校務分掌  新人育成教員：教務部     研修生：教務部・体育的行事委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業の改善点はメモを作成して、それをもとにその日のうちに指導すること

によって、課題が明確になるようにした。カードやワークシートなどの教具の

活用の仕方を具体的に相談することで、授業の見通しをもてるようになった。 

生活指導力 

問題が見られた時にすぐに指導をしている姿がみられた。事後に指導内容を

確認して、今後に生かせるように助言した。・特別な支援が必要な児童に対し

て他の教員と連携をもつことを助言し、進められるようになった。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者への連絡事項の要点や言葉の選び方などを確認してから、対応するよ

うにした。また、課題だけでなく良い点も伝えていくように促した。生活科の

学習のための地域のお店との連絡調整を分担し積極的に関わることができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

体力測定の運営を担当し、進め方や記録の集計の仕方などを他の担当教員か

ら助言を受けながら全体に周知したり、運動会では学年の練習に積極的に見通

しをもって携わったりすることを通して組織の一員としての自覚が高まった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生は誠実に子供たちと向き合い、より分かりやすい授業、安心できるクラス作りを目指して常

に学ぶ姿勢を持ち続けたことで多くのことを吸収できた。子供たちは頑張る「わたしたちの先生」を

いつも信頼していた。そのようなクラスの暖かな雰囲気を育成教員として、とてもうれしく見ていた。

今後も真摯な姿勢を持ち続け、健全な子供たちを育てる健全な教員としての活躍を応援していきたい。 
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Ｎｏ．１０９ 

担当学年  ２年（児童数３４名）  新人育成教員 ５年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成     研修生：教務 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

迷いながらも自ら進んで教材研究をし、授業を行っていた。日が経つにつれ、

自分の授業のスタイルもできてきた。児童への話し方がはっきりしており聞き

やすい。今後は、経験を通してより目的にせまる授業を目指してほしいと思う。 

生活指導力 

２学期に入り、児童全体の様子をしっかり見られるようになってきた。それ

につれ学校生活の中での些細なことでも、きちんと注意できるようになる。ま

た、特に配慮を要する児童についても、きちんと対応できるようになってきた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

何かあった時など、自ら小まめに保護者に連絡をとり、対応できるようにな

る。校務分掌で市の行事の担当となり、年５～６回集まりに出て、自分の役割

をきちんとはたしていた。 

外部との連携・ 

折衝力 

育成教員だけでなく、管理職をはじめ学年主任、公務分掌内の方々にも進ん

で不明な点を聞くなどして、自分の役割をきちんと行っていた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナ禍での変則的なスタートとなったが、当初からまじめにこの職に取り組んでいた。授業に慣

れてくるにしたがい、固さがとれて落ち着いて指導できるようになる。また、ちょっとした私からの

話に対しても礼儀正しく聞き、改善していこうとする姿が見られた。次年度も、しっかり考えて、児

童への指導を行っていけるであろうと、うれしく思っている。 

 

 

Ｎｏ．１１０ 

担当学年  ２年（児童数２５名）         新人育成教員 ３年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務・特活・体育行事  研修生：教務・特活・体育行事 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
○学習指導では、主として１年次の研修や校内研修を利用しながら指導力の向

上を図ることができた。効率よい展開の仕方を考えさせていく。 

生活指導力 

○生活指導では、学級のきまり（朝の会・帰りの会の始め方・授業の始め方等）、

給食指導、清掃指導の方法等、学年と話し合い、同じ方法で行うことができ

た。更なる指導の徹底を図っていく。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

○学校運営では、学級事務（時間割・出席簿・名簿等の作成）ついて各学期に

学年で確認し、分担して職務にあたることができた。計画的に先を考えなが

ら職務にあたることが必要である。 

外部との連携・ 

折衝力 

○外部との連携・折衝では、保護者会の進め方、教員としての接遇・マナー、

児童の課題への対応、個人面談のねらいと内容、通知表の書き方等はできて

いる。問題の把握・解決の素早い対応が必要である。 

 

２ 一年間の研修を通して 

学習指導では、１年次の研修や校内研修を通して指導力が向上した。また、OJT ノートを活用し、

毎時の流れがスムーズに展開できるようになった。生活指導や学校運営（学級事務）も先を見通して

できるようになった。課題は、各教科とも考えの多様化・考えを深める授業の展開の仕方を考えると

ともに生活指導の徹底を図ること。時間がある限り児童を向上させようとする気持ちが今一歩ほしい。 
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Ｎｏ．１１１ 

担当学年  ２年（児童数３２名）  新人育成教員 ５年目（現任校９年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部・安全指導   研修生：生活指導部・安全指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業参観を通して、指導の工夫や教材の工夫等を学ぶことができた。育成教

員だけでなく、他の教員からも授業に対して指導・助言をしてもらうことで、

指導方法を改善することができた。 

生活指導力 

互いに気持ちよく過ごすためにきまりを守ることの大切さを伝え、決まりが

定着するよう指導できた。いじめの早期発見・早期対応のために児童の発する

小さなサインを見逃すことのないよう児童理解に努めた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学校運営の大まかな流れを把握することができた。任された仕事を責任をも

って計画的に進めることができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会等の進め方を理解し、保護者に伝える内容を整理して保護者に話す

ことができた。問題が起きたときはその日のうちに保護者に事実や聞き取り状

況、その後の展望などを伝えることができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  一年間を通して、研修生が毎日笑顔で児童と関わり、教員として成長していく姿を一番近くで見ら

れたことが、この仕事のやりがいだと感じた。保護者会や個人面談など、保護者と接する機会には同

席し、保護者に二人担任制の良さを理解してもらうようにした。 

 

 

 

 

Ｎｏ．１１２ 

担当学年  ２年（児童数３２名）    新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成   研修生：研究 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

 管理職や区の教科指導専門員による指導、校内職員の授業参観などを通して

指導技術の基本を学び、次の授業に生かそうとしてきた。問題解決の必然性が

ある導入を工夫しようと意識している様子がみられる。 

生活指導力 

 子供たちとの遊びに進んで加わり、児童理解に努めていた。トラブルがあっ

たときには、一人一人の話を聞き、どのようにすればよかったかを共に考える

とともに、事前の指導や事例から安全についての指導を心がけていた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 休校中の保護者への電話連絡、また、けがや保護者からの連絡帳の相談に丁

寧に対応している。保護者との関係を築いていくために、学年通信、学級通信

の書き方を学びながら努力している。 

外部との連携・ 

折衝力 

 毎日の学級事務を行い、校務分掌のなかでは任された職責を果たしている。

個人情報の取扱いおよび公務員としての服務については、校長より指導を受け

学んでいる。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生も私も、例年に近い学校生活を送ることができる喜びを感じながら、６月から２年生を担任

することになった。研修生は常に真摯な態度で、校内の先生方から学ぼうとする意欲が見られた。ま

た、学級では個人の記録をとり、一人一人の児童理解に努めていた。教員として成長していく姿を、

一番近くで見られたこの仕事に充実感を感じた。 
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Ｎｏ．１１３ 

担当学年  ２年（児童数２９名）     新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：体育委員会   研修生：体育委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

まず二人（学年）で、授業の流し方を話し合う。その後、新採の先生がノー

トに授業の流し方や板書計画を書いてくる。授業が終わったら、振り返りをし

て、効果的だったことと課題やその解決方法を出し合った。 

生活指導力 

めあてを週の初めに児童と一緒に作り、帰りの会でそのめあての評価を自己

評価させ、担任からも講評するように伝え、実行していた。何かが起きた時に

は、その時点で大切なことを気付かせ、次に生かせるように伝えた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌は、一緒に同じ部に入り、部会の後、学年に報告する際は、新採の

先生に話してもらった。初めての自己申告の書き方を伝え、書いた後に足りな

い点など気付いたことを伝えた。 

外部との連携・ 

折衝力 

初めての保護者会や個人面談の時には、流し方のコツや伝えたいことの話し

方、また児童の良いところを具体的に 3つ以上課題は 1つだけを伝えることを

話した。保護者の話に真摯に向かい、信頼されるように努力することを伝えた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今までとは違う立場になり、はじめは戸惑うことも多かったが、新採の先生が成長していく姿を児

童の成長と共に感じることは喜びだった。児童から慕われ、保護者の方からも信頼される新採さんは

本当に教師に向いている。今の自分に満足することなく、先輩の先生の授業や校内研究、区教研で学

ぶ他、自分自身も教材研究することを怠らず、さらに学習指導力を付けていってほしい。 

 

 

 

Ｎｏ．１１４ 

担当学年  ２年（児童数２２名）  新人育成教員 ４年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務部  研修生：教務部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
教材研究は一緒に行い、授業の組み立て方から指導する。授業内容につい

ての指導は、その日の内に具体的な場面を通してすると効果的である。 

生活指導力 
児童との信頼関係を築けるように指導する。その上で、学習規律の重要さを

理解させ、徹底させるための手立てを実践して見せる。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

自分の分掌について、管理職や先輩へ適切に、報告、連絡、相談をすること

の大切さを指導し、指導、助言が得られ、役割が果たせるように支援する。 

外部との連携・ 

折衝力 

管理職、学年主任、育成教員と配慮することを相談した上で、保護者や外部

との対応が研修生自身によってできるようにする。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  勤務校が変わる毎に、その学校の大切にしていることを理解し、研修生に伝えるように努めてきま

した。初任の大切な学校です。指導してくださる校内の先生方、出会う子供たち、日々の校務、そこ

から多くのことを学び、その学校を大切に思えるようにと願って、この１年間を過ごしてきました。

これからも謙虚な気持ちで様々なことを学んでいってくれることを願っています。 
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Ｎｏ．１１５ 

担当学年  ２年（児童数 32名）  新人育成教員 ４年目（現任校 4年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導  研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
授業規律や教材研究の方法等の研修を通して、研修生はその大切さを知り、

授業展開の工夫が徐々にできるようになった。 

生活指導力 
生活規律の徹底や児童理解の研修を通して、大きな怪我や難しいトラブルも

なく、児童が安心して過ごせる学級経営を行うことができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研修生は生活指導部避難訓練担当として、火事・地震をはじめ不審者対応や

Jアラート時の立案を行うなど、組織の一員としての自覚をもち取り組んだ。 

外部との連携・ 

折衝力 

子供との望ましい関わり方や保護者との連携の仕方を実践することで、不登

校ぎみで対応が難しい児童も登校するなど、研修生は大きな成果を得た。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生が数多くのことを吸収し実践できたことは、常に学び取ろうとする積極的な姿勢と素直な性

格によるところが大きい。一年間の大きな成長を間近に見ることができたことは、新人育成教員にと

って何よりの喜びである。瑞々しい感性をそのままに、児童一人一人の目線に立つことができる「ぼ

くの・わたしの先生」として、これからも活躍してほしいと願っている。 

 

 

Ｎｏ．１１６ 

担当学年  ２年（児童数３１名）  新人育成教員 ４年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員：研究推進・学習委員会   研修生：生活指導・体育委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材について事前に話し合い、事後は短時間でも振り返りをすることで研修

生は授業の見通しがもてるようになった。育成教員はＴ２として授業に参加

し、状況に応じて入れ替わることで模範指導につなげた。 

生活指導力 

集団の規律を保つこと、個々の様子をしっかり見取ったり話を聞き取ったり

することを重点とした。研修生は普段穏やかだが、必要な時は毅然とした態度

で指導できるようになり、学級全体が落ち着いてきた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

分からないことは担当教員や先輩のアドバイスを受けること、連絡や報告を

確実にすることを伝えた。研修生は周りとよくコミュニケーションを取り、自

分の分掌を確実にこなせるようになった。管理職への報告も適切にできた。 

外部との連携・ 

折衝力 

特に配慮を要する児童について、ＳＣや教育相談、医療機関とどう連携する

か話し合いをもった。研修生は相談のシステムやメモの重要性をよく理解し、

適切に対応することができた。保護者対応も丁寧にできた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナ禍のスタートで研修生はかなり不安を感じていたようだが、指導にあたっては遠慮せず質問

したり、考えを述べたりできる環境を整え、持ち味を生かせるようにした。また、より自覚をもてる

よう、育成教員はクラスでは副担任という立場で対応した。研修生は器用なタイプではないが、誠実

な態度は好感を与え、学級経営も上手くいっている。この一年間の成長を心から喜びたい。 
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Ｎｏ．１１７ 

担当学年  ３年（児童数２９名）   新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導  研修生：生活指導・学校図書館 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

基本的な指導力は一通り備わっているので、担当として、「今やっている学

習が今後どこでどう生かされていくのか」「他学年の内容との関連」など見通

しをもった指導ができるように適宜アドバイスをした。 

生活指導力 

基本的な生活習慣の改善が必要とされる児童については、すぐに結果を求め

ようとせずに繰り返し粘り強く指導をするように助言をした。担任としての温

かい言葉かけが子供たちを少しずつ変えていく事を実感することができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

担任は普段から組織で動く際に、きちんと連絡・報告をするように心がけて

いたが、担当もそれをサポートできるように声掛けを行った。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との連絡を密にするように、本人もかなり努力をしていたので、その

場その場の判断について必要な助言を行い、きちんとした成果を上げた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今回の研修生については、元々指導力もあり、夜遅くまで教材研究や教材の準備を行い地道な努力

もできる方であったので、担当としては、研修生のそういった日頃の努力が実を結ぶように下支えす

る取組を日々行った。今やっている指導が今後どういうところに生かされていくのか、といった見通

しをもてるような話をしたので、今後それが生かされるような場面があればうれしく思う。 

 

 

Ｎｏ．１１８ 

担当学年  ３年（児童数２９名）    新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：情報教育   研修生：情報教育 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際  

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業をすることに意欲的な研修生で、放課後に課題を話し合ったり、授業準

備をしたりしてきました。一時間のねらいをはっきりさせ、発問や資料を工夫

した授業を行えるようになり、研修生の成長を感じることができました。 

生活指導力 

保護者対応にはまだ不安があるようですが、子供たちに対しては、適切に指

導することができるようになりました。学習規律や学校生活のルールについ

て、子供たちに徹底した指導を繰り返し行い、適切に生活指導を行っています。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研修生は情報教育の担当になり、学校休業期間中のホームページの動画配信

に携わり、組織の一員としての自覚が高まりました。また、管理職や多くの教

員からの助言も受け、学級経営に生かしていました。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者からの連絡帳は必ず研修生とともに確認し、保護者の要望や問い合わ

せなどには、丁寧に対応するように注意を払いました。難しい事案については、

管理職に必ず報告・相談するように促し、指導・助言を受けていました。 

 

２ 一年間の研修を通して  

  一年を通して、心身共に健康に過ごせたことが素晴らしいと思いました。子供たちや保護者、他の

職員に対してはいつも明るく笑顔で接していました。授業については、発問構成から資料に至るまで

毎日教材研究を行い、自信をもって授業に臨めるようになりました。子供たちに分かりやすい授業を

目指し、謙虚に学び続ける姿勢を、これからも大事にしてほしいと願っています。 
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Ｎｏ．１１９ 

担当学年  ３年（児童数３１名）  新人育成教員 １年目（現任校８年目） 

校務分掌  新人育成教員：なし   研修生：生活指導 体育 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材研究に一緒に取り組むことで、計画的に授業を進めることができた。ま

た、体育や社会科では、単元の前半の授業を育成教員がやって見せることで、

後半に研修生が授業に自信をもって取り組むことができた。 

生活指導力 

児童に日記を毎週書かせること、休み時間に遊ぶこと等を学級経営の柱にす

ることで児童理解を深めることにつながった。友達同士のトラブルをこまめに

聴くようにすることで、いじめなどの問題が起きなかった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

生活指導部に所属し、担当教員の指導のもとに避難訓練を計画的に運営でき

た。また、ＰＣ係として、メンバーと協力しながら苦手な教員でも情報機器が

使いやすくなるように活動した。 

外部との連携・ 

折衝力 

地域の高齢者団体と交流する単元を設定することで、地域の教育力を導入す

る大切さや地域との交流の仕方を学んだ。今後は、外部講師を有効に活用でき

る計画を自分で立てるようになることが課題である。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新人育成教員の役割は、研修生が自信をもって授業や学級経営に取り組めるようになることである。

また、よりよい教員になろうとする向上心をもたせることであると考える。そのために、研修生のア

イデアを生かしながら授業計画を一緒に考えた。そして、授業の振り返りをして明日の授業のレベル

アップを図ってきた。新人育成教員、研修生そして担当学級の児童ともに成長した１年であった。 

 

 

Ｎｏ．１２０ 

担当学年  ３年（児童数３０名）  新人育成教員 ２年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける 

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

指導計画の作成、本時案、実践、振り返りの流れで研修を行う。各時間

の授業のねらいを押さえること、発問の精選等ができるようになった。児

童の反応に沿って柔軟に授業を進めることは次のステップへの課題である。 

生活指導力 

個々の児童の個性を尊重し、一人一人の思いにしっかり寄り添うこと、

担任との信頼関係を築く事を大切にし、日々声かけをさせた。状況に応じ

てきめ細やかな対応ができるようになった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学級運営、学年運営を中心に学年主任と話し合いながら研修をした。ま

た校務分掌や校内研究組織の中で、担当教員の協力を得ながら職務を果た

した。今後は、自身のできることを生かしながら貢献してほしい。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者への連絡、保護者会の運営、地域施設の見学等、外部との連絡、

調整について研修を行う。外部との協力、協働を理解し、身に付けた。保

護者からの相談等の対応については、その都度助言しながら行った。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  小学２年生の時の担任に憧れ、夢が叶い教職に就いた４月。しかし、休校から始まり分散登校、そ

の後も制約の多い中での１年間だった。それでも研修生は前向きに子供たちと関わり、熱意をもって

指導に当たっていた。優しく思いやりのある言葉かけは、子供たちと確かな信頼関係を築いた。今後

も、真摯に教育に向かう気持ちを忘れずに多くを学び、さらに成長してほしいと願っている。 
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Ｎｏ．１２１ 

担当学年  ３年（児童数３７名）  新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

前の週に週案を立て、見通しをもって授業の準備ができるようにした。簡単

な板書計画を立てさせることで、授業に対するイメージを明確にもてるように

した。やりにくい単元では、T1と T2を入れ替えて指導した。 

生活指導力 

学習規律を守らせる事に重点を置き指導した。学習中や休み時間を通して児

童理解に努め、児童間のトラブルや保護者対応など相談しながら解決した。給

食指導や清掃指導はシステム化することで、自分たちで出来るようにした。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

それぞれの担当の先生に指導を受けながら校務分掌を行った。まだ自分から

計画準備することは出来ないが、今年度の経験を踏まえて来年度に繋げていき

たい。気軽に相談できる環境を作った。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会や通知表の書き方については、学年で話し合い歩調を合わせながら

すすめた。気になることが起きた時には、迅速に保護者に連絡し理解、協力を

求めた。常に報告、連絡、相談をすることで解決を目指した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度は、研修の機会が制限され、十分に視野を広げることが出来なかった。その分日々の学習の

準備や振り返りを行うことで、少しずつ自信をもって児童の前に立ち、授業を行うことが出来るよう

になった。この１年間研修生にとって様々な苦労や喜びがあったことだろう。これからも笑顔を忘れ

ず教師としての力量を高め、児童の心に寄り添える教員として成長することを願っている。 

 

 

Ｎｏ．１２２ 

担当学年  ３年（児童数２８名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：研推部・体育的行事委員会  研修生：研推部・体育的行事委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
２学期中盤より原則研修生を中心に授業行ってきた。課題の提示の仕方、指

導内容のポイント、発言の受け止め方等振り返りながら指導した。 

生活指導力 
児童の基本的生活習慣や学習に対する姿勢など、研修生と話し合いながら、

指導した。徐々にクラスは落ち着き、子どもたちの成長する姿が見られた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研究推進委員会では、研究会の司会を務めるなどの校務分掌や学年の分担の

中で、役割の内容や作業の方法を指導した。組織に貢献できる場面が増えてい

る。 

外部との連携・ 

折衝力 

学年の中でゲストティーチャーとの折衝担当や、ALTとの連絡を担うなどの

場面でアドバイスした。多くの経験を積み重ねることができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナによる休校の後、児童の落ち着きがない状態だったが、研修生は丁寧に児童に接し、児童が

落ち着いて学習に向かうようになってきている。授業準備の方法や成績のつけ方など、基本的な指導

を行ってきた。今後、基本の上に、自分なりの工夫が求められる。学年の仕事の分担や校務分掌も周

囲のサポートを受けながら経験を積んでいる。今後を期待する。 
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Ｎｏ．１２３ 

担当学年  ３年（児童数３９名）  新人育成教員 ４年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務   研修生：研究推進・運動会委員 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

研修生が授業ノート（ねらいや板書計画）を作成して、それを基に授業をし

て指導・助言や本人の振り返りから修整して進めることができた。10月以降は

他教員の授業参観の機会を数多く設けて、幅広い指導をすることができた。 

生活指導力 

学級全体に向けての指導と個別指導の両者を的確に判断して行い、成果を上

げた。特に個別の支援を要する児童には研修生の方針がぶれないようにサポー

トをして一貫性を持たせ、保護者の信頼を得ることができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学年主任のリーダーシップのもと、学年会が充実しており、研修生は、目的

や内容をよく理解して協力的に教育活動をすることができた。学校行事、校務

分掌等それぞれ所属する担当で仕事を教わり、運営の一翼を担った。 

外部との連携・ 

折衝力 

３年生が例年行ってきた地域の施設等の見学は、ほぼ全てが中止となった

が、可能な範囲で事前調査、交渉等を積極的に進めることができ、見学により

近い形で、映像やインタビューを取り入れた授業を行うことができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  臨時休校、分散登校など大変な状況であったが、研修生は、子供たちとの出会いを大切にしてスタ

ートし、子供たちにとって頼れる存在に成長してきたと感じる。初任者がやりがいを感じ、教師とい

う仕事を大好きになることが、この研修の大きな目的の 1つだと考える。２年目からの方が多く出会

うであろう様々な課題に真正面から立ち向かい、これから大きな飛躍を遂げてほしい。 

 

 

Ｎｏ．１２４ 

担当学年  ３年（児童数３７名）  新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

前の週に週案を立て、見通しをもって授業の準備ができるようにした。簡単

な板書計画を立てさせることで、授業に対するイメージを明確にもてるように

した。やりにくい単元では、T1と T2を入れ替えて指導した。 

生活指導力 

学習規律を守らせる事に重点を置き指導した。学習中や休み時間を通して児

童理解に努め、児童間のトラブルや保護者対応など相談しながら解決した。給

食指導や清掃指導はシステム化することで、自分たちで出来るようにした。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

それぞれの担当の先生に指導を受けながら校務分掌を行った。まだ自分から

計画準備することは出来ないが、今年度の経験を踏まえて来年度に繋げていき

たい。気軽に相談できる環境を作った。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会や通知表の書き方については、学年で話し合い歩調を合わせながら

すすめた。気になることが起きた時には、迅速に保護者に連絡し理解、協力を

求めた。常に報告、連絡、相談をすることで解決を目指した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度は、研修の機会が制限され、十分に視野を広げることが出来なかった。その分日々の学習の

準備や振り返りを行うことで、少しずつ自信をもって児童の前に立ち、授業を行うことが出来るよう

になった。この１年間研修生にとって様々な苦労や喜びがあったことだろう。これからも笑顔を忘れ

ず教師としての力量を高め、児童の心に寄り添える教員として成長することを願っている。 
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Ｎｏ．１２５ 

担当学年  ３年（児童数２８名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：研推部・体育的行事委員会  研修生：研推部・体育的行事委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
２学期中盤より原則研修生を中心に授業行ってきた。課題の提示の仕方、指

導内容のポイント、発言の受け止め方等振り返りながら指導した。 

生活指導力 
児童の基本的生活習慣や学習に対する姿勢など、研修生と話し合いながら、

指導した。徐々にクラスは落ち着き、子どもたちの成長する姿が見られた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研究推進委員会では、研究会の司会を務めるなどの校務分掌や学年の分担の

中で、役割の内容や作業の方法を指導した。組織に貢献できる場面が増えてい

る。 

外部との連携・ 

折衝力 

学年の中でゲストティーチャーとの折衝担当や、ALTとの連絡を担うなどの

場面でアドバイスした。多くの経験を積み重ねることができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナによる休校の後、児童の落ち着きがない状態だったが、研修生は丁寧に児童に接し、児童が

落ち着いて学習に向かうようになってきている。授業準備の方法や成績のつけ方など、基本的な指導

を行ってきた。今後、基本の上に、自分なりの工夫が求められる。学年の仕事の分担や校務分掌も周

囲のサポートを受けながら経験を積んでいる。今後を期待する。 

 

 

Ｎｏ．１２６ 

担当学年  ３年（児童数２８名）  新人育成教員 ３年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導・運動会委員会   研修生：生活指導・運動委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

理科・社会・体育を育成教員が行い、他教科は参観・助言を行った。２学期

以降、育成教員授業を減らす予定だったが、現在も継続中。教員全体に見せる

授業研究のほかに新採用教員同士が授業を見合う機会を設定し意見交換した。 

生活指導力 

毎日のこと、大事な決定は、アドバイスは行うが判断・決定は研修生に任せ

た。早めの対応、タイムリーな対応、児童の安全管理を重視するようにした。

給食指導・清掃指導は分担して行うようにした。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学級事務の進め方と時間の使い方、学校行事の実施と評価、報告・連絡・相

談の重要性とポイントを機会があるたびに指導・話し合いを行った。公務分掌

の意味とその果たすべき役割について各教員から話を聞く機会を設定した。 

外部との連携・ 

折衝力 

家庭との連携を重視し、早めの連絡を心がけさせた。教員としてのマナーや

保護者会の進め方、通知表の書き方など機会をとらえて指導を繰り返した。学

級の現状や担任の考えを伝える学級通信の書き方をアドバイスした。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  これまでの２年間と同じ形での指導を進めてきたが、緊急事態宣言を受けて６月半ばスタートであ

ったことや、研究生本人の性格や資質を考えて、よりきめ細かな指導と配慮が必要であった。学習指

導や生活指導等確実に力はついてきているが、研修生本人にそれを自覚させ自信を持たせることがで

きなかった。研修生が明るい表情で児童と接し、教員としての喜びを感じられる支援をしていきたい。 
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Ｎｏ．１２７ 

担当学年  ３年（児童数３７名）  新人育成教員 ３年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動部   研修生：特別活動部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

新しい単元に入る前に教材研究を行うように指導したことで、見通しをもっ

て指導が出来るようになった。導入で児童に興味をもたせたり、実生活に密着

し実感できるような指導の工夫を心がけたりするようになった。 

生活指導力 

学級内の問題や指導が通りにくい児童に対して、多くの教員の協力を得るこ

との必要性を伝えた。課題のある児童の気持ちに寄り添い声をかけながら、良

い方向へ導こうと努力する姿が見られるようになった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌において、ICT機器関係に詳しい強みを生かすように指導した。タ

ブレットの貸し出し作業やズームによる全校朝会、集会の準備等で、進んで機

器操作に取り組むことができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

4 月・5 月の臨時休校や欠席児童がいる時など、保護者への対応や連携、担

任としての対処の仕方を理解して対応できるよう指導した。さらに校内外の連

絡・連携・協力などの実践を通して学んでいくことが課題である。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  授業のあり方、児童への指導、教材研究、授業の組み立て方などを、授業を行うことなどを通して

指導することができた。研修生は他の教員の授業も積極的に参観し、学んだことを授業に取り入れ、

自分なりの工夫をしていた。コロナ感染症の影響で例年の行事など出来ない面は多かったが、保健・

給食指導では、命を守るために出来る工夫や大切さを研修生に伝えることができた。 

 

 

Ｎｏ．１２８ 

担当学年  ３年（児童数３９名）  新人育成教員 ４年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務   研修生：研究推進・運動会委員 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

研修生が授業ノート（ねらいや板書計画）を作成して、それを基に授業をし

て指導・助言や本人の振り返りから修整して進めることができた。10月以降は

他教員の授業参観の機会を数多く設けて、幅広い指導をすることができた。 

生活指導力 

学級全体に向けての指導と個別指導の両者を的確に判断して行い、成果を上

げた。特に個別の支援を要する児童には研修生の方針がぶれないようにサポー

トをして一貫性を持たせ、保護者の信頼を得ることができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学年主任のリーダーシップのもと、学年会が充実しており、研修生は、目的

や内容をよく理解して協力的に教育活動をすることができた。学校行事、校務

分掌等それぞれ所属する担当で仕事を教わり、運営の一翼を担った。 

外部との連携・ 

折衝力 

３年生が例年行ってきた地域の施設等の見学は、ほぼ全てが中止となった

が、可能な範囲で事前調査、交渉等を積極的に進めることができ、見学により

近い形で、映像やインタビューを取り入れた授業を行うことができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  臨時休校、分散登校など大変な状況であったが、研修生は、子供たちとの出会いを大切にしてスタ

ートし、子供たちにとって頼れる存在に成長してきたと感じる。初任者がやりがいを感じ、教師とい

う仕事を大好きになることが、この研修の大きな目的の 1つだと考える。２年目からの方が多く出会

うであろう様々な課題に真正面から立ち向かい、これから大きな飛躍を遂げてほしい。 
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Ｎｏ．１２９ 

担当学年  ３年（児童数２９名）  新人育成教員 ２年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導・特別支援   研修生：研究・体力向上 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

学年で協力して研究・観察授業への取り組み等を行うことにより、学習指導

力を付けた。見通しの甘さから提出期限などが守れないことも多くあり残念で

あった。 

生活指導力 

一人一人に丁寧に関わって児童理解に努めるよう指導したことで、生活指導

がスムーズに行えた。係・当番の決定、班作り、学級会での話し合い、学級目

標の決定等を経ての学級作りを来年度以降も丁寧に行うよう期待している。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

同じ分掌の先生に指導され、体力向上委員会、安全点検等の仕事を精力的に

行っていた。来年度以降さらに多くの分掌で活動していくことを期待する。 

外部との連携・ 

折衝力 

今年度は感染症対策でほとんど外部との連携・折衝を行うことがなかった

が、来年度以降は、保護者との話し合い、外部講師との交渉、見学の計画・折

衝などを進んで行っていくことが、課題である。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  学年・学校が大変温かく、国語の校内の研究授業では、熱心に指導案を練り検討し教材を作った。

全文シートも作成し、貴重な教材研究ができ、今後一生使っていける指導方法が学べたようだ。交換

授業もし、どんどん授業がよくなっていくのを実感できたと思う。来年度が楽しみである。 

  児童もとてもよい子たちだったが、大変落ち着いたクラスを育て上げた研修生に期待している。 

 

 

Ｎｏ．１３０ 

担当学年  ３年（児童数３３名）  新人育成教員 ４年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：研究推進部会   研修生：生活指導部会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材について話し合うようにしている。本人も丁寧に教材研究を進めている

が、児童の理解や思いを汲み取る余裕がまだないので、それらを取り入れて深

い理解につなげるような授業の組み立てができるとよい。 

生活指導力 

生活規律についての情報交換をしてきたが、児童に徹底させることは難しか

った。指示を聞かない児童への対応が曖昧なのでクラスとしての授業規律が確

立できていない。子供たちとの適切な距離感を考えていく必要がある。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

実施計画を読み、分からないことを質問するように指導してきた。確実では

ないことも自分で判断し完結してしまうことがあるので、連絡・相談・報告の

重要性について再度話し合う必要がある。 

外部との連携・ 

折衝力 

今年度は外部人材との連携は行わなかった。保護者会も一度しか行わなかっ

た。来年度以降の実践に備えて、連携について話していく。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生の資質や意思を尊重して行きたいと考えてスタートした。研修生への指導は「補助する」→

「支援する」→「成長させる」をテーマに行ったが、現在も支援する段階である。考え方や感覚の違

いに悩んだが、周囲の若手教員に話を聞いたり、管理職から初任者の見方を改めて示唆していただい

たりしてすすめられた。将来ある研修生の 1年目が無事終えられるようにということを心がけてきた。 

 



67 

 

Ｎｏ．１３１ 

担当学年 ３年（児童数２７名）          新人育成教員 ４年目（現任校２年目） 

校務分掌 新人育成教員：特別活動部・運動委員会  研修生：特別活動部・運動委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材研究について指導する際には、各教科の特性を踏まえ、毎時間、無理な

く作成できるよう効率的な指導計画の立て方を指導した。学習の評価について

は、座席表評価など具体的に実施することができた。 

生活指導力 

３年生の発達段階を伝え、規範意識を育てることの必要性を押さえ、人権を

尊重し、児童に友達関係の大切さを理解させる指導を工夫した。個に応じて児

童を叱ることと誉めることのバランスをとることが難しかった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

今年は例年と違い学校公開などがなかったため、電話連絡・連絡帳での報告

などできるだけ各家庭との連携を図って実施した。個人面談を実施したことに

よって、保護者との意思疎通がよりよくできた。 

外部との連携・ 

折衝力 

研修生は学年で分担された会計係、特別活動部や運動委員会での仕事など、

計画的に進めることができた。仕事内容が例年とは異なるが、今後も柔軟に対

応していくことが期待される。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生は、３年生担任として子供たちをよく見守り、適切な児童理解を積み重ねてきた。児童理解

の土台として人権尊重の基本をしっかり身に付けると同時に、今後は教材研究をさらに深めて、問題

解決型学習を授業の流れに沿って取り入れたり、自己評価を効率よく取り入れたりすることによって、

授業力をさらに伸ばしていくことが期待される。 

 

 

Ｎｏ．１３２ 

担当学年  ３年（児童数３０名）    新人育成教員 ５年目（現任校５年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部  研修生：生活指導部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
研修会を通して力を付けてきている。今後は、更に研修を積み、自分に合っ

た方法を見付けていくことが課題である。 

生活指導力 
誰に対しても誠実に細かい指導ができていた。今後は、保護者との対応の仕

方を身に付けていくとよい。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

初めのうちは要領が悪かったが、だんだん慣れてきて、段々と自分の力を発

揮できるようになった。様々な仕事を経験してもらいたい。 

外部との連携・ 

折衝力 

今年は、コロナ禍なので外部との連携は少なかった。あまり経験できなかっ

たので今後は連携を深めてもらいたい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  ６５歳にして子供と関わりがもてることは幸せなことである。担任ではないので、距離を置いて子

供や教員を見ることができ、多くの発見をすることができた。今年は、コロナ禍という特別な環境で

あり、新人教員にとって、スタートが大変だったと思うが、誠実に取り組み、子供との間もよい意味

で密になっている。今後の活躍が期待できる。 
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Ｎｏ．１３３ 

担当学年  ３年（児童数３０名）  新人育成教員 ２年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務・特別支援・生活指導    

研修生：教務・特別支援・生活指導・体育的行事委員会・あゆみ改訂委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

1学期、学習規律の定着を進め、算数・国語を研修生が担当し、放課後とも

に授業の振り返りと教材研究を行った。研修生はよく頑張り毎時間準備ノート

を作ることで力を付け、2学期からは基本全教科の授業を行えるようになった。 

生活指導力 

研修生は明るく行動的なので児童との信頼関係は築けている。課題のある児

童に対する指導や子同士のトラブルの対応に関しては状況の共通理解を確実に

行い対処の方法を深く話し合い研修生が見通しをもち対応できるようにした。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校内と学年の協力があり研修生は、教材研究と学級運営に集中することがで

きた。発表会では、学年のダンス指導を行い仕上げたことが自信となり、後半

は校務分掌も進んで他の先輩先生方の指導を受け活動するようになった。 

外部との連携・ 

折衝力 

今年度は、1学期に保護者会が開催されず、保護者・家庭との連携は個別の

連絡帳・電話でのやりとりを必ず打ち合わせしてから研修生が行った。夏の個

人面談は、同席して必要な場合は補足することで保護者からの理解を深めた。 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生は、何事にも前向きで積極的に仕事を進め、毎時間の教材研究も熱心に取り組んでいました。

２年目からは、学級事務も含めて、学級担任として一人ですべてを受け持ち、校務分掌でも一員とし

て活躍していくことになります。1 年目とはまた違った大変さは、出てきますが、初心を忘れず、周

りの先生方から謙虚に学ぶことで、さらに教師としての力を付けていってほしいと願っています。 

 

 
Ｎｏ．１３４ 

担当学年  ３年（児童数３２名）  新人育成教員 ４年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動・環境   研修生：特別活動・環境 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

社会人としての一般常識と国語力（文章の読解、漢字の読み書き）に課題が

あるため、ネット依存するのではなく新聞や書籍に触れながら教材準備をする

よう指導した。授業の振り返りができるようになってきた。 

生活指導力 

休み時間、児童と外遊びをするなど良好な関わりをもつ努力をした。児童の

社会性を育てる知識や理解に課題があるため、安全管理をしながら児童と関わ

れるように支援した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

同僚と良好な関係を築き、学ぶ姿勢で仕事ができるよう支援をした。学年便

り等（２学期から）輪番で受けもつ努力をし指導を受けながら実践した。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者から信頼を得られるよう、学級からの配信（週便り）をするなど、保

護者の理解協力はもちろんのこと連携をとれるように支援しながら実践した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナ禍の中、児童との対面の仕方や学級開き等の学級経営の初期対応が実践できなかったことは、

大きな痛手であった。６月から、児童と人間関係を築く努力をしながらの児童理解と教材準備、授業

観察とスピ－ド実践に踏み切った。研修生の性格はもちろんのこと「良い教師」を目指す気持ちを尊

重しながら、基礎的な能力育成に費やした。研修生の努力で少しずつ成長がみられた一年となった。 
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Ｎｏ．１３５ 

担当学年  ３年（児童数４０名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務部・算数・教育相談  研修生：体力向上部・体育・学校図書館 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材研究を一緒に行いながら、指導案を作成し、発問や板書計画を考えてい

った。できるだけ授業実践を多く取り入れ、放課後に改善点を話し合い、次に

生かすようにしていった。 

生活指導力 

児童を理解し適切に指導するにあたり。学習規律や生活のきまりを徹底して

いくために、教師がどのように対応していくことが大切なのかを考えさせなが

ら指導し、実践していった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

教室準備や事務作業について、学年主任を中心に話を聞きながら、研修生と

準備を行った。慣れてくると自ら準備を進めるようになった。校務分掌につい

ては、同じ担当の先生に指導頂きながら、校務の一部を担えるようになった。 

外部との連携・ 

折衝力 

個人面談では、相手に寄り添って話を聞くことの大切さや話の進め方などを

指導してきた。児童の日々の様子をつかみ、気になる変化が見られた場合は、

保護者に連絡を取りながら指導に当たった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  指導当初は授業や子供への接し方で心配な面も見られたが、少しずつ対応の仕方も理解してきた。

授業で子供を集中させるためには、授業の工夫や指示・発問の仕方が大切であり、教師が続けて実践

していくことの大切さがわかり指導していく力が身に付いてきた。今後も効果的な授業の展開を意識

して、日々実践を積み重ねていくことを期待している。 

 

 

Ｎｏ．１３６ 

担当学年  ３年（児童数２５名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導・庶務 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

学年で協力して見通しをもって計画的に学習指導・行事を行うようにした。道徳、

理科、外国語、ICT 等の研究授業を積極的に行うことで授業力の向上に努めた。児

童の支援を含めた授業の充実を図る手立ての工夫を継続してほしい。 

生活指導力 

まず、生活規律の徹底の仕方と児童の安全管理に関してポイントを確認した。学

級経営では、学年で考えたことを基に工夫していた。児童への対応の仕方について

必要に応じて指導・助言した。児童個々を丁寧に見られるようになった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

年度当初の学級事務や校務分掌等、一つずつ確認しながら一緒に進めるように

した。報告・相談・連絡の重要性、個人情報の取扱や服務等、気を付けるべき点は

早めに伝えた。校務分掌・学級事務等、安心して任せられるようになった。 

外部との連携・ 

折衝力 

１学期は個人面談・保護者会に向けて共に資料を作成し資料を準備し、一緒に行

った。けがや児童間のトラブルの対応等、保護者への電話連絡の仕方、連絡帳の書

き方等、その都度丁寧に指導した。今では適切に対応する力がついた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナ禍、学校も手探り状態で始まった今年度であったが、学年の協力体制を万全のものとし、他

の先生方からも学び、ご指導いただける機会と環境を整えるよう心掛けた。明るく意欲的で、学んだ

ことを即実践し振り返ってよりよく改善していける力があり、着実に力をつけていました。何よりも

「先生になって良かった。」と話す姿にとても成長が感じられました。これからが楽しみです。 
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Ｎｏ．１３７ 

 担当学年  ３年（児童数２９名）  新人育成教員 １年目（現任校 1 年目） 

 校務分掌  新人育成教員：特別活動・運動委員会   研修生：特別活動・運動委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける 

べき４つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

 ６月から始まった分散登校は、午前中に育成教員、午後に研修生が行った。

その都度、課題となることを確認した。経験を積み重ね、落ち着いた態度で

学習を進めることができている。課題は教材研究への取り組み方である。 

生活指導力 

 児童の話を受け止め、どうしたら児童のためになるか育成教員と研修生で

話し合い解決し、児童や保護者との信頼を築くことができた。児童を個別に

細かく見取り、支援をもっと行っていくことが課題である。 

学校運営力・ 

組織貢献力 

 校務分掌は、先輩の職員にきいて積極的に取り組み、ICT についても躊躇

なく使いこなして職務に生かせるようになってきた。「報告・連絡・相談」を

徹底することが課題だ。 

外部との連携・ 

折衝力 

 始めは不安そうだった電話対応も指導を受けたことで、話をしっかり聞い

て対応できるようになった。忘れずに記録をとることが課題である。 

 

２ 一年間の研修を通して 

初めての育成教員としての仕事が４、５月の休校から始まり、研修生はとても不安に感じていた。

しかし、明るく意欲的な研修生は育成教員と教材研究を行ったり、管理職の先生方のご指導を受けた

りして、自分の仕事を確認し実践してきた。これからの教員としての飛躍が楽しみである。 

 

 

 

Ｎｏ．１３８ 

担当学年  ３年（児童数３０名） 新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務  学級経営研修生：特別活動（学校づくり部） 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

○教材・教具を工夫し、児童・生徒に興味・関心をもたせる指導ができた。 

・自分の指導の課題に気付き、他の教員の指導から学び、自分の指導を改善 

していくよう助言した。 

生活指導力 

○自分の受け持つ児童の実態を把握し、個性・能力を伸ばそうと努力した。 

・生活指導上の問題に気付き、課題としてとらえるとともに、他の教員に相談 

し解決していくよう助言した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

○組織の一員としての自覚をもち、積極的に校務を行うことができた。 

・決められた内容を期日までに終えることや、分掌・学年主任や主幹、校長・ 

副校長に対して、報告・連絡・相談をきちんとできるよう助言した。 

外部との連携・ 

折衝力 

○保護者・地域・外部機関に、必要な連絡を適時・適切にとることができた。 

・保護者・地域・外部機関の思いを受け止め、誠意をもって対応していくこと 

 の大切さを助言した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生にとって、いろいろ考え悩みながら児童の成長を願い、意欲をもって研修した一年間だった。

自分の経験を語り、新型コロナウイルス感染拡大防止に対応した学級経営のあり方を注意徹底しなが

ら、研修生が一人の社会人として、かつ教員として少しずつ成長し自立していくことを期待した。そ

れとともに、学級の児童がたのもしく成長していく姿を見ることにこの仕事のやりがいを感じた。 
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Ｎｏ．１３９ 

担当学年  ３学年（児童数３２名）  新人育成教員 ２年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成   研修生：教務 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材研究を共に行い、単元の目標を確認し 1時間ごとの授業のねらいを明確

にしたうえで授業に臨ませた。その結果、児童は意欲的に学習を進めることが

できた。さらに児童の活動に重点を置いた授業に取り組ませたい。 

生活指導力 

児童一人一人に向き合い、悩みや困り感に共感できる姿勢を大切にさせた。

と同時に許してはいけないことや見逃してはいけないことを瞬時に捉え、適切

な指導をすることを心がけさせた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

諸会議に遅れずに参加させ、主任や先輩の教員の動きを見て仕事の内容や取

り組み方を考えさせた。学年間の仕事に積極的に取り組ませ、一員としての自

覚をもたせた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者への連絡や報告の仕方をあらかじめ教え、特にトラブルの報告は事前

に話し方や書き方を指導し、相手の立場を考慮した事実や指導の報告の重要性

を示した。重要な面談には同席し対応の実際を見せた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナ禍で分散登校から始まった。３年生で初めての教科も多く、しばらくは全教科にわたり授業

を見せイメージを作らせた。２学期からはほとんどの授業を受け持たせ、担任としての自信をつけさ

せた。慣れるに従いけんかやトラブルも増えたが児童への向き合い方やトラブルの解決の方法を実際

に見せ、自分で解決させるようにした。教師のやりがいと苦労を学んだ 1年間だったと思う。 

 

 

Ｎｏ．１４０ 

担当学年  ３年（児童数３０名）  新人育成教員 ３年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成   研修生：研究推進 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

初めの頃は、他学級の授業参観等多く取り入れ、授業の進め方等を指導した。

授業を進めるうちに児童の興味・関心の引き出し方や授業展開を工夫し、本時

のねらいに迫るための具体的な手立てを考え、ねらいに沿った指導ができた。 

生活指導力 

当初学校の決まりを守ることから学級のルール作りに力を入れて指導した。

けがや児童間のトラブルでは、児童の話をよく聞くことができた。また、他の

教員に相談しながら保護者への連絡など適切に対応することができていた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研究推進、特別活動委員会の仕事については、前年度の担当者と連絡を取り、

仕事の内容実施すべきことなどを理解し校務に携わることができた。今後、年

間の見通しをもって仕事に取り組めるようになってほしい。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会、個人面談では、保護者の話したいことを聞き、教師側の伝えたい

ことをしっかり伝え、穏やかに話し合いを進めることができた。 

 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度は、コロナによる臨時休校による課題作りから始まった。やる気に満ちた研修生は教材研究

もしっかりと行い、６月からは準備万端で授業に臨むことができた。新人育成教員や他の教員の指導

助言も素直に謙虚に受け入れ、学級づくりや授業も次第に上手になっていった。今後もいろいろなこ

とを吸収し、子供たちの心をとらえながら成長していってほしい。 
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Ｎｏ．１４１ 

担当学年  ３年（児童数３０名）        新人育成教員２年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動、研究推進  研修生：特別活動、研究推進 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

基本的な学習規律、授業技術は身についているが、ねらいに迫るための発問

の工夫、児童の思いを引き出すための授業の工夫は、今後も助言をもとに研修

を深めていく必要がある。 

生活指導力 

北西スタンダードに基づく授業規律を確認してから、クラスづくりに臨ん

だ。チャイム着席や授業中の態度など、3年生らしく行動できるようになって

きた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

怪我や児童間のトラブル等、きめ細かく話を聞き必要な場合は家庭に連絡す

るなど、問題解決ができていた。保護者に対しても良好な関係を築けていた。 

外部との連携・ 

折衝力 

研究推進の一員として研究を進めるとともに、中学年の研究授業を行った。

また、特別活動では委員会の担当として、委員長を助け活動した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度は、コロナ禍の中でのスタートだったので、休業中のモチベーションを保つことが大変だっ

たと思うが、児童に出す課題を考えたり、模擬授業を行ったり、各種の研修を行ったりしながら６月

を迎えた。児童との関係はとても良く、生き生きと授業を行っている姿に成長を感じる。児童や保護

者からの信頼も厚いので、次世代の中核となる教師へと育ってほしいと願っている。 

 

 

Ｎｏ．１４２ 

担当学年  ３年（児童数３２名）  新人育成教員 ４年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：安全点検   研修生：体育副主任 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

「板橋区授業スタンダード」に基づいて学習指導が行えるように研修を進め

た。「めあて」「交流」「学び合い」「ふりかえり」を徹底し、対話的な学びを意

識した授業計画をたてることで、授業の進め方への理解が進んだ。 

生活指導力 

コロナ対策のための校内の約束を児童と確認し、感染症防止の意識を高めた。

児童間のトラブルには、児童の話をよく聞き管理職や保護者と連携して対応し

た。特別な支援が必要な児童に対しては、外部機関と連携を図り指導を行った。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校長の学校経営方針に基づき、本校の教育目標を達成するために校務に積極

的に参画した。学年主任や管理職に適切に報告・連絡・相談し、円滑なコミュ

ニケーションを図りながら校務を行った。 

外部との連携・ 

折衝力 

個人面談を行う際には、保護者に伝える内容を整理し時間を意識して行い、

児童の情報を共有することで信頼関係の構築に務めた。学年便りや学級便りで

は、児童の状況や変容を積極的に保護者に伝えた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生の意欲を大切にし、自信をもって学習指導や生活指導、学級経営ができるよう新人育成教員として

指導・支援に当たった。学級に２人の担任がいる利点を生かし、全体指導と個別指導を分担するなどきめ細

かな指導をすることができた。放課後には授業の反省や今後の課題を細かく確認した。研修生は、一年間の

研修を通して大きな成長が見られた。今後も感謝の気持ちを忘れず成長し続けてほしい。 
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Ｎｏ．１４３ 

担当学年  ３年（児童数８６名）     新人育成教員 ５年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：研究推進委   研修生：研究推進委・文化的行事委 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教師の発問や板書について、児童の多様な反応に対応できる応用力を身に付

けること。学習のまとめでは、児童の発言や言葉を活用した板書に努めさせた。

年度後半は、児童の用いた表現を生かしまとめられるようになってきた。 

生活指導力 

児童との関わりは、若さを前面に出し、まわりをぐんぐん引っ張っていくよ

うに意識させた。また、生活指導面では、児童への目配りを重視し、話をよく

聞いて対応するように努め、丁寧に児童と接する姿勢が育っていった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 「週の指導計画」を学年主任と綿密に相談し、学校行事等の確認もしながら

自力で立てた。また、研修生自ら教材研究や日々の事前準備を精力的に行って

いった。着実に学年運営の仕方を、年間を通して学べた。 

外部との連携・ 

折衝力 

配慮を要する児童への対応では、努力を惜しまず正面から向き合い、保護者

との連絡もこまめに行って、関係を良好に保ちながら進めていったことを称賛

したい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  本研修生は教員としてとてもよい資質をもっており、積極性と緻密さがある。これから先、校務分

掌を体験していく中で、様々な場面での活躍が容易に想像できる。教員としての生活リズムも身に付

いてきている。今後は、得意な教科や領域の専門的な研修を積み、子供たちのよりよい学びに貢献す

る教員に成長してほしいと願っている。 

 

 

Ｎｏ．１４４ 

担当学年  ３年（児童数３１名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動  研修生：特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

「子供は有能な学び手である」ということを前提に、主体的に学ぶようにす

るためにはどのような授業設計が必要なのかを常に考えるよう指導してきた。

よく準備し、課題も真摯に受け止め、日々改善に努める姿勢は高く評価できる。 

生活指導力 

休校期間の明けた直後には生活上の課題のある児童も少なくなかった。また

特別な配慮の必要の児童も散見された。しかし児童の様子をよく見、声を聴き、

保護者と連携を図るよう指導してきた現在、個・集団共によく指導している 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学校が目標や方向をもつ組織体であり、様々な運営組織を縦軸に学年を横軸

にして成り立っていることを常に念頭に置くように指導してきた。自分の分掌

や学年内の役割に関しては理解できたが、貢献に関しては今後に期待したい。 

外部との連携・ 

折衝力 

今年度は感染症対策の上からも外部との関わりが難しい年であったため、十

分外部連携・折衝力を育てることはできなかった。ただし、総合的な学習や社

会科学習で地域コーディネータの方と関わりその大切さを知ることはできた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  本研修生は、意欲的であり、学ぶことに楽しみをもって取り組んでいた。日々の授業計画や板書、

掲示物などが、日毎に向上していくのは、指導している自分にとっても楽しみであった。感染症対策

による一斉休校からスタートした教員生活。初め、とても不安そうに子供の前に立っていた姿は今は

ない。激動が続く教育界ではあるが、子供を愛し信じ、強く柔軟な教師として歩んでいって欲しい。 
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Ｎｏ．１４５ 

担当学年  ３年（児童数２９名）  新人育成教員 ２年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
児童の実態から一人一人に合わせた指導ができるようになった。諸先輩方の

授業を積極的に参観し、教材に向き合って授業に向かうところもよい。 

生活指導力 
授業中はもとより休み時間や放課後なども児童と共に行動する姿が見られ

る。児童理解に大いに役立っている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

任された分掌上の仕事を遅滞なく進められた。学校現場の仕事の現状を学ん

でいるところである。 

外部との連携・ 

折衝力 

周囲の助言を仰ぎながら、保護者に連絡を取る姿が見られた。報告・連絡・

相談に努め、校内教員職員と連携して「みんなで育てる」ことを意識してほし

い。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  学級経営研修生は、とても意欲的に職務に励んでいる。児童と共に歩もうとする姿勢は現在までも

ちつづけていてとてもよい。児童の心に寄り添い、笑顔を絶やさず、褒め励まして児童を伸ばしてい

くことができている。学年経営について、学年主任教諭と細かく打ち合わせて、丁寧に進めることが

できた。児童のために、褒めることと叱ることとが必要に応じてできるようにすることが課題である。 

 

 

Ｎｏ．１４６ 

担当学年  ３年（児童数３８名）  新人育成教員 ４年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部  研修生：研究推進 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

分散登校時、前半育成教員が、後半研修生が模倣で授業を行い、発問、板書

等を確認した。国語、算数、道徳は７月に研修生が全面的に担当。校内体制で

全主任教諭の授業参観と指導を受けた。教科ごとの系統性の理解に努めた。 

生活指導力 

学級目標や学級のルール作りを行わせ、授業を通した児童理解に努めさせ

た。清掃指導や当番活動の指導から係活動の話し合いなど徐々に児童主体の話

し合いがもてるようにし、児童に自信をもたせるようにした。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌が異なったので話し合いの内容を報告させ、どのように活動するか

助言した。他の分掌の仕事でも率先して手伝う姿勢を示し、他の若手教員も良

き手本を見せた。作業では助け合うことが当たり前にできるようになった。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との個人面談に同席し、保護者の考え方を共通理解した。児童の問題

行動に対する家庭への連絡は、話す内容の台本を作り、初任者が行った。必要

に応じて、電話対応時に育成教員がそばにいるようにし、対応に気を付けた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  校内で一番児童数の多い学級担任である。学級事務が滞ることがないように、宿題の点検やテスト

の採点などを手伝った。また、児童理解については、何度も話をして多様な見方ができるように意識

させた。保護者や児童への対応は独り立ちできると安心している。これから経験を積み、教材研究を

怠らずに学習指導力を高めてもらいたい。 
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Ｎｏ．１４７ 

担当学年  ３年（児童数２７名）  新人育成教員 ５年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

板書は当初文字の配列、漢字の書き順など課題があり指導・助言したところ、

意識的に改善しようとする姿勢が随所に見られた。授業を展開するにあたり、

教材研究のやり方も少しずつ慣れ、資料を効果的に使うことができた。 

生活指導力 

児童の話を丁寧に聞き、児童の行動のどこが良かったか悪かったかを判断さ

せながら、指導していた。個々の児童理解ができるようになり、どのタイミン

グでどう指導すれば効果的であるかを理解した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 初年度に校務分掌の一角を担い、その仕事を理解し、どのように対処してい

くかが難しかったようである。特に教科(理科)の物品は、どの学年でどんな学

習があり、そこで何が必要かを考えるのは難しいことのようであった。 

外部との連携・ 

折衝力 

今年度に関しては、新型コロナ感染症の影響で保護者会や様々な行事が少な

くなり、折衝等をする機会が多くなかったが、学年主任に指導を受けながら折

衝、連携ができた。今後は積極的に関わってほしい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新人育成教員として新任を育てることは、難しい面が多々ある。それは根本的な考え方が違ってい

ることである。自分の中で常識となっていることが新人には非常識である。その分、指導・助言をし

たことによって変わっていくことに喜びを感じる。可能性を秘めた新任教諭が２年目以降にその力を

存分に発揮して、所属校の屋台骨となってもらうことを真に願う。 

 

 

Ｎｏ．１４８ 

担当学年  ３年（児童数３７名）  新人育成教員 ２年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導    研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業開始２か月くらいは、研修生と一緒に授業計画を立てたり、教材研究を

したりした。授業中は細かい点を支援し、授業後は良かった点と改善点を伝え

た。また専科の時間は他の教師の授業を参観することを勧めた。 

生活指導力 

児童一人一人をしっかり理解し、信頼関係を築き、楽しい学級経営を行うこ

とを指導した。児童やクラスのことは、研修生と共通理解をもつように努め、

研修生に少しずつ任せていくことを増やしていった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務については、他の教師にも助言を乞い学ぶことを指導した。また何か問

題が発生したときは、相談・連絡・報告をする大切さを伝えた。一部分研修生

と違う担当をもつことにより、研修生自身で考え進めていく機会を設けた。 

外部との連携・ 

折衝力 

連絡帳の書き方、個人面談の進め方、電話のかけ方、通知表の書き方等その

場その場で助言し、保護者や地域と信頼関係を築くことを指導した。また今年

度はあまり機会がなかったが、地域の行事に参加をすることを勧めた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

新人育成教員となって２年目を迎え、学校も異動し３年生を担任した。研修生は、自分なりにこのよ

うにしたいという考えをもって意欲的だったが、初めは全教科指導、児童との接し方、教室掲示等すべ

て一緒に相談してから行動に移していた。最近は自信をもって自身の考えで行動している。研修生に助

言をすることによって、自分も広い視野で物事を見たりたくさんのことを学んだりすることができた。 
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Ｎｏ．１４９ 

担当学年  ３年（児童数５４名）  新人育成教員 ５年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務部   研修生：教務部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業では、子供の学習つまずきや教師の指導のつまずきの連続。つまずいて

いることに気が付かずに通り過ぎている場合には、「つまずき」が「発見」の別

名になるように、反省し語り合う時間を膨らませるようにした。 

生活指導力 

取組に際しては、単なるしつけ指導に終わることなく、子供の内面にかかわ

り、その成長を援助する姿勢について共に考えた。また、学級における好まし

い人間関係を育てることを目指し、子供の人権感覚を磨く指導を心がけた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

「校務分掌発」は全ての力量形成の近道と考えた。教員は、「読み・書く・聞

く・話す」の学びの機会に恵まれている。分掌発で提案された情報を共有し、

分析して、還元していくことで、研修生が自分化していくように勤めた。 

外部との連携・ 

折衝力 

子供をよく理解すればスムーズに事は運ぶ。保護者との連携において、「わ

が子のことをよくつかんでいてくれる」が重要と捉え、子供についてお互いの

情報の共有化を図った。研修生は保護者との連絡も密にして、責任を果たした。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生は日々の職務が多忙の中、毎日が研究授業という中で日々悪戦苦闘と努力を重ね、授業の力

量を高めました。徐々に授業が変わったのが何よりの証左です。若手教員の成長が子供たちの未来を

切り開くなら、その教員を導く機会に出会えたことに大きな喜びをもっています。今後も、研修生が

豊かな人間性と確かな専門性をいっそう身に付けることを心から願っています。 

 

 

Ｎｏ．１５０ 

担当学年  ３年（児童数３５名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：研究部  研修生：教務部・体力向上部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

一時間一時間の授業のねらいを明確にし、板書で児童に示すことを繰り返し

指導してきた。２学期の後半からは、授業の構成を考え学習過程を授業の始め

に表記して示せるようにまでなった。 

生活指導力 

困りごとやトラブルの様子を聞く時は、テレビで演出している「再現フイル

ム」のように、具体的に聞き取る力を付けることができた。また、日ごろから、

児童の気持ちに寄り添った指導を心がけるようにさせてきた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

時間を守り会議等に遅れない事、できることは進んで取り組む事、仕事に追

われることなく、追いかけるくらいに取り組むことを心がけさせた。まだ力を

発揮する場はあまり見られないが、今後に十分期待できる。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者の信頼を得るためには、スピードが大事である。早く伝えれば「感謝」

され、遅くなれば言い訳をすることになり「苦情」となる。事実を元に誠実な

対応を心がけさせた。その結果、保護者からのクレームはゼロであった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナ禍の影響で１学期の研修は十分に進められなかったが、その後巻き返し当初の計画をほぼ完

了できた。研修生共々、様々な変化や変更に対応する力を発揮させ、児童や保護者の気持ちに寄り添

った対応ができるようになった。研修生が児童から慕われ、保護者から信頼を得られていることが何

より嬉しい。次年度独り立ちしてさらに力を伸ばしていくことだろうと確信する。 
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Ｎｏ．１５１ 

担当学年  ３年（児童数３９名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：学芸的行事   研修生：教務・体育的行事 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

子供たちの興味・関心を引き出したり、子供たちに主体的に取り組ませたり

するために、ICT の活用を取り入れてきた。ICT を活用する学習では、いつ、

どこで、どんな内容をやるのかについて話し合いを深めていく。 

生活指導力 

子供たちとの信頼関係を築けるように、子供の意見に真剣に耳を傾けたり、

子供が自ら気付けるように声かけをしている。子供同士のトラブルには、その

因果関係を聞き取り、二人以上で指導が行えるようにした。 

外部との連携・ 

折衝力 

気になる子供について、学年や担当者と相談した上で保護者に連絡するよう

にしてきた。保護者と会話では、相手の気持ちをしっかり受け止めるように指

導を続けている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 上司や学年への報告・連絡・相談を素早くできるように、学級経営研修生と

のコミュニケーションをいつも図るようにしている。分からないことは確認し

たり、自分から進んで取り組んだりできるよう、声掛けを心がけている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  日々指導してきたことが、学習や生活指導の場で生かされているところを見ると、新人育成教員と

して喜びややりがいを感じる。研修生は、理科が得意で理科に関する知識も豊富にもっている。また、

理科室の整備についても、自分から進んで行うなど意欲も十分であるので、理科での取り組みを学級

経営に生かしてほしいと願っている。 

 

 

Ｎｏ．１５２ 

担当学年  ３年（児童数２８名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動部・図書館部  研修生：特別活動部・体力体育的行事委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材研究の仕方や授業実践などについて、ねらいや指導のポイントを毎日記

録し、研修生と振り返りを行った。研修生が他の教員の授業を参観し、参観後

に指導助言していただく機会を多く設けた。 

生活指導力 
指導の共通化を図るため、学級での出来事や友人関係、保護者との電話や連

絡帳など、研修生と報告し合い、より良い対処方法を考えていけるようにした。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

特別活動部では、共にクラブ担当になり発足から年間計画までを一緒に検討

し校務の一年間の流れを研修した。他の分掌では、その組織のメンバーから研

修を受けて、様々な仕事を経験することができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

コロナ下ではあったが、落合川や農業の学習では、地域の協力者と連携を密

にとり、充実した学習が行えるように実践的な研修を行った。市内の史跡を巡

り、市の歴史を知ることで３年生の社会の学習にも役立てた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  自分のこれまでの教職経験を生かし、新規採用教員の育成に関われることはやりがいのある仕事で

ある。例年にない特殊な状況下で不安もあったが、地方から上京してすぐの一人暮らしをする研修生

が、安心して教員生活のスタートができるように全力のサポートを心掛けた。この一年「え・が・お」

を合言葉に児童一人一人を大切にした学級経営に私自身もたくさんのエネルギーをもらった。 
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Ｎｏ．１５３ 

担当学年  ３年（児童数２７名）  新人育成教員 ４年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付け

るべき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

週案計画は、共に毎週木曜日に計画し、変更調整を行った。児童のノートと同じ板書計

画をする大切さを教えた。めあてをしっかり決め、教材を選択することや授業発問の多さ、時

間内に終了できないという課題が残る。校内の多くの教員の授業を参観し、大いに学んだ。 

生活指導力 

授業ルールを決め指導の徹底を図った。熱心なあまり感情的になることがあり、複数指導

の形をとっている。毎日放課後に次へつなげる助言をした。面談、生活上の指導は複数で

指導に当たった。教育相談部や「ひまわり」（支援室）、心理相談員との連携を密に行った。 

学校運営力・ 

組織貢献力 

生活指導部の交通安全教室の役割や折衝を行う。全校朝会の司会や生活週番

の仕事を覚え実践した。提案文書の早めの作成、その部の責任者に指導を受ける

ことの大切さを学んだ。 

外部との連携・ 

折衝力 

学年の教材注文や、学年便りを作成。ＰＴＡの参加、保護者会計画、役員会出

席と連絡等で、本年度の実状でできる範囲での参加を進めた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度４人目の研修生。個性や自主性を大切に３月には主体的に学級経営を進めることができるよ

うに十分配慮した。コロナ感染禍による異例のスタートであったので、分散登校での授業展開を前半

育成教員がやって見せて、後半新人教諭の実践の形式が取れた。また、学年同一歩調で進める大切さ

も学べた。この一年間で吸収したことを糧に、「奢らず、焦らず、丁寧に」素敵な教師へと願っている。 

 

 

Ｎｏ．１５４ 

担当学年  ３年（児童数３６名）  新人育成教員 ４年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務   研修生：教務・研究 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
基本的な授業技術について重点的に取り組んできた。ねらいに迫るための発

問が的確になり、児童が意欲的に学習に取り組むようになった。 

生活指導力 

自己肯定感を高める指導について重点的に取り組んできた。不登校気味、情

緒が不安定、虐待が疑われる等、支援を要する児童に的確に対応し、自信をも

たせることができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

組織貢献について重点的に取り組んできた。自分の校務分掌に主体的に取り

組み、立派に組織の一員として活躍している。 

外部との連携・ 

折衝力 

クレームの多い保護者対応について重点的に取り組んできた。根気強く話を

聞き、児童間のトラブル時の円満な解決等、児童や保護者に寄り添う親身な対

応ができるようになった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新型コロナウイルス対応等、年度当初は先の見えない不安定な日々を過ごしたが、研修生の明るさ

や意欲、何より目に見えて教員として成長を続けていく姿に喜びややりがいを感じ、充実した 1年だ

った。今後も、ときには適度な息抜きをしながら学ぶ姿勢をもち続け、組織になくてはならない人材

に成長していくことを期待している。 
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Ｎｏ．１５５ 

担当学年  ３年（児童数２９名）  新人育成教員 ２年目（現任校５年目） 

校務分掌  新人育成教員：校内研究部   研修生：特別活動部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材研究、教材の準備・作成などをきめ細かく指導した。授業は自信をもっ

て進めることができた。児童の発言の促し方や活動のさせ方も上手になった。

児童により深く考えさせる発問や授業の組み立て方をすることが課題である。 

生活指導力 

生活指導上の課題を抱える児童に対して、適切な支援ができていた。学級内

の生活の規律の徹底が重要だと指導したところ、研修生自ら範を示し続けたこ

とで、挨拶、時間を守る、整理整頓などの行動習慣が児童によく身に付いた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学級事務、校務分掌の確実な履行、服務等について指導した。煩雑な学級事

務も手際よくこなし遅れることなく片付けることができた。校務分掌は特別活

動部に属し、自分の役割を十分果たして任された仕事を進めることができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会、個人面談、電話の応対などを事前に丁寧に指導した。研修生は慎

重かつ誠実な態度でそつなく対応することができていた。通知表の所見の文章

も、指導や添削を進めるうちに、次第に達意の文に変わっていった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新型コロナウィルス感染拡大による臨時休校で幕を開けた今年度、この期間を生かして、学級経営

の仕方、教材研究の仕方、授業のシミュレーションまで、丁寧に指導することができた。学校が再開

すると、研修生は指導されたことを生かして、意欲的に学級づくりや授業を進めていた。何かと制約

の多いこの一年だったが、短くなった分凝縮され、濃密で充実した一年になったと思う。 

 

 

Ｎｏ．１５６ 

担当学年  ３年（児童数４０名）  新人育成教員 ２年目（現任校７年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動・学芸行事   研修生： 特別活動・学芸行事 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業再開６月は２部授業。前半を新人育成教員担当、後半を研究生が同じ内

容で実施、授業の基礎を指導。７・８月は全教科 T１を経験させ課題意識をもた

せた。２学期は課題解決を目指し校内教諭の授業参観。新人育成教員は後補充。 

生活指導力 

１学期は健康管理の徹底や校内での三密回避の仕方を指導し、研修生に実践

させた。２学期は児童間のトラブル対応、課題のある児童や支援を要する児童

の指導の基本を新人育成教員が示し、３学期は研修生が行うこととした。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

年度当初の学級事務、児童関係書類などは共に作成した。校務分掌は同じも

のを担当し、学級以外の児童対応や同じ分掌担当者と報告・連絡・相談を大切

にしていくことを実践で学ばせた。学校行事は未実施が多く、概要を説明した。 

外部との連携・ 

折衝力 

年度始めの保護者会、個人面談は新人育成教員、２学期保護者会は研修生の

主導で実施した。保護者との連携が常に良い方向で維持できるように、連絡帳

返信、電話対応に細心の注意を払った。多くの事例を経験し実践力が付いた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生は、社会人としても初めの一歩である。①何より健康であること。②周囲の方々から声を掛

けてもらうために、「おはようございます。」「ありがとう。」の元気なあいさつが大切であること。③

保護者からの連絡は、必ず新人育成教員や学年と報告・連絡・相談することなどを継続指導した。 

笑顔と気働き、真摯な対応で信頼を得ながら、一社会人として、一教員として成長を願っている。 
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Ｎｏ．１５７ 

担当学年  ３年（児童数２９名）  新人育成教員 １年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部・教科書担当  研修生：生活指導部・教科書担当 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

１日３時間の分散登校から始まり、その間に毎時間の授業の流れを組み立て

実践し改善することができた。毎時間板書計画を作って臨んだこと、授業の流

れをある程度決めたことで、１時間のねらいを達成できるようになった。 

生活指導力 

児童への指導、保護者への連絡など、日常的に助言をするようにした。児童

の把握や指導力の向上は見られたが、まだ生活指導面の指導に自信がもてない

ところがあったので、よかったところを認め改善点を指摘するようにした。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研修生と同じ分掌を担当することで、年間を通して指導することができた。

特に、教科書関係の事務については、前半は育成教員が担当し、後半は、提出

物の作成など任せるようにした。 

外部との連携・ 

折衝力 

あゆみの所見は早い時期から取り組み、何度も推敲する余裕があった。あゆ

みを見越した評価の観点を日頃の授業の中で示し、評価に生かした。保護者へ

の連絡は、迷ったらする、を基本に丁寧に実践してきた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  ４、５月は、授業がなく６月の分散登校からやっと教員らしいことができるようになった。研修生

は、はじめは表情も硬く授業をこなすだけだったが、全員登校が始まり、休み時間に児童と毎日一緒

に遊ぶことで絆を深めていっていた。教室に教員が二人いることは、児童にとって安心できる環境で

あり、研修生にとってもすぐに相談できる環境は充実した学級経営につながっていた。 

 

 

Ｎｏ．１５８ 

担当学年  ３年（児童数２８名）  新人育成教員 ４年目（現任校１０年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務   研修生：教務・体育・視聴覚 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

子供の課題となり、主体的に取り組める活動となる学習材が準備できるよう

にいい素材を選び、学習材化することが一人でできるように、例示をし、その

中から選んで授業をしながら、自ら見つけ出すことができるように指導した。 

生活指導力 

 子供たちが決まりを守ることで落ち着いた学校生活を送るために「決まりだ

から～してはならない」ではなく、「みんなで気持ちよく生活するために～に

気を付ける」という態度を育てるように指導した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

各校務分掌の主任教諭の指導を受けながら、自らの考えを加えて企画・提案

をすることができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者を引きつけ、理解してもらえるように、このようになってほしいとい

う児童像を明示して、学校での教師の働きかけや児童の反応を伝え、電話や文

書だけでなく、面談を行うことも指導した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  意図をもって自分の考えを述べて助言を仰ぐ姿勢は素晴らしく、安全に関わること以外は先に助言

せず、どういう意図でこの活動をしているのかを問いながら指導をしてきた。児童理解を指導に生か

し、評価と指導の一体化に近づけたことが大きな成果である。「わかりやすい」授業だけでなく、「わ

かりたくなる」授業を目指して教材研究をすること、個に応じた指導をすることが課題である。 
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Ｎｏ．１５９ 

担当学年  ３年（児童数３１名）  新人育成教員 １年目（現任校７年目） 

校務分掌  新人育成教員：給食主任 生活指導部  研修生：教務部 体育的行事委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

研修生が学習のめあてに沿ってスムーズに授業を行えるように年間指導計

画を踏まえ授業計画を一緒に考えた。授業後は成果や課題を検討しレベルアップ

を目指した。さらに教材研究を充実させ、授業が楽しくなるよう追究させたい。 

生活指導力 

学習規律や生活のきまりについては個々に応じて丁寧に温かい心で指導す

ることを目指した。良いところは大いに褒め、悪いところに対しては毅然とし

た態度で指導することの大切さも学び、児童との関係も良好であった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校内には専門的な知識をもつ教員がたくさんいるので、いろいろな場面で指

導していただけるようした。校務分掌では、最初は戸惑う姿も見られたが、今

ではよく気が付いて自ら行動できるようになってきた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者への連絡帳の返事の書き方、トラブルがあった時の保護者対応、個人

面談や保護者会での話し方など、その都度丁寧に対応するようにした。難しい

事案も管理職や学年と相談しながら、上手に対応できるようになった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新人育成教員として１年目、迷いながらの１年間であったが、研修生は、穏やかで素直な心と向上

心をもっていたので、授業や行事、日々の出来事などから他教員の指導や助言を真摯に受け止め、担

任として大きく成長できたように思う。今後も研修に励み、児童一人一人の心に寄り添い、この１年

間で学んだ授業や学級経営の技術の基本をもとに、さらに自分らしく確立していってほしいと思う。 

 

 

Ｎｏ．１６０ 

担当学年  ３年（児童数２２名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：授業改善部   研修生：体つくり委員会・評価委員会・授業改善部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

毎日放課後に、１日の学習の振り返りと、明日の授業の確認をしてきた。そ

の時に、困っていることや分からないことの話ができたことが良かった。力を

付けたが、話をすることで教材研究をする時間が十分に確保できなかった。  

生活指導力 

係、当番、班作りなど、全てに学級経営上、意味があることの話をしてきた。

また、子供同士のトラブルや保護者対応なども関わりながら指導をしてきた。 

まだ経験が少ない分、アドバイザーが必要である。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

分掌は、どんな仕事なのかを覚えることを中心に取り組ませた。ただし、図

書担当としては、中心となって学校の図書運営に関わることができた。来年度

は、仕事内容を覚えたので、貢献できるように頑張らせたい。 

外部との連携・ 

折衝力 

新型コロナウイルスの関係で、外部との連携は少なかったが、社会科見学の

時の外部との連絡、地域の方との関わり、協力の必要性の話はしてきた。総合

的な学習の時間、社会科などの学習を通して、地域の方と連携していきたい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生が、どんどんと授業が上手くなっていく姿に喜びを感じた。また、とても素直な研修生だっ

たので「打てば響く」を実感することもできた。また、お願いして他学年の授業もやらせてもらった

ことも勉強になり楽しかった。（新人育成教員が）４月には、一人前の教師として教壇に立ち、輝いて

いる姿が楽しみである。 
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Ｎｏ．１６１ 

担当学年  ３年（児童数３３名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：保健給食指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

示範授業では、見るポイントを絞り（今回は板書中心で、今回は発問だけチ

ェック等）、理解しやすく進めてきた。研修生の授業の際も、同様にポイント

を絞った指導を行った。２学期からは、４５分の全体像の明確化を進めた。 

生活指導力 

授業以外に、休み時間にも一緒に交わる機会をもち、児童理解に努めるよう

指導してきた。また、問題行動をつかんだ場合は最優先で対応すること、楽し

さだけでなく、規律をしっかり守らせる意識をもつことを指導してきた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学級事務よりも全体に係る校務分掌や学年業務を優先することを強調して

きた。不明な点は必ず報告させ、責任者（上司）と相談・確認の上で処理を必

須として指導。また、行事などの職員作業では、率先して動こうと促してきた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との連絡帳でのやりとりは、どのような内容でも必ず研修生と一緒に

確認し、誠実に返信するよう指導してきた。欠席やケガ等の場合は必ず電話連

絡をし、児童の状況を保護者と交流するよう指導してきた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生と共に人生初の「コロナ禍」での学校生活であった。長い休校中には、普段ではなかなか時

間が取れないが、ゆっくりたっぷり寄り添って校内研修を進めることができた。初体験の連続で、慌

ただしくもあったが、諸先輩にも温かく見守られて、自信をもって子供たちの前に立てるようになっ

てきた。今後も、研修を積み重ねて、人間としての幅も広げられるよう精進していってほしい。 

 

 

Ｎｏ．１６２ 

担当学年  ３年（児童数３６名）  新人育成教員 ３年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：人材育成・研修部   研修生：体力向上部、特別支援教育部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
教材研究のやり方を詳細に伝えた。授業準備を行うようにはなったが、やる

気にむらがあり、準備不足の授業になってしまうことがあった。 

生活指導力 
学級規律を共に考えた。規律を作ることはできたが、守らせるための一律し

た指導ができない時があるため指導を繰り返した。改善に向かっている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌に関して、同じ仕事をしている先輩によく聞くように指導した。言

われたことはやるが、積極性については課題が残る。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者と連絡帳等で連携をとることができた。課題としては、時として対応

不足のため、保護者に不信感をもたせてしまうことがあった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新人育成教員になり 3年目の今年度が一番困難であった。やる気の点でなかなか前向きになれない

研修生のモチベーションを上げていくにはどうしたらよいのか、あれこれと手を尽くした。悩むこと

も多々あったが今振り返ると、研修生が笑顔に子供たちに接することができることが、私の大きなや

りがいと喜び、充実感につながった。新人育成教員としての力量が少し上がったような気がする。 
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Ｎｏ．１６３ 

担当学年  ２年（児童数３３４名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部   研修生：生活指導部・保健体育部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
週の計画立案で各教科のねらい、評価の実際を指導した。授業観察を基に、

日々の授業改善に取り組み、授業力が向上した。 

生活指導力 
本校の重点である「あいさつ」「時間を守る」を指導の重点とした。授業規律

は守られるようになりつつある。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

例年の運動会から分散型のスポーツフェスティバルを行う際に、特別活動の

ねらいを意識させた。児童が満足感を得る活動にすることができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との連携した育成を重点にした。日々の児童の活躍や協働して取り組

む指導の課題を共有させた。保護者との信頼関係を築くことができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

 本校で現役教員として勤務した経験を生かし、指導育成に取り組んだ。育成の方針として、児童を

心身ともに成長させ、学校に来ることが楽しい、勉強が楽しいと実感させ、そのことが研修生の今後

のやりがいとなることを自覚できるようにした。３学期には課題は残しつつも、本人の教員としての

やりがいをもたせることができたのが成果であった。 

 

 

Ｎｏ．１６４ 

担当学年  ３年（児童数 33名）     新人育成教員 ４年目（現任校 11年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導、体育 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

特に、単元の導入・課題設定の仕方・学習展開の方法について指導を行った。 

各単元の教材解釈力を高め、興味・関心のもたせ方、課題のつかませ方、課題

解決についてさらに工夫していくことが必要である。 

生活指導力 

規範意識を高め、いじめや不登校のない学級づくりを目指し、気持ちの良い

挨拶や言葉遣い、思いやりの心の醸成の指導を重点とした。児童の特性を理解

し、より良い支援の方法を身に付けていくことが課題である。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

各校務分掌主任や先輩教員の指導を受けながら、担当した職務を着実に執り

行うことができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

学校教育ボランティアや関係諸機関との連携、折衝の仕方を身に付け授業に

生かすことができた。保護者対応の仕方を学び関係を築くことができている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

   新人育成教員として研修生とのコミュニケーションを多くとりながら一年間を歩むことができた。 

研修生にとって最初の一年目であったが、きっとあっという間の時の流れだったと思う。研修生の学

ぶ姿勢、他教員からの指導を吸収する力は高く、これからの教師人生に大きな糧になると確信してい

る。まだまだ思い通りにできないことが多くあると思うが、研修生にエールを送り続けたい。 
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Ｎｏ．１６５ 

担当学年  ３年（児童数２３名）  新人育成教員 ３年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務・体育的行事・情報教育  研修生：教務・体育的行事・情報教育 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

児童との接し方を助言していく中で多少の余裕が生まれ教材研究や教材準

備にも時間を割けるようになった。得意な ICT 機器を使った教材で児童の興

味・関心を引き出すようにすすめた結果、効果もあがり自信につながっている。 

生活指導力 

基本的な生活習慣や安全指導、トラブル解消への姿勢を助言し、ともに対応

してきた。個々への粘り強い対応や日々の安全指導、家庭との連携など丁寧な

対応ができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

教務部として儀式や校外学習を担当し、コロナ禍による変更などにも対応し

た。また、ICT技能や知識を生かし、教材作成や児童の発表に力を注ぐなど学

校全体に大きく貢献できた。 

外部との連携・ 

折衝力 

学校内での児童の情報を家庭連絡し共有することや家庭からの様々な連絡

などにも丁寧に対応していた。コロナ禍による外部とのキャンセルが続き、実

際に連携折衝する機会が失われた。今後の課題である。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  休校で始まったため、多くの時間を割いて学習指導や校務分掌、生活指導などについて打ち合わせ

を行った。学校が再開された後は順調に学級経営をスタートさせることができた。しかし、毎日の教

材研究や教材準備、初任研の報告書に追われ多忙を極めていた。その中でも児童とのつながりを楽し

みながら、本人の意識改革により再び児童に向き合っていく姿は力強く、頼もしさを感じた。 

 

 

Ｎｏ．１６６ 

担当学年  ４年（児童数３３名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：体育行事   研修生：生活指導、体育行事 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

単元の全体像を把握させ、重点になる指導項目を確認するようにし、単元を

貫く学習問題が見つけられる導入の工夫を行わせた。これにより、毎時間の目

当てを示し学習を進めることができている。 

生活指導力 

児童の立場にたった寄り添いと指導を心がけるよう指導した。時期に応じた

全体指導を行い、一人一人に望ましい行動を考えさせる場面を作る指導の工夫

が出来てきている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学年内の役割、校務分掌を段階的に行い、責任の比重を高めるようにした。 

避難訓練担当として、訓練の内容をより実際に即したものに更新しようとして

いる。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との連携を中心に、相手の意図をくみ、丁寧に対応する話し方･聞き

方を身につけるよう指導した。相手の意向をよく聞き対応しようとしている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度は、新型コロナへの対応があり、４月５月は、学級の児童に会うことができないなど困難を

極める中の研修であった。その中でも、家庭学習用のテキスト作りや、電話による健康観察など真摯

な態度で行い、学級開きに備えることが出来た。再開後は、児童一人一人に対応した学習指導を行え

るよう教材研究を行うことが出来た。 
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Ｎｏ．１６７ 

担当学年  ４年（児童数２２名）  新人育成教員 ４年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

休校中や分散登校中、教える内容に差が出ないようにワークシートを作り、

授業を進めさせた。また、単発単元の授業を見せて発問や間合い、板書などに

ついて伝えた。理科の板書がわかりやすいものになってきた。 

生活指導力 

学級経営の基本は、生活指導にあると日頃から伝えている。生活指導では、

「駄目」なものがブレてはいけない、「今回だけ…」は、ない事を伝え続けてい

る。なかなか難しく、規律が乱れ気味である。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

自分が受けもっている校務分掌を、相談しながら役割分担し進められるよう

になってきた。金管など不得手なものに対して、関わりが消極的になってしま

うので、自分で学習し工夫して取り組めるようになればよいと思う。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者対応は、主任や管理職と相談しながら行っている。一年次研修では、

グループのまとめ役になったが、上手くいかなかったとこぼしていた。事に当

たる時、様々なアプローチをして自分なりの方法を見付けるようにさせたい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  学級経営や授業に「緩急」を付けて実践させることは難しい。子供の言い分を聞こうとして、学校

や学級の決まりを徹底できなくなることがある。「学校の決まり」に則り指導することが大切だと話

しているが、今一つピンとこない。一つ一つ言って教えることが指示待ち人間を育ててしまいそうで、

今、迷いが生じている。自分で考えて工夫し、自分なりの方法を見つける人材を育てたい。 

 

 

Ｎｏ．１６８ 

担当学年  ４年（児童数４０名）  新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：庶務・委員会  研修生：庶務・委員会  

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

指導計画に基づいた板書計画、ノート指導を行い学習のねらいを明確にして

授業を実施した。授業の振り返りを通して児童理解を深め、興味・関心を引き

出す指導の工夫や必要性を学んだ。学習状況を適切に評価し授業を進めた。 

生活指導力 

授業規律の徹底を心掛けた。また配慮を要する児童への対応では、保護者、

校長、副校長、生活指導主任や SC 等と連携をはかりながら対応した。児童理

解に努め、信頼関係を築き、変容を見取りながら適切な指導をした。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌では、庶務、ギフト委員会を担当した。学年主任や先輩教諭の助言

を受けながら校務に参画した。指導要録の記入や年度末の学級事務、学年事務

など、学年主任の助言を受けながら学ぶことができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会の運営や保護者対応、個人面談のねらいと内容、などについて資料

を作成して丁寧に対応をすることができた。校長。副校長、学年主任に報告・

連絡・相談し、コミュニケーションを図り取り組むことができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  学級全員での授業は、6 月の後半に実施された。学級開きでは、一人一人の児童に教師の思いを伝

えるためには、どのようにしたらよいか考え表現を工夫した。その成果があり落ち着いた雰囲気でス

タートすることができた。教材研究では、ねらい、学習の流れ、板書計画、評価を日々行った。今後

は、自分の時間や余暇を大切にして、豊富な知識をもち視野をひろげて励んでほしいと思う。 
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Ｎｏ．１６９ 

担当学年  ４年（児童数３７名）      新人育成教員 ５年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導・情報  研修生：生活指導・情報 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

基礎学力を身に付けるために漢字小テストを行ったり、苦手とする計算を繰

り返し練習させたりした。学習に集中して取り組めるよう学習規律を守ること

の大切さを伝え、教師自身が自覚をもって指導する大切さを折に触れ伝えた。 

生活指導力 

提出物の期日や休み時間の過ごし方などのルールを守っているか、最後まで

見届け、指導すべきことはきちんと指導するよう助言したり共に指導したりし

た。時には教師が壁になって指導することを自覚する必要がある。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校内分掌の仕事を先輩先生に教えてもらい責任をもって行っていた。自己申

告書の記入は回を重ねるごとに分かりやすくなっている。報告・連絡・相談の

大切さをことに触れ伝えてきたので、今後自分から進んでする必要がある。 

外部との連携・ 

折衝力 

家庭との連絡が必要な場合は、保護者と面談したりスクールカウンセラー、

特別支援教室専門員と協力体制を取ったりして解決を図った。怪我や児童間の

トラブルなどに日頃から保護者に連絡を取り、信頼関係を築くようにした。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  学級事務については、研修生と共に行い少しずつ任せることで円滑に進めることができた。２学期

からは、学年会計などの仕事も進んでやり方を学んでいた。同学年の先生方や理科支援員の方から、授

業の進め方や児童との接し方など、アドバイスを受け改善を図るようになってきた。さらに、自分から

進んでアドバイスを受ける姿勢を大切にし、児童がより良く成長できるよう努力する必要がある。 

 

 

Ｎｏ．１７０ 

担当学年  ４年（児童数２３名）  新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：体力向上  研修生：教務事務・道徳・特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける 

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

１年間を４期に分けて学習指導力（授業力）の育成を図った。年度当初

を第１期として児童の実態把握と研修生の基本的な授業力の確認を行い、

以降段階的に授業力を中心とした指導力の定着を目指して成果を上げた。 

生活指導力 

年度当初の児童把握について、「丁寧な対応」を目標に挙げ、児童及び

保護者への対応に当たらせた。以後、定期的に評価・改善を進め、対応の

質を高めると共に、早期に全ての児童の実態を把握できるようにさせた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

分掌で任されたことは、責任をもち、期日内に確実に行うことを指導し

た。また、組織の中の一人として、他の教員と連携を密にしながら職務を

進めることが組織力の向上になるという視点で取り組ませ成果を上げた。 

外部との連携・ 

折衝力 

学年内で任された外部との折衝内容について教員としての立場をわき

まえた対応を課題として指導育成に当たった。また、地域での校外学習時

の施設利用について学習面や安全面の連携及び折衝を具体的に指導した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  令和２年度は、年度当初の休業による児童の登校の制限により、研修も状況を見ながら進めていか

なくてはならなかったが、研修生が、制限された状況の中で、自ら研修を意欲的に進めたことは、高く

評価できた。一方で、様々な学校行事の中止により、通常の学習活動ではできない学習が制限され、行

事を通して研修すべき教師の指導力や感性を身に着けられなかったことは残念である。 
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Ｎｏ．１７１ 

担当学年  ４年（児童数３６名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：体力向上部・研究部   研修生：体力向上部・研究部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材研究を行い、１時間ごとの指導内容・板書計画等をノートにまとめた上

で授業に臨むことや、その日のうちに良かった点や改善点を話し合うことを続

けてきたことで、落ち着いて授業を進めることができるようになった。 

生活指導力 

日頃の言動から、児童一人一人を理解し適切に指導することや学習規律、生

活のきまりについて徹底した指導を行うことの大切さを話してきた。柔軟に児

童に対応できるようになり、落ち着いた学級経営ができるようになった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研究部に所属し、１１月の校内研究で国語の授業を行った。管理職や研究部

の先生方、多くの先生方から助言を受け、学校組織の一員としての自覚が高ま

った。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者からの連絡帳や電話連絡の内容は必ず研修生とともに確認し、保護者

の要望や問い合わせなどには、一つ一つ丁寧に対応するように指導してきた。

管理職にも相談するように促し、直接指導・助言を受けられる機会を作った。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生がこの１年間で、多くのことを実践し吸収できたのは、常に学びとろうとする積極的な姿勢

と素直な性格によるところが大きい。日々迷いながらも成長していく姿を見ることは、新人育成教員

にとって何よりの喜びである。これからも分かる授業を心がけ、謙虚に学び、多くのことを吸収しな

がら、更に成長していくことを願っている。 

 

 

Ｎｏ．１７２ 

担当学年  ４年（児童数２７名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：情報教育 研修生：図書館教育 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際  

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

実力向上に向けて指導時間毎に略案を書かせ指導してきた。学習指導の難し

さや教材研究を綿密にしなくては授業が成立しないことは理解できた。子供を

惹きつける授業が今後の課題である。 

生活指導力 

学級経営においては児童に寄り添いながら個と集団との関係性を学ぶこと

ができた。しかし、子供の気持ちを理解し、先を見通した指導には至っていな

い。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

指示されたことについては期限内に仕上げるための努力は惜しまない。一つ

一つのことを丁寧に仕上げるところまでは十分ではない。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者とは丁寧に対応することを心がけさせ、実際も頻繁に連絡を取ってい

た。教材関係や外部講師との連絡の仕方などを学んだ。 

 

２ 一年間の研修を通して  

  １学期は「学校は楽しいところ」というイメージを持たせるために自分が主担任のつもりで背中を

見せて学ばせた。２学期は「プロとしての意識」を持たせるために、専門職としての自覚を促しなが

ら支援指導した。３学期は「教員としての自立」をテーマに自分で壁を乗り越えられるように見守っ

てきた。 

 



88 

 

Ｎｏ．１７３ 

担当学年  ４年（児童数２７名）    新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際  

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

研修生が主体的に授業の展開ができることに繋がる指導・助言に心がけた。

研修生は、主担任として ICTを積極的に活用し授業を行っている。ICTの効果

的な使い方、児童が主体的に学ぶ授業に向けてさらに研修に努めてほしい。 

生活指導力 

声を荒げることなく穏やかな姿勢で児童に対応できる。児童に寄り添うとと

もに、時には厳しく接することの必要性を助言。毅然とした姿勢が見られるよ

うになった。全体指導、個別指導の仕方を自ら考え実行できるようにしたい。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研修生は、生活指導部で安全点検や避難訓練担当し、着実に仕事に取り組ん

だ。体育部では校内ギネス担当として、児童がすすんで取り組めるよう提案し、

進行した。組織の一員としての役割を果たすよう努めた。 

外部との連携・ 

折衝力 

日常的な生活の中で、連絡帳や電話での保護者とのやり取りを大切にするこ

とを指導した。保護者会等が制限された中、日々の真摯な応対が、信頼関係を

築くことにつながった。 

 

２ 一年間の研修を通して  

基本的な学習指導法や生活指導法について研修生が身に付けられるように努めた。授業や様々な学

校行事を含め、コロナ感染予防のために教育活動が制限されてしまったことはとても残念だった。研

修生は、誰からも好かれる人となりで、児童からも受け入れられ、職場でも良好な人間関係の下、職

務にあたることができた。さらなる指導力向上に向けて研鑽を積んで欲しい。 

 

 

Ｎｏ．１７４ 

担当学年  ４年（児童数３８名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌 新人育成教員：学力向上委員会・特別活動部会 研修生：学力向上委員会・特別活動部会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業内容や発問・板書計画を記入した指導計画ノートの作成や ICT機器の使

用について助言し、工夫した授業作りに繋がったことが成果である。子供同士

が関わり合い、深い学びの学習を示すことができなかったことが課題である。 

生活指導力 

個別の対応や支援が必要な児童には、管理職や学年主任、スクールカウンセ

ラーとも連携をとりながら望ましい対応を考え、実践に生かす努力をしたこと

が成果である。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

特別活動部において、多くの教員から助言を受けるように促した結果、分か

らないことを聴くなど、研修生自らが分掌内容を理解しようと努力し、他の教

員と関わりながら組織の一員としての自覚が高まったことが成果である。 

外部との連携・ 

折衝力 

問題ある事案について管理職や学年主任に報告するように促した。保護者に

は丁寧に寄り対応し、信頼関係を築くことができた。今年度は外部との連携が

少なかったので、今後密接な連携ができるようにすることが課題である。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生は何事にもひたむきな態度で熱心に児童理解に努め、一人一人に丁寧に対応していた。子供

たちとの深い信頼関係が築かれ、常に子供たちが研修生と親しげに話をしている姿を見ると、育成担

当としてやりがいを感じる。研修生だけでなく、多くの若手教員の研修にも携わることができた。勤

務時間が長くなってしまったため、短時間で効率のよい研修が行われるようにすることが課題である。 
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Ｎｏ．１７５ 

担当学年  ４年（児童数３４名）  新人育成教員 ５年目（現任校５年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部   研修生：特別活動部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

ねらいに沿った授業進行ができるように指導した。教材をしっかり理解し、

単元ごとの適切な指導計画を立てることが、今後も努力してほしい課題であ

る。 

生活指導力 
学級内で差別的な言動が見られたり、人間関係がこじれたりすることがあっ

たが、管理職や主任と相談しながら指導を重ね改善することができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

分掌の分担をこなすことを通して学校運営の基本について理解を高められ

るよう指導した。分掌に前向きに取り組む姿が見られるようになった。 

外部との連携・ 

折衝力 

今年度は多くが中止になったため、保護者との関わりが薄くなり、保護者会

の進め方等についても経験することができなかったため、必要な連絡は電話等

で積極的に行うように指導した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  教科指導においては、単元ごとに研修生と T1,T2の分担をし、教材の理解について話し合うことに

重点を置きました。自身が T1 を担当するときは、子供たちが見通しをもって学習に取り組める指導

計画や、子供たちの興味・関心を引き出す工夫を提案できるよう授業を行いました。研修生の悩みや

心の動揺を大らかに受け止め、サポートすることも新人育成教員の大切な仕事だと感じました。 

 

 

Ｎｏ．１７６ 

担当学年  ４年（児童数２９名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務部   研修生：教務部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材研究について、週の計画を立てることと並行して取り組めるようになっ

た。授業のねらいを明確にして授業を進めることができるようになってきてい

る。ＩＣＴも学習に適切に活用できるようになってきた。 

生活指導力 

学級経営を進めるうえで、学級規律を重視し児童理解に努めた。児童とのコ

ミュニケーションも密にとれるようになって、安定したな経営ができるように

なってきている。トラブルに対する対応も冷静で適切にすることができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

常に意欲的な姿勢で何事にも取り組み、先輩や指導教諭のアドバイスを素直

に受けて止め、改善しようと努めた。自分に割り当てられた分掌の業務も、先

輩からの説明をしっかり受け止め適切に遂行することができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との対応は、冷静に適切に行うことができていた。 

 コロナの影響で、地域行事への参加は無くなった。外部講師との連携も支援

本部が中心になって取り組んでくれたので、特に折衝する業務はなかった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

コロナの感染拡大の影響で、いつもとは違う研修であったが、研修生はとても意欲的に取り組んだ。 

こちらが計画した研修を的確に理解し、指導技術を向上させることができ研修生の自信につながった。 

毎回の反省会で、授業の自己評価、授業分析ができるようになり質の高まりを感じている。研修生が

思い通りに成長していく姿に喜びを感じている。これからも研鑽を重ねて大きく成長してほしい。 
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Ｎｏ．１７７ 

担当学年  ４年（児童数３９名）  新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

単元のねらいに沿った指導計画の基、動画や写真を活用し授業計画を考えさ

せ、児童の発言から内容理解が深まっていくよう検討させた。個別指導を重視

して、児童個々が基礎的理解力を付けていけるよう指導助言した。 

生活指導力 

生活規範は、児童に対しての声かけや指導が研修生と同じになるよう共通理

解を図った。児童たちの言動についてお互いに伝え合い、指導の統一を目指し

た。研修生の思いを生かし、児童との信頼関係が深まっていけるよう支援した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

保護者に電話や面談で伝える際には、研修生と話す内容や伝え方を検討し保

護者との連携に努めた。通知表については学習活動や日頃の言動、学校生活全

般での様子など、研修生と総合判断して評定した。 

外部との連携・ 

折衝力 

学校学年学級行事等の予定と内容を確認、取り組み方の事前指導をした。作

品やプリント添削、評価は研修生と共に目を通し共通理解の基、個別指導に生

かした。校務分掌では、他教員の助言も受け活動していけるよう指導した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  学年行事や合同授業など、教師としての見通しをもち各教科の事前準備等、様々な教職員からの助

言や指導をいただき実施してきた。研修生は各教科の指導案を立案する中で指導力を身に付けてきて

いる。また、児童との交流を大切にして保護者と連携を取り合う中で、信頼関係が生まれてきている。

研修生は、これからも実践を積み重ねていく中で成長していくことを期待している。 

 

 

Ｎｏ．１７８ 

担当学年  ４年（児童数４０名）  新人育成教員 ４年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

単元全体の指導計画を意識し、見通しをもって授業に取り組めるように支援

した。育成教員が T1 の授業や、校内の他教員の授業を参観して学ばせた。２

学期後半はほぼ研修生が T1で授業を行えるようにした。 

生活指導力 

40人の学級経営は考えていたより新人の教員には難しかった。研修生が、休

み時間はできるだけ子供と遊び、児童理解を深め、学級全体をまとめていける

ように支援した。特別支援担当とも連携し、個々の支援ができるようになった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌は、管理職をはじめ校内の教職員の協力をもらい、責任を果たす経

験ができた。次年度は、見通しをもってかかわっていけるようになることが課

題である。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会や個人面談での対応は、研修生に経験がないため、できるだけ育成

教員と一緒に行うようにした。電話での応答は、事前に打ち合わせをして、研

修生が対応できるようになってきている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度は、４・５月は緊急事態宣言での休校があり、６月からの分散登校指導を経てからの一斉指

導など例年とは違う中での研修生との二人三脚となった。研修生は、アドバイスしたことを次に修正

しようと努力し、教員としての基礎基本を学んだ。この１年間の研修を生かし、豊かな実践を積み上

げてほしい。新人育成教員として、日々成長していく研修生の姿を見ることが喜びである。 
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Ｎｏ．１７９ 

担当学年  ４年（児童数３６名）  新人育成教員 ３年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：情報教育   研修生：保健環境・外国語 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業では、子供たちに正面から向き合い、丁寧に話していくことを研修生に

指導してきた。研修生が「ゆっくり」「はっきり」「分かりやすく」話すことで

児童が、安心して学習できるようになった。 

生活指導力 

私は、研修生と共に、児童一人一人に個別の対応をしていくようにした。そ

れによって、児童は、私と研修生に素直に心を開いて接し、学級経営の基盤を

つくっていくことができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌では、研修生が他の教員との連絡を綿密に行うことを指導した。研

修生が多くの教員と連携をすることができ、学校全体に視野を広げることがで

きた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者への連絡が必要な際は、私と研修生で速やかに協議し、研修生が電話

で連絡した。そのことで保護者と十分に連携することができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

私は、研修生に児童の学ぶ意欲を引き出し、伸ばすための手立てを指導してきた。私と研修生で指
導案を検討し、分かりやすく、答えやすい発問を考えて授業に臨んだ。また、あらかじめ考えていた
指導案に縛られることなく、子供たちの考えを最大限生かしていくような授業展開にしていった。 

 

 

Ｎｏ．１８０ 

担当学年  ４年（児童数２８名）  新人育成教員 ５年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

（成果）落ち着いて丁寧に授業を進め、問題解決の学習展開も多かった。 

（課題） 分りやすい板書や子供の考えを深める発問、学習評価や評価を学習

指導に生かすことなどが課題である。 

生活指導力 

（成果）児童観察をして、適切な指導ができた。 

（課題）学年間の情報交換も積極的だった。特別支援の児童に対する理解や対

応が課題である。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

（成果）校務分掌に従い役割を理解して果たしていた。 

（課題）学校評価や次年度の計画などについては今後理解を深めたい。地域行

事等は参加の機会はなかった。 

外部との連携・ 

折衝力 

（成果）保護者会では学年で決めたことに従って行っていた。 

（課題）個人面談などで一人一人の児童の特徴や良さを伝えていくことは課題

である。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  臨時休校や分散登校など自分自身も経験していないこともあったが、振り返ってみると余裕をもっ

てスタートすることができ、時間をかけて研修をすることができた。今では子供たちの笑顔と共に自

信をもって授業に臨んでいる研修生の成長に拍手を送りたい。自分も研修生や児童、保護者と関わり

ながら共に成長することができた。 
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Ｎｏ．１８１ 

 担当学年  ４年（児童数３１名）  新人育成教員 ４年目（現任校４年目） 

 校務分掌  新人育成教員：校務改善・研究部・体育部  研修生：研究部・体育部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業の導入や教材提示の工夫を促し、本時の「目当て」を明確に、授業実践を

積んだ。一人一人の児童の実態や学習状況をしっかり把握し、次時の授業を準備

できる分析力、学びの連続性を意識させた授業力向上を図った。 

生活指導力 

効果的で効率的な全体指導や個別指導を知り、学級での具体的な指導を繰り

返し、学級全体への価値付けやその指導の方法を学ばせた。学級が日々変容して

いく様子を把握分析し、より具体的な生活指導力を研修した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

変則的な行事や授業にも対応した校務分掌を理解し、見通しをもって仕事に

あたる研修を学んだ。複線的に仕事を進める仕事力の必要性を説いた。 

外部との連携・ 

 折衝力 

コロナ禍、特に保護者対応を中心に研修を行う。不登校児童家庭と連絡を取り

改善を図る。また、校外学習のしおり作成を経験しながら実践的に研修した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今、自分に必要な研修が行えるように授業を振り返り・自己評価を促し、主体的に学ぶ研修を行う。

次年度も切磋琢磨を忘れず、笑顔で教壇に立ち、児童と一緒に成長し、活躍されることを願っていま

す。 

 

 

Ｎｏ．１８２ 

担当学年  ４年（児童数３２名）     新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導    研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

・毎時間授業でのメモをとり、放課後にそれを元に指導・助言を行った。自分

の持っている資料や書籍を参考にさせ、指導の経験談を交えて授業技術の向

上に努めた。研修生も素直に助言を授業に生かし、授業改善を図った。 

生活指導力 

・学級規律を中心にどういう場面で、どんな指導を、どのように行えば良いの

かを適宜助言した。悩める子供に対してその気持ちに共感し、心に寄り添う

ことを中心に、日々、研修生と相談しながら対応した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

・生活指導部の一員として学校全体の指導に視野を広げさせ、運動委員会・ミ

ュージッククラブの担当として高学年の指導も経験させた。 

外部との連携・ 

折衝力 

・小さな事でも保護者には早め早めに電話等で連絡するようにさせ、信頼を得

た。春の個人面談は同席して見守り、秋の三者面談は一人でもできるように

後方支援に徹した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

 ・毎日、放課後等にその日の振り返りをし、研修生の質問や相談に答えたり、その日の指導に対する

助言を行ったりした。研修生は積極的に助言を生かし、実践に生かしていた。 

・初めての女性研修生なので、子供たちへの指導姿勢への温度差を感じ、バランスをとるのに苦労し

た。二学期からは研修生を子供たちの前面に出し、自分は陰で支援することに努めた。 
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Ｎｏ．１８３ 

担当学年  ４年（児童数４０名）  新人育成教員 ４年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務部  研修生：生活指導部・行事部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
毎日の振り返りを、放課後に共に行う事を積み重ねた結果、学習指導の基礎・

基本を理解し、着実に身に付けさせることができた。 

生活指導力 
現任校の生活指導部の分掌活動を通して、先輩方の指導のもと、分担された

役割を十分に果たせた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

コロナ禍により、リモート授業や Zoom による保護者会など、パソコンを操

作する時は、率先して自己のもつＡＩ技能を発揮し、学校・学年運営に貢献で

きていた。 

外部との連携・ 

折衝力 

コロナ禍により、外部との連携・折衝の機会がほとんどなかったため、この

面の力量の向上を図ることを意識して教育活動に取り組んでいくことが、今後

の課題である。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新人育成教員として４年目ではあるが、出会う新人教員は、一人一人個性が違い、技量・才能も様々

で、今回はどんな力を伸ばし、何を改善してあげたらよいのか、毎回試行錯誤してまいりました。新

人教員と共に考え、悩みながら教育活動に取り組むことは、毎回新鮮であり、やりがいを感じます。

毎日の振り返りを今後も重ね、授業改善、力量の向上に向けて意欲的に取り組む姿に期待します。 

 

 

Ｎｏ．１８４ 

  担当学年  ４年（児童数３３名）  新人育成教員 ３年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：学力向上部・特別支援委員会  研修生：学力向上部・特別活動  

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける 

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

板橋授業スタンダードという問題解決型の授業の進め方を丁寧に指導した。研修

生は、一学期のうちにこの流れで日々の授業を進められるようになった。理科や道徳

など、子供が自分の考えを友達に伝え、活発に話し合う学習を進めることができた。 

生活指導力 

子供たちがコロナ感染防止という条件の中で、豊かに関わり合い、仲良くまとまりの

あるクラスを築くことができた。同時に朝から帰りまで、生活に必要なこと、学習に大切

なことを身に付けさせ、規律ある毎日を過ごさせることができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

クラスの特別な支援を要する児童について、特別支援学級の教員と毎週話し合

い、指導に活かした。保護者とは電話・連絡帳などで丁寧に対応した。トラブルや事故

の際、報告、連絡、相談を管理職、学年などにしっかり行った。 

外部との連携・ 

折衝力 

職場の他の教員との関係を早く築くことができた。その中で補教担当、委員会活動

における児童の指導などの分掌の仕事をスムーズにやり遂げることができるようになっ

た。週案は毎週金曜日朝までに作成し、お互いに連携した指導を続けられた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

本校２年目の今年度は、新型コロナ感染の中、学級経営、授業の指導等困難な毎日が続いたが、その

中でも、研修生は各教科の授業指導に早くからチャレンジし、授業のよいところ、課題など、毎日研修

を行えた。また児童相互の良好な関係を築く集団づくりも共に行い、少しずつ自立していった。昨年度

に続いて情熱的な学級経営研生と出会えたことをうれしく思う。今後の活躍が楽しみである。 
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Ｎｏ．１８５ 

担当学年  ４年（児童数２３名）  新人育成教員 ２年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務部・芸術的行事部  研修生：教務部・芸術的行事部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

○電子黒板やミニボートを活用して、個々の考えを担任が伝えたり、後半は、

児童自身が発表したりして、授業スタンダードに取り組んだ。 

○文字の大きさや見出しの書き方などは、これからも課題としたい。 

生活指導力 
○家庭環境も含め、児童を把握し、常に冷静に、個に応じた対応をしていた。

○コロナ禍のため清掃指導は、指導ができない状況であった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

○保護者との対応を重ねる度に、報告、連絡、相談が、速やかになり、連携を

とって、課題の対応に取り組めるようになった。 

外部との連携・ 

折衝力 

○良い点や成長の様子、課題となる点を具体的に保護者に伝えていた。 

○総合的な学習の時間には外部より講師を招待する手順を学び、人材を広く 

 活用することの良さを体験することができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  指導、助言は、最低限に止め、研修生自身が自ら考え行動することに心懸けた。授業や生活指導面で良

かった面、気になった点を記録し、伝えてきた。その後、指導をした事柄を授業に生かし取り組む姿には、や

りがいを感じる日々であった。「密を避ける」と「主体的、対話的な授業作り」との兼ね合いに、苦慮していた研

修生が、健康に留意し、自信をもって、授業に取り組み活躍することを期待している。 

 

 

Ｎｏ．１８６ 

担当学年  ４年（児童数３３名）  新人育成教員 ３年目（現任校３年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動・庶務管理   研修生：特別活動・庶務管理 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

単元･教材を通した学習内容を把握することを第一に、学習展開の流れを明

確にさせることを目指した。また児童の反応や思考を丁寧な机間指導を重ねな

がら引き出し高められるよう励ました。臨機応変な対応も可能になってきた。 

生活指導力 

学習規律･学習環境にも大きく関わるので、何が大事か、何が許されないこ

となのかをはっきり示し、優柔不断にならず方向性が定まるようにすることを

大切にしてきた。自主的自発的に考え行動できる学級作りができている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

大規模校ゆえに組織全体の動きに対応し役割を果たすことは難しいが、まず

学年全体の動きの中で自身の力を発揮することを重視した。計画立案から実施

に至るまで率先して参画している。校務分掌を理解し貢献できるようにしたい。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者への連絡は最初の一手でその後が大きく変わるので、必要性を見極め

早めに確実に行うことを重視した。保護者会は全くなかったが、個人面談を通

して保護者とつながり連携を深めることの大切さと効果を学ぶことができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  毎年心がけていることは研修生との人間関係である。仕事を進める上で日々気になることは双方向

で何でも相談し合うことが欠かせない。また、児童が研修生との関係を構築し高め合っていけるよう

二人の担任が一枚岩となり終始一貫した安定的な指導をすることが重要である。次年度４月からは独

り立ちし、さらなる成長や活躍が大いに楽しみであり、育成教員にとっても大きなやりがいにもなる。 
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Ｎｏ．１８７ 

担当学年  ４年（児童数３５名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：特別活動・事務部庶務（教室環境・机椅子） 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

コロナによる休校明けは新人育成教員が授業を見せ、７月頃より可能な限り

研修生に授業をさせて振り返りを行った。年間を通して研修生と連絡ノートを

交換し、授業における細かな課題を伝え改善に取り組ませた。 

生活指導力 

朝の会・帰りの会では生活指導の話を先に研修生が行い、新人育成教員が補

足を行って研修とした。互いに絶えず児童の様子に気を配り、情報を共有し、

起こり得る事故や問題行動を話し合い未然防止に努めることができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研修生は庶務（机椅子）、特別活動等の校務分掌の仕事を意欲的に覚えた。学

年会を通して同学年の教員より学び、得られた知識を校務分掌や学年の役割分担

に生かした。行事が少なくやり遂げる経験が少なかったことが課題である。 

外部との連携・ 

折衝力 

コロナの休校期間中から研修生は積極的に保護者へ事務連絡等の電話をし

て人間関係づくりに努めた。病気の軽い症状や小さなけがからこまめに保護者

に電話連絡をさせ、保護者と接する機会を多くもつよう指導した。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  本年度はコロナのために日程や行事の変更・中止が多く、研修生に十分な経験をさせてあげられず

残念であった。研修生は自分でやってみようとする意欲が高く、新人育成教員は研修生の性格に合わ

せた指導を行った。また、研修生が来年度以降も安心して勤務できるよう、他の多くの教員との人間

関係づくりを補佐し、概ねできたように感じている。 

 

 

Ｎｏ．１８８ 

担当学年  ４年（児童数３３名）  新人育成教員 １年目（現任校１２年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務   研修生：進路 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業実践を中心に学習指導の在り方を研修してきた。指示の出し方や発問の

工夫を中心に指導を重ねた。教材研究等の方法や授業準備を万全にすることの

重要さを打ち合わせの中で繰り返し説明している。 

生活指導力 

集団での規律のつくりかたや指導の仕方を中心に指導を続けてきた。児童へ

の伝達事項の話し方やタイミング等の一層の研修が必要であると考える。身の

回りの整理整頓もきちんとするよう指導した。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校内のマラソン記録会の担当として計画を企画立案した。しかし、児童や教

員の動きが見えていない様子が見られたので、学年で具体的な計画を立てるよ

う指導した。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との連絡等、指示されたことはきちんとすることができた。しかし、

その結果を報告したり、自分が判断して行動したりできるよう一層の研修が必

要である。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  コロナ禍の中、東京都の新人教員として一生懸命に頑張るその姿は、時として、不憫にさえ思えた

が、来年度から一人の担任として、活躍できるよう厳しく指導することもあった。指示したことや教

えたことはどんどん吸収していく姿が見られた。これからは自分で工夫したり、判断したりして、一

層飛躍できるようになって欲しいと切に願っている。 
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Ｎｏ．１８９ 

担当学年  ４年（児童数２９名）  新人育成教員 1年目（現任校 9年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

課題解決学習の流れを意識して授業を進めること、１時間の学習が見通せる

ような板書することを目指し、日々の授業に取り組んだ。二人で授業を行うの

で、個別指導が必要な児童に細かな指導ができた。 

生活指導力 

 授業の挨拶、授業中の話の聞き方、連絡帳を決まった時間までにきちんと書

く、宿題の提出など、学校生活の基本的な規律について指導を繰り返し行い、ほ

ほ徹底できている。児童の自主性を重んじる姿勢は、今後ももち続けて欲しい。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 管理職や学年の教諭へ適切に報告・連絡・相談するなど、円滑なコミュニケー

ションを図り、分担された校務を遂行するように努めていた。その際、自分の考

えも話し、助言を参考にしてよりよくしていく様子が見られた。 

外部との連携・ 

折衝力 

 電話や面談での保護者との話では、落ち着いて分かりやすく話しており、安心

して任すことができた。個人指導が必要な児童の保護者には、児童の現状を踏ま

え具体的な取り組みを提案し、実践していくことができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度、初めて新人育成教員となったが、コロナの影響で当初の研修もなく不安な気持ちであった。

しかし、研修生が意欲をもって日々の職務に主体的にあたることができていたので、二人担任を生か

すことに努めた。教科や事務仕事の分担、全体と個別に分かれての指導などを行ったところ、児童や

保護者から、「担任が二人でよかった。」という声も多く、協力して取り組んだ成果はあったと思う。 

 

 

Ｎｏ．１９０ 

担当学年  ４年（児童数３２名）  新人育成教員 １年目（現任校１２年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部，図書情報部  研修生：生活指導部，図書情報部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

研修生の授業後には、改善のポイントを具体的に助言し次の授業に向けて修

正をしてきた。児童の実態に即した教材研究の方法を繰り返し助言したことで

児童への発問や板書計画が学習のねらいに沿ったものになってきた。 

生活指導力 

学級経営に苦慮する場面が見られたため、児童一人一人を理解し、学習規律、

生活のきまりについて徹底した指導を行うことの大切さを繰り返し指導助言

してきた。今では、落ち着いた学級経営ができるようになってきた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研修生は生活指導部に所属し、避難訓練に向けた準備や当日の司会進行に携

わった。その際にも、新人育成教員だけからでなく多くの教員からも助言を受

けるように促し、遂行する中で組織の一員としての自覚が高まってきた。 

外部との連携・ 

折衝力 

外部の人材や、保護者の協力を得る際の折衝の方法や、当日の対応について

は、未経験のため、具体的な事例を示しながら助言してきた。今では、保護者

の要望や問い合わせに丁寧に対応することができるようになってきた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  様々な個別の対応や支援を必要とする児童に対し、悩みながらもアドバイスを素直に受け止め一生

懸命に学習指導や生活指導に取り組んでいた研修生。毎朝欠かさず、黒板に児童の意欲を引き出す温

かなメッセージを書いている姿には感心させられるものがあった。今後も、謙虚さを忘れずに研鑽を

積み、更に素晴らしい教員になっていく姿を応援していきたい。 
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Ｎｏ．１９１ 

担当学年  ４年（児童数３６名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

児童の興味関心を引き出すための導入の仕方や、学習のまとめ方などを教科ごと

に指導した。児童の観察の仕方や、変容の様子の見取り方など、担任としての職務

を理解することができている。体育の技能指導の指導技術はまだ不十分である。 

生活指導力 

児童の観察の仕方や、変容の様子の見取り方など、担任としての職務を理解

することができるよう指導・助言を行った。児童個々への対応の粗さが見受け

られ、引き続き指導が必要ではあるが、一定の成果は見られる。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

自身の分掌や役割を理解し、何が必要なのかを考えながら業務を行うように

指導をした。依頼された業務の期日は守ることができており、指導を通じて管

理職への報告・連絡・相談を逐一できるようになった。 

外部との連携・ 

折衝力 

個人面談、保護者会などにおける保護者への対応の仕方や連絡の仕方を指導

し、身に付けさせることができた。課題として、自分で判断し、行動に移して

しまう面が多少見られる。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言、それに伴う休校という例年にない事態であり、児

童の様子を満足に確認できない中での教育活動であった。試行錯誤を繰り返しつつ児童及び教員との

関係を築くよう助言し、学校再開に向けての準備を一緒に行いつつ、どのような指導が児童に必要で

あるかを話し合った。 

 

 

Ｎｏ．１９２ 

担当学年  ４年（児童数３８名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部   研修生：生活指導部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業の内容について一緒に確認したり、よかった点や改善点をその日のうち

に話し会ったりすることで児童への発問や板書が分かり易く、授業が学習のね

らいに沿ったものになってきました。 

生活指導力 

配慮を要する児童に対して、研修生と話し合いを積み重ねることによって一

人一人の個性を理解した指導ができるようになってきました。経験を積む中で

生活のきまりを徹底させるために自ら工夫が加えられるよう話してきました。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

本年度は、コロナ禍で学年や学校全体での行事や活動が少なかったため、残

念ながら研修生が多くの教員から助言を受ける機会があまりなく、学校組織の

一員としての自覚を育てるには難しい 1年間でした。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者からの要望や問い合わせについては、迅速に、そして 丁寧に対応す

るように注意を払ってきました。難しい事案に対しては、管理職に報告・相談

をして、管理職から直接指導・助言を受ける機会もありました。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生にとってこの 1年間は、多くの不安や苦労の 1年間だったと思います。しかし、その中で研

修生も子供たちも楽しそうに集中して取り組んでいる活気のある授業を見ていると、新人育成教員の

仕事のやりがいを感じました。今後は、研修生自身の個性をもっと前面に出して、いろいろなことに

チャレンジしながら、子供たちの笑顔に囲まれて仕事に取り組んでいってほしいと願っています。 
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Ｎｏ．１９３ 

担当学年  ４年（児童数３２名）  新人育成教員 ２年目（現任校９年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：算数・生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

学習の進度が遅れることのないように、学年で常に相談しながら進めてい

た。授業を進めるにあたり、各教科の教材研究を毎日行うことができた。デ

ジタル教科書も活用しながら、児童の意欲を高めることも工夫していた。 

生活指導力 

児童と生活規律を常に確かめ合い、守っていけるよう指導していた。児童

間でトラブルがあった時には、双方から丁寧に様子を聞き取り、解決してい

た。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学級事務は、期限を守りきちんと行うことができた。学年の会計を担当

し、適切に処理することもできた。自分からすすんで仕事をしようという意

欲が見られた。また、常に管理職に報告、連絡、相談しながら進めている。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との連絡は、連絡帳や電話を通して、常に丁寧に行うことができ

た。保護者会では、学年で事前に打ち合わせを行い、共通したことを話せる

ように準備してすすめることができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  教員として、また、学級担任として、意欲をもって前向きに努力を重ねている研修生の姿を見る

ことができ、うれしい 1年間だった。子供たちに対してはいつも穏やかな態度で接し、信頼を得る

ことができた。また、保護者への対応も丁寧に行うことができた。次年度からは一人で担任するこ

とになるが、学年、各分掌で協力しながら、見通しをもって取り組んでいけるよう願っている。 

 

 

Ｎｏ．１９４ 

担当学年  ４年（児童数３２名）  新人育成教員 ２年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成 研修生：生活指導部・避難訓練担当 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

児童の興味を引き出す学習指導について校内の研究教科の体育をはじめ、そ

の他の教科についても視聴覚教材や手作りパワーポイント等を活用し、授業の

工夫や学年での統一した進め方ができていた。 

生活指導力 

学級での規律について児童一人一人を理解し適切に指導することや、学習規

律、生活の決まりについて徹底した指導を目指し、週目標を設定して実践して

きた結果、数名の多動な児童が自席に着席できるようになった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌の仕事内容を徐々に理解し、担当した仕事を進めることができた。

今後は見通しをもち、計画的に取り組めるとよい。 

外部との連携・ 

折衝力 

２回の個人面談があり、保護者と話し合った事柄について協力して児童に指

導した結果、児童が不登校等になることなく元気に登校することができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生は、問題行動をする児童や学習の遅れがある児童への指導について、管理職や学年主任、同

僚、スクールカウンセラーや特別支援教室専門員、巡回指導教員、通級担当者と相談し、保護者の協

力を得て対応することができた。周囲の人々に支えられていることに感謝し、初心を忘れず謙虚に学

ぶ姿勢を維持してほしい。 
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Ｎｏ．１９５ 

担当学年  ４年（児童数３４名）    新人育成教員 ５年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部  研修生：生活指導部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

「学習指導力向上には、日々の授業実践と振り返り、改善が必要不可欠であ

る。」との基本方針の下、学級担任として受け持つ授業は全て研修生に担当さ

せた。新人育成教員は適宜模範授業を行うことで、授業改善を図る契機とした。 

生活指導力 

現任校における生活指導方針に基づいて計画的に指導を行った。また、日々

発生する様々な児童間のトラブルや保護者からの要望等について、その都度研

修生とともに即座に対応することを心がけ、短期間での解決を図った。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

年度当初、学校組織の一員であることを自覚させるとともに、学級担任とし

ての職務にしばらく専念させた。その後、校務分掌上の他の職務について、各

部会などにおける会合を学びの機会として捉え、適宜指導助言した。 

外部との連携・ 

折衝力 

今年度は、コロナ禍の影響によって保護者との交流の機会が少なかったが、

保護者会や個人面談において信頼関係を多少なりとも築けた。また、来年度に

は地域の人々と交流する機会を積極的に増やす努力をしてほしい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  ５年間新人育成教員として務めてきた。この職の難しさ（第１担任と第２担任との微妙な立場の違

いなど）と喜び（研修生が経験を積む毎に成長した姿を見せてくれたことなど）を日々感じた次第で

ある。また、東京都において教員志望者の総数が減少化傾向にある中、教職の魅力をもっとアピール

する必要があると痛感している。まさに『教育は人なり』という言葉を今一度肝に銘じたい。 

 

 

Ｎｏ．１９６ 

 担当学年  ４年（児童数１０６名）   新人育成教員 ５年目（現任校１１年目） 

校務分掌  新人育成教員：学年副主任  研修生：生活指導部会・体育行事委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

毎日の指導計画、一週間の週案を必ず新人育成教員に提出させた。特に毎日

の指導計画作りは有効であった。当たり前ではあるが何をやるにも準備が必要

であると指導してきた。 

生活指導力 
何か問題があった時は即対応を心掛けさせた。また、管理職、学年への報告、 

必要ならば学校全体への報告もさせた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

外部からの講師を招く場合の折衝など、きめ細かで丁寧な内容、対応を心掛

けさせた。 

外部との連携・ 

折衝力 

研修生は、校内の持久走大会の練習期間中は、早朝から校庭のライン引きを 

頑張った。何事にも積極的に取り組み、組織に対する貢献度も高かった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  毎年新たな研修生に出会うたびに、一年間楽しくやっていけますようにと願った。幸い、この五年

間いつも笑顔で次の春を迎えることができた。当たり前のことではあるが、それが嬉しい。今年はコ

ロナ禍の出発で制約される場面が多々あった。しかし、研修生はよく頑張った。良いクラスもできつ

つある。その努力に拍手！ 
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Ｎｏ．１９７ 

担当学年  ４年（児童数３３名）      新人育成教員 ５年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：特活指導部    研修生：特活指導部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

・研修生は、動画、写真、実物投影機等を使用し、分かりやすい授業を心掛け

ていた。自身は、研修生の足りないところを補い、児童の学力アップに努めた。 

・「木を見て森を見ず」ではなく、常に個と全体を意識した指導をさせたい。 

生活指導力 

・個々の児童の変容と課題の整理については、日頃から意識し、積極的に対応

していた。自身は研修生の思いを汲みながら助言し、共に指導した。 

・「報告」「連絡」「相談」を意識し、組織での対応についても学んでほしい。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

・服装や言葉遣い等、社会人としても公務員としてもよいマナーを心掛けてい

た。時々、雑な言動、不用意・不適切な発言があるので改善させたい。 

・自分に厳しくし、公務員としての自覚、品位を更にもってほしい。 

外部との連携・ 

折衝力 

・年に数回、学級通信を発行した。担任の思いが伝わり、児童も保護者も安心

できるようなエピソードの紹介ができるよう助言した。今後も続けてほしい。 

・日頃の連絡、保護者会の場等を通し、保護者との信頼関係を築かせたい。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生と共に教材研究をし、配慮を要する児童への接し方を話し合う等、日々二人三脚で指導に当

たった。自身が授業を見せたり、研修生の授業を見て助言したりする中で、自身も研修生も多くを学

び、高めることができた。仕事熱心で、休み時間は子供たちと全力で遊ぶ研修生。コロナ禍でいろい

ろな制約がある中、自分の持ち味を出して頑張っていた。子供たちと研修生の成長を嬉しく思う。 

 

 

Ｎｏ．１９８ 

担当学年  ４年（児童数３３名）  新人育成教員 1年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：新人育成  研修生：研究推進 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

専科や放課後を利用して教材研究や授業ノートの作成など PDCA サイクルを

用いて基本的な授業技術を指導した。２学期からは、研修生が T１での授業展

開ができるようになり、他学年の授業参観も計画的に実施し良い点を学んだ。 

生活指導力 

教育計画の内容を確認し、生活規律や児童の安全管理について指導した。個

人ノートを作成し児童の様子を記録したり、１・２学期は研修生が児童と交流

する時間を確保したりと支援をし、児童理解をすすめることができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校内組織や分掌、学級事務、服務や個人情報の管理など基本的なことについ

て指導した。また、報告・連絡・相談を徹底し、組織として取り組むことや、

指導要録や自己申告などでは、見本を提示することが効果的である。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との連絡の仕方など、その都度研修生と相談しながら対応の仕方を指

導した。通知表の作成については、評価や所見の内容、例文の提示など指導し、

見通しをもって計画的に取り組むことができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  １月に行われる研究発表会を目標にしてスタートした。休校や分散登校など経験したことのない事

態となったが、学年主任を中心に学年の強力なバックアップもあり、学習指導については目標として

いた授業ができる力をつけてきた。行事や保護者会などができなかったのは残念であるが、研修生が

どんどん新しいことを吸収し成長する姿を見ていると、こちらも良い刺激を受けてやりがいを感じる。 
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Ｎｏ．１９９ 

担当学年  ４年（児童数３５名）    新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務部    研修生：研究学力向上 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

授業を行った後の振り返り・指導を毎日繰り返すことで、成果と課題が明確

になり、次の授業に生かせた。教材研究としての体育指導は、実技も必要で時

間もかかるが、授業における指導・指示等の成果が出ていた。 

生活指導力 

配慮を要する児童には、教育相談員や特別支援教室教員等とも連携して対応

に当たり、根気よく取り組めた。児童の僅かな変容に気付けるよう意図的に児

童観察させて、児童の悩み発見・解消に生かせた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌・学年分掌、学級事務は、その都度指導・点検を繰り返して一人立

ちできてきた。分掌遂行にあたり、他教員に依頼する案件の提案・回収計画、

その後の起案文書の作成指導は、担当した年度末に行えた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者会やＰＴＡ・地域活動等が中止になったため、外部とは保護者と個別

対応だけだった。３学期になり、ようやく関係機関と連携して外部講師を招く

機会を得た。道筋をつけてから、あとの連絡調整・進行を任せ、実施できた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度は、新型コロナウイルス感染予防対策により様々な制限・制約がかかり、指導内容・方法等

を変更・工夫しなければならず、従来実施できていた指導方法が十分行えなかった。研修生に、その

実践経験を積ませられなかったことが残念だ。自分自身も例年になく考慮し、指導に当たった。 

  今後は、この１年間の実践経験を基に更なる日々の研鑽、子供のためにと励んで欲しい。 

 

 

Ｎｏ．２００ 

担当学年  ４年（児童数３８名）  新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

指導にはめあてをしっかりともつ。 

 学習のねらいや指導のポイントを明確にすると、授業がスムーズに行えるだ

けでなく、振り返るときにポイントを押さえて行うことができた。 

生活指導力 

課題の多い児童への指導は連携して行う。 

 学年のメンバーや経験豊かな先輩方と連携して行うことで、研修生自身の経

験値や考えだけではない、広い視野に立った指導ができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

研修生自身が学び取ろうとする力を大切にした。 

 校務分掌では自分の担当だけでなく、文書や依頼を受け取ったときに、担当

者の意図や文書作り、心掛けを学ぼうとするよう助言した。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との連携の工夫をする。 

 今年度は特に例年通りの授業公開や保護者会を行うことができなかったの

で、連絡帳や電話など内容に適した方法での連携を心掛けた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  中学校での教員経験のある研修生だったこともあり、まずは自分で考え実践したうえで、質問を受

けたり指導したりするように心掛けた。児童との関わりも休校の間はままならず、難しいスタートだ

ったが、研修生の努力と資質に信頼を置くことができた一年間であった。私自身も今まで当たり前に

できていたことができない一年間で教員として新たな視点を共にもつことができ、光栄である。 
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Ｎｏ．２０１ 

担当学年  ５年（児童数３４名）  新人育成教員 ２年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

教材研究する時間が十分に確保できない中、児童が興味関心をもって取り組

めるよう工夫していた。児童が問題を解決し考える時間を十分に補償するこ

と、多様な考えを引き出すこと、全員で共有するよう図ることが課題である。 

生活指導力 

丁寧に、児童の身になって対応している。次々に対応を迫られことが多く、

また、問題が複雑であったり、多岐にわたっていたりするため苦慮している。

共に、指導し解決していく中で、指導助言するよう努めている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

分からないことは、先輩方に聞きながら、担当や役割を果たしていた。まだ

見通しをもち多角的に進捗することが難しいため、戸惑ったりやり直さなけれ

ばならなかったりし時間がかかった。また、着手が遅いことも課題である。 

外部との連携・ 

折衝力 

すべてが初めてのことで、戸惑うことも多かったが時間をかけて丁寧に対応

していた。コロナ禍で制限や異例の対応も多く十分な経験を積むことができな

かったが、その中で真摯に前向きに対応していた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  「with コロナ」の特殊な状況下、今までの常識や経験だけでは通じないことも多い１年であった。

オンライン授業の在り方・「NHK for スクール」のような映像資料の活用など、研修する機会が少な

かった授業の形を共に学び、実践することができた。一方、今までに培ってきた指導技術や、児童を

大切にすること、組織を尊重することなど普遍の教育の基本は、十分に指導できたとは言えない。 

 

 

Ｎｏ．２０２ 

担当学年  ５年（児童数８０名）  新人育成教員 ４年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動部、文化的行事委員 研修生：特別活動部、文化的行事委員 

  

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

児童の興味を引き出し、個に応じた指導を心掛けている。主体的な学習を促

しているが、学習が子供任せになってしまうこともあった。児童の主体性を尊

重しながら、教えるべきことはしっかり教え、指導性も発揮してほしい。 

生活指導力 

児童理解に努め、一人一人の個性や能力を重視して、児童の健全育成を図っ

ている。児童の自由な言動を促したいあまり、規範意識や学習規律にやや課題が

見られたが、よく考えてから行動できるようになった児童が増えてきた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

担当する分掌内容についての理解が深まり、先輩教員の指導を受けながら協

力して仕事に取り組んでいる。自分の役割をやり遂げることが、学校の教育活

動を円滑に進めるために役立っていることを実感することができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

日々の取り組みが保護者との信頼関係を築いていくことを理解し、保護者対

応は丁寧に誠意をもって行い、日常の諸連絡、学年・学級通信、保護者会、個

人面談等を通して児童の成長の様子を伝え続け、信頼を得ることができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生には、一年が過ぎて教職の本当の楽しさや厳しさが分かり始めた今、今後も初心を忘れず、

見通しをもって様々な職務に取り組めるようになってほしい。本校で４人の研修生を担当してきたが、

日々努力して成長する様子を見守ったり、立派に独り立ちして後輩に助言している姿を見たりすると

素直に嬉しさを感じる。今後も、研修生と共に子供たちの教育に携われることを楽しみにしている。 
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Ｎｏ．２０３ 

担当学年 ５年（児童数３５名） 新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌 新人育成教員：授業力向上部会、学芸会委員会 研修生：授業力向上部会、学芸会委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

１単位時間の使い方を考えること、指導すべきポイントを絞ること、子供た

ちが主体的に考え活動する場面を多くすることなどを、授業を見せて指導して

きた。時間に対する意識は高まってきたが、まだ教師主導になりがちである。 

生活指導力 

常に子供の目線でものを見、考える習慣を付けるように、具体的な場面を通

して指導してきた。厳しくする、緩める、のバランスを取ることも肝要である。

もう少し子供たちに寄り添った発想をもってほしいと思うことが多々あった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学年内、分掌内の仕事は遅れることなく着実に進めるように、毎日、進捗状

況を確かめてきた。自分の役割を誠実にこなすことができていた。仕事の重要

度、優先度についてはその都度指摘し、効率よく進めるようになってきた。 

外部との連携・ 

折衝力 

電話対応も含めて、保護者との対応はなかなかよくできている。言葉遣いが

丁寧で謙虚な姿勢は、相手からも好感がもたれている。ただ、よく分からない

ことには即答せず、必ず報告、連絡、相談するように指導を続けている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  戸惑うことが多かった。これまで同学年を組んだ新人を含む若者の様子からも、「こうであろう」と

予想したことが全く当てはまらないことが多々あった。改めて、個性に応じた指導の必要性を感じた。

初任者が苦しみながらも教師としての力を上げてきた様子が見られると、我が事のような嬉しさを覚

えた。自分が指導してきたことが、数年後に実を結ぶことが一つでも多くあることを願いたい。 

 

 

Ｎｏ．２０４ 

担当学年  ５年（児童数２４名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：特活部   研修生：生活指導部・いじめ対策委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

研修生には、授業の準備が大切であるということを重点に指導してきた。特

に理科の予備実験を何度も行い、児童が興味をもって取り組める展開を一緒に

考えた。ノート計画、板書計画をしっかり立てることが課題として残った。 

生活指導力 

授業中にお互いの発言を尊重するための授業規律を確立するために授業の

どの場面でどのように指導するのが効果的か確認しながら進めてきた。児童の

有効な発言を拾ってまとめていくことが今後の課題である。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

週番の引継ぎの時にグループの責任者として、司会進行を行うことができる

ようになった。研修生と新人育成教員の分掌が異なったため、仕事の確認が十

分に行えず、分担された仕事の提案が遅れることがあった。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との連携という点では、細かなことでも連絡を取り合い、丁寧に対応

できた。様々な対応について、記録を漏らさず取っていくことを重点的に指導

した。記録をより有効に活用することが今後の課題である。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度は、コロナ禍という教員生活４０年の中、体験したことのない状況下の幕開けで、しかも５

年生という難しい学年のクラスづくりは、大変なものがあった。様々な制約の中で、課題は多く残っ

たが、今後は十分な児童理解や授業準備を大切にし、児童が興味をもってどの教科の学習にも取り組

めるような計画を立てていけるようになることを期待している。 
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Ｎｏ．２０５ 

担当学年  ５年（児童数３７名）  新人育成教員 ４年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：理科   研修生：生活指導・庶務 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

・やってみせ、言ってきかせて、させてみて、ほめてやらねば人は動かじです。 

・準備 7割本番 3割。本時のねらいに向けての授業づくりを目指す。 

・指示した後、言いっ放しでなく確認をするのが課題。 

生活指導力 

・分からないことはまず主任にきく。報告・連絡・相談はできた。 

・トラブル等への対応力はあるが、先手で事前に予防する手立てが課題。 

・友達先生にならぬよう、めりはりをつけて、発する言葉は選んで使うが課題。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

・教員としての接遇、マナー、言葉遣い等細かく指導した。方言の修正が課題。 

・児童のトラブルはすぐに主任・副校長に報告。事実確認と早い対応はできた。 

・保護者会等、話す量が多い。共感的に聴く姿勢が課題。 

外部との連携・ 

折衝力 

・不完全でよいので、早く案を提出させる。指導を受ける時間も考えて出す。 

・若さや得意を意識して動くよう指導。ＩＣＴの対応力など貢献できていた。 

・一年を通して流れが分かった。先を見通して動くことが次の課題。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  冷暖自知で、実際にやってみないと分からない。最近研修生の言い方や内容が育成教員である私と

似てきた。初めは真似から入るが、○○風から自分流を作ってほしい。温故知新。先人や先輩から学

んで真似て、工夫して自分流にしてほしい。そして、うまくいったり、得意だったりすることに安住

せず、自己模倣でなく、常に自己の更新をして、成長していってほしいと思う。 

 

 

Ｎｏ．２０６ 

担当学年  ５年（児童数３７名）  新人育成教員 ４年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

研修生が教育活動を通して子供たちに伝えたいことを聞き取り、その願いに

応じた指導方法等を複数提示した。研修生がその中から選択することで押し付

けられた感覚を軽減し、研修生自身の判断力を育成することにつながった。 

生活指導力 

児童に寄り添って考えることの大切さを根幹として研修生に指導した。どん

な行動にも子供なりの理由のあることを聞き取り、その上での適切な指導に取

り組ませたことで、児童からの信頼感を増すことができた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌については、育成教員からの指導に加えて他の先輩教員からも指導

をしてもらうことで、学校の組織性の理解や教員間のコミュニケーションの取

り方の学びに繋がったが、研修生が受け身になりやすいことが課題であった。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者との信頼関係を築かせるために１学期当初は連絡帳への文章例を示

した。保護者会等で顔を合わせてからは、研修生が難しいと感じた連絡につい

てのみ指導し、自信を持たせるように工夫したことで、一定の成果を上げた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新人育成教員として、4年目を迎え、自分が３７年に及んで身に付けてきたことを伝播することで、

より早く新人育成教員が独り立ちしていくことにつながることに喜びを感じる。また、昨年までに指

導した３人の教員が学校の中核となったり学校行事を推進する立場となって活躍したりする姿は感

動に価する。また、これまでの指導に感謝してくれることに強い達成感を覚える。 
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Ｎｏ．２０７ 

担当学年  ５年（児童数 ２８名）      新人育成教員 １年目（現任校 ５年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動・算数   研修生：生活指導・体育・庶務 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際  

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

分散登校中より、指導書を参考に基本に忠実な授業実践を重ねた。児童から

の疑問にもなるべく研修生が考え受け答えるように取り組んだ。授業後、一番

必要な事のみを伝えよさを認め研修生の自信につなげていくことに心掛けた。 

生活指導力 

 分散登校中より少しずつ児童との交流を図り、休み時間は共に過ごすことで

心に寄り添い、信頼関係を深めていった。様々な場面をもとにケーススタディ

を進め、どのように判断し対応していくかを視点に指導育成に取り組んだ。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌主任に適時アドバイスを受け、先輩教師の動きを見ながら、研修生

自身が判断し仕事に取り組んでいた。学年行事を通して研修生が取り組める内

容を任せ、学年組織の共同歩調を学び全体を見渡せる経験を積むようにした。 

外部との連携・ 

折衝力 

 新型コロナウイルス感染予防の為、地域との連携が思うようにできず、地域

行事やＰＴＡ行事への参加も中止だった。配慮を要する児童対応は、ＳＣと連

携しながら情報を共有し相手の話に真摯に向き合うことができた。 

 

２ 一年間の研修を通して  

  感染予防を取り入れた新しい学校生活を送る中で、ピンチをチャンスにと考え、研修生の穏やかな

物腰と丁寧さを生かす学級づくりに指導育成を進めた。「とにかく実践！」思い通りにいかないこと

や失敗したことには、できなくて当たり前というスタンスで研修生の思いに寄り添った１年だった。

研修生には、明るく楽しく元気な学校で、教師人生を楽しみながら研鑽を積んでほしいと願う。 

 

 

Ｎｏ．２０８ 

担当学年  ５年（児童数２８名）     新人育成教員 ２年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：研究推進部   研修生：研究推進部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

コロナ禍のため休校が続き６月から部分登校の中、授業がスタートした。１

４名の子供たちを対象にした指導なので、個々の考えを大事にしながら全体学

習につなげる指導方法に重点をおいた。結果、学習過程の理解に成果を得た。 

生活指導力 

子供たちの抱えるコロナ感染への不安な気持ちに寄り添い、メンタル面のケ

アーの方法として声掛けの仕方や子供たちとの信頼関係の築き方を指導した。

今では、休み時間に一緒に遊ぶことや手洗いの徹底を図ることができている。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

体育的行事委員会の一員として自分の役割を果たすため、分からないこと

は、率先して主任に尋ねて早目に提案書を作成し、起案することを指導した。

学年で分担した様々なことを、期日内に、責任をもってやることが課題である。 

外部との連携・ 

折衝力 

町会や青少年育成委員会、PTAなど学校の教育活動を応援してくれる方々と

の連携を大切にするために、祭祀、PTA行事などへの参加を促した。地域社会

と共に子供を育てていく喜びや楽しさを感じてくれるようになってきている。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  ４月は、何事も軽い気持ちで取り組み、教育者となった自覚が見られなかった。しかし、子供たち

と学んでいく中で「よりよい授業をしたい」「学力をつけたい」と言う姿勢が強く見られるようになっ

てきた。今では、板書や発問、電子教科書の活用について、自ら工夫して授業改善に励んでいる。「子

供がかわいいです」とよく話すようになった。東京都の教育をリードする教員として期待している。 
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Ｎｏ．２０９ 

担当学年  ５年（児童数３１名）  新人育成教員 １年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導部・体育的行事委員会 研修生：生活指導部・体育的行事委員会 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

週案の作成を一緒に行い、見守ることで研修生が主体的に学習計画の作成が

できるようになった。授業については、改善すべき点を伝えると、次回の授業

には改善が見られ、ねらいに迫る指導ができるようになった。 

生活指導力 

授業規律の確立に励み、落ち着いた学級経営ができている。児童理解に努め

る大切さを伝え、児童一人一人に寄り添い、人権に配慮した対応ができるよう

になった。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

組織の中で自分の担当の仕事の自覚を促した。また、分からないことは、新

人育成教員だけでなく、多くに教員から援助を受けるよう助言し、積極的に仕

事をすすめることができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者からの要望や問い合わせなどには、丁寧に対応するように注意を払

い、難しい事案については、一人で抱え込まずに管理職や学年主任などに必ず

報告・相談するように促し、研修生が指導助言を受けられる機会を作った。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  授業の改善点を伝えると、次の日には、その点を工夫しようとする研修生の姿から、日々良い刺激

を受けた。時間的に余裕のある中で、研修生と一緒に教材研究を行う中で、新たな発見があり、新鮮

であった。一年間という短い期間であったが、子供が大好きで、やる気に満ちた研修生の未来は輝い

て見える。 

 

 

Ｎｏ．２１０ 

担当学年  ５年（児童数２７名）  新人育成教員 ４年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：なし   研修生：生活指導部・体育部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
学習規律の確立：指導の徹底が図られた。先輩教員の授業参観：授業改善に

効果が見られた。発問の工夫が課題である。 

生活指導力 

生活指導部に所属し、担当分掌の計画・実践を滞りなく遂行できた。居心地

のよいクラスづくりに努力し、子どもたちが楽しい学校生活が送ることができ

た。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

体育部の一員として、微力ながらも体育主任へのサポートを行っていた。生

活指導部に所属し、全校児童が健康で安全な学校生活を送れるよう環境整備に

尽力した 

外部との連携・ 

折衝力 

立川第八中学校区の教員との交流。立川市民科への取組の充実：立川市小学

校教育研究会、「総合的な学習の時間」部会で研鑽を深めることができた。校

外学習の交通手段の手配や見学施設との折衝を滞りなく行った。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  新人育成教員として４年目であるが、今年度は異動したため、新しい学校に慣れるのに少し時間が

かかった。研修生が担任として円滑に学級経営にあたるために、何でも気軽に話せる雰囲気作りに努

め、担任である研修生が、生活指導・学習指導等について直接指導するよう助言した。研修生が初め

て社会人として一歩を歩みだしたことを念頭において、きめ細かい指導をすることの大切さを学んだ。 
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Ｎｏ．２１１ 

担当学年  ５年（児童数２８名）  新人育成教員 ２年目（現任校６年目） 

校務分掌  新人育成教員：研究・研修部   研修生：特別活動部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

単元目標、計画、1時間ごとのめあて、それを達成するための計画、準備の

あり方の研修を繰り返した。わかる授業づくりに努めているが、理解が深まる

指導では、さらなる研修が必要である。 

生活指導力 

生活規律の児童の安全管理などは、学級開きと共に行った。高学年の上、
スタート時に徹底して行ったため、安定した学校生活を行う児童が多い。ト
ラブルなどの対応は、一緒に行い大きな問題にならないようにした。  

学校運営力・ 

 組織貢献力 

一日の仕事を確認してスタートしているが、校務分掌などの仕事は指示や指

導を受けながら進めていた。学級担任として学習・生活指導の準備などに追わ

れていたものの、各分掌の仕事も丁寧に行い成果をあげていた。 

外部との連携・ 

折衝力 

 保護者との連携、地域との連携など、年度当初に研修を行なった。地域との

連携は、説明だけでは難しいところがあり、児童の活動を通しながら具体的に

指導を行った。コロナ禍で、個人面談など、個々の家庭との折衝は少なかった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

研修生の仕事に対する真摯な姿、日を追うごとの成長は、やりがいと喜びを感じることが多いもの

であった。この１年、研修生は自己研さんに励んでいた。授業を大切にし、子供たちへの対応も丁寧で

あった。今後も自ら学ぶ姿勢をもち、一人一人の児童に寄り添い、共に成長する気持ちを大切にしてい

くことを期待したい。 

 

 

Ｎｏ．２１２ 

担当学年  ５年（児童数１０４名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：研究推進委員会   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

「主体的・対話的に学ぶ授業づくり」を念頭において授業を行うように助言

した。その結果、自分の考えを主張できる児童が増え、活発な話し合いが行

われるようになった。 

生活指導力 

子供の特性を捉え、寄り添い、助言することを基本的なスタンスとした。友

達とのトラブルなども丁寧に聞き取り、子供同士の話し合いを経て解決を図る

ようにした。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

いろいろな教員とコミュニケーションを図るようにアドバイスした。運動会

の表現の担当をやるなど学年の仕事を積極的に担い、相談に乗りながら進め

た。担当委員会の仕事などもしっかり取り組んでいた。 

外部との連携・ 

折衝力 

問題が生じたとき、保護者から相談を受けたとき、迅速に対応し問題を解決

するようにした。また、管理職やスクールカウンセラーにも相談・報告を行い。

助言を受けた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  学習指導については、研修生が積極的に授業に取り組み、授業をすることを楽しんでいる様子だっ

た。子供とのコミュニケーションのとり方が上手で、よく子供から相談を受けていた。子供を決めつ

けて見るのではなく、子供が努力している点を見るようにしていることに可能性を感じた。これから

も、新しい時代の教員としての素養を身につけ、未来を切り拓いて行ってほしい。 
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Ｎｏ．２１３ 

担当学年  ５年（児童数２９名）  新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：行事部体育的行事係  研修生：行事部体育的行事係 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

 教材研究は、どの教科も周りの先生方の意見を参考に取り入れて行うように

してきた。また、放課後の個別学習も手厚くやるようにしていて、学習に遅れ

が出ないように配慮するようにしてきた。 

生活指導力 

 授業中にみられる児童の無意識の行動（机をコツコツ鉛筆でたたく、イスを

叩いてリズムを取るなど）でたてる音が周りに迷惑をかける場合など、細かい

ことではあるが、授業に臨む姿勢や規律について指導を続けた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 特別活動（クラブ、委員会）、校務分掌（英語、体育）では、一緒に担当とな

った先生の指導を仰ぐようにしてもらった。それぞれの先生方の経験年数を認

識した上で、その年代になって貢献できるように力を蓄えるように伝えた。 

外部との連携・ 

折衝力 

 今年度、外部との連携といえるものは、初任者研修での班のメンバーとの情

報交換や、教材業者とのやり取りが中心であった。本来であれば、年２回の幼

保小中連携で見通しが持てるのだが、それに関しては次年度以降に持ち越す。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度は、現役時代にも経験したことのないような事態の中で始まった。その分研修生にとっては、

今後も何が起きてもおかしくないのだという自覚が持てたのではないかと思う。それまでの学校文化

の中で変わるべきこと、変えてはいけないことがはっきりした１年でもあった。その中でも、児童理

解の眼差しだけは幅広い視点で明確な軸を持ち、変えてはいけないものであることを伝え続けてきた。 

 

 

Ｎｏ．２１４ 

担当学年  ５年（児童数 33名）  新人育成教員 ２年目（現任校 1年目） 

校務分掌  新人育成教員:校内研究部  研修生：特別活動部 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 
教材研究を綿密にし、事前に模擬授業を行った。実践的な研修をすることに

より、研修生は自信をもって授業に臨み、授業力も徐々に向上していった。 

生活指導力 
子供たちをしっかり見取り、肯定的に根気よく接するように指導してきた。

そうすることにより、子供たちとの信頼関係を築き、学級規律が確立できた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

今年度は、学校運営の仕事を理解することから始まった。後半は、委員会活

動の計画運営を担って活動した。来年度の活躍を期待している。 

外部との連携・ 

折衝力 

研修生に学級通信を毎週発行したり、こまめに連絡したりすることの重要性

を伝え、その都度助言した。そうすることで、研修生と保護者との信頼関係を

構築することができた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度は例年と大きく違い、戸惑うこともあったが、そのことを保護者と信頼関係を構築できるチャンスと捉

え、実践的な研修を行った。休業期間を活用して、基本的な研修を終え、十分な準備をして子供たちを迎え

ることができた。その後の研修では、授業記録・児童観察を通して、毎回振り返りを行うことで自身の課題を見

付けることができ、日々、授業改善に取り組んだ。そうした地道な努力が教師としての力量を育む礎となった。 
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Ｎｏ．２１５ 

担当学年  ５年（児童数２７名）  新人育成教員 ４年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員：教務・生活指導   研修生：研究・特活・教務 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

専科以外の教科を担当してもらった。事前に丁寧な打ち合わせを行い、授業

後に振り返りをして次の授業に生かすようにした。児童個々の力や性格を理解

し合い、その児童に合わせた声掛けやアドバイスを用意するように努めた。 

生活指導力 

児童全員との面談を定期的に行い、状況に合わせて個人面談をするなど指導

につなげるようにした。学級のルールを徹底させるためにも学級会などで振り

返りを毎月実施し、話し合ってクラス目標を定めるようにした。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

同じ校務分掌を担当し、共に進める中で研修できるようにした。学校行事や

学年の仕事の中での分担を決め、責任をもって取り組むようにした。 

外部との連携・ 

折衝力 

課題のある児童の保護者とは頻繁に連絡を取り合うようにした。また、定期

的に懇談を持つように努めた。また、今まで関わりのあった他教員との連携を

密に取りながら助言を頂き、指導に生かした。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  今年度受け持ったのは以前 1年生のときに担任した子供たち。学年全員の名前が分かることや、長

年勤務していた学校であったことで楽しく仕事を進めることができた。研修生は学習指導にも生活指

導にも大変一生懸命取り組み、力をつけ、クラスの児童との信頼関係も強まっている。今後もさらに

指導技術などの力を付け、教育という使命ある場での活躍を心から願っている。 

 

 

Ｎｏ．２１６ 

担当学年  ６年（児童数３３名）  新人育成教員 ５年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける 

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

１日１枚の助言シートを作った。研修生が行った授業や児童との接し方での

良かった点や改善すべき点、学級経営での心掛けなどを気付いたときにすぐに

書き込み、毎日放課後に時間を設定し、解説して研修生に渡した。 

生活指導力 

児童の安全を第一に動線を考えるよう助言した。研修生にとって些細に思わ

れる児童からの訴えやトラブルにも迅速に丁寧な対応をしなければ、小さなほ

ころびから大きな乱れになることを事例を挙げて伝えた。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

校務分掌では、育成教員以外の様々な考えを聞くことができる機会であるの

で、先輩教員と積極的にコミュニケーションをとって学ぶことを伝えた。育成

教員と同じ分掌ばかりにならないような配置がよいと思われる。 

外部との連携・ 

折衝力 

通知表の所見はなるべく早い時期から下書きをさせ、何度も添削した。個人

面談には同席し、研修生にとっては難しい保護者からの質問には育成教員が答

えた。保護者との対応の仕方を実践を通して伝えた。 

 

２ 一年間の研修を通して 

育成教員５年目となった今年度も、まじめで意欲的な研修生を受け持ち、楽しく充実した日々を送

ることができたことを幸せに思う。研修生とともに毎日研修に励み、この年齢になっても新たな学び

や発見があることを嬉しく思う日々であった。今年度の研修生も、４月からは文字通り独り立ちをす

る。児童の心に寄り添える教員としてさらに成長することを願っている。 
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Ｎｏ．２１７ 

担当学年  ２年にじ組（児童数７名）  新人育成教員 ３年目（現任校１年目） 

校務分掌  新人育成教員：生活指導   研修生：体育行事・生活指導 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

個別指導に頼りすぎることなく、全体指導（一斉指導）の中でも一人一人が

主体的に課題や学習活動に取り組めるようにするために、的確な発問や板書、

課題の提示方法を指導する。 

生活指導力 
支援を必要とする児童のもつ特性を理解し、言動の背景にある心理まで理解

を深められるように指導する。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

学校の組織と運営、校務分掌の概要と施設、設備の活用、教職員の服務事故

（服務研修の確認と指導）テストや成績データの管理、教育活動の成果と課題

及び対応策の確認を OJT体制の活用を通して指導する。 

外部との連携・ 

折衝力 

保護者からの意見（連絡帳・面談等）を適切に受け止め、保護者に伝える内

容を整理して、信頼関係を構築することができるように指導する。 

 

２ 一年間の研修を通して 

特別支援学級の担任として必要な資質と指導技術を身に付けるための指導をした。新人育成教員と

して最新の教育課題を積極的に把握し、日々の研修生の授業や生活指導の取り組みに反映していくよ

うにした。研修生の授業後、振り返りを実施し指導力の向上を図った。子供の前で自信をもって指導

できるようになった姿に成長を感じると共に新人育成教員の必要性を実感した。 

 

 

Ｎｏ．２１８ 

担当学年  わかば学級５，６年（児童数 12名）  新人育成教員 ２年目（現任校２年目） 

校務分掌  新人育成教員：若手ＯＪＴ   研修生：特別支援 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

 児童の個々の特性や能力の違いが大きい中で、教材研究・準備等の努力を重

ねてきた。国語・算数は、単元毎の計画を作成する必要があり、課題意識をも

って取り組むことで、学習指導力を高めてきた。 

生活指導力 

 高学年の担任として、日々の関わりの中で、目の前で起きている状況に応じ

て指導することの難しさに向き合いながら、経験を積んできた。今後も更に生

活指導力を高めていくことが課題である。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

 校務分掌は複数で担当してきたので、その対処については指導を受けながら

経験を重ねることができた。わかば学級児童の月毎の下校時刻について保護者

への通信を担当し、責任をもって分掌を担うことができた。 

外部との連携・ 

折衝力 

 複数担任による学級運営であったので、まずは身近なところでの連携を深

め、コミュニケーション能力を更に高めていくことが今後の課題である。経験

を深めていくことで折衝力等は身に付くと考える。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生にとって学びの多い一年間だった。新年度当初は大まかな学級理解から始まったが、完全登校となって

個々の特性や能力の違いが大きい子供たちと向き合い、戸惑い・難しさを経験したことは、これからの教員生活

の礎になったことと思う。私の役割は、教師という仕事の醍醐味を伝えていくことである。研修生が来年度も子

供たちの前に立って、新しい一歩を踏み出したいと思えたことで、その役割を果たせたのではないかと思う。 
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Ｎｏ．２１９ 

担当学年  特別支援学級（自閉症・情緒障害）５・６年（児童数３名） 新人育成教員 ４年目（現任校４年目） 

校務分掌  新人育成教員：特別活動   研修生：特別活動 

 

１ 学級経営研修（校内特別研修・校内実務研修）の実際 

教員が身に付ける

べき四つの力 
指導の実際と成果・課題等 

学習指導力 

学習のねらいを達成するために各教科の単元計画を作成し、授業に臨む前に

は、必ず授業計画を立てるように指導した。授業後は振り返りを行い、改善の

視点を助言した。３学期には授業の流れがスムーズになった。 

生活指導力 

児童の障害特性により社会性が身に付きにくい実態がある。特性を踏まえた

上で、生活規律の大切さや徹底をさせる方法を指導した。児童の発達段階を踏

まえて一人一人のねらいを設定することが課題である。 

学校運営力・ 

 組織貢献力 

今年度は、コロナの影響で大きな行事が実施できず、学級や学校全体を見通

して役割を果たす経験が少なかった。来年度は、多くの先輩教員から助言指導

を受け、学校組織の一員として職務を遂行してもらいたい。 

外部との連携・ 

折衝力 

特別支援学級では、毎日やり取りする連絡帳を通して、保護者との連携を図

ることが大きい。連絡帳の書き方については、日々助言を行った。保護者の思

いを受け止めることができるようになった。 

 

２ 一年間の研修を通して 

  研修生は、休み時間に校庭で児童と共に遊んだり、児童の思いに耳を傾けたりして、児童と良好な

関係を築いてきた。これからも研鑽を積み、自信をもって児童と向き合える教員に成長することを期

待している。４年間、新人教員を指導してきた。児童を指導することとは違った難しさとやりがいを

感じた。得がたい経験をさせていただいたと感謝している。 

 

 


