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　私は、教科の学習をはじめ、全ての教育活動を通じて、みんなで何かを成し遂げ
ることの楽しさや達成感を子供たちに伝えたいと思っています。私の誕生日という
一つのイベントを通して、子供たちが学校になかなか来られない仲間のことを考え
て、自分たちにできる行動をとってくれたことに、私はとても感動しました。テツ
ト君はこの後、保健室登校を経て、徐々に学校に来られるようになりました。卒業
式には、クラスの仲間たちと一緒に出席し、小学校での最後の時間をともに過ごす
こともできました。この経験は、クラス全員にとって、とても貴重な経験だったと
思っています。

　高校生の皆さんには、将来の職業選択の一つとして、教員というとても楽しい仕
事があるということを知ってほしいです。私も進路や職業選択に悩んでいた時期が
ありました。今は教職を選んで良かったと思っています。子供たちの成長を間近で
見ることができ、毎日がとても充実しているからです。それまでの過程の中でどん
なに大変なことや辛いことがあっても、子供たちの輝く表情を見ると、明日からま
た頑張ろうという気持ちになることができます。児童は小学校１年生から６年生の
間に、身も心も驚くほど成長します。そのような発達段階だからこそ、小学校の教
員が果たす役割はとても大きいと思っています。「先生の授業が好きだから勉強が
好き」、「先生の教え方が好きだからこの教科が楽しい」など、中学校・高等学校と
進んでいく中での子供たちの基礎となる部分を作るのは小学校の教員です。自分の
教え方や関わり方一つで、子供たちの興味・関心を大きく左右します。大きな責任
も伴いますが、とてもやりがいのある仕事です。

After story

高校生の皆さんへ

佐々木 祐輔 先生
足立区立弘道第一小学校

大切なのはやりがい！
教員はとっても楽しい仕事です

佐々木先生の
メッセージ
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先生の一日・一週間

※１　現在の時間割であり、学期によって時間割は
　　　変わることがあります。 
※２　括弧内は隔週で教科が変わります。 

小学６年生の担任、佐々木先生の場合

Q  

Q  

Q  

小学校の先生の一日
を動画で配信しています

1 時限の前は何をしていますか？
　本校では、挨拶運動があり、当番制で教員と児童が一緒に校門に立ち、登校してきた
児童に挨拶をします。挨拶運動の担当がない日には宿題等の提出物の確認を行ったり、
授業の準備をしたりしています。
　月曜日には全校朝会、水曜日には児童集会がありますので、開始時間までに児童が整
列するように声を掛けます。
　その他の曜日は朝学習の時間になっています。児童が漢字や計算の学習や、読書を行
うのを見守ります。
※学年集会、音楽集会、体育集会がある学校もあります。

授業がない時間はありますか？
　本校では、６年生の音楽や図画工作、家庭、理科、外国語は専科教員（学級担任を受
け持たず、特定の教科を受け持つ教員）が担当します。そのため、専科教員が授業をし
ている時間は、授業がない時間になります。
　私はその時間を活用して、授業の準備や校務分掌の仕事をするようにしています。
※専科教員が担当する教科は学校により異なります。

校務分掌の仕事とはどのような内容ですか？
　私は、学校内の学力向上・研究を担当しています。担任をしている学年のみならず、
他学年も含めて授業の内容を一緒に考えたり、他の教員が作成した学習指導案（学習指
導の目的・方法・時間配分など授業の具体的な計画案）の内容について意見交換をした
りすることで、学校全体の授業がより質の高いものになるように工夫しています。

時間 月 火 水 木 金
朝の時間 全校朝会 朝学習（漢字） 児童集会 朝学習（読書） 朝学習（計算）
１時限   8:45～  9:30 算数 算数 理科 国語 図工（国語）
２時限   9:35～ 10:20 外国語 体育 算数 外国語 図工（社会）
休み時間 10:20～ 10:40 児童と一緒に遊んだり、授業準備をしたりしています
３時限 10:40～ 11:25 家庭（国語） 理科 総合 算数 算数
４時限 11:30～ 12:15 家庭（社会） 理科 国語 音楽 体育（社会）
給食 12:15～ 13:05 児童と一緒に給食を食べます

休み時間 13:05～ 13:20 児童と一緒に遊んだり、授業準備をしたりしています
清掃 13:20～ 13:35 児童と一緒に清掃をします
５時限 13:40～ 14:25 音楽（国語） 社会 社会 総合 道徳
６時限 14:30～ 15:15 国語 国語 体育 学級活動
放課後 教材準備や校務分掌の仕事をしています

月に一度、クラブ活動や委員会活動があ
ります。私は、パソコンクラブと放送委
員会を担当しています。
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加藤 真由子 先生
調布市立第五中学校（英語）

　中学生は、子供から大人に脱皮しようとしていく過渡期です。人として成長して
いく重要な過程に、自分が関わっていくことの尊さを実感しながら毎日を送ってい
ます。人間と人間ですから、時に意見が食い違い、ぶつかることもあります。しかし、
1 年間生徒に真正面から向き合うことで、信頼関係を築くことができたと思ってい
ます。教員になったばかりの頃、上手くクラスをまとめられなかった私をしっかり
者の生徒２人が支えてくれたことがありました。クラスの課題と解決策について、
放課後に3人で頭を悩ませたこともありました。苦労のかいがあって、クラスは徐々
にまとまり雰囲気も良くなっていきました。彼らが卒業して２年後、私はブラッセ
ル日本人学校に赴任することが決まりました。慣れない環境で慌ただしい日々を
送っていたある日、当時私を支えてくれた２人が、クラスのみんなからのビデオメッ
セージをもって、はるばるベルギーまで会いに来てくれました。かつて指導した子
供たちと卒業後もつながっていられることにとても感動し、今でも自分の支えに
なっています。

　教員の仕事はとても楽しいです。生徒と一緒に心の底から笑ったり、悲しんだり、
怒ったり…毎日のように心を揺さぶられる瞬間があります。教員になって 20 年目
になりますが、一度も「辛い」と思ったことはありません。それほど毎日が充実し
ていますし、エネルギーに溢れています。教えることは学ぶこと。どうすれば子供
たちの秘めたポテンシャルを引き出せるか、生徒と一緒になって考えることを通じ
て私自身も大きく成長できています。学校は私を成長させてくれる最高の舞台です。

教員の仕事は感動の連続

高校生の皆さんへ

子供たちの心に英語の世界を作り、
世界とつなげる役割を果たすこの仕事は
夢とやりがいに溢れています。

Q  

Q  

Q  

Q  

中学 3年生の担任、加藤先生の場合

※１　現在の時間割であり、学期によって時間割は変わることがあります。 
※２　本校では、２学級を３つのグループに分けて英語の授業を行っています。
　　　私は、３年生の６学級、２年生の２学級を受け持っています。

1 時限の前は何をしていますか？
　担任をしているクラスへの連絡（朝の会）、授業内容の確認や準備、教室の整備や清掃
をしています。また、毎日 15 分間の朝読書の時間がありますので、その時間は、生徒
の様子を見守っています。
　集会等がある学校もあります。

授業のない時間は何をしていますか？
　授業の準備をしていることが多いのですが、その他にも授業で集めたプリントの内容
を確認したり、事務作業（保護者会の出欠のとりまとめや面談の日程調整等）をしたり
することもあります。

校務分掌の仕事とはどのような内容ですか？
　私は進路指導部に所属しています。進路指導部の仕事の中には、「総合的な学習の時間」
と「キャリア教育」の計画を立てることがあります。１年生は職業調べ、２年生は職場体験、
３年生は生き方についてというテーマに沿ってどのような学習にどのくらいの時間を割
くかを考え、授業を組み立てていきます。

学年の仕事とはどのような内容ですか？
　私は３年生の担任をしていますので、主に進路関係の仕事をしています。例えば、都
立高校の入学者選抜の際に提出する「自己 PR カード」の書き方や、生徒の進学希望校の
成績基準を調べ、重点的な学習が必要な教科等について指導しています。また、定期的
に３年生の教員で会議を開き、現在の状況の共有や進路指導の方針の検討なども行って
います。

先生の一日・一週間
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Q  

Q  

Q  

Q  

中学 3年生の担任、加藤先生の場合

※１　現在の時間割であり、学期によって時間割は変わることがあります。 
※２　本校では、２学級を３つのグループに分けて英語の授業を行っています。
　　　私は、３年生の６学級、２年生の２学級を受け持っています。

1 時限の前は何をしていますか？
　担任をしているクラスへの連絡（朝の会）、授業内容の確認や準備、教室の整備や清掃
をしています。また、毎日 15 分間の朝読書の時間がありますので、その時間は、生徒
の様子を見守っています。
　集会等がある学校もあります。

授業のない時間は何をしていますか？
　授業の準備をしていることが多いのですが、その他にも授業で集めたプリントの内容
を確認したり、事務作業（保護者会の出欠のとりまとめや面談の日程調整等）をしたり
することもあります。

校務分掌の仕事とはどのような内容ですか？
　私は進路指導部に所属しています。進路指導部の仕事の中には、「総合的な学習の時間」
と「キャリア教育」の計画を立てることがあります。１年生は職業調べ、２年生は職場体験、
３年生は生き方についてというテーマに沿ってどのような学習にどのくらいの時間を割
くかを考え、授業を組み立てていきます。

学年の仕事とはどのような内容ですか？
　私は３年生の担任をしていますので、主に進路関係の仕事をしています。例えば、都
立高校の入学者選抜の際に提出する「自己 PR カード」の書き方や、生徒の進学希望校の
成績基準を調べ、重点的な学習が必要な教科等について指導しています。また、定期的
に３年生の教員で会議を開き、現在の状況の共有や進路指導の方針の検討なども行って
います。

先生の一日・一週間

時間 月 火 水 木 金
１時限   8:50～  9:40 学級活動 ３年生 英語 ３年生 英語 ２年生 英語 ３年生 英語
２時限   9:50～ 10:40 ３年生 英語 ３年生 英語 ３年生 英語 ３年生 英語
３時限 10:50～ 11:40 ３年生 英語 ３年生 英語 ３年生 英語 ３年生 英語 ２年生 英語

４時限 11:50～ 12:40 ３年生 英語

給食 12:40～ 13:10 生徒と一緒に給食を食べます
休み時間 13:10～ 13:30 教材準備をしたり、クラスで生徒と過ごしたりしています

５時限 13:35～ 14:25 ２年生 英語 道徳

６時限 14:35～ 15:25 総合 ２年生 英語 総合

放課後 部活動の指導や学年・校務分掌、教材準備等の仕事をしています
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小学校免許が取得できる都内の大学
【国立】お茶の水女子大学、東京学芸大学
【私立】早稲田大学、玉川大学、帝京大学、
　　　  創価大学ほか 30校

中学校・高等学校の免許が取得できる都内
の大学
　教科により異なりますが都内全域に
わたり、多くの大学で取得可能です。

大学での学びの集大成！
　学校現場で約１か月間、学習指
導や学級指導などの教育活動を行
います。授業の様子を観察・体験し、
指導を受けながら児童・生徒への
関わり方や先生の仕事・役割を学
びます。

　4 月当初からスムーズに教育活
動を始めることができるよう、配
属予定の学校において、先生の様々
な仕事を体験する機会を提供して
います。

例）授業参観、施設見学、校務の補助、
新年度準備の補助、教材研究の
補助、教育活動の補助

　小学校及び中学校教諭の普通免許状の取得を
希望する場合は、介護等体験を行う必要があり
ます。介護等体験は、原則として、社会福祉施
設で 5 日間、特別支援学校で 2 日間行い、介護
･介助のほか、障害者・高齢者等との交流、掃除
や洗濯など受入施設の職員に必要とされる業務
の補助等を行います。

介護等体験を通じて・・・
①多様な人の存在と価値について学びます。
②「個人の尊厳」や「人権」についての理解を深
めます。
③「共生」や「社会連帯」についての理解を深め
ます。

7 月　第一次選考（筆記）
 教職教養
　教員として職務を遂行する上
で必要な教育に関する法令や理
論等に関する問題
 専門教養
　各教科の授業を行う上で必要
な専門的教養に関する問題
 論文
　教育に関する問題　
8 月　第二次選考（面接）
9月　第二次選考（実技）
　　 　※一部教科のみ

教職課程

大学入学教職科目
履修

専門科目
履修介護等体験大学卒業教員生活

スタート！
高校 2年生
進路選択教育実習教員採用選考大学４年生

任用前学校体験

教員になるために必要な知識や指導技術を学びます。
　一般的に、教員養成系大学の学部であれば、学科（専攻）の
科目にある教育学や教育制度など教育全般に関する「教職科目」
と、国語や社会などの指導する教科等に関する「専門科目」を
履修することになります。

　教員養成系大学以外の学生でも、自分が所属する学部・学科
のカリキュラムに加えて教員免許取得に必要な科目を履修する
ことで、教員免許を取得することができます。
　大学のカリキュラムによりますが、一般的な講義に加え、実
技を伴った演習も多く、教員を目指す仲間とともに実践的な活
動を行い、教員に必要な資質・能力を身に付けていきます。　

先生になるまで
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小学校免許が取得できる都内の大学
【国立】お茶の水女子大学、東京学芸大学
【私立】早稲田大学、玉川大学、帝京大学、
　　　  創価大学ほか 30校

中学校・高等学校の免許が取得できる都内
の大学
　教科により異なりますが都内全域に
わたり、多くの大学で取得可能です。

大学での学びの集大成！
　学校現場で約１か月間、学習指
導や学級指導などの教育活動を行
います。授業の様子を観察・体験し、
指導を受けながら児童・生徒への
関わり方や先生の仕事・役割を学
びます。

　4 月当初からスムーズに教育活
動を始めることができるよう、配
属予定の学校において、先生の様々
な仕事を体験する機会を提供して
います。

例）授業参観、施設見学、校務の補助、
新年度準備の補助、教材研究の
補助、教育活動の補助

　小学校及び中学校教諭の普通免許状の取得を
希望する場合は、介護等体験を行う必要があり
ます。介護等体験は、原則として、社会福祉施
設で 5 日間、特別支援学校で 2 日間行い、介護
･介助のほか、障害者・高齢者等との交流、掃除
や洗濯など受入施設の職員に必要とされる業務
の補助等を行います。

介護等体験を通じて・・・
①多様な人の存在と価値について学びます。
②「個人の尊厳」や「人権」についての理解を深
めます。
③「共生」や「社会連帯」についての理解を深め
ます。

7 月　第一次選考（筆記）
 教職教養
　教員として職務を遂行する上
で必要な教育に関する法令や理
論等に関する問題
 専門教養
　各教科の授業を行う上で必要
な専門的教養に関する問題
 論文
　教育に関する問題　
8 月　第二次選考（面接）
9月　第二次選考（実技）
　　 　※一部教科のみ

教職課程

大学入学教職科目
履修

専門科目
履修介護等体験大学卒業教員生活

スタート！
高校 2年生
進路選択教育実習教員採用選考大学４年生

任用前学校体験

教員になるために必要な知識や指導技術を学びます。
　一般的に、教員養成系大学の学部であれば、学科（専攻）の
科目にある教育学や教育制度など教育全般に関する「教職科目」
と、国語や社会などの指導する教科等に関する「専門科目」を
履修することになります。

　教員養成系大学以外の学生でも、自分が所属する学部・学科
のカリキュラムに加えて教員免許取得に必要な科目を履修する
ことで、教員免許を取得することができます。
　大学のカリキュラムによりますが、一般的な講義に加え、実
技を伴った演習も多く、教員を目指す仲間とともに実践的な活
動を行い、教員に必要な資質・能力を身に付けていきます。　

先生になるまで

教育実習教員採用選考
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東京都公立学校教員
採用案内ホームページ

東京都公立学校教員採用案内 検 索

＠tocho_senko
東京都教育庁人事部選考課 Instagram

follow me !

＠tocho_senko
東京都教育庁人事部選考課 Twitter

follow me !

先生の魅力ややりがいを発信しています。

東京都の教員採用選考に
関する情報を発信！


