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　東京都の公立学校では、約７万人の教員が学校教育に携わっています。

　その一人一人が未来を担う子供たちに夢や希望、生きる力を与えるために、

日々、真剣に子供たちと向き合っています。

　このガイドブックでは、皆さんの先輩である教員の声を紹介しています。

　どの教員の言葉からも、「東京の先生」として、やりがいと誇りを持って

仕事をしていることが伝わってきます。

　東京都では、教育公務員としての高い自覚を持ち、法令を遵守し、全体の

奉仕者としてふさわしい熱意あふれる「東京の先生」を求めています。

　採用後も、教員の資質を一層伸ばすことができるよう、全力で支援して

いきます。

　東京の子供たちがあなたを待っています。
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子供の変化に対応し、指導方法を
工夫･改善、変革していくことが必要な力

東京都が目指す教育 東京都が求める教師像

431 2

東京都教育委員会の教育目標 （平成13年１月決定） 東京都の教育に求められる教師像【東京都教員人材育成基本方針】から
（平成27年２月改正版）

東京都の教員が身に付けるべき力

教員に求められる基本的な四つの力

【東京都教員人材育成基本方針】から
（平成27年２月改正版）

東京都教育委員会の基本方針 （平成19年４月改定）

　東京都教育委員会は、子供たちが、知性、感性、道徳心や体力をはぐくみ、人間性豊かに成長することを願い、次の
ような人間の育成に向けた教育を重視します。

互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識のある人間
社会の一員として、社会に貢献しようとする人間
自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かな人間

基本方針

「人権尊重の精神」と
「社会貢献の精神」の育成

　多様な人々が共に暮らす東京にあって、すべての大人、子供たちが、人
権尊重の理念を正しく理解するとともに、思いやりの心や社会生活の基
本的ルールを身に付け、社会に貢献しようとする精神をはぐくむことが求
められる。
　そのために、人権教育及び心の教育を充実するとともに、権利と義務、
自由と責任についての認識を深めさせ、公共心を持ち自立した個人を育
てる教育を推進する。

基本方針

「豊かな個性」と
「創造力」の伸長

　グローバル化と情報技術革命が進む東京にあって、国際社会に生き社
会の変化に対応できるよう、子供たち一人一人の思考力、判断力、表現力
などの資質・能力を育成することが求められる。
　そのために、基礎的な学力の向上を図り、子供たちの個性と創造力を
伸ばす教育を重視するとともに、国際社会に生きる日本人を育成する教
育を推進する。

　社会状況の変化に伴い、学校に求められる期待度も、その内容も大きく広がりました。第一のニーズは、「学校の
教育力の向上」、第二のニーズは、「今日的な課題への対応」です。これらに対応していくためには、学校を支える一
人一人の教員が次の基本的な力を身に付ける必要があります。

基本方針

「総合的な教育力」と
「生涯学習」の充実

　少子高齢社会の中で総合的な教育力の向上を目指す東京にあって、子
供たちの健やかな成長を社会全体で支えるとともに、都民一人一人が生
涯にわたって学び、社会に貢献できるようにすることが求められる。
　そのために、家庭・学校・地域の教育力を高め、その連携が進むよう支
援するとともに、人々が生涯を通じて、自ら学び、文化・スポーツに親しみ、
社会参加できる機会の充実を図る。

基本方針

「都民の教育参加」と
「学校経営の改革」の推進

　21世紀の教育改革をリードすべき東京にあって、家庭・学校・地域の協
働とすべての都民の教育参加を進め、都民感覚と経営感覚をより重視し
て、教育行政を力強く展開することが求められる。
　そのために、区市町村教育委員会との緊密な連携・協力のもとに、地域
の特性を踏まえた広域的な視点に立つ教育行政を進めるとともに、都民
に信頼される魅力ある学校づくりを目指した自律的な学校経営への改革
を支援する。

学習指導力 生活指導力
進路指導力

外部との
連携・折衝力

学校運営力
組織貢献力

社会状況の変化に対応し、
今後特に身に付けることが必要な力

学力向上、規範意識の醸成など、
児童･生徒に対する教育指導の力

保護者、地域、外部機関と
連携・協働する力

学校全体として
組織的に取り組む力

● 子供に対する深い愛情
● 教育者としての責任感と誇り
● 高い倫理観と社会的常識

● 温かい心、柔軟な発想や思考
● 幅広いコミュニケーション能力

1 2

3 4

教育に対する熱意と
使命感をもつ教師

豊かな人間性と
思いやりのある教師

子供の良さや可能性を
引き出し伸ばすことが
できる教師

組織人としての責任感、
協調性を有し、
互いに高め合う教師

● 一人一人の良さや可能性を見抜く力
● 教科等に関する高い指導力
● 自己研さんに励む力

● より高い目標にチャレンジする意欲
● 若手教員を育てる力
● 経営参加への意欲

1

2

3

4
4

東京都が目指す教育
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誰一人取り残さず、すべての子供が将来への希望を持って、自ら伸び、育つ教育

子供の意欲を
引き出す
学び

ICTの活用に
よる
学び

一人ひとりに合った学び

TOKYO スマート・スクール・プロジェクトの推進　など

イノベーション人材の育成

SDGsを踏まえた教育、工業高校教育の充実　など

グローバル人材の育成

多摩地域における体験型英語学習施設の整備　など

インクルージョンの推進

通級指導の充実、日本語指導 など

きめ細かいサポート
不登校・中途退学対策・いじめ対策　など

教師力・学校力の強化
教員の指導力向上、教員の「働き方改革」 など

東京の目指す教育

社会全体の
力を生かした

学び

東京型教育
モデル

東京型教育
モデル
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東京都教育施策大綱
東京都教育委員会の施策

東京都教育施策大綱� 令和 3 年 3 月 

　グローバル化等による多文化共生社会の進展や、Society5.0時代が到来する中、徹底したDXにより「魅力と
強さを兼ね備えたまちづくり」を推進。また、質の高い暮らしや人々の心の豊かさを追求し、多様性や包摂性に
あふれた「人が輝く東京」を実現
　「未来の東京」に生きる子供の姿
　　●自らの個性や能力を伸ばし、様々な困難を乗り越え、人生を切り拓いていくことができる
　　●他者への共感や思いやりを持つとともに、自己を確立し、多様な人々が共に生きる社会の実現に寄与

東京の目指す
教育の実現に向け、
基軸となる３つの「学び」

３つの学びを日々実践・改善
を繰り返しながら、理想の教
育を追求

　「未来の東京」に生きる子供の姿の実現に向け、一人ひとりに着目した学びへと転換

「未来の東京」とそこに生きる子供たちの姿

「東京型教育モデル」で実践する特に重要な事項

東京における教育の在り方



東
京
都
教
育
委
員
会
の
施
策
（
東
京
都
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
／
東
京
型
教
育
モ
デ
ル
）

　「東京都教育ビジョン（第４次）」は、平成31年度から令和５年度までの５年間で、東京都教育委員会として取
り組むべき基本的な方針と、その達成に向けた施策展開の方向性を示した「教育振興基本計画」（教育基本法第17
条第2項）として策定されたものです。

情報化や国際化など急速かつ激しく変化するこれからの
社会を主体的・創造的に生き抜いていく子供

子
供
の「
知
」「
徳
」「
体
」を

育
み
、社
会
の
持
続
的
な

発
展
に
貢
献
す
る
力
を
培
う

知

徳 体

全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育

社会の持続的な発展を牽引する力を伸ばす教育

グローバルに活躍する人材を育成する教育

夢と志をもち、可能性に挑戦しようとする力を育む教育

豊かな心を育て、生命や人権を尊重する態度を育む教育

健やかな体を育て、健康で安全に生活する力を育む教育

オリンピック・パラリンピックの精神を学び、育む教育

生徒の多様なニーズと時代の要請に応える「都立高校改革」

これからの教育を担う優れた教員の育成

教員の負担を軽減し、教育の質を向上させる「働き方改革」

質の高い教育を支える環境の整備

家庭、地域・社会と学校とが連携・協働する教育活動

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

学
校
、家
庭
、地
域・

社
会
が
相
互
に

連
携・協
力
し
て

子
供
を
育
て
る

基 本 的 な 方 針

〈 次代を担う子供の姿 〉

家庭

学校

地域 社会

けん
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東京都教育ビジョン
東京都教育委員会の施策

東京都教育ビジョン（第４次）� 平成 31 年３月



TOKYOスマート・スクール・プロジェクト （学び方・教え方・働き方の三大改革）

１ これまでのオリンピック・パラリンピック教育の取組
　（１）平成28年度から、都内全ての公立学校（約2,300校）で、年間35時間程度実施
　（２）各学校では、学校の特色を生かし、５つの資質の育成に向けて、教育活動を展開

２ 「東京都オリンピック・パラリンピック教育」実施方針で
　掲げた３つのレガシー
（１）体験や活動を通して、子供たち一人一人の心と体に、人生の糧となる掛け替えのないレガシーを残す。
（２）この教育で蓄積されるノウハウや人的ネットワーク等を活用し、学校における多様性への理解や国際交流、ボラ
ンティア活動などの取組を大会後も長く続く教育活動として発展させていく。

（３）子供たちだけでなく、家庭や地域を巻き込んだ取組により、大人たちのボランティアマインドや障害者理解を
高め、共生・共助社会の形成につなげていく。

３ オリンピック・パラリンピック教育の今後の取組
　オリンピック・パラリンピック教育のレガシーで掲げる「共生・共助社会」の形成
に向けて、令和４年度から、各学校で「学校2020レガシー」の取組を実施。

「学校2020レガシー」

　各学校が展開してきたオリンピック・パラリンピック教育において、５つの
資質の育成と関連付けて発展させてきた活動、もしくはこれを契機に新た
に取組を始めた活動の中から、学校経営方針、教育目標、幼児・児童・生徒の
実態、地域性等を鑑み、学校の特色としてこれからも継続させる活動を、各
学校一つ以上「学校2020レガシー」として設定し、共生社会の実現等に向け
て、家庭や地域等と連携を図りながら、取組を実施。

東京都教育委員会の施策

重点的に育成すべき５つの資質
  1　ボランティアマインド
　社会貢献への意欲や他者を思いやる心などのボ
ランティアマインドを醸成し、自尊感情を高める。

  2　障害者理解 
　共生社会を実現するため、多様性を尊重し、共に
助け合い、支え合って生きていく力を身に付ける。

  3　スポーツ志向
　様々なスポーツを体験し、フェアプレーやチームワークの精神を身に付け、体力向上や健康づくりに自ら意欲的
に取り組む態度を身に付ける。

  ４　日本人としての自覚と誇り
　日本や東京の良さを十分理解するとともに、規範意識や公共の精神等を学び身に付ける。

  ５　豊かな国際感覚
　英語力や世界各国の人々と積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度、また世界の多様性を受け入れる
力を身に付ける。

×

4つのテーマ 4つのアクション

学ぶ
（知る）

する
（体験・交流）

観る

支える

精神
オリンピック・
パラリンピックの （オリンピック競技・

パラリンピック競技、
障害者スポーツ）

（日本文化・
国際理解・交流）

文化

スポーツ

環境

学校

学校２０２０
レガシー

地域
会社家庭
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ＴＯＫＹＯスマート・スクール・プロジェクト
東京都教育委員会の施策

・�都立全校に無線 LANを整備し、令和４年度入学生から順次、生徒所有による一人１台の端末を整備
・区市町村立学校においても、一人１台の端末と無線 LAN等の通信手段を整備
・�一人ひとりの理解度や進度に応じて個別最適化された学びや子供同士の主体的・対話的な学びなどを実
現し、「知識習得型」から「価値創造・課題解決型」の学びへと大きく転換
・�学習ログを活用したエビデンスベースの指導に加え、校務の効率化により教員が子供たちと向き合う時
間を確保

千葉　日織
[ 教諭 ]

中央区立久松小学校
平成27年度採用　
神奈川県出身

岩下　巧
[ 教諭 ]

練馬区立開進第四中学校
平成27年度採用　
東京都出身

　保護者対応として、学校だより、学年だよりの配信や、１学期
には授業参観ができなかったため、学校の様子の動画配信を行
いました。理科の授業では、実験結果の保存、植物の観察・記
録等に活用しております。宿題については、タブレット教材を使
うことにより、児童の提出状況や正答率・間違え方などが教員側
から分かるようになり、教え方の改善に繋がっています。

　本校は今年度、練馬区においてタブレット利活用推進校になっ
ており、1年を通して授業や行事等でタブレットを活用できる場
面がないのか研究しています。一例として、授業では朝学習（毎日
１０分）の際に、タブレットで5教科の課題プリントに取り組み、
提出させており、授業評価については、アンケートをGoogle
フォームで回答させ、自動集計を行っています。

教育データの連係による
義務教育段階から大学までの円滑な接続

ビッグデータの活用・分析
による授業改善学習ログを活用したエビデンス

ベースの指導を展開

教え方改革
子供が持つ力を最大限伸ばす

海外

個別最適化された学び
主体的・対話的な学び

学び方改革
子供の学ぶ意欲に応える

地理的制約や時間的制約を
超えた質の高い教育を実現遠隔授業による

学校との協働プログラム

校務の効率化により
子供たちと向き合う
時間を確保

外部人材を活用し、
教員の負担を軽減

働き方改革
子供にきめ細かく寄り添う

TOKYO
ｽﾏｰﾄｽｸｰﾙ一人１台端末 クラウド

通信網

子供たちの学ぶ意欲に応え、子供たちの力を最大限伸ばす
トータルツールとして教育のＩＣＴ化を強力に推進



TOKYOスマート・スクール・プロジェクト （学び方・教え方・働き方の三大改革）

１ これまでのオリンピック・パラリンピック教育の取組
　（１）平成28年度から、都内全ての公立学校（約2,300校）で、年間35時間程度実施
　（２）各学校では、学校の特色を生かし、５つの資質の育成に向けて、教育活動を展開

２ 「東京都オリンピック・パラリンピック教育」実施方針で
　掲げた３つのレガシー
（１）体験や活動を通して、子供たち一人一人の心と体に、人生の糧となる掛け替えのないレガシーを残す。
（２）この教育で蓄積されるノウハウや人的ネットワーク等を活用し、学校における多様性への理解や国際交流、ボラ
ンティア活動などの取組を大会後も長く続く教育活動として発展させていく。

（３）子供たちだけでなく、家庭や地域を巻き込んだ取組により、大人たちのボランティアマインドや障害者理解を
高め、共生・共助社会の形成につなげていく。

３ オリンピック・パラリンピック教育の今後の取組
　オリンピック・パラリンピック教育のレガシーで掲げる「共生・共助社会」の形成
に向けて、令和４年度から、各学校で「学校2020レガシー」の取組を実施。

「学校2020レガシー」

　各学校が展開してきたオリンピック・パラリンピック教育において、５つの
資質の育成と関連付けて発展させてきた活動、もしくはこれを契機に新た
に取組を始めた活動の中から、学校経営方針、教育目標、幼児・児童・生徒の
実態、地域性等を鑑み、学校の特色としてこれからも継続させる活動を、各
学校一つ以上「学校2020レガシー」として設定し、共生社会の実現等に向け
て、家庭や地域等と連携を図りながら、取組を実施。

東京都教育委員会の施策

重点的に育成すべき５つの資質
  1　ボランティアマインド
　社会貢献への意欲や他者を思いやる心などのボ
ランティアマインドを醸成し、自尊感情を高める。

  2　障害者理解 
　共生社会を実現するため、多様性を尊重し、共に
助け合い、支え合って生きていく力を身に付ける。

  3　スポーツ志向
　様々なスポーツを体験し、フェアプレーやチームワークの精神を身に付け、体力向上や健康づくりに自ら意欲的
に取り組む態度を身に付ける。

  ４　日本人としての自覚と誇り
　日本や東京の良さを十分理解するとともに、規範意識や公共の精神等を学び身に付ける。

  ５　豊かな国際感覚
　英語力や世界各国の人々と積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度、また世界の多様性を受け入れる
力を身に付ける。

×

4つのテーマ 4つのアクション

学ぶ
（知る）

する
（体験・交流）

観る

支える

精神
オリンピック・
パラリンピックの （オリンピック競技・

パラリンピック競技、
障害者スポーツ）

（日本文化・
国際理解・交流）

文化

スポーツ

環境

学校

学校２０２０
レガシー

地域
会社家庭
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ＴＯＫＹＯスマート・スクール・プロジェクト オリンピック・パラリンピック教育のレガシー
東京都教育委員会の施策



仕事のサポートを充実させています！

　学校において、教員が生き生きと働きながら、子供たちと接する時間を確保できるよう
な環境を整備することは、教育の質の向上のためにも大事なことです。
　そのため、東京都教育委員会では、「学校における働き方改革推進プラン」等に基づき、
教員が働きやすい環境づくりに取り組んでいます。

●休養日や活動時間の基準を設定するなどして、適切な部活動運営
のための体制整備を図っています。

●専門的な技術指導や休日の大会引率等を行う部活動指導員の配置
を拡充し、顧問の負担軽減と部活動の充実を推進しています。

●スクール・サポート・スタッフの配置を大幅に拡充し、教材の印刷や
教室等の消毒等必ずしも教員でなくても可能な業務をスタッフが
担うことで、教員の負担を軽減しています。

●スクールカウンセラー等の専門スタッフを配置して、きめ細かなニ
ーズに対応しています。

●統合型校務支援システムの導入を推進し、成績処理や指導要録等
の効率的な管理を進めています。

●長期休業期間等に学校閉庁日を設定するなど、メリハリのある働き方を目指し
ています。

●育児の事情に寄り添う福利厚生制度を充実させています。（P39参照）

▶勤務の削減のみならず、当該分野において経験がない顧問の
精神的負担を軽減することができています！

▶専門の指導員から学ぶことは部活動に対する意欲や競技成績
・技能の向上につながり、教員のみならず生徒の満足度向上
にもつながっています！

　TEPROは、東京都教育委員会が令和元年７月に設立した、都内公立学校を多角的に支援
する全国初の団体です。
　外部人材に係る人材バンクを設置するなど、学校を支援する多様な事業を通じて教員の
働き方改革と教育の質の向上を推進します。

部活動の負担を軽減します！

ライフ・ワーク・バランスも重視しています！

こんな効果がありました！

▶児童・生徒への指導や教材研究に注力できるようになりました！
▶仕事がはかどり、自分の時間にも余裕が生まれました!

こんな効果がありました！

成績管理から時間割作成、児童の基本情報管理など、多様な校務を
一元的にＰＣで処理できるので、校務の効率化ができています。また、掲示
板の機能もあるため、会議回数の縮減や情報共有の迅速化を図ることが
できています。

統合型校務支援システムについて

本校には２名のスクール・サポート・スタッフがいます。会議、保護者
会等の資料作成、通知表の準備などの様々なニーズにこたえてくれ、
事務作業の効率化が図れています。スクール・サポート・スタッフが
いてくれるお陰で、非常に助かっております。

スクール・サポート・スタッフについて

前任の学校では、バドミントン部の顧問をしておりました。 その際、地域
のバドミントンの実力のある方が部活動指導員をしてくださいました。 週
に２～３回の部活動の指導に加え、休日の試合にも同行してくださいまし
た。 そのお陰で隙間時間ができ、授業準備や採点の仕事時間に充てるな
ど時間を有効に使うことができました。 

部活動指導員について

「東京学校支援機構」（TEPRO）

働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます！

前田　陵汰　[教諭]
墨田区立両国小学校
平成２７年度採用　石川県出身

加藤　真由子　[指導教諭]
調布市立第五中学校
平成13年度採用　東京都出身

佐藤　聖子　[主任教諭]
中野区立緑野中学校　
平成24年度採用　東京都出身

スクール・サポート・スタッフが教室の消
毒業務を行っている様子

（江戸川区立江戸川小学校）

エリア 学校数
スクール・
サポート・

スタッフ数（予算）
比率

全　国 28,180 9,600 34.1%
東京都 1,879 1,879 100.0%
※�全国の学校数は令和3年5月1日時点の公立
小学校・中学校・義務教育学校の合算
※�東京都の学校数は令和3年4月1日時点の
区市町村立小学校・中学校・義務教育学校の�
合算
※�東京都ではすべての区市町村立学校に配置
できるよう予算を確保しています
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働き方改革
東京都教育委員会の施策



仕事のサポートを充実させています！

　学校において、教員が生き生きと働きながら、子供たちと接する時間を確保できるよう
な環境を整備することは、教育の質の向上のためにも大事なことです。
　そのため、東京都教育委員会では、「学校における働き方改革推進プラン」等に基づき、
教員が働きやすい環境づくりに取り組んでいます。

●休養日や活動時間の基準を設定するなどして、適切な部活動運営
のための体制整備を図っています。

●専門的な技術指導や休日の大会引率等を行う部活動指導員の配置
を拡充し、顧問の負担軽減と部活動の充実を推進しています。

●スクール・サポート・スタッフの配置を大幅に拡充し、教材の印刷や
教室等の消毒等必ずしも教員でなくても可能な業務をスタッフが
担うことで、教員の負担を軽減しています。

●スクールカウンセラー等の専門スタッフを配置して、きめ細かなニ
ーズに対応しています。

●統合型校務支援システムの導入を推進し、成績処理や指導要録等
の効率的な管理を進めています。

●長期休業期間等に学校閉庁日を設定するなど、メリハリのある働き方を目指し
ています。

●育児の事情に寄り添う福利厚生制度を充実させています。（P39参照）

▶勤務の削減のみならず、当該分野において経験がない顧問の
精神的負担を軽減することができています！

▶専門の指導員から学ぶことは部活動に対する意欲や競技成績
・技能の向上につながり、教員のみならず生徒の満足度向上
にもつながっています！

　TEPROは、東京都教育委員会が令和元年７月に設立した、都内公立学校を多角的に支援
する全国初の団体です。
　外部人材に係る人材バンクを設置するなど、学校を支援する多様な事業を通じて教員の
働き方改革と教育の質の向上を推進します。

部活動の負担を軽減します！

ライフ・ワーク・バランスも重視しています！

こんな効果がありました！

▶児童・生徒への指導や教材研究に注力できるようになりました！
▶仕事がはかどり、自分の時間にも余裕が生まれました!

こんな効果がありました！

成績管理から時間割作成、児童の基本情報管理など、多様な校務を
一元的にＰＣで処理できるので、校務の効率化ができています。また、掲示
板の機能もあるため、会議回数の縮減や情報共有の迅速化を図ることが
できています。

統合型校務支援システムについて

本校には２名のスクール・サポート・スタッフがいます。会議、保護者
会等の資料作成、通知表の準備などの様々なニーズにこたえてくれ、
事務作業の効率化が図れています。スクール・サポート・スタッフが
いてくれるお陰で、非常に助かっております。

スクール・サポート・スタッフについて

前任の学校では、バドミントン部の顧問をしておりました。 その際、地域
のバドミントンの実力のある方が部活動指導員をしてくださいました。 週
に２～３回の部活動の指導に加え、休日の試合にも同行してくださいまし
た。 そのお陰で隙間時間ができ、授業準備や採点の仕事時間に充てるな
ど時間を有効に使うことができました。 

部活動指導員について

「東京学校支援機構」（TEPRO）

働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます！

前田　陵汰　[教諭]
墨田区立両国小学校
平成２７年度採用　石川県出身

加藤　真由子　[指導教諭]
調布市立第五中学校
平成13年度採用　東京都出身

佐藤　聖子　[主任教諭]
中野区立緑野中学校　
平成24年度採用　東京都出身

スクール・サポート・スタッフが教室の消
毒業務を行っている様子

（江戸川区立江戸川小学校）

先生たちの活用事例
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東京都英語村
Tokyo�Global��Gateway

英語動画教材
Tokyo�Global�Studio

都独自英語教材
Welcome�to�Tokyo

　平成30年に江東区青海にオープンした、体験型の英語学習
施設です。小学生から高校生を主な利用対象とし、児童・生徒
が英語を使用する楽しさや必要性を体感し、グローバル社会に
生きる自分を発見できるよう、様々な機関と連携した多様なプ
ログラムを提供しています。

小・中・高・教員向けの動画全100本を配信しています
　授業や家庭学習で活用できるよう、国内外の大学や海外の行政機関の
協力を得て制作した英語動画教材を、特設ウェブサイトで配信しています。
教材は動画とワークシートが一体となっており、実践的に学べる仕組みに
なっています。
　また、教員向けのページでは、効果的な授業の導入の仕方や多様な発
話促進手法等を紹介しており授業・教材研究を充実させることができます。

　平成27年度から、都内公立小学校第３学年以上の児童と中学校・高等学
校の生徒全員に配布し、授業をはじめ様々な場面で活用してきました。内容
には東京都62区市町村各々の特色を取り入れており、日本・東京の文化や
歴史等の理解の促進と英語による発信力の向上を図っています。
　令和３年度以降は冊子配布から電子化に移行し、「TOKYO�ENGLISH�
CHANNEL」※に掲載する予定です。

※授業だけでなく、放課後、自宅など英語を学ぶ時間や場所は人それぞれ。
　英語に慣れ親しみたい、英語で伝えるトレーニングをしたい、学び直したい、生きた英語に触れたいなど、英語を学ぶ目的も様々です。
　小学生・中学生・高校生の皆さんが興味関心に応じて、いつでも、どこでも、誰でも、学べる英語学習環境をウェブ上に実現したの
がTOKYO�ENGLISH�CHANNELです。
　多様なコンテンツとともにバーチャル留学など、英語で世界と渡り合うイベントをオンラインで提供していきます。

教員の支援体制も充実しています！
○東京都国際交流コンシェルジュ
　都内の公立学校が幅広く、自校に合った国際交流を実施できるよう、学校間交流のマッ
チングや交流活動の実施支援、大使館等の国際交流に係る教育プログラムのコーディネー
トなど、国際交流に関連する業務をワンストップで行う窓口です。交流先との外国語に
よる交渉や相談の受付など、きめ細かく支援を実現します。　　

〈左から〉��
Beginner（入門編）、Elementary（初級編）
Basic（基礎編）、Intermediate（発展編）

12
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外国語教育 学級経営研修生

東京都には新任の先生を支える充実した制度が整っています！
　小学校に配置される新規採用教員のうち、主に教職経験のない新
規大学卒業者の中から、「学級経営研修生」を任用しています。学級
経営研修生と新人育成教員がペアで１つの学級を担任し、日常業務
を通して研修生を育成していきます。

集合研修

校内実務研修

校内特別研修

　年２回程度、東京都教職員研修センター等を会場として学級経営について学ぶ研修を実施して
います。

　新人育成教員とペアで行う通常の教育活動（学級担任業務、
校務分掌等）を通して、実践的な研修をします。

　校内において、主に新人育成教員から週１回程度、指導・助言を受けます。

週1回45分程度、放課後や担当する授業のない時間等を活用し、課題を設定して行っています。

●授業のイメージを提案しながら一緒に授業計画を作成しています。
●経験がないと難しい保護者対応は必ずそばでフォローするようにしています。
●児童のトラブルがあった時は、どのように対処し、管理職に報告すべきかを丁寧に指導しています。
●家庭訪問や個人面談、保護者会にも同席し、その場その場に応じた指導を心掛けています。

●生活規律を徹底するために

鈴木　琴美
[ 教諭 ]

杉並区立杉並第六小学校
平成28年度採用
宮城県出身

　教員としての心構え、在り方といった精神的な面から、授業
の方法や子ども達との接し方、職員室での事務的な作業といっ
た実務的な面まで、丁寧に教えてもらいました。今でもその時
教えていただいた「子どもの話をよく聞くこと」「声の出し方や
間で空間を作ること」「お礼を忘れないこと」「自分から動くこ
と」などを大切にしており、教員としての今の自分を形成した
制度だと思っております。

例

例

（火）の放課後
新人育成教員が助言をしながら
研修生が考える時間をもちます。

（水）から（金）
授業の中で実践し、
随時新人育成教員から
指導を受けます。

（金）の放課後
学年会で取組を報告し、
学年の他の教員から
指導を受けます。

・児童全体への指示の出し方
・授業中の教師の立ち位置
・指示を聞かない児童への声掛けの方法　etc

新人育成教員 学級経営研修生

再任用
教員

新採
教員

指導

助言

東京都教育委員会の施策



　東京都は年齢構成上50歳代の教員が多く、毎年1,500
人規模で退職します。新規で採用される教員が多く、全教
員数に占める若手の教員の割合が、高くなっています。

　東京都は、特例選考における年齢制限を59歳までとして
います。その結果、幅広い年齢の方々が合格されています。

東京都の公立学校

教員の年齢構成

東京都行政区画図

合格者年齢分布
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＜令和３年度公立学校統計調査＞ 
※１　中学校の学校数は分校１校を含む。
※２　中学校（通信制）及び高等学校（通信制）は、中学校及び高等学校に
　　  併置されているため、学校数は内数である。
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東京都公立学校教員年齢分布

令和3年度　公立学校統計調査　［学校調査編］

令和３年度　公立学校統計調査　［学校調査編］
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千葉 日織 [教諭]
中央区立久松小学校
平成27年度採用　
神奈川県出身

大沼 匡平 [教諭]
都立青鳥特別支援学校
八丈分教室
平成26年度採用　
山形県出身

【中央区の魅力と教育的価値】
　中央区には、銀座・日本橋・築地などの日本有数の繁華街があり、その一方、月
島・勝どき・晴海などの高層マンションも多く建ち並ぶ、東京都の中でも特に中心部
の地域だと思います。煌びやかな商業施設や観光地、そして歌舞伎座や明治座など
伝統的な文化に触れることができる場所もあり、学習教材としても素晴らしい場所で
溢れています。子供達と地域の学習をした時は、多くの地域のみなさまが積極的に
関わってくださり、喜んで自分たちの地域の良さや素敵な部分を話してくださいまし
た。地域に住む皆さんが地域のために、そしてそこに住む子供達を愛し、関わろうと
してくださることが中央区の魅力だと感じています。

【島の暮らし】
　住まいは築100年ほどの古民家を、月5万円で借りています。昔ながらの八丈島
の伝統的な家の形。一年中湿度の高い島の気候に合わせて高床式の構造となってい
て、床下を風が抜けて快適に暮らせるような工夫がされています。良く晴れた日は近
くの海岸で乾いた流木を拾って庭で焚火をしながら家族で食事をします。週末は家
族や仲間と山を登ったり、海に潜ったりします。内地からの交通手段は船と飛行機。
東京都の島しょ地域の中では比較的アクセスが容易な島です。オンラインで注文し
たものが３日（天候次第）程で手元に到着するのも、うれしいところです。
　また、ハイビスカスや生きた魚など、学習素材としての具体物が豊富な点も魅力で
す。常に身の回りにあるものと、学習への結びつきを意識した授業づくりを心がけて
います。

中央区

八丈島
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「大人になっても使える力」の育成を
心がけたい

教員を目指したきっかけ
　私は大阪生まれで、最初に小学校の教員になりたいと思った
のは小学生の頃です。卒業文集に「小学校の先生になりたい」と
書いていたくらい学校が大好きな少年でした。将来はこんなに
楽しい学校を自分自身で創れるような人になりたいと思い、教
員を目指して奈良県の大学に進学しました。
　本気で教員になりたいと考えを深めたのは、大学在学中に行っ
たアメリカでの一人旅が大きいです。多様な人々と話す中で、
日本人は「信頼度」「学力」「思いやり」などについて他国から認
められていることを実際に感じ、日本教育を改めて勉強したい
と考えました。
　帰国してから、大学の図書館で一冊の本に出会いました。そ
こには東京のある学校が紹介されており、子供達の笑顔が素敵
で、先生達も心から楽しみながら子供達に向き合っている、自
分の理想とする学校が描かれていて深く印象に残りました。
それから、挑戦しがいがある舞台で一から自分を試してみたい、
あの本に描かれているような学校で働きたいと思い、東京都で
教員になることを決めました。

教員として日々大事にしていること、心がけていること
　私は、“生涯にわたる生きる力“の育成を心がけています。簡単
に言えば、大人になっても使える力を確実に育成することです。
　指導する際には「これができると、こんなことができること
になるよ。」と必ず説明し、何のために学ぶかという子供達の納
得感を大事にしています。そのために、学習だけでなく日常生
活でも、目的意識をもって活動させるように指導しています。
目的があるから意欲をもって生活することができ、それについ
て振り返ることで成長を実感できると考えるからです。予測困
難な時代と呼ばれる今だからこそ、いつ・どんな時でも活躍で
きるように指導しています。
　また、学校で子供達といるときは、休憩時間であっても状況
が許す限り全力で一緒に楽しもうと心がけています。子供達に
は、外で遊ぶことが好きな子、話をすることが好きな子、本を読
むことが好きな子など、たくさんのタイプの子がいます。今そ

主任教諭　河野�俊次 江東区立第四砂町小学校
平成25年度採用　大阪府出身

Life&Work
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私の働き方改革

Life&Work

　近年の社会的な電子化の潮流に伴い、教職の現場におい
ても時間的・空間的制約を超えていける時代に入ってきた
と感じています。時間や場所を選ばずに仕事ができるこ
とはとても嬉しいです。
　1人1台の学習端末貸与、アプリケーションを利用した
オンラインリモート会議の導入、文書の保管、管理の電子
化の加速など、年々働きやすくなってきていると感じてお
り、業務効率の点からもとても助かっています。



の子たちがどういった状態かをよく見た上でコミュニケーション
を取り、児童理解に努めています。そうすることで、子供達と真剣に
向き合い、叱るときは叱り、優しくするときは優しく受け止めてあ
げられると考えています。

教員という仕事の魅力を感じる瞬間
　子供達の成長を間近に感じられることが教員の1番の魅力だと思
います。教員を目指していた学生の頃には、時間外勤務が多いよう
な大変なイメージがありましたが、いざ働き出してみると、子供達
と楽しみながら新しい毎日を創り上げていると感じるようになり
ました。
　家に帰っても子供達は今何をしているのかなとか、今日あの子は
こういう風に成長できたなとか、そう思いながら過ごす時間がとっ
ても好きになっている自分に気付くことがよくあります。今は全て
が楽しく、とても充実している毎日です。
　とは言え、現実では昨年来から続く新型コロナウイルス感染症の
影響により、これまでの様々な活動・学校行事が制限される状況と
なり、子供達同士の繋がり、子供達と学校との繋がり、学校と家庭と
の繋がりなどが今までとは違った形になりました。
　しかし、その中でもピンチをチャンスに変えるべく工夫をして、
全校集会をオンラインで行ったり、ICTを活用して学校の様子を家
庭に発信したりと試行錯誤しながら、これらの大切な繋がりを維持
してきました。その活動を生かし、運動会や修学旅行などの体験活
動を通して成長を感じたその瞬間に胸が熱くなりました。子供達と
「やりきった！」と一緒に流した感動の涙は、私の教員人生に忘れら
れない1ページを残してくれました。

東京都の様々な制度で魅力に思うところ
　充実した研修制度が魅力だと感じ、これまでに経験した研修の中
で、教育研究員（36ページ参照）について紹介したいと思います。
　私が学級経営で悩んだ時期に、近くの小学校の運動会を見学に
行ったことがありました。そこでは子供達が主体的に参画し、先生
も大変楽しそうに指導されている感動的な場面を目にしました。そ

　教員は大変だというイメージをもたれる方もいらっしゃるかと思いますが、子供達の挑戦や成長を一番近くで見ながら充実した
毎日を過ごせる、こんな素晴らしい仕事は他にありません。�
　子供達の人生に寄り添う、また責任をもつというプロ意識が自分の中で日に日に大きくなっているように感じています。だから
こそ、日を増すごとに子供たちのことが好きになり、自分自身も真剣になってきます。�
　もちろん仕事ではあるけれど、それ以上に毎日が楽しいです。年を重ねるごとにその思いを強くしています。�
あなたのことを待っている子供がきっといます。皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。�

れが特別活動だと教えていただいた時に、大学時代に出会った一冊
の本の内容が特別活動であったことと結び付き、自分の中でこれを
勉強したいとの思いに駆られました。
　今年度は特別活動の教育研究員として学ぶ機会を得ることがで
きました。そこで学んだ内容を実践した結果、子供達自身が諸問題
について考え、話し合い、解決していく、まさに子供達自身の学級、
学校に変わりつつあります。
　東京都では、こうした学びの機会が充実しており、大変心強い制
度となっています。

東京都の教員としての今後のキャリアプラン
　教育研究員には、志の高い先生たちが集まっていて、普段の授業
だけでなく様々な角度から研究をした成果を子供達や学校、東京都
に還元したいという強い熱意が感じられます。その刺激を糧に、切
磋琢磨しながら子供達のために頑張っていこうという思いを日々
強めています。
　自分自身は学ぶことが好きなので、今後は東京都の研修制度であ
る「教職大学院派遣研修」「指導教諭」という選択肢も含めて、積極的
に自身の専門性を高めて、より多くの子供達の成長に貢献したいと
思っています。

教員を志す人へのメッセージ
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休日やアフターワークの過ごし方
　勤務終了後、息抜きとしておしゃれなカフェを巡り、大好きなコー
ヒーを味わう時間を楽しんでから帰宅することが多いです。
　また、走ることが好きなので、週末には朝からランニングに出かけ、
さらに時間ができた時には、バンド仲間と音楽活動をして充実した
時間を過ごしています。ランニングやバンドなど、自身の経験が指
導に生きることも教員でよかったと思う瞬間です。



あなたに伝えたい教員の声

何事も真摯に受け止め、謙虚かつ堂 と々した
姿勢で授業に臨む

中学校

教員として心がけていること
　私の教職に対する方針として、常に謙虚であり、かつ堂々と
した姿勢を心がけています。
　保護者の方と接する時には、大切なお子さんをお預かりして
いるワンチームとしての一体感を持って、また教員の方に対し
ては、どんな方からでも学ぶ点や見習う点があると思って、真
摯に接することを大切にしています。
　そして、生徒に対しては常に感謝の気持ちを忘れずに授業に
臨んでいます。道徳の授業では生徒から学ぶ事もたくさんあり
ます。教材を通して本気で、本音で考えてくれるということは
とても大事だと思っていて、毎回生徒たちにありがとうという
気持ちで授業をしています。
　もちろん謙虚なだけでは生徒はついてきてくれませんので、
叱るべき時には真剣に叱り、指導するべき時には厳粛に指導す
る堂々とした姿勢、態度をとることも必要になります。　
　生徒の信頼に足る教員、そして大人として、これからもこの
方針を続けていきたいと思っています。

民間企業から教職へ
　私は現在、国語科、道徳教育を担当し、陸上部の顧問を務めて
います。教員採用試験を受ける前は、日本語教師として外国人
に日本語を教える仕事をしていました。そしてその時に日本人
大学生と外国人留学生が討論する場に立ち合い、日本語が拙い
外国人が日本人学生を言い負かしている場面を目にし、日本人
の思考力や表現力を国際レベルにもっともっと伸ばしていき
たいと思い教職を志しました。
　教員生活最初の1年間は、授業の準備や、各行事についていく
のに必死だったのですが、職場のどの先生方も優しく指導して
くださり、とにかく先輩方をお手本とすることで、徐々に成長
することができました。
　そして、この時に師匠にあたる先生から、道徳教育を大変熱
心に勧められ、指導してくださったご縁で、自らも道徳教育を
学んでいくことになりました。最初はとても難しいイメージが
あった教科でしたが、授業中に生徒の純粋な心や考えに驚かさ
れ感動できる時間だと知り、今では一番好きな仕事となってい
ます。

主任教諭　佐藤�聖子 中野区立緑野中学校　
平成24年度採用　東京都出身

Life&Work

　本校では、教材の印刷や配置、行事の準備などの業務を
支えてくれるサポートスタッフの配置や、タブレット端末
の支給が完備されており、期日厳守の仕事なども早め早め
に完了することができるようになっています。こうした
取り組みにより、見通しを持って仕事をするゆとりが生ま
れ、結果的に自分自身の残業や無駄な作業が少なくなって
いると思います。

私の働き方改革
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休日やアフターワークの過ごし方

教員としての理想像　
　私が以前に勤めていた日本語学校では、様々な国籍の人々が自由
に学校生活を過ごしており、休み時間には生徒の歌声が聞こえてく
る環境でした。この時の経験から、全体の統一性よりも生徒一人一
人の良さを見つけ、伸ばし、活かしてより良い学校づくりを進める
教員、それが私の理想となりました。
　現在の職場には、職員室のあらゆる先生の良さを生かし、パワフ
ルなチームをつくり上げて、さまざまな取り組みを推進することが
得意な、とても尊敬できる教務主任の先生がいらっしゃいます。
　こうした先輩方の姿をお手本にして、生徒のための理想の学校づ
くりのために、個性や多様性を大切にする学級経営を心がけ、道徳
教育にさらに力を入れていきたいと思っています。

教員としてのよろこび
　道徳の授業ではファシリテーターとして「真の友情とは何か」な
どの日常では中々考えることのない、非常に深いテーマについて考え、
お互いの意見を深め合う場を作り出すようにしています。
　50分の授業の中で生徒達が課題に向き合って、自分なりの考え
をもち、大人でも感嘆するような意見が飛び交い、新たな気づきを
得た新たな自分に出会う、その達成感から生き生きとした表情を見
せることがあります。そんな授業が出来たときには、この上ない幸
せを感じ、私は小躍りして職員室に戻ります。

東京都の教員制度についての魅力　
　どんな仕事でも、とにかく一生懸命に頑張れと、精神論だけで追
い立てられるのは辛いものです。やり方が分からないとできないの
は生徒も大人も同じです。その点、ありがたいことに東京都の教員
には多くの研修の場が用意されています。この環境があるからこそ
知識や技術の習得、充実した授業の実現、そして自身のゆとりある
働き方へとつながり、好循環を生み出せているように思います。

　私は毎朝部活動の朝練に間に合うように出勤し、放課後は残業する日としない
日の、メリハリをつけて働くように意識しています。
　アフターワークの時間は家族や友人と過ごすことが多いのですが、特に教育
関係以外の人たちと交流していることが多いです。
　また、コンサートや美術館など外出も好きですが、一番大切にしているのが旅
をする時間です。定期的な国内旅行に加え夏休みの休暇では海外旅行に出かけ、
自身のリフレッシュとともに未知の世界を吸収するようにしています。こうした新
鮮な体験を話すことで、生徒も好奇心に目を輝かせとても嬉しそうにしてくれます。

　これまでの学校には、確かに閉鎖的な一面があったかもしれませんが、そうした学校を取り巻く状況は変わりつつあります。皆
さんが新しい風を吹かせてくれるのだと思っています。世界を担う未来の若者たちを育てる学校の改革に皆さんの力を貸してくだ
さい。学校の職員室には、教えたがりの先生方がたくさんいらっしゃいますので、若い皆さんを優しく導き、褒めてサポートして
くださいます。そして教室では、元気いっぱいな子どもたちが背中を押してくれます。�
　教員の仕事は人に大きな影響を与えながらも自分自身も影響を受け成長していくとても面白いものです。熱意あふれる皆さんの
挑戦を心から待っています。�

　また、こうした研修の場では職場以外の交流の機会に多くめぐり
会います。私は東京教師道場（36ページ参照）で、同じ悩みや問題を
共に本音で語り合い、向き合い、支え合ってゆくことのできる仲間
を得ることができました。さらに東京都の研修では恩師である教授
に出会うこともできました。毎回毎回まさに目からうろこ、充実感
たっぷりのこれらの研修が私の血肉となり、教室で生徒にいきいき
と授業をすることができるようになったのです。
　これらの機会を与えてくれた東京都の支援環境には本当に感謝
しています。

東京都の教員としての今後のキャリアプラン　
　私の恩師の言葉である「どんな仕事でも挑戦する」を仕事上の座
右の銘としています。これまでもこの教えに従い、教育研究員や東
京教師道場のリーダーなど、あらゆる仕事に挑戦してきました。こ
れからも、自分の力が活かせる場、新しい経験を探しながら挑戦を
続けていきたいと考えています。
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あなたに伝えたい教員の声 高等学校

教諭　神沼�汐里 都立東村山西高等学校
平成26年度採用　広島県出身

私の働き方改革

Life&Work

　同じ教科の教員同士でティーチングプランを共有でき
るツールを使うことで、情報交換もスムーズになり、業務
の削減につながるのではないかと考えています。
　効率化の面で言えば、職員会議や委員会などがリモート
でも参加できるようになったのは、大きな一歩ではないか
と思います。

現在の授業スタイルに大きな影響を
与えた海外研修

教員を目指したきっかけ
　教員の家系で育ったので、小さい頃から父母を通して現場で
働く先生の姿を見てきました。漠然とですが、将来自分も教育
業界に携わりたいなと思っていたのです。就職活動時には、教
育に携わる民間企業も視野に入れていましたが、公務員として
社会に貢献していく方が自分の考えに合うのではないかと気
が付きました。当時は、小学校でボランティア活動をしていた
のですが、教員を目指すと決めてからは見方も変わりましたね。
現場の先生方の大変さを垣間見ながらも、子どもたちと一緒に
楽しんでいる姿に強く惹かれたのを覚えています。

地元ではなく東京都で
　出身は広島県なのですが、大学は東京都でした。就職時は、ど
ちらで教員をするのか悩みましたが、最終的に東京都を選んだ
理由は、規模の大きさです。新しい教育課題に挑戦することが
できたり、探究学習に積極的だったりと、情報のスピードも速く、
最先端の環境下で、多くの先生方と一緒に切磋琢磨することが
できます。また、自身で選択できる研修制度の充実も、魅力のひ
とつです。私は採用2年目の時に、教員海外派遣研修に参加し
ましたが、その経験がなければ、今の私の授業のスタイルはな
かったと思います。以前は、授業を行うことに精一杯で、終わる
ごとにピリオドを打っていました。しかし、研修の中で最新の
教育的見地から教授法を学んだことで、一つひとつの授業の中
で学習者がどのように変わったかをきちんとリサーチし、次の
授業づくりに活かしていけるようになり、自分の授業スタイル
が確立されていきました。また、海外研修を通して、他校の先生
方と情報交換ができるようになりました。学校という枠を超え、
相談し合える仲間ができたというのは大きな糧になりました。
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休日やアフターワークの過ごし方
　今は小さい子どもがいるので、休日も子どもが中心です。美術館
に絵を観に行ったり、芝居小屋に演劇を観に行ったりするのが好き
なので、都内にはそういう施設が充実しているのも魅力ですね。夏
休みや冬休みなど、長期の休みが取れるのはありがたいですね。主
人も私も実家が遠方なので、ゆっくり帰省できて、いいリフレッシュ
になっています。

生徒たちからの気づき
　以前赴任していた学校で担任を持っていたのですが、学級経営が
難しく、学校に乗り気ではない生徒たちがいるクラスでした。その
中に卒業を危ぶまれた生徒がいて、何とか卒業まで漕ぎつけたとき
に「先生がいなかったら卒業できなかった」という内容の手紙をも
らいました。日頃、私たち教員から生徒に向かって伝えることはあ
りますが、生徒から感謝の言葉やメッセージをもらう機会は数少な
いので、よく覚えています。大人がみたら実現できないようなことも、
アイデアを出し合って、工夫する姿などを見ていると、自分には持っ
てないものを生徒たちはたくさん持っているのだと、改めて気づか
されることがあります。

産休・育休、そして職場復帰
　4年前に1年間、産休・育休を取得しました。民間企業と比較する
ことはできませんが、教職に就かれている女性の方で、産休をきっ
かけに退職される方は少ないように感じます。職場内では、産休・育
休の取得は当たり前であり、そのような教員に対して積極的にサポー
トをしようとする空気感があります。私の場合も、時間的制約の中
で働きながら、様々な業務において他の教員に手伝ってもらってい
ます。出産や子育てに前向きな雰囲気は、教員のメリットの一つだ
と思います。
　実際、男性の教員が育休を取得することもあります。子供を産んで、
育てながらでも臆することなく働ける環境が整っています。

会えないからこその工夫
　新型コロナウイルス感染症の拡大で、授業のスタイルも大きく変
わりました。生徒のために何が最善か、教員同士で様々な意見を出
し合い、会えなくても双方向で繋がることのできるシステムを作る
ことにしたのです。具体的には、毎回ビデオ会議のようにオンライ
ンで繋いで、授業を行いました。音声でやり取りをしながら、生徒た
ちの進捗状況を図り、直接ではなくとも顔を見られたり、声を聞い
たりすることで互いを感じることができました。

東京都の教員としての今後のキャリアプラン
　日本に数多くある自治体の中でも、東京都は最先端の情報と技術
が集まる場所であり、他の自治体の先駆けとなるべき場所だと思い
ます。ですから、東京都の教員は特に、様々な教育課題に対して積極
的に取り組んでいかなければいけないと考えています。私自身も率
先して取り組みながら、日本の教育を変えていくことの一歩になれ
ばと思うのです。

教員を志す人へのメッセージ
　忙しいというイメージがあるかもしれませんが、生徒のその後の人生のきっかけになるようなものを与えられる職業だと思いま
す。学習や学力のことだけではなくて、これから先生になりたい方々が積んできた経験に裏打ちされたその人間性自体が、子供達
のためになります。臆することなく、自信を持って、先生を目指して欲しいです。�
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あなたに伝えたい教員の声 特別支援学校

教諭　大沼�匡平 都立青鳥特別支援学校八丈分教室
平成26年度採用　山形県出身

私の働き方改革

Life&Work

　授業準備に関しては、本当に完璧を目指します。「絶対
にこれは成功する」「子どもたちをその気にさせられる」と
確信をするまで、準備をし続けます。だからこそ、オンと
オフのメリハリをつけることを大切にしています。今日
は頑張る！という日は、遅くまで仕事をし、今日は帰ろう！
という日は、さっと帰る。準備をしている時間も含めて、
仕事を楽しむようにしています。

大切なのは生徒を「その気」にさせ、
可能性を引き出すこと

教員を目指したきっかけ
　正直なところ最初は、教員を目指してはおらず、建築の設計
をしたいと思っていました。しかし、大学４年生の時に、教育実
習に行ったことをきっかけに教員になりたいと思うようにな
りました。私の教員生活は、中学校の技術の先生としてスター
トしたのですが、2年目で特別支援学校から声がかかりました。
何年か働いているうちに「生涯、特別支援で働こう」と決めまし
た。特別支援学校では、教員はもちろん、言語聴覚士や理学療法
士などの各専門家、医療機関、福祉機関、そして保護者、それぞ
れの分野との連携が必要になります。一人の子供をチームで支
え、学校教育だけではなく、生活の全てで良い方向に変容させ
ていく。私はそこに面白みを感じましたし、やりがいに繋がっ
ています。

教員として日々大事にしていること
　子供をその気にさせ、可能性を引き出すことを、常に第一に
考え指導しています。そして、いつも何か面白いことを模索し
ています。子供に指導をする時に、私自身が一番楽しんでいる
と、自ずと子供達がその楽しさに巻き込まれていきます。例えば、
理科で鯵の体の仕組みについて、本物の鯵を教材として探究し
たことがありました。子供達は、実際に手で触るというところ
に面白みを感じ、大喜びでした。他にも八丈島という島ならで
はの良さを生かすために、ハイビスカスの花を用いて植物のつ
くりの学習を行うなど、身の回りにあるものと、学習への結び
つきは常に意識しています。また、授業の前は、完璧を目指し、「絶
対にこれは成功する」「子供達をその気にさせられる」と確信を
するまで、準備をし続けます。
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休日やアフターワークの過ごし方
　八丈島は自然が豊かなので、遊びを見つけようと思えば何でも見
つかります。例えば、横間海岸という玉石がゴロゴロしている海岸
でひたすら石を積んだり、庭で焚き火をしながら仲間と食事をした
り、と様々です。夏は日が暮れるのが遅いので退勤後に海で泳いだり、
山々に囲まれているので自宅からトレイルランニングを楽しんだ
りもしています。大自然の中を思いっきり走って、最後は温泉ですっ
きり。島での生活は、最高に面白いです。

教材の開発が「できる」のカギ
　子供達にいい変容があったときはものすごく嬉しいです。個人的
には、特別支援教育は教材開発がカギだと思っています。子供達が
学習に興味・関心を引く工夫と、どれだけ一人一人の生徒の実態に
応じたものを作れるかが、重要だと思います。私はICT系や木工系
が得意なため、それらを生かして、電子黒板で子供達自身がタッチ
することで、主体的に学習を進めることができる工夫や、生徒の身
体の制限に応じた支援教材の製作などを行っています。子供達がで
きなかったことが、開発した教材により「できる」「分かる」を実感で
きたときほど、嬉しいことはないです。

仕事には自分色をプラスして
　自分の仕事はもちろんですが、依頼された仕事にも求められたも
のにプラスアルファの“自分色”を添えることを心掛けています。先
輩や上司に頼まれたものに自分色を付けて１２０パーセントにし
て返したときに、喜んでいる顔が覗けると、「よし！」という気持ち
になります。お互いに気持ち良いですし、それが楽しいと感じます。
�　特別支援学校では、普段から子供達の視覚支援を大切にしてい
ます。そのこともあり、プリントやスライドなど子供達が目にする
もの、触れるものが、どうしたら一番分かりやすいのか、もっと何か
工夫はできないのかと模索します。
　自分色の工夫をプラスですることで、より見やすく、分かりやすく。
子供達のためにという視点を、先生同士のやりとりの中にも生かす
ようにしています。

島で暮らしてみて
　赴任した当初は、コンビニエンスストアがないことが少し不安で
した。しかし、住みだしたら不安を感じることはありませんでした。
色々な所にスーパーマーケットがありますし、インターネットで取
り寄せることもできます。時には、本土に行った先生に購入してき
てもらうことも。その時間も、楽しみのひとつ。不便なところをしい
て言うのであれば、潮の影響で車や自転車が早く錆びてしまうとこ
ろですが、不便なことよりも得ることの方が大きいです。

充実の研修制度
　東京都の良いところは、研修が多いところです。私自身、子供への
安全な食べさせ方が学べる摂食研修などにも参加しました。充実し
た研修制度は、教員の指導力に生かせます。また、東京都は教員数が
多いので、あらゆる指導技術のプロフェッショナルも多いです。求
めれば、必ずその答えを返してくれる先輩や上司がたくさんいるこ
とは、非常に魅力的です。私は得意とするICT活用や教材作成の技
術を、他の教員に伝え、指導、助言することを通じて、東京都の特別
支援教育のレベルアップに貢献していきたいです。

東京都の教員としての今後のキャリアプラン
　日々を楽しみながら、精いっぱい努力していくしかないですね。
まだまだ苦手意識の強いICTの活用や得意としている教材作成力
を通して、東京都の特別支援教育のボトムアップやレベルアップに
携われるような仕事ができたら、自分としてはすごくかっこいいな
と思っています。

教員を志す人へのメッセージ
　私が非常に大事だと思うのは、遊びも仕事も全力でやることです。色々な経験や体験をすることで、教員としても人としても多
様な視点で物事を捉えられる深みのある人間になれるのではないかと考えています。全力でやるということは、新しいことに挑戦
するということに繋がります。皆様も日々何かに挑戦し、自身の成長に繋げてみてはいかがでしょうか。�
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あなたに伝えたい教員の声 養護教諭

養護教諭　多喜�純子 杉並区立杉並第二小学校
平成29年度採用　東京都出身

私の働き方改革

Life&Work

　効率的に仕事ができるように、手帳を使って日々TODOリストを作成し
ているということです。日中は生徒たちの対応などがあり、なかなか事務
仕事ができないことが多いので、放課後の時間だったり、会議のちょっとし
た隙間時間だったりを有効的に使えるようにしています。また、スクールサ
ポートスタッフに助けていただくことで、かなり業務の軽減になったと感じ
ます。その時間で事務仕事に取り組むことができたり、保健室周りの掲示
物を作る時間に充てることができたり、とても効率が上がったなって実感
しています。

一人職の緊張感を和らげてくれる、
ワンチーム体制

教員を目指したきっかけ
　小さい頃から人と関わることが好きでした。漠然とですが、
将来は人と関わる仕事に就きたいなと思っていましたが、中々
これという職業に出会えませんでした。そんなとき、高校時代
に保健委員会に所属をして、養護教諭の先生の仕事ぶりや人柄
に触れる機会が増えました。話をよく聞いてくれる先生だった
ので、「こんな先生、素敵だな」と憧れを抱いたのが、一つのきっ
かけです。一日で全部の健康診断の段取りを円滑に進めていく
姿には、くぎ付けになりました。もう一つは、勉強はあまり好き
ではなかったのですが、学校という現場がとても大好きでした。
学校に行けば大好きな友達と会えるし、人とも関われます。素
敵な先生と出会い、間近に仕事ぶりを感じることができ、「私も
養護教諭になって、大好きなものに溢れている学校という場で
働きたい」と養護教諭への道を決意しました。

地元で働くことで貢献を
　東京都板橋区で生まれ育ったので、私自身が東京都の先生に
なって少しでも貢献できればと考えました。生まれ育った場所
で働きたかったのです。養護教諭として働きだしてから思うこ
とは、子供達を笑顔にできる仕事であるということ。以前、保健
室を訪れた児童たちが「怪我が治ったよ」「先生、元気になったよ」
という風に、声をかけに来てくれることが多くあります。キラ
キラの笑顔の子供達を見て、私自身も本当に温かい気持ちにな
ります。子どもたちの笑顔に触れながら、地元にも恩返しがで
きる、教員という仕事は魅力的だなと感じています。

心の声に耳を傾けて
　養護教諭として、子供達一人ひとりの心の声に耳を傾けるよ
うに気を付けています。怪我をしたり、具合が悪かったりして
保健室を訪れる子供達の中には、背景には違った理由がある子
もいます。実は、心の悩みだったり友達とのトラブルだったり
…それが身体の不調に繋がっていることも。本当に何が原因な
のか、体調不良なのか、それとも心の面なのか…見極めるのは
とても大変なことです。そこを見極めるためにも、時間の許す
限り、子供達一人ひとりの話をじっくりと聞くようにしていま
す。保健室を出る時には、少し心が軽くなるように、教室でまた
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休日やアフターワークの過ごし方
　細かい作業が好きなので折り紙を折ったり、刺繍をしたりと、自
分の時間を楽しんでいます。私の他にも学校内に折り紙が好きな先
生がいるので、休日に作った作品を見せ合ったり、折り方の動画を
観ながら一緒に作ったり、楽しいです。一旦仕事のことを忘れてリ
フレッシュをして、また新たに仕事に向き合う、パワーの源になっ
ています。作品を保健室に飾ったりしているのですが、生徒たちと
の話すきっかけになることもあって、とても良い趣味を見つけたと
思っています。

元気に頑張って欲しいなという思いを込めながら、一人ひとり丁寧
に対応することを心掛けています。

チームで働く心強さ
　養護教諭は、ほとんどの学校に一人しかいません。児童全員に対
して一人ですから、もちろん日々緊張感はあります。養護教諭とい
う職種の人間は一人ですが、学校全体でチームとして動いているの
で、とても心強いです。すぐには病院受診が必要でなくても、今後必
要となると考えられるときなど、判断に迫られる時があります。迷っ
たときには、即座に管理職の先生に連絡を取ります。誰がどのよう
に保護者に伝えていくかを相談しながら、的確な判断ができますから。
孤独感もなく、チームとして働けるのも学校という職場ならではだ
と思います。

整った休暇制度
　教員の仕事の魅力のひとつに、休暇制度があります。介護が必要
な母親が施設に入っているので、日常に必要な物品を届けに行くた
めに、私自身も短期介護休暇を頂いています。そういう細やかなサ
ポートが整っているのは、とてもありがたいです。夏休みや冬休み
などの学校の長期休暇中に、まとまった休暇を取得することもでき
ます。旅行にも行ってリフレッシュできたり、時間を気にせずに趣
味に没頭したり。そういう休暇の使い方ができるのも、魅力的だと
感じています。

東京都の教員としての今後のキャリアプラン
　養護教諭として生涯働いていく上で、児童の一人ひとりの心の声
に耳を傾けるということを一番大事にしていきたいと思っています。
養護教諭は小学校や中学校、高等学校、特別支援学校と、どこでも働
くことができます。今は小学校の勤務ですが、この先は発達段階の
違う中学校や高等学校などで、色々な発達段階の子どもと接してい
けたらと考えています。どこでも、どこに行っても心と身体のプロ
として働けるようになりたいなと思います。

教員を志す人へのメッセージ
　養護教諭は、ほとんどの学校で一人しかいません。また、1年生から6年生まで、すべての子供達を見ることができて、なおか
つ、成績を付けないという特別な仕事だと思っています。子供達を評価するのではなくて、子供達の本質の部分を見ることができ
る、とても素敵な仕事です。一人なので、日々緊張感もありますが、担任の先生はもちろん、管理職の先生、カウンセラーの先生
がいますので、相談しながら職務を一緒に進めていけます。だから、安心して先生になって欲しいなと思いますし、いつかどこか
で、会える日を楽しみにしています。�
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任用制度とキャリアアップ

マイ・キャリア・ノート

　東京都教育委員会では、能力・
業績主義に基づく任用制度が整備
されています。公平公正な選考に
よって、多様なキャリアアップを図
ることが可能です。

● 人事異動方針
　現任校に３年以上勤務する者を異
動の対象とし、勤務年数が６年に達
した者は異動することになります。

● 公募制人事
　教員の能力や適性を最大限に活
用し、都民の多様な期待に応えてい
くことを目的として、区市町村教育
委員会や都立学校が意欲ある教員
を募集し、選考により配置する制度
を実施しています。

　東京都の公立学校の教員全
員が利用でき、自らのキャリア
を主体的に計画することができ
ます。
　学校・自宅のパソコンや、自
身のスマートフォン等からログ
インできるので、いつでもどこ
でも利用できます。

「マイ・キャリア・ノート」の機能

研修受講申込受付システムの機能

研修の検索・申込・受講状況の確認

○研修講座を検索し、受講を申し込むこ
とができます。
○研修の受講状況の確認ができます。

教育情報の閲覧

○東京都教育委員会が作
成したリーフレットや指導
資料の閲覧ができます。

研修履歴等の確認

○自分が修了した研修の
確認ができます。

二次元コードによる研修受付

○表示される二次元コードをスマートフォン等
に転送することにより、研修受講時にスムーズ
に受付することができます。

研修動画の視聴

○各教科の指導や喫緊の教育課題に
関する動画を視聴できます。（育児休
業中等でも視聴することができます。）

教育管理職選考A

教育管理職選考B

教育管理職選考C

主任教諭選考

４級職選考

校長職候補者選考　

主任教諭歴2年以上
34歳以上58歳未満

主任教諭歴
2年以上
46歳以上
54歳未満

主任教諭歴
2年以上
46歳以上
54歳未満

副校長歴3年以上59歳未満

教職経験８年以上
30歳以上60歳未満

主幹教諭・
指導教諭歴3年以上
50歳以上60歳未満

44歳未満

39歳以上
54歳未満
39歳以上
54歳未満

※令和３年4月1日現在の制度です。　※年数、年齢は全て年度末現在

主任教諭歴
2年以上
44歳未満

校　　長

副　校　長

主　任　教　諭

教　　　　　諭

指導主事

主幹教諭・指導教諭
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●なぜ主幹教諭を志し、どのようなやりがいを感じているか。
　初めて学校全体に関わる分掌の主任をしていた時、担当の行事の
事だけを考えて、業務をしていました。その時の教務主幹の先生が、
学校全体の分掌のバランスを見て進行している姿を見た時、自分の
担当のことだけを考えていた自分が恥ずかしくなりました。学校とい
う組織は様々なことが同時進行していることがよく分かりました。私
はそのような職場で「いかに効率的に」「ゆとりをもった業務ができる
環境」を作りたいと思い主幹教諭を志しました。実際に主幹教諭に
なってみて、先生方から毎日様々なことを質問されたり、意見を求め
られたりしています。1つ1つ丁寧に答えることを心がけながら業務を
遂行しているつもりでいます。それでも調整不足で多くの先生方に迷

●なぜ指導教諭を志し、どのようなやりがいを感じているか。
　教員になってから数年授業が上手くできず悩んでいた頃、ある先
生の研修会に参加したことがきっかけで、自分の授業を見直し授業
スタイルを大きく変えることができました。授業が洗練されたことで
生徒たちも変わりました。それからは東京教師道場（36ページ参照）
で指導技術を学んだり研究会や研修会に積極的に参加したりするよ
うになり、「授業の幹」を持てるようになりました。多くの研究や研修
を通して学んできたことや、それらを通して生徒たちの学びを伸ばし
たり可能性を広げたりすることができることを伝えたいと考え指導教
諭を志しました。指導教諭の一番の仕事は、日々研鑽を重ねた指導
技術等を現場に広く伝えていくことで、学校内にとどまらず、東京都
の英語教育を推進していくことです。私の公開授業を参観した先生
が「授業を見直したら生徒が生き生きと学ぶようになった」と感想を
おっしゃってくださったことがあります。先生の向こう側にいる生徒
たちの学びに貢献できたと感じられたときは本当に嬉しいです。

惑をかけたり、無駄な業務をさせてしまったりしたことなど、反省す
ることはたくさんあります。しかしある時、同じ職場の先生から「先
生の働きを見ていて先生のような主幹教諭になりたいと思いました。」
と言ってもらった時は、嬉しかったです。主幹教諭としてのやりがい
を感じた瞬間でした。
●主幹教諭として心がけていること
　先生方が「行事をこうしてみたい。」「こんな授業をしてみたい。」と
言ってくれることを全力でサポートして実現できるようにしています。
主幹教諭は職員室のリーダーとして先生方の先頭に立つことも必要
だと思いますが、先生方のフォローをしていくことも大切な業務だと
思います。先生方の困っていることをいち早く解決し、不安なく、こ
の仕事を楽しんで取り組めるようにするお手伝いができる主幹教諭で
いることを心がけています。
●これから教員を目指す人へ
　教職に就くことにたくさんの不安を感じている方が少なくないと思
います。しかし、不安を感じる必要は全くありません。あなたが採
用試験に合格し、赴任する学校にはあなたを支えてくれるたくさんの
方々がいます。主任教諭や主幹教諭はもちろんですが、管理職の先
生や、事務室の方々など困ったことがあれば、あなたの業務をサポー
トしてくれます。「困った時に１人で仕事すること」はありません。安
心して東京の先生になってください。一緒に東京の子供たちのために
頑張りましょう。

●指導教諭として心がけていること
　学習指導要領は「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指してい
ます。それを体現するために「教えすぎない授業」をしています。全て
を丁寧に教えるのではなく、自分たちで考え、答えを導き出せるよう
な授業を心がけています。また、授業を構成するときに、それぞれ
の活動がどんな理論に基づいているのか、どんな効果が得られると
期待できるのか考え、生徒の学びを客観的な指標や数値データに基
づいて検証しています。授業を公開する際は、その先生にしかできな
い授業ではなく、だれでも真似できる、自分の授業の中に取り入れや
すい要素を含むようにしています。指導教諭は初任者研修や二三年
次研修で助言することもあるのですが、若い先生方の授業を拝見し
て私自身が学ぶことも多くあります。いいなと感じたことは自分の授
業に反映させ常に授業をアップデートするようにしています。
●これから教員を目指す人へ
　教員の良さは３つあると思っています。１つ目は学校行事を通じて
四季を感じられること、２つ目は喜怒哀楽が生まれる仕事であるこ
と、３つ目は教育を通して平和を伝えられることです。私の教育の原
点は「平和」にあります。言葉を理解することで相手の文化や価値観
を受け入れ、問題が起きたとしても対話的・友好的に解決できると
信じています。子どもたちと世界をつなげる役割を果たし、子ども
たちの内面に英語の世界を創る仕事は魅力的で、とてもやりがいが�
あります。

◉これまでの経歴◉
H18採用　
H25主任教諭選考合格　
H26 異動　主幹教諭選考合格　
H28主幹教諭　
H30異動
R2  管理職 B 選考合格

キャリアアップ例

キャリアアップ例

◉これまでの経歴◉
H13採用
H19 ブラッセル日本人学校へ 

派遣（H19.4～ H22.3）
H22異動
H25主任教諭選考合格
H28４級職選考合格
H29指導教諭
H29 海外派遣研修（H29.7～H29.9

ニュージーランドへ派遣）

主幹教諭

三田 祐太
青梅市立第五小学校

平成18年度採用　東京都出身

指導教諭

加藤 真由子
調布市立第五中学校

平成13年度採用　東京都出身
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公平・公正な任用制度
●管理職を目指したきっかけ　
私の初任の配属先は、学級の児童
数がわずか数人という伊豆大島の小
学校で、そこでは児童と濃密な数年間
を経験しました。
その後、区部の教員となり、東京
都の制度である大学院派遣制度へ
の参加希望をしました。同じ学校の
先生方は、学校の方は心配しなくて
いいから一生懸命研鑽をして、いず
れそれを教育現場に還元して欲しい、
と万全の体制を整えて私を送り出し
て下さいました。

　この時、私たち教員が日々授業等で子供たちに向き合い、保護者の対応
などが全力でできるのは、その裏側で管理職の先生や教育委員会の方々
の見えない支えがあるということ、そのありがたさを実感しました。
　この経験から、これまでの先輩方のご恩に報いるべく、今度は私が後輩
の先生方をアシストしたいと考えて管理職を希望しました。
●指導主事の仕事とやりがい
　指導主事の仕事は現場の先生方に対しての研修の実施や、学校に出
向いて管理職の先生方のお話を伺い、学校経営方針に基づいて支援、
指導・助言を行うことが主な仕事です。そして、現在の私の担当はそれ
ら現場の指導主事が、より的確な指導ができるようにサポートを行うバッ
クヤードにあたる事務局業務です。
　この仕事において心がけていることとして、現場の先生方に対し、一
緒に問題の解決方法を模索できるよう、同じ目線に合わせた話をし、同
じ方向を向いて協調することを意識しています。
　このように間接的な形ではありますが、自分の業務が現場の先生方、

●管理職を目指された理由
20～30代前半の頃は、管理職を

目指すことは全く考えていませんで
した。教員になって11年目に、マレー
シアのクアラルンプールにある日本
人学校に3年間ほど赴任した時の日
本全国の先生方との出会いがきっか
けの一つです。その先生方から、日本
国内でもその土地ごとの文化や歴史
の違いから、教育の方法が変わってく
るということを学びました。帰国後、
若手の先生方と一緒に仕事をしてい

く中で、「自分の経験を先生方に伝え、リーダーシップを取りながら、学校
運営をしたい」という思いが芽生え、管理職を目指しました。
●副校長の仕事内容
　私のいる江戸川区の春江地区は、昔から地域と学校の関係が濃いため、
赴任1年目は地域町会の方々とコミュニケーションをとる機会が非常に
多かったように思います。例えば、本校で行っている農園活動や防災教
育は、PTAのOB、地域町会の方々などにご協力いただいています。副
校長の仕事として、教員には見えない部分ではありますが、地域の連携
というのは非常に大切な仕事のひとつだと思っています。また、若手の
先生が多いので、支援をしたり、指導をしたり、アドバイスをしたりなどの
人材育成も重要な仕事だと考えています。
●副校長のやりがい
　副校長の仕事は、とにかく多岐に渡っています。その仕事を実現する
過程のなかで、生徒や教職員をはじめ、保護者、地域などたくさんの人

と関わることになります。その関わりの中で、先生にアドバイスを送ったり、
地域と連携を図り行事を成功させたりすると「ありがとう」という言葉を
頂ける場面があります。たくさんの人との出会いとともに、「ありがとう」
という言葉にふさわしい仕事ができた時に、やりがいを感じます。
●副校長として心掛けていること
　一つ目は、とにかく元気に明るく仕事をすることです。「生徒や先生、
保護者の方も含めて、みんなに見られている職だ」と、信頼する先生に
教わりました。元気がなく不平不満ばかりだと、学校全体の士気も落ち
てしまいます。二つ目は、学校に関わるたくさんの人たちとコミュニケー
ションをとり、信頼関係を築きあげ、チームワークを良くすることです。
この二つを日々心掛けています。

　これから教員を目指す人へ
　とにかく子供を好きになって、たくさん会話をしてほしいです。「ど
んなことを考えているのか」「どんなことが得意なのか」「どんな環境
で生活しているのか」、いろんなことを知った上で指導にあたると、
すれ違いが少なくなり子供達が安心します。その上で、子供達の夢
や目標を叶える実践をたくさん積み上げ、子供達の笑顔をたくさん
つくってください。子供達の素敵な笑顔が見られることは、教員とし
て最高の幸せです。

さらにその先にいる子供たちを支えていると感じることができ、非常に
やりがいがある仕事です。
●東京での教員としての魅力
　東京は都心中心部から郊外、そして島しょ部まで非常に多彩な勤務
環境に恵まれています。こうした教育資源を各地区間の学校交流プロ
グラムに活用することなどにより、個々の教育現場に留まらない、大き
な学びを得ることにも繋がります。
　また、東京都の教員には充実した研修制度と豊富な任用制度が用意
されています。職場外での実地、座学研修、大学院での学び直しなど、
各研修では新任からベテランまで幅広く自己研鑽を推奨する仕組みと
なっています。そして柔軟に設計された任用制度では、自身のキャリア
プランやライフステージに応じた選択肢が用意されているため、教員
一人一人の希望に沿った無理のない、人生設計を描くことができます。

　これから教員を目指す人へ
　教員という仕事について、間違いなく言えることは、この仕事は頑
張ったらその分だけ、やりがいを感じることができるということ。これ
は断言できます。子供たちの将来に関与するという責任感と、それを
体感できたときの達成感は、教員だけが得られる至福の瞬間です。
是非、皆さんにもこうした素晴らしい体験をしていただきたいと思い
ます。

H9採用
Ｈ20主任教諭選考合格
H21.4～Ｈ24.3

クアラルンプール日本人学校
H24異動

H24主幹教諭選考合格
Ｈ27管理職B選考合格
H31異動（副校長）
Ｒ３校長選考合格

◉これまでの経歴◉

H15採用
H17 異動
H20 異動
H22 主任教諭選考合格
H26 主幹教諭選考合格
H27 異動

H29 大学院派遣研修
H30 管理職 A 選考合格
H31 東京都教育庁大島出張所　

指導主事
R 3  東京都教育庁指導部 

指導企画課 指導主事（現職）

◉これまでの経歴◉キャリアアップ例

指導主事

佐藤 誠
東京都教育庁指導部指導企画課
平成15年度採用　千葉県出身

キャリアアップ例

副校長

松木 千明
江戸川区立春江中学校

平成９年度採用　東京都出身
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公平・公正な任用制度

公
平
・
公
正
な
任
用
制
度

●管理職を目指された理由
　小さい頃から、学校の先生になるのが夢でした。先生になり、子
供と一緒にいられる毎日が本当に好きで。色々な方から、管理職を
勧められたのですが、私自身はずっと学級担任を希望していました。
その後、学校全体を見る業務が増えてきたこともあり、自分のクラス
の子の幸せや学年の幸せはもちろんですけど、学校全体のことも考
えるようになりました。そのような中で、教員職である以上チャレン
ジして、違う景色も見てみたいと思ったのがきっかけです。

●校長の仕事内容
　私が絶対に欠かさないのが、毎朝子供達を校門で迎えることです。
登校して最初のコンタクトは、学校の責任者が取るべきだろうと思っ
ているので、それはもう揺るぎないです。そして、気になる子が居る
と、その足で教室に行きます。担任の先生に、今朝はこんな様子だっ
たよと話をしたり、登校時の親御さんとの会話を伝えたりします。そ
れが終わると、全部のクラスに出向きます。基本的には、教室には
頻繁に行っています。

●校長のやりがい
　担任ではなくなった時点で、子供と触れ合う機会が減るという寂し
さはありました。しかし発想の転換で、「全クラスの担任だと思えばい
い」と思うようにしました。子供達の成長はもちろんですが、教職員
の人生も背負っているので、成長を感じられた時は本当に嬉しいです。
時々ですが、校門にいると子供達が手紙や絵をくれます。これはもう、
本当に嬉しくて、励まされています。もちろん、色々な対応や苦しい
場面も多くありますが、そういう出来事があると、やっていて良かっ
たなと思います。

●校長として心掛けていること
　赴任した学校や初めて会う先生には必ず、「まず自分を大事にしま
しょう」と伝えます。自分自身の健康やプライベートを犠牲にせず、
家族を大事にして欲しいと思います。子供達と接する上で、まずは自
身の周りが安定していることが大事だと思います。お互い様なので遠
慮せずに、休まなければいけない時は、休んでくださいと伝えてい
ます。

　これから教員を目指す人へ

　同じ日は二度と来ない、こんな面白い仕事は他にはありません。
毎日が筋書きのないドラマです。もちろんそのドラマの終わりは、
ハッピーエンドではない事もあります。でも、それも学びの一つで
す。一緒に楽しんで欲しいと思います。
　兎角、ブラックなイメージが先行している部分もありますが、必
ず先輩や上司が守ってくれます。教員は、自身が成長し続けられ
る仕事です。ぜひ、安心して目指していただきたいと思います。

校長

寺﨑 晶子
世田谷区立弦巻小学校

平成元年度採用
福岡県出身

H 元採用　
H ８異動　
H11異動　
H12若手教員海外派遣（2か月）
H16異動　
H20主幹教諭合格

H22異動　
H22管理職 B 選考合格
H24異動（副校長）
H26校長選考合格
H28異動（校長）
H31異動　

◉これまでの経歴◉キャリアアップ例
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東京の先生の１年　小学校　採用１年目の流れ

 合格発表（10月下旬） 10月

　最終合格発表です。
　合格した方は、教員採用候補者とし
て名簿に登載されます。
　結果は全受験者に郵送されます。

 始業式・入学式 4月

　新しい年度となり、子供たちは、新しいクラス、新しい先
生に興味深々です。
　ぜひ、元気な声で自己紹介をしましょう。そして新しい
クラスで学級開きをしましょう。

 各教育委員会 面談 2月

　２月以降、名簿登載者には各教育委
員会から面談の連絡が順次あります。
　この面談の結果により、採用される
学校が決まります。

 春休み ３月

　卒業式も終わると、学校は次年度の準備です。新しい名
簿、新しい教室の準備などすることはたくさんあります。
　教科書を読み、来年度に備えましょう。

 新年度 4月

　おめでとうございます。一年間の条件付き採用も終わり、
晴れて正式任用です。
　学校には後輩も着任しているかもしれません。先輩と
して後輩を導きつつ、自己の研鑚に励みましょう。

 初任者研修スタート 4月

　一年目の先生が受ける初任者研修がスタートします。月
に一度のペースで、同期の仲間と研修を重ねます。同期が
多いのも東京の魅力です。
　是非、横のつながりを密にして、共に成長していきましょう。

 宿泊行事引率 7・8月

　高学年の宿泊行事は春から夏季休業中に行われること
が多くあります。
　キャンプファイヤーやハイキングなど、心に残る楽し
い時間を子供たちと共有しましょう。

 スキー教室引率 1・2月

　勤務地によっては、この時期にスキー教室に出掛ける
学校もあります。都会を離れ、大自然の中で雪国の生活を
体験するのも、子供たちにとっ
ては貴重な体験です。かまく
らづくり、雪合戦など、思い切
り楽しい思い出をつくりま
しょう。

 運動会（春季） 5月

　春に運動会を開催する学校では、５月中旬に実施します。
連休明けから本格的に練習に取り組みます。
　学級づくりの場としても
運動会はとても重要です。一
人一人の頑張りをしっかり
認めてあげましょう。

 保護者会 4月

　保護者会では、１年間自分がどのような学級運営をし
ていきたいのかを伝えましょう。
　学級経営研修生になった方に
は、ベテランの先生が指導役でつ
いてくださるので、心強いですよ。

 冬休み 12月

　年の瀬です。「師走」というくらい先生も忙しい？
　通知表を作成し、冬休みの課題をしっかり示しましょう。
　先生方も年末年始休暇です。一息入れましょう。

 夏休み 7・8月

　東京都では５日間の夏季休暇が付与されます。これに有
給休暇を組み合わせることで長期の休暇も可能になります。 
夏休み明けに備えて、英気を養いましょう。

水泳大会・水泳記録会 9月

　夏季水泳指導で身に付けた力を記録する機会です。 
地域によっては近隣校と共催で行うこともあります。
　頑張って泳ぐ仲間に大きな声援が飛び交います。

 学芸的行事 11月

　学芸会、音楽会、展覧会、学習発表会などの学芸的行事が
行われます。
　表現活動では演技指導を、合唱や合奏では指揮をするか
もしれませんね。みんなの気持ちを一つにまとめて、素敵
な発表会にしましょう。

卒業式に向けて 3月

　3月には最上級生の6年生が卒業します。6年生を送り出
すために、下級生は「6年生を送る会」を計画し、各学年ご
とに凝った贈り物を準備します。
　卒業式では児童も保護者も教員も思わず涙が流れます。
卒業生にとっては、人生の節目になる大切な行事です。

10 月

11 月

12 月

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

1 月

2 月

3 月

4 月

※昨今の状況を鑑み、一部形を変えて実施しているものもございます。
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相坂 岳宏 [教諭]
大田区立梅田小学校　
平成26年度採用　兵庫県出身

西田 恵理子 [指導教諭]
都立王子特別支援学校
平成18年度採用　栃木県出身

戸田 敬 [指導教諭]
文京区立駒本小学校
平成15年度採用　東京都出身

　1週間のニュースを伝えるコーナーで、いつも「う～ん、特にないなあ。」と言ってい
た自閉傾向の児童がいました。毎回同じやりとりに悩むこともありましたが、指導回
数が増えるにつれ、教師からの問いかけに少しずつではあるが、答えるようになって
きました。ぎこちないやりとりの中で、表情も徐々にやわらかくなっていきました。数ヶ
月後、ついに「今日ね、話そうと思っていたことがあるんだよ。」と自ら笑顔で出来事
を話し出すようになりました。「子供の成長に寄り添い、子供の笑顔を間近でみること
ができる」この仕事の喜びの１つでした。

太田 和花奈 [教諭]
世田谷区立桜丘中学校
平成29年度採用　東京都出身

　2019年度、私は3年生の担任をしていました。新型コロナウイルス感染症の影響
で3月頭から生徒は卒業式を残し休校となりました。その関係で合唱コンクールも中
止となりました。区からの通達で卒業式で歌うこともできませんでした。式の後のこ
とです。代表の生徒が「先生たちにサプライズがあります！聞いてください！」と言っ
て、その年の3年生が合唱コンクールで全体合唱する予定だった曲を歌ってくれまし
た。練習日がかなり限られたものだったので綺麗なハーモニーとは言えませんでした
が、思わず、学年の教員陣の目からは涙があふれていました。

河野 俊次 [主任教諭]
江東区立第四砂町小学校
平成25年度採用　大阪府出身

　新型コロナウイルス感染症で突然休校が決まった時のことです。明日が最後の登
校日となるということで、今までのことを思い出しながら皆に一言メッセージを書き
ました。次の日、目が赤いままで教室に行くと、一枚のプログラムが張り出されてい
ました。「これ、何？」と聞くと、「さよなら集会の準備です。」ときっぱり。皆も昨日の
放送を聞いて、自主的に早く学校に来て、すぐ話し合い、準備を始めたそうです。「人
を大事にしよう。」「困ったら話し合おう。」「決めたら力を合わせて取り組もう。」は普段
から言い続けてきたことです。思いはしっかりと届いていて、皆と考えは一緒なんだな、
君たちの担任ができて幸せだったなと心から感じました。

内川 航 [教諭]
練馬区立大泉学園小学校　
平成31年度採用　東京都出身

　初任で担任した子供達が５年生になったときに再度担任となりました。4月に担任と
して再会したときにも、「先生でよかった」と慕ってくれる子供が多く、楽しい１学期を過
ごしていました。そして、１学期の最後にお楽しみ会を開いた時のことです。子供達が
私の誕生日を覚えてくれていて、夏休みでお祝いができないからとプレゼントを作っ
てくれました。自分の似顔絵を子供達が一人一人描いて一枚の新聞として渡してくれ
ました。「なんか最近小さい紙に何か描いている子が多いなー」くらいにしか思ってい
ませんでしたが、お楽しみ会の当日に自分へのプレゼントだということを知り、とても
嬉しかったです。

　41名の大所帯の学級を受け持った時には、やはり人数が多い分まとめるのが大変
でした。初めての6年生の担任だったので、迷いがありながらの1年間でした。自分
が教員になって初めて受け持った学年で2年、3年、5年、6年と持ち上がってきた
ので、思い入れも強かったです。そんな中、卒業式の日にサプライズで先生ありがと
うの会のようなものを開いてくれた時には、とても驚きましたが、嬉しかったことを
強く覚えています。

「特別支援学校には、小学部、中学部、高等部があります。前任校の小学部で担任をし
ていた児童を、異動した先の高等部で再度担任する機会がありました。学年は小学部か
ら高等部まで持ち上がり、小さかった子供たちが、毎年毎年、成長して大きくなる様子
を見守ることができました。「学校」という、子供たちの人生における大切な時間に寄り添
い、どのような成長の手助けができるのか。共に笑い、時に涙し、12年という長い時間
を共有する中で、教師として大切なものを見付けることができた気がします。

東京の先生の１年　小学校　採用１年目の流れ 現職教員の様々なエピソード

東
京
の
先
生
の
１
年
／
感
動
に
あ
ふ
れ
る
毎
日



教員に抱いていたイメージとギャップ

�：やはり、教員は忙しいというイメージがありました。その通り、
初任の頃はフル回転でしたが、思ったよ
りも自分で調整できるようになってきた
と、5年目にして感じています。もちろん、
運動会や移動教室など想像以上に忙し
い時期もありますが、その分、子供達が
大きく成長する様子がみえる等、魅力に
も繋がっていると思います。

�：私は、子供との関わりについてです。教員になる前は、一緒に喜
びを分かち合ったり、一緒に悩んだりし
たいと意気込んでいました。６年目で思
うことは、子供達と同じくらいに保護者
の方ともすごく関わりの深い仕事だとい
うことです。特に高学年は、中学受験な
どで不安定になる時期があります。今は
それにプラスして新型コロナウイルスの
感染拡大もあり、いつも以上に、子供た
ちも保護者の方々も気持ちが不安になっ
ていると思います。今まで以上に、保護
者の方と話をして繋がりを持つことは、
すごく大事だなと感じています。

���：想像していた先生の姿は、個のイメージです。しかし実際は、個
の力も必要ですが、それだけではなく、
集団で仕事をしたり、計画性を持って動
くことが重要だと感じました。1年目は、
子供との接し方ばかりに目がいってしま
うように感じます。少しずつ見えてくると、
自分がチームの中でどういう働きをして
るかということが分かってきます。個とし
てではなくチームとして、学校という組
織単位でどう動かしていけばいいかを考
えるようになります。集団のことを考える
時間の割合が、すごく増えているなとい
うのが実感です。

�：今の学校は、様々な特性を持つ子供達が同じ教室で一緒に学
ぶインクルーシブ教育ですから、思って
た以上に授業の難しさを実感していま
す。授業を行いながら、一人ひとりを見
ていくということが本当に難しく感じて
います。イメージしていたのは、子供達
が挙手を競い合う感じでしたが中々想定
どおりにはいかず、色々な方法を試すな
ど、戸惑いながらも1年が過ぎました。
この経験から、自分の授業を見直さなけ
ればと思いました。

コロナ禍でのコミュニケーション

�：GIGA スクール構想が加速度的に浸透したことで、学習環境が大
きく変わりました。タブレットの導入で、
授業の在り方を見直すことになり、行事
がガラッと変わることで、本質を見直せ
たようにも思います。行事の中には、今
の形の方が理想的なのではないかとさえ
感じるものもありました。

：行事と言えば、子供自身がその
価値を前よりも感じているなと強

く思いました。以前は、行事があること
が当たり前だったので、子供たちの感覚
からすれば「何となく参加している」とい
う子もいたと思います。コロナ禍におい
て、子供達からも「当たり前じゃない」「こ
ういう行事にしたい」という願いや意欲

が伝わってきます。子供たちの気持ちが、
一直線に向かっているなと感じています。

：タブレットの普及は、すごくあ
りがたいですね。ライティング活

動では「先生、これ何という単語ですか？」
と聞かれていたことがほとんどなくなり、
生徒たちは自分たちで調べるようになり
ました。そのおかげで、質問の質も上がっ
ています。例えば、家という単語を調べ
ると、houseと homeが出てくるため、
その違いを質問してくることなどがあり
ました。使い方を間違えると主体的に思
考する機会が減ってしまう場合もありま
すが、タブレットは使い方や指示の出し
方次第では、魅力的な存在になります。

：コロナ禍で大勢の食事会自体
がなくなったのですが、私はすご

く大事な時間だと思っています。先輩の
先生に相談したり、疑問が解消できたり
する場が持てない後輩たちに何かできな
いかとは思うものの、中々手を差し伸べ
るきっかけもなく悩んでいます。

：そういった相談の場に変わる場
を作りました。OJT 担当として、

任されたときから色々考えていて、普段
から若手の先生と話し、生の声を集める
ことを心がけています。若手の先生から
の要望を受け、１年目の先生には２～４
年目の先生が個別で相談役となり、月に
１～２回、勤務時間内に15分程度の会
話ができる場を作りました。疑問の解消
だけでなく、考えを整理したり悩みを吐
き出したりする場として好評です。
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若手教員座談会 前田 陵汰
[ 教諭 ]

墨田区立両国小学校
平成27年採用　

石川県出身

太田 和花奈
[ 教諭 ]

世田谷区立桜丘中学校
平成29年度採用

東京都出身東京都公立学校で
活躍している4人の先生方に、 
 ホンネで語っていただきました。



【東京】の先生の魅力

：進学先や就職先から、休日に何
をするかまで、東京都は本当に

選択肢が多い場所だなと感じます。その
ため、すごく楽しくて、すごく魅力的で、
どこにだって行けますし、何にだってな
れます。可能性に溢れています。その東
京都の子供たちと接することができるの
は、私自身も視野が広がって勉強になり
ますし、色々な可能性に向かっていく背
中を押してあげることもできます。私は
宮城県出身のため、東日本大震災につい
てなど地方出身者だからこそ伝えられる
話もあります。それを東京都の子供達に
伝えられることは、すごい意味があるこ
とだと思っています。

：東京自体が魅力ある街で、自然
や歴史、様々なものが交じり合

い、発展していった経緯があります。ま
た、東京都には実際に見に行ける場所が
たくさんあります。今はオンラインもあり
ますが、実際に感じることができる場が
多いことが、魅力のある街である証拠で
す。また、自己実現を叶えさせてくれる
街でもあります。

：身近に先生が沢山いることだと
思います。研修などで知り合った

先生とすぐに連絡を取り、会って相談に
のってもらうことができます。実際、海
外で知り合いになった先生と、英語の話
を定期的に話せたり、会って相談ができ
たりすることは、私自身の英語の授業の
向上にも繋がっています。東京都は知り
合いの先生に会いやすく、知り合いにな
れる先生がたくさんいる街です。学校数
も多いので、垣根を越えての学びも実現
できます。

：学びたいことが、学べます。何
事にもアクセスが良かったり、研

修制度が充実しています。教員になって
からも、学びやすい環境があります。自
分が英語教育を専門にしているため、英
語が学びやすい環境が整っていることが
東京都で教員を志望した理由の一つで
す。色々な先生の授業を見たり、話を聞
いたり、最先端の教材で英語教育をした
いと思ったら、東京都でした。５年間で
色々な研修に参加させていただき、自分
の力になっているなと感じます。

教員を志す人へのメッセージ
：自分の経験を100％子供達に
伝えて、子供達の可能性を伸ば

せることが東京都の教員の良さです。地
方の出身者からしますと「少しひねくれて
いるのではないか」「少し擦れているの
ではないか」という懸念があるかもしれ
ませんが、全然そんなことはありません。
みんな、素直でいい子達ばかりです。そ
ういう子供達を応援できる、すごく素敵
な仕事が教員です。色々なマイナスイメー
ジもありますが、それを上回る素敵な仕
事だと思っています。若手の先生を助け
てあげよう、伸ばしてあげようという方々
もたくさんいて、実際にそれがシステムや
制度になっています。安心して、飛び込
んできて欲しいです。

：経験から、可能であれば少しで
も現場を見ておくことは大事だと

思います。それと同時に、自分がやりた
いことや、なりたい先生のイメージをど
れだけ多く持っているかも重要です。今
のうちに、やりたいことのイメージをたく
さん膨らませておいてください。そして、

採用されたときには、これまで膨らま
せてきたものを思う存分ぶつけてくださ
い。徐々に色々な事を知りながら、柔軟
に対応していく術が身に付きます。是非、
楽しみながら今からでもできることを頑
張ってみてください。

：やはり、教員は楽しいです。私
自身、子供と接している時が一

番楽しいです。また、子供の成長を感
じるとともに、自分の成長も日々実感し
ます。1～2年目は、子供達のことです
ごく悩んでいたこともありました。中学�
1～3 年生をひと通り経験して、今は、
2周目になりました。あの時はこうだっ
たのかと気づき、それを教訓にしながら、
対応できています。また、夏休みが長く
取得できるので、自分のやりたいことに
も様々に挑戦できる良い職業だと私は思
います。

：�教育実習はしていても、学校現
場での経験が少なく、実際に子

供達を目の前にしてどうなんだろうとか、
1年間も一緒に過ごせるのかななど不安
をもつ人もいると思います。ですが、そ
ういった不安を感じてる人がいたら、感
じる必要はないと思います。分からない
状態から入っても、周りの先生や子供達
に支えられて、そこから成長していける
はずです。
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若手教員座談会 鈴木 琴美
[ 教諭 ]

杉並区立杉並第六小学校
平成28年度採用

宮城県出身 赤坂 凌
[ 教諭 ]

東村山市立回田小学校
平成29年度採用　

秋田県出身
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充実した研修制度・サポート体制

令和 3 年度　東京都教職員研修センターにおける教員研修体系図

職
層

各職に応じて求められる
能力や役割

Off-JT（通所研修） OJTの推進・
自己啓発支援

職層や経験に応じた研修 教員の専門性を高める研修
職層研修 年次研修 リーダー養成研修 教科等・教育課題研修

校
長・副
校
長
等

〔統括校長・校長〕
　教育者としての高い見識をもち、
広い視野で学校経営ができる力を
身に付けるとともに、副校長や管理
職候補者の人材育成についての責
任をもつ。
〔副校長〕
　学校経営の視点で、組織目標の達
成や人的管理ができる力を身に付け
るとともに、所属職員の人材育成に
ついての責任をもつ。校長になるた
めに必要な学校経営ができる力を
身に付ける。

◎
教
職
員
専
用
Ｗ
ｅ
ｂ
ペ
ー
ジ（
マ
イ・キ
ャ
リ
ア・ノ
ー
ト
）

◎
研
修
動
画
の
配
信

◎
都
教
委
訪
問
等・島
し
ょ
地
域
研
修
支
援
事
業

◎
教
員
研
修
の
た
め
の
講
師
認
定
事
業

◎
研
究
推
進
団
体
支
援
事
業

◎
教
育
課
題
研
究

◎
教
育
資
料
閲
覧
室・教
科
書
セ
ン
タ
ー・人
権
教
育
資
料
セ
ン
タ
ー

主
幹
教
諭・指
導
教
諭

〔主幹教諭（教育管理職候補者を含
む）〕
　管理職を補佐しながら、教員を指
導・育成するとともに、教務、生活指
導、進路指導等の長として学校運営
における中心的な役割を担う。 副校
長に向けて必要な学校運営ができ
る力を身に付ける。
〔指導教諭〕
　高い専門性と優れた指導力を身
に付け、都公立学校の教員全体の
「授業力」の向上を図る。将来的に
は経営参画意識も高める。

主
任
教
諭（
９
年
目
～
）

〔主任教諭〕（充実期）
　校務分掌などにおける学校運営
上の重要な役割を担当する。指導監
督層である主幹教諭を補佐する。
　教育指導の専門性を高め、同僚や
若手教員への助言・支援などの指導
的役割を担う。主幹教諭及び指導教
諭に向けて必要な力を身に付ける。

教
諭（
４
年
目
～
）

〔教諭（伸長期）〕
　知識や経験に基づく実践力を高
め、初任者等に先輩として助言する。
主任教諭の補佐を行い、分掌組織の
一員として、積極的に貢献できる力
を身に付ける。主任教諭になるため
に必要な力を身に付ける。

教
諭（
１
～
３
年
目
）

〔教諭（基礎形成期）〕
　学習指導、生活指導や学級経営に
おける教員としての基礎的な力を身
に付ける。また、教職への使命感、教
育公務員としての自覚を身に付ける。

採
用
前

東京都教職課程カリキュラム 東京教師養成塾

■教育管理職研修

■ 教育管 理職候補
者研修

■ 公立学 校 主幹教
諭スキルアップ研
修

■ 公立学 校 主幹教
諭任用時研修

■ 公立学 校指 導 教
諭任用時研修

● 東 京都公立学 校
中堅 教 諭等資 質
向上研修Ⅱ

● 東 京都公立学 校
中堅 教 諭等資 質
向上研修Ⅰ

東京都若手教員育成研修
●３年次研修
●２年次研修
●１年次（初任者）研修

新規採用者研修

◆派遣研修
　教職員支援機構・
特別支援教育総合
研究所等が主催す
る研修への推薦

◆ 教職大学院派遣
研修

◆大学院派遣研修

◆ 東 京都 教員研究
生

◆東京教師道場
　(リーダー)

◆東京教師道場
　(部員)

◆特別支援教育
　リーダー養成研修

専門性向上研修Ⅲ
　習得した知識・技
能、内容を発展させ、
実践的な指導力や
課題解決力を一層
高め、他の教員に普
及、還元する力を身
に付 ける。（模 範 授
業の実施、指導事例
集の作成　等）

専門性向上研修Ⅱ
　教科等や今日的
な教育課題につい
て専門的な知識・技
能、内 容 を習 得し、
実践的指導力や若
手 教員を育成する
力を高める。（指 導
計 画・評 価 計 画、授
業 改 善、教 材 開 発　
等）

専門性向上研修Ⅰ
　学習指導、生活指
導、学級経営等に関
する基礎的・基本的
な力を身に付ける。

（学 習 指 導 案 の 作
成、指導技術　等）

■ 教育管 理職候補
者Ｂ養成講座

■教育行政研修
■ 公立学校主任研修 
（教務・生活・進路）

■ 公立学 校 主任教
諭任用時研修

■ 公立学 校 主任教
諭任用前研修
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充実した研修制度・サポート体制

若手教員向け　　～自信をもって教員生活を送るために～

経験や職層に応じて　　～専門性を高めるために～

　　　　　　　東京都教職員研修センターでは、研修動画の活用を推進しています。
　自ら学び続ける教員を支援することを目的に、研修動画の充実を図っています。新学習指導要領の全面実施に伴
う各教科の見方・考え方を重視した授業づくりや現在の教育課題に即した動画を多数掲載しております。
　また、通所研修の事前課題を動画で提供したり、通所研修後に内容整理のため動画を配信したりするなど、動画
と通所研修を組み合わせることで、効率的・効果的な研修を構築しています。
　令和２・３年度においては、緊急事態宣言等の発令に伴い、一部の研修を動画配信やWeb会議システムを用い
たオンライン研修により実施しました。

・若手教員育成研修

・学級経営研修生（小学校）

　東京都教育委員会では、高い資質・能力をもっ
た若手教員を育成する「若手教員育成研修」を実施
しています。採用から３年間で系統的・段階的に
教員としての基礎的・基本的な知識・技能を身に
付けた教員を確実に育成していきます。

※�令和2年度から東京都教育委員会では、宿泊研修を実施していません（一部
の区市町村教育委員会では、引き続き宿泊研修を実施しています）。

　　（13ページを参照）

１年次
（初任者）
研修

校内における研修 180�時間以上
教育センター等における研修 半日を 10�回以上
宿泊研修 ２泊３日
課題別研修 半日を６回以上

２年次研修
校内における研修 30�時間以上
教育センター等における研修 半日を３回以上

３年次研修
校内における研修 30�時間以上
教育センター等における研修 半日を２回以上

TOPIC

・専門性向上研修
　自己の課題等に応じて選択する希望制の研修です。教員一人一人の能力やニーズに
応じて、「教員の専門性として求められる力」を確実に身に付けることができるよう、研
修を設置しています。

開設講座数

106
（令和3年度）

日本語教育に関する研修　   ニーズに応じた日本語指導の工夫

特別支援教育に関する研修　障害理解に基づく支援や指導の工夫

理科教育に関する研修　科学の面白さや有用性を伝える授業づくり

情報・ＩＣＴに関する研修　協働的、探究的な学習のためのICT活用
このほかにも

様々なニーズに応えられるよう多くの講座を開設しています！研修の例

自分の英語力を高めたい！

コオーディネーショントレーニングを学びたい！

社会的な見方や考え方を培う指導の充実を図りたい！

楽器の実技指導を学びたい！

ONE　DAY　はじめての小学校英語講座【Basic】 
―英会話にチャレンジ― 

社会・地歴・公民Ⅲ　専門家や関係諸機関と連携した社会科
授業―公共施設を生かした教材開発 ― 

音楽Ⅱ　児童・生徒に多様な音楽体験を
―我が国の音楽についての指導の充実― 

研修名

研修名

研修名

研修名

体育・保健体育Ⅱ　「コオーディネーショントレーニングの 
基礎と実践―脳と体幹を刺激する指導法を学ぶ―」 

充
実
し
た
研
修
制
度
・
サ
ポ
ー
ト
体
制

　自身の興味のある分野や、新しい知見を得たい講座を選んで受講していました。中には、講
師陣が豪華で、一般の研修会や学会等で有料の基調講演をされるような方の研修があり、と
ても有意義な時間を過ごすことができました。夏休み中に開講されることも多く、これまでと
は異なる視点で授業を改善したり、校内の指導・支援体制を見直したり、新たな刺激を得るこ
とができました。

峯岸 久枝
[主幹教諭]
都立武蔵高等学校
平成21年度採用　
群馬県出身



36

部員の授業力向上に向けた助言を
行うとともに、自らの資質・能力の
向上を図る。

　専門性の向上や新学習指導要領へ対応した教材づくりを目的として参加させていただきまし
た。同じ目的をもった同じ教科の先輩方と課題や目的を共有して教材づくりや授業を作ること
は「とても楽しい」経験となりました。また、この時に作成したワークシートや学んだ内容をも
とに、コンテンツベースではなく、コンピテンシーベースでの単元開発ができるようになり、現
在の単元・教材開発に役立っています。

【部員経験】

　コロナ禍での研修となりましたが、同じ班の部員たちと話し合って研究テーマを定め、動画
やメールを使って指導力の向上に努めています。私と同じように理科についての専門性を高め
たい部員の実践や授業を見て、刺激をもらえる貴重な機会となりました。

【リーダー経験】

　部員として修了した直後に４年間に渡り、リーダーを務めました。２期ともとても意欲的な先
生方に指導・助言をすることができ、私自身が部員の時に経験したことを伝える以上に自分が
勉強になったことをよく覚えています。

　現地で行われている指導法を学びながら、ホームステイや現地の小学校の見学などを通して
外国の暮らしや文化について理解を深めることができました。外国語教育について経験や意欲
がある先生方との出会いも貴重で、多くの学びと刺激を与えられたともに、若手の自分にとっ
てはコミュニティが広がるきっかけにもなりました。帰国後もその先生方と集まり、勉強会な
どを行い、英語力はもちろん、研修で学んだ指導法や実践など、今の自身の指導に生きてい
ることはとても大きな経験となっています。

中村 里津也
[教諭]

都立工芸高等学校 
平成29年度採用 
東京都出身

千葉 日織 
[教諭]

中央区立久松小学校 
平成27年度採用 
神奈川県出身

三田　祐太 
[主幹教諭]

青梅市立第五小学校 
平成18年度採用 
東京都出身

赤坂 凌　
[教諭]

東村山市回田小学校 
平成29年度採用 
秋田県出身

・東京教師道場

・教育研究員

・海外派遣研修

　２年間にわたる授業研究等を通して、教員の授業力を
一層高めるとともに、他の教員を指導する資質・能力を
育成します。
※対象…�教職経験年数が4年目から10年目程度の教員

　教育研究員は、東京都の教育の質を向上させるために、都内各地区の教育研究活動の中核となる教員を育
成することを目的としています。月例会、宿泊研究会、部会別発表を通して、１年間の実践的な教育研究に取
り組みます。
　なお、育児中の教員への支援として、夏季休業中に行う御岳山における宿泊研究会（２泊３日）では、託児所
を開設し、研究時間中の保育を実施しています。

　外国語（英語）科教員（中・高）及び小学校教員を、約１か月、海外の大学等に派遣し、最新の英語教授法に
ついて、講義や実習などを通じて、集中的に研修する制度を設けています。帰国後は、東京都における英語教
育の推進役を担います。

授業力の向上に向け、リーダー等か
ら継続的に指導・助言を受ける。

充実した研修制度・サポート体制

部　員

リーダー
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更なる高みを目指して

　学校リーダー育成特別講座では、学校におけるマネジメントや企業におけるマネジメント、
人材育成や危機管理意識、働き方改革など幅広い内容について学ぶことができました。この
研修を通して特に感じたことは、課題を解決していくために周りの教員の強みや弱みを生かし
て、コミュニケーションを豊かにすることで課題解決の糸口をみつけることができることです。
現在は学年運営をする学年主任として意識していることの一つにもなりました。多くの講義、
グループ協議を通して、自らのこれまでを振り返る機会や、現在を見つめる機会にもなり、今
後のキャリアを考える機会として役立つものとなりました。

　「互いの考えや気持ちを伝え合うことのできる生徒の
育成～目的や場面、状況等を重視した言語活動を通し
て～」をテーマに研究を進めました。「外国語を使って何
ができるようになるか」を明確にする新しい学習指導要
領の理念を授業の中にどのように落とし込んでいくか、
委員会のメンバーと協議し教材を開発しました。この
経験は、今の授業づくりにも大いに生かされています。

　１年間職場を離れて研修に参加したことはとても貴
重な経験でした。学校を客観的に捉えることができ、
それまでは気づかなかった学校の課題についての解決
策を具体的に提案できるようになり、また、学校の良
さをアピールする力がつきました。

櫻田 健児
[主任教諭]

都立城東特別支援学校
平成18年度採用
東京都出身

加藤 真由子　[指導教諭]
調布市立第五中学校　平成13年度採用　東京都出身

中澤 絵麻　[主幹教諭]
都立城南特別支援学校　平成12年度採用　沖縄県出身

・学校リーダー育成特別講座

・東京都教員研究生

・研究開発委員会

　各区市町村立学校や都立学校から選抜さ
れた教員が、宿泊研修、企業視察、講義等
により、実践的な学校マネジメント能力を
身に付けるとともに、教育管理職を目指す
意欲を高めます。

　東京都教職員研修センターにおける１年
間の派遣研修を通して、学校経営や学習指
導等についての高い専門性を身に付け、指
導的役割を担う学校教育のリーダーにふさ
わしい教員を育成します。

　研究開発委員会では、総会、定例会、指
導資料説明会を通して、教育課題に係る教
育内容や方法の研究開発を行います。研究
開発の結果を普及・啓発することにより、
学校教育の改善・充実を図ります。

［令和３年度第４回講座の例］　
※Zoomを活用したリモートによる研修
■午前　�民間企業の取組を題材に、「SDGsを導入した企業実践」を学ぶ。
■午後　�様々な問題を抱えた「仮想学校」の課題解決について、個人演

習やグループ協議・発表を通して取り組み、具体的な学校マネ
ジメント能力を学ぶ。

～各学校のリーダー的役割を担う先生方が意欲的に学び合います～

充実した研修制度・サポート体制

自己啓発　　～自ら学び、自己を高めるために～

・教育資料閲覧

・授業研究オンデマンド

・マイ・キャリア・ノート　　（26ページを参照）

　水道橋にある東京都教職員研修センターの「教育資料閲覧室」では、教育に関する
研究紀要・報告書、教科用図書、人権教育関係資料、教育に関する図書、雑誌など
の資料を利用することができます。

　授業力の向上を目指す学校や教員等を対象に、校内研修の充実や授業改善、授業づくりの
支援を目的として、学校等の研究報告書などの教育情報を提供するものです。東京都教職員
研修センターのデータベースから利用者自身が資料を検索し、提供を依頼することができます。
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※令和元年度実績
このほかに夏季休暇（５日）あり、

取得平均は4.9日

年次有給休暇の一人あたりの平均取得日数

民間東京都公立学校教員
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※令和２年３月の状況
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女性の育児休業の取得状況

東京都公立学校教員 民間企業

取得期間

　東京都教育委員会は、働きやすい職場環境づくりに取り組んで
います。東京都の教員と民間企業の働きやすさを比べてみました。

　初任給は、給料月額、教職調整額、地域手当、義務教育等教員特別手
当及び給料の調整額（該当者のみ）を合わせた金額です。

　各種手当：扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等が、条例
に基づき別途支給されます。
　特別支援学級、へき地（島しょ等）の学校に勤務する者等には、条例
に基づき別途手当等が支給されます。

数字で見る働きやすさ

給与・勤務条件等

福利厚生
いつまでも健康的な生活を送るため、様々な支援制度を用意しています。

東京都教育委員会は仕事と子育ての両立を応援しています。

充実したプライベートを過ごせるよう、様々な支援体制が整っています。

　私は、子供が１歳4か月になるま
で育児休業を取得しました。職場復
帰後は、久しぶりの仕事と育児・家
事の両立は、想像以上に大変なも
のでした。子供の体調不良等で、急
にお休みをもらうこともありました。
どうしても仕事に割ける時間が短く
なるので、学年・校務分掌の仕事を
一人で抱え込まず、管理職や先生
方とのコミュニケーションをとるこ
とを常に心掛けてきました。そのお
かげで、チームとして他の先生方と
連携しながら仕事を進めることが
できています。

岡田 英里香
主任教諭

昭島市立拝島
第一小学校
平成21年度採用
愛知県出身

　長男を出産した当時は、育
児休業が１年間しか取得でき
ませんでした。そのため、子供
が発熱や病気を繰り返す時
期でもあり、予防接種のスケ
ジュールなど忙しい子育ての
中での職場復帰となりました。
夫も東京都の教職員で、休暇
を交互に取りながら仕事を続
けていました。その後、次男
の出産の時には育児休業が３
年間取れるようになり、仕事
のことは気にせずに安心して
子育てができる環境が整って
いました。

川上 奈穂子
主任養護教諭

都立東高等学校
平成7年度採用
東京都出身

　

1

2
3

新卒者が都内（島しょ地域を除く。）の学校に採用された場合の例
（令和３年４月１日現在）

※高等学校卒業以降に有用な経験がある場合の初任給は、一定の基準により加算されます。
　  なお、前歴加算には限度があります。加算限度号給は2級77号給となり、その場合の
　  小・中・高等学校の初任給は、約425,500円です。
※採用前に給与改定があった場合は、その定めるところによります。

区　分
小・中・高等学校
特 別 支 援 学 校

大学卒(2級9号給)
約 248,700円
約 261,700円

短大卒(2級1号給)
約 227,400円
約 239,300円

● 勤務時間　　
1週間について、38時間45分

● 休日等　
土曜日、日曜日、祝日、
年末年始（12月29日～1月3日）

● 年次有給休暇　　
１年間に20日付与（最大20日繰越し可能）　
時間単位で取得可能

● 夏季休暇　
５日

※東京都公立学校に勤務している教諭又は養護教諭が妊娠出産休暇
及び育児休業を取得する際には、その期間中、代わりとなる臨時的任用
教員を配置しています。

原則１歳に達する
まで

最長２歳に達する
まで

３歳に達する
まで

育児休業の制度
令和３年４月現在

● 病気・負傷・出産等の際に高額な医療費を負担することなく受診できる給付制度（家族を含む）
● 定期健康診断のほかに、人間ドック等受診時の補助制度
● 公務や通勤の途中等での事故やけがに伴う補償制度

● 施設の割引制度（スポーツクラブ、ホテル・旅館、レジャー施設、日帰り温浴施設など）
● 結婚祝金などの各種祝金・見舞金等の給付制度

育
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立

妊 娠 中 0 歳 ～ 1 歳 ～ 3 歳 ～ 中学校就学前

出
産

妊娠症状対応休暇

母子保健健診休暇

妊婦通勤時間

妊娠出産休暇

育児時間

育児休業

育児短時間勤務

部分休業

子どもの看護休暇

時差勤務

出産支援休暇

育児参加休暇

※育児休業（通称：産後パパ育休）
配偶者の出産後8週間以内に初めての育児休業を取得した場合、
特別の事情がなくても再度の育児休業が可能です。

育児休業は、
最大３年
取得可能です。

女
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性
職
員

女
性
職
員
・
男
性
職
員

と
も
に
取
得
可

育児休業が
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家賃
1

家賃
2

小学校勤務
Oさん
採用１年目

（当時）

地域別応募状況【令和3年度選考（4年度採用）状況】

台東区　
8万円

● 東京の家賃は高いの？

手取り月収 ２6万

手取り月収 ２4万

居住地
手取り 約5０万円

２３区西部

期末・勤勉手当
（12月）

　家賃は、部屋の広さや駅からの距離、地域などによって
様々です。東京で暮らす先生の家賃を例として紹介します。

　毎年６月と12月の計２回、期末・勤勉手当が支給されます。
　東京都の採用２年目の先生に、採用初年度の冬のボーナ
スについて聞きました。

　初めてこんなにまとまった金額をもらい、
給与明細を見て驚いたことを覚えています。
　職場の懇親会や親へのプレゼントのほ
か、長めの冬休みを取得して出掛けた国内
旅行の費用に充て、残りは貯金できました。

・部屋は広くありませんが、交通の便が良い場所なので、家賃は高めです。
・食費の節約を心掛けていますが、趣味の美術館巡りを楽しんでいます。

● 年に2回、ボーナスが支給されます。

・オンラインでの買い物は意外と3日ほどで着きます。（天候次第）
・職員住宅は周りに先生がたくさん住んでいて、なにかと助け合えて安心です。

全国各地から数多くの方が
東京都公立学校の教員を
目指しています。

北海道

69人

採用５年目、
小学校勤務（女性）

八丈島　
8千円

採用5年目
特別支援学校勤務（女性）

採用から間もない
６月にもボーナスが
支給されました。ち
なみに、採用初年度
の年収は約３８０万
円でした。

TOKYO STAGE　東京で暮らす

　私の住んでいる地域は、まわりに保育所や学校が多く、
自然豊かで治安もよいためファミリー層の住民も多く暮
らしやすい場所です。新宿や池袋などの都心へも気軽に
アクセスできるため、気分転換の買い物や、趣味の映画鑑
賞などに気軽に行くことができます。駅前には商店街があ
り、スーパーや薬局なども入っているため生活に必要な
買い物に困ったことはありません。都心にすぐ行け、家に
帰ると駅前の商店街のあたたかい雰囲気に癒されます。
オンとオフの切り替えができ、自分らしい生活ができるこ
の街での暮らしがとても気に入っています。

貯蓄等
85,000円

食費
35,000円

交際費
25,000円

通信費
8,000円趣味

6,000円

光水熱費
6,000円
日用品
5,５00円

住居費
55,000円

医療費
4,500円

手取り収入
23万円

東京都

6,617人

東北地方

238人

関東地方
（東京都を除く。）

2,067人

近畿地方

568人

甲信越
中部地方
384人

九州・
沖縄地方
115人

四国地方

42人

中国地方

100人

東京での生活
高校勤務

Sさん
採用3年目 居　住　地　

手取り月収 23万円
中野区

生活費内訳

●築年数が経っているため家賃は安めですが、リフォーム済みなので綺麗です。
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　東京都の採用２年目の先生に、採用初年度の冬のボーナ
スについて聞きました。

　初めてこんなにまとまった金額をもらい、
給与明細を見て驚いたことを覚えています。
　職場の懇親会や親へのプレゼントのほ
か、長めの冬休みを取得して出掛けた国内
旅行の費用に充て、残りは貯金できました。

・部屋は広くありませんが、交通の便が良い場所なので、家賃は高めです。
・食費の節約を心掛けていますが、趣味の美術館巡りを楽しんでいます。

● 年に2回、ボーナスが支給されます。

・オンラインでの買い物は意外と3日ほどで着きます。（天候次第）
・職員住宅は周りに先生がたくさん住んでいて、なにかと助け合えて安心です。

全国各地から数多くの方が
東京都公立学校の教員を
目指しています。

北海道

69人

採用５年目、
小学校勤務（女性）

八丈島　
8千円

採用5年目
特別支援学校勤務（女性）

採用から間もない
６月にもボーナスが
支給されました。ち
なみに、採用初年度
の年収は約３８０万
円でした。

TOKYO STAGE　東京で暮らす

　私の住んでいる地域は、まわりに保育所や学校が多く、
自然豊かで治安もよいためファミリー層の住民も多く暮
らしやすい場所です。新宿や池袋などの都心へも気軽に
アクセスできるため、気分転換の買い物や、趣味の映画鑑
賞などに気軽に行くことができます。駅前には商店街があ
り、スーパーや薬局なども入っているため生活に必要な
買い物に困ったことはありません。都心にすぐ行け、家に
帰ると駅前の商店街のあたたかい雰囲気に癒されます。
オンとオフの切り替えができ、自分らしい生活ができるこ
の街での暮らしがとても気に入っています。

貯蓄等
85,000円

食費
35,000円

交際費
25,000円

通信費
8,000円趣味

6,000円

光水熱費
6,000円
日用品
5,５00円

住居費
55,000円

医療費
4,500円

手取り収入
23万円

東京都

6,617人

東北地方
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2,067人

近畿地方

568人

甲信越
中部地方
384人

九州・
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生活費内訳

●築年数が経っているため家賃は安めですが、リフォーム済みなので綺麗です。
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　東京都の教員を目指す理由に、東京都の教員の採用枠に「英語コース」
ができたことがあります。出身県では、専科の専門枠がなく、以前より、
外国語や外国語活動に興味があった私にとって、英語コースの採用枠は
とても魅力的でした。
　また、アメリカの大学で外国語活動や外国語の教授法に関して学ぶこ
とができる「海外派遣研修」をはじめ、自分のスキルを高めるための充実
したプログラムや研修があることも東京都の魅力です。教員は、採用試
験に合格することがゴールではありません。その後、自分の専門性や教
育の質を高めて行くことが大切だと考えています。それを様々な場面で
助けてくれるのが、東京都で教員になる良さだと思います。
　また、東京都の学校で働く魅力として、東京都の小学校の周りにはた
くさんの学びの場があることが挙げられます。私は葛飾区の学校に勤め
ています。近くに「柴又帝釈天」があり、生活科見学として歩いていくこと
ができます。また、社会科見学等で国会議事堂や上野動物園に行くこと
もできます。東京には、日本を代表する有名な場所や建造物が多くあり
ます。この環境は東京都で働くメリットであると思います。

　生まれも育ちも大阪なので東京都の小学校を実際に見ることができな
いことに不安でした。しかし、東京都の小学校に勤めている先輩がいた
ので、見学に行かせていただくことができました。小学校の様子は大阪
府と大きく変わりはありませんが、実際に東京に行き、働いている先輩
の話を聞くことでとてもモチベーションが上がったことを覚えています。
東京都の小学校で働けることになり、そこから感じた東京都の魅力は２
点あります。
　１点目は、研修が充実していることです。興味がある教科について学
びたいとき、多くの知識や経験談をもった先生に教わることができるの
は自分のスキルアップにとてもつながりました。また、志が高い先生たち
が周りにいるので感化されることもありました。研修が充実しているおか
げで、もっと学びたい、もっと子どもたちのためになりたいなど、前向き
な気持ちになれることが多くなったと思います。
　２点目は、有名な観光地、博物館などが近くにあることです。テレビ
でよく見る場所を自分の目で実際に見ることができ、触れることができ
ます。国会議事堂や国立博物館、電車に乗れば鎌倉など、魅力的な場所
がたくさんあるので、それらに小さいころから触れることができるのは東
京都の大きな魅力だと思います。

因幡 優希 
[教諭]
葛飾区立柴原小学校
平成30年度採用
福岡県出身

諸星 由貴子 
[教諭]
大田区立徳持小学校
平成26年度採用
大阪府出身



東京都教員採用関係のイベント案内

　東京都教育委員会では、東京都の教員の魅力を知ってもらうため、様々なイベントを開催しています。教
職を考えている方、受験する自治体を迷われている方など、是非御参加ください！（日程等の詳細は東京
都公立学校教員採用ポータルサイト「Tokyo Stage」をご覧ください。）

　各大学別や、選考校種等テーマ別に、職員がオンラインにて教員採
用選考や東京都教育委員会の取組についてお話しします。採用選考
の仕組み、東京都の先生に求められていることのみならず、東京都で
先生をすることの魅力をたくさん知ることができるはずです。

参加者の声 ・学期中に自分の大学で開催されたので、気軽に参加でき、モチベーションの
向上につながった。
・東京都の教員にどのような資質が求められているのかを知ることができた。

参加者の声 ・育児と仕事を両立する工夫や制度について、実際に経験されている先生方
から直接聞くことができて良かった。
・個別相談で現職の先生がじっくり話を聞いてくれたので、教職への不安が払
拭できた。

　現職教員から選ばれた相談員が、個別又はグループで、学校現場等
に関する質問に直接答えます。学校現場の最前線で活躍されている先
生と直接話すことで、教員の世界をさらに身近に感じられるはずです。

【教員採用選考オンライン説明会】 11月～２月実施
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【教員採用選考オンライン個別相談会】

　TokyoStage とは、東京都の教員を
目指す方の新たなポータルサイトです。
　マイページに登録することで、以下
の機能を利用することができます。
〇東京都の教育施策や教員採用に関する情報を

登録者の興味関心に応じて紹介
〇東京都内の学校の様子など、動画や漫画等で

分かりやすく作成したコンテンツを発信
〇サイト内で告知する各種イベントにワンストップ

で申込み可能

【Tokyo Stage（東京都教員採用ポータルサイト）】

もっと東京都の教育について知りたい方へ…もっと東京都の教育について知りたい方へ…

民間企業を経て東京の先生へ

東京都の教員に転職した理由
�民間で働いているときの新入社員の中学校・高

等学校における思い出の少なさと自己肯定感の低さに
驚きました。「普通に生きてきました」と話す新入社員
が多く、現代の学校教育に疑問を持ちました。そのた
め、教員となって現場を知り、生徒に直接関わる立場
になりたいと思いました。また、これまでの物や技術
で未来を創る仕事から、その担い手である“人”を育て
たいと思うようになりました。中学生や高校生を将来
的に活躍できる人材にすることで、社会に貢献したい
と考えました。

東京都の教員の魅力
�東京都の教員には異動があるので、様々な学校

の生徒に出会えます。この出会いは生徒だけでなく、
教員にもいえることです。民間企業の場合は、事業部
のメンバーがほぼ固定です。しかし、教員の場合は異
動があるため、毎年のように組織の変更がありえます。
そのような変化の多い中で、柔軟に対応することが求
められることは自身を成長させる魅力です。

民間企業の経験が教員生活にプラスになったこと
�仕事の進め方について、企業での経験をもと

に、「納期」から逆算して進めています。例えば、文
化祭において、どのタイミングでどの準備が必要か、
生徒への声かけや進捗状況の把握など、ゴールから
逆算して行動することが大切であることを伝えるこ
ともできます。

社会人で教職を考えている方へのメッセージ
�これまでの経験のすべてを活かせるのが教

員という仕事だと思います。自身が経験した嬉しかっ
たことや辛かったことを、生徒に関わるときに伝え
たり、指導したり支援したりすることによって、ま
た未来を創ることができます。この機会に、様々な
選択肢を吟味し、自分が何をしたいのかを考えた上
で、教職という仕事についても考えてみてはいかが
でしょうか。

東京都の教員に転職した理由
�前職は、日本語教師（外国人に日本語を教える

仕事、国内でも、国外の中国からミャンマーまでアジ
アを中心に教育活動をしていました。）その授業の一環
として、外国人生徒と日本人大学生のディベートを大
学で実施しました。その際、日本語力が勝る日本人大
学生が討論の場で劣勢になっているのを目の当たりに
しました。日本人の、相手の発言から意図を聞き取る
力、テーマにそって考えを深め広げる力、そして分かり
やすく効果的に伝える力を育てたいと考え、転職しま
した。

東 京都の教員の魅力
�まず、多くの研修の場があり自己啓発をする機

会に恵まれていること、研修を通じて多くの人との素
晴らしい出会いがあることが魅力です。また、区部、
市部など地域によって教育現場も生徒も多様であり、
教員としての幅を広げられることも大きな魅力の一つ
となっております。

民間企業の経験が教員生活にプラスになったこと
�接遇、社会人としてのマナーなどをはじめ、教

員同士の連携や、保護者・地域対応などにも非常に役
立ちました。また、民間の経験で養われた自分の意見
を積極的に発言する姿勢が、学校現場でも生かされて
おり、おかしいと思うものに対して見て見ぬ振りをせ
ず、自分の意見を発言することができている。

社会人で教職を考えている方へのメッセージ
�教員という仕事の大きな魅力の一つは「出会い」

だと考えます。毎年児童・生徒が入学してきます。フレッ
シュな新任教員や知識・経験をもった教員が仲間とし
て赴任してきて、さらに多くの保護者や地域の方、他
校の教員、進学先の教員、行事などで関わる業者など、
挙げればきりがないほどの人と出会います。その中で
新たな発見、驚き、感動、成長と常に心が動かされ飽
きる暇がない仕事です。社会人としての経験を存分に
生かしてくださる仲間を歓迎します。

主幹教諭

峯岸 久枝
都立武蔵高等学校

平成21年度採用
群馬県出身

主任教諭

佐藤 聖子
中野区立緑野中学校

平成24年度採用
東京都出身
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東京都教員採用関係のイベント案内

　東京都教育委員会では、東京都の教員の魅力を知ってもらうため、様々なイベントを開催しています。教
職を考えている方、受験する自治体を迷われている方など、是非御参加ください！（日程等の詳細は東京
都公立学校教員採用ポータルサイト「Tokyo Stage」をご覧ください。）

　各大学別や、選考校種等テーマ別に、職員がオンラインにて教員採
用選考や東京都教育委員会の取組についてお話しします。採用選考
の仕組み、東京都の先生に求められていることのみならず、東京都で
先生をすることの魅力をたくさん知ることができるはずです。

参加者の声 ・学期中に自分の大学で開催されたので、気軽に参加でき、モチベーションの
向上につながった。
・東京都の教員にどのような資質が求められているのかを知ることができた。

参加者の声 ・育児と仕事を両立する工夫や制度について、実際に経験されている先生方
から直接聞くことができて良かった。
・個別相談で現職の先生がじっくり話を聞いてくれたので、教職への不安が払
拭できた。

　現職教員から選ばれた相談員が、個別又はグループで、学校現場等
に関する質問に直接答えます。学校現場の最前線で活躍されている先
生と直接話すことで、教員の世界をさらに身近に感じられるはずです。

【教員採用選考オンライン説明会】 11月～２月実施
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【教員採用選考オンライン個別相談会】

　TokyoStage とは、東京都の教員を
目指す方の新たなポータルサイトです。
　マイページに登録することで、以下
の機能を利用することができます。
〇東京都の教育施策や教員採用に関する情報を

登録者の興味関心に応じて紹介
〇東京都内の学校の様子など、動画や漫画等で

分かりやすく作成したコンテンツを発信
〇サイト内で告知する各種イベントにワンストップ

で申込み可能

【Tokyo Stage（東京都教員採用ポータルサイト）】

もっと東京都の教育について知りたい方へ…もっと東京都の教育について知りたい方へ…
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東京都教育庁人事部選考課選考担当

都庁前駅都庁前駅都庁前駅都庁前駅都庁前駅都庁前駅
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採用選考についての問合せ

〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

東京都庁第二本庁舎14階
電話 03-5320 -6787（ダイヤルイン）

東京都の教員採用選考に
関する情報を発信！

＠tocho_senko
東京都教育庁人事部選考課 Twitter

＠tocho_senko
東京都教育庁人事部選考課 Instagram

東京都公立学校教員採用案内

東京都公立学校教員
採用案内ホームページ
東京の教員を目指す方の
ポータルサイト

「Tokyo Stage」もこちらから
検 索

メールマガジン
登録者募集中！

メールマガジン　東京の先生になろう 検 索

東京都教育委員会印刷物登録　令和3年度　第116号

3月下旬

4月上旬～5月上旬

7月上旬

10月

8月上旬

6月中旬

インターネット又は郵送により申込み

合否発表（一次選考）
郵送、ホームページにて発表

第二次選考
【面接】【実技】

合否発表（最終）

※期限付任用教員とは、不合格となった方のうち、成績上位で期限付任用教員を希望する方

受験票交付
インターネットによる申込者にはメールで、
郵送による申込者には郵送で受験票を交付

第一次選考
【教職教養】【専門教養】【論文】（一般選考の場合）

選考日程等の詳しい内容は、３月下旬に発表する「東京都公
立学校教員採用候補者選考実施要綱」で御確認ください。

実施要綱発表

受験申込

3月以降順次 2月以降順次

応募から採用までのプロセス

8月上旬～9月上旬

4月 4月以降

採　　用  期限付任用※

各区市町村教育委
員会・都立学校等
への紹介・面談

各区市町村教育委
員会・都立学校等
への紹介・面談

郵送、ホームページにて発表
名簿登載手続書類を送付


