分掌﹂という言葉ですが︑学校

学生には馴染みの薄い﹁校務

の 校 務 を﹁分 掌﹂
︑つ ま り︑各

けられます︒これら一つひとつ

を占め︑それぞれに部や係が設

理・運営﹂
︑
﹁渉外﹂などが中核

す︒
﹁教 務﹂
︑
﹁生 徒 指 導﹂
︑
﹁管

学校がある一方で︑細分化して

容を大きな括りで運営している

は少ないです︒また︑校務の内

﹁生徒指導﹂の担当をおく学校

っても異なり︑小学校の場合︑

です︒小中高といった校種によ

校務分掌は︑学校ごとに様々

の組織運営を考える上ではとて
教職員が手分けして受け持つと
運営する学校も増えています︒

係る一切の業務のことを指しま

も重要なものです︒
いうわけです︒

教職員が受け持つ
﹁校務分掌﹂とは?

﹁校務﹂とは︑学校の運営に
これは︑近年におけるいじめの
問題や地域との連携の必要性と
いった︑学校に課せられた複雑
化・多様化する教育課題に対応
するためだと考えられます︒

﹁校務分掌﹂は
誰が決めるの

学 校 の 組 織 編 制 の 権 限 は︑
﹁地方教育行政の組織及び運営
に関する法律﹂によって教育委
員会にあるとされています︒
さらに︑
﹁学校管理規則﹂と
呼ばれる教育委員会規則では︑
効果的で効率的な組織編制のた
め︑
﹁校長は︑校務を分掌する
組織を定めるものとする﹂とし
ています︒
わかりやすい例を挙げれば︑
毎年︑校長が学級担任を命ずる
ことも校務分掌です︒その際︑
校長の独断によって決定される
こ と は 少 な く︑多 く の 場 合︑
個々の教職員の希望調査を行っ

定められており︑毎年行われる

ません︒教員の給与は︑条例で

が増える︑といったことはあり

す︒校務分掌は︑非常勤講師に

ってしまう可能性があることで

一点目は校務の肥大化に繋が

大きくは二点考えられます︒

織の整理や見直しを行い︑会議

りくみがなされていますが︑組

います︒民間企業でも同様のと

といった状態が恒常化してしま

﹁会議は踊る︑されど進まず﹂

ための会議数は増し︑まさしく

細分化されるほど︑各種運営の

なくなってしまいます︒組織が

とれず円滑な校務遂行が果たせ

には︑外部スタッフをうまく采

す︒ただし︑こうしたとりくみ

現を図っていこうというもので

を活用して︑学校教育の目的実

学習支援員などの外部スタッフ

スクールソーシャルワーカー︑

れは︑スクールカウンセラーや

営を中教審が提言しました︒こ

外部スタッフを活用した学校運

近 年︑
﹁チーム 学 校﹂と い う

た上で︑最終決定しています︒

人事評価に基づいて決定されて
は割り当てられません︒そのた

時間の短縮︑議題の明確化が求

﹁校務分掌﹂の
課題点とは?

います︒学年主任や教務主任な
め︑非常勤講師が増えると︑校

校務分掌を多くこなせば給与

どの教員には︑
﹁主任手当﹂と

岐にわたるため︑一人が つ︑

ため︑その意思疎通を図るため

部スタッフの連携が求められる

学校に必要です︒学級担任と外

配できる︑コーディネーターが

められています︒

主任は中間管理職ではありませ
つと校務を分担することが日

に一層会議が増えてしまっては

んが︑それぞれ任された校務組

Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ︵経 済 協 力 開 発 機

本末転倒です︒
﹁外部スタッフ

常的な光景となる恐れがあるの

構︶は︑2013年に行った国

の導入＝教員の負担軽減﹂との

織において︑連絡・調整や︑教

際教員指導環境調査︵ＴＡＬＩ

短絡的な考えでは問題は解決で

です︒
二点目は︑校務分掌が細分化

Ｓ2013︶において︑各国の

きません︒外部スタッフを真に

広まってきています︒

日本にもこの考え方が少しずつ

図るべきとの考え方です︒実は︑

を活用して︑教員の負担軽減を

業務については︑補助職員など

浸透しています︒つまり︑他の

来業務ではないという考え方が

教科指導以外の業務は教員の本

ヨーロッパの多くの国では︑

均並みでした︵グラフ︶
︒

対し︑授業に費やした時間は平

間と参加国中最も長かったのに

9

員への指導助言などを行い︑校

され過ぎている傾向にあること

教員の現状と課題を報告しまし

4.9時間

53

務を遂行する際の中心的存在で
す︒学校組織は上意下達だけで

です︒校務分掌の組織を整理︑

授業計画・準備

今回は、
「校務分掌」
を取り上げます。

明星大学教育学部教授︒1976年に文
部省︵現文部科学省︶入省︑大臣官房審
議官︑スポーツ・青少年局長などを歴任︒
2011年から東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック招致委員会事務局長
を務めた︒

樋口修 資︵ ひぐ ち・のぶも と ︶

はうまく回りません︒専門職で

今後どのような
とりくみが必要?

務が専任教員に重くのしかかっ

そんな教育問題をわかりやすく解説。

呼ばれる手当が支給されますが︑

「頻繁に耳にするけど実はよくわからない」

てしまいます︒学校の業務は多

姿勢が重要です︒

「校務分掌」
とは ?

日200円程度です︒これら

貢献度に応じて
評価は変わるの?

?
有効活用できる環境を整えるこ

Q

た︒その中で︑日本の教員の勤

校長、
教員
（非正規含む）
が対象
（国公立90％、
私立10％）

統合しなければ︑校務間の連携

※34カ国・地域が参加するOECD調査 ※日本は中学校約200校の

ある教員が協働性を活かし︑組

出典：国際教員指導環境調査
（TALIS2013）

とが必要です︒

3.9時間

務時間は一週間当たり ・ 時

3.0時間
1.6時間

学校運営業務

2.9時間

同僚との
共同作業／
話し合い

2.9時間

は薄くなり︑情報交換や連携が

7.7時間
課外活動
（スポーツ／文化） 2.1時間

織として課題にとりくんでいく

3

2

Q
5.5時間

事務業務

2.7時間
2.2時間

生徒に対する
教育相談

8.7時間
7.1時間

参加34カ国・
地域中で
最長の勤務時間 !
4.6時間

生徒の課題の
採点や添削に
使った時間

17.7時間
19.3時間

授業

時間

38.3時間

勤務時間
の合計

15/10/29 14:58
1029edupont_vol4_nOL2.indd 12-13

Q

4

今さらきけない ! 教育問題

Q
Q
1

53.9
参加国平均
日本

校務分掌組織図の例（中学校）
1週間あたりの勤務時間
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イラスト：ワタナベケンイチ

T OPIC

言葉は通じなくとも
心は通じ合えるもの

小澤利野
（こざわ・としの）
1982年より茨城県の小中学校の
教員として勤務。2009年茨城県
教職員組合書記次長、12年日本
教職員組合女性部副部長を経て、
14年より同女性部長。

日本教職員組合

『E.T.』というタイトルは、公開から33年が
経った今でも誰もが耳にしたことがあるので
はないでしょうか。当時、アカデミー賞4部

「心に一番残っている映画は ? 」
その答えは人それぞれ。

門を受賞するなど、世代を超えて多くの人の

このコーナーでは、
「 教員が教え子に薦めたい映画」の
あらすじや関連情報などを深くご紹介していきます。

督は、当時の技術では諦めていた未公開シー

画﹃E．
T．
﹄が公開

されたのは︑もう
30

格です︒そんな彼は︑地球に取

り残された謎の生物︑
﹁E．
T．
﹂

と出会い︑次第に心を通わせて

いきます︒そして︑研究対象と

して彼を捕まえようとするおと

なたちから守るため︑兄弟や友

人と協力しながら︑逞しく成長

は︑私が最も印象に残っている

ラストのお別れのシーンへの伏

線になっています︒
﹁E．
T．
﹂は︑

エリオットの額を指差し︑
﹁い

つもここにいるよ﹂と最後の言

葉を送ります︒
﹁言葉は通じな

くても心は通じ合える﹂
︒監督は︑

そんなメッセージを込めたかっ

たのではないでしょうか︒

教員の仕事にも通じるものが

あります︒勉強や運動を教える

のはもちろん重要なことですが︑

一番大切なのは子どもたちと心

を通じ合わせること︒子どもが

悩んでいる時には︑良き相談相

手となり︑力になれる関係であ

りたい︑そう願っています︒

1029edupont_vol4_nOL2.indd 14-15

リメイク版を公開

を記念して、スティーブン・スピルバーグ監
ンを追加し、CG処理による加工を施したリ
メイク版を公開しました。逃げる子どもたち
をおとなが追いかけるシーンでは、手に持っ
ていた銃がトランシーバーに変わっていまし
た。また、初公開版よりもE.T.の表情が豊か
になり、一段と内容の濃いテイストを楽しめ
るものに仕上がっています。
『E.T.』
1,886円＋税
発売元：NBCユニバーサル・
エンターテイメント

ST OR Y:
10歳の少年エリオット
は、地球
にやって きたE.T.と出
会った。
不気味に感じつつも彼
を自室に
匿う生活を続ける中、
徐々に心
を通わせていく。E.T.
は故郷に
戻るべく通信機を作り
始め、エ
リオットや兄妹も計画
に協力す
る。一方、NASAの科 学者
達は
研究対象としてE.T.を
捕獲しよ
うとする。子どもたちは、
E.T.を
おとなの手から守り、
故郷に返
すことができるだろう
か。

T OPIC

3

あの名シーンに生きる
日本のものづくり
『E.T.』の名シーンといえば、自転車で空を飛
ぶエリオットが月と重なる場面。実はこの自

© 1982 & 2002 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED.

イラスト：KAZUMA MIKAMI
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20周年を記念して

心を掴み続けています。初公開から20周年

年以上前のことです︒

アカデミー賞も受賞した大変有

名な作品ですが︑学生のみなさ

んは意外と観たことがないので

はないかと思い︑選びました︒

していきます︒

自分の教員としての経験から

こ の 作 品 を 観 る きっか け は︑

元々︑スティーブン・スピルバ

も︑
﹁子どもは体験によって成

長する﹂ということを実感した

ことがあります︒

私が勤めていた茨城県水戸市

の中学校では︑中学二年生を対

象に︑北海道までの船中泊をと

4

もなう宿泊行事を行っていまし

た︒保護者と離れて過ごす 泊

日というのは︑ほとんどの生

徒にとって初めての経験です︒

行事の終盤に感想文を書いても

らうのですが︑
﹁親のありがた

みを感じた﹂と︑感謝の気持ち

を綴る生徒がいました︒一時で

あるものの︑親元を離れ︑自立

して何かを行うという疑似体験

をしたからこそ生まれた感情だ

ったのでしょう︒

映 画 の 終 盤︑
﹁E．
T．
﹂が 病

気になると︑同じタイミングで

エリオットも病気になるという

シーンが描かれています︒これ

5

ーグ監督の
﹃激突﹄
や
﹃JAWS﹄

が好きだったということもあり

ますが︑当時︑教員になって数

年が経った時期だったこともあ

り︑子どもが中心に描かれてい

る作品を観たいと思っていたか

らでした︒

主人公のエリオットは︑人か

らバカにされても言い返すこと

のできない︑引っ込み思案な性
© 1982 & 2002 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED.

小澤利野さん

1

教員が薦める名映画

T OPIC

2

「世界のクロサワ」は
スピルバーグにも影響を?!

転車、大阪市東成区の桑原商会（桑原インタ

スティーブン・スピルバーグ監督は、撮影前

ーナショナル）が手がけた「バイシクルモト

や製作に行き詰まった時、もの作りの原点に

クロス（BMX）」という日本製。当時、アメ

立ち戻るために必ず観る映画として、
『七人

リカ西海岸では、太いタイヤのBMXが大流行。

の侍』などを挙げています。
「クロサワは現

同社が輸出したBMXは人気を博し、その噂

代における映像のシェークスピアだ」と評す

を聞きつけたスティーブン・スピルバーグ監

るほど、黒澤明監督からの影響を受けたそう

督が、制作スタッフを

です。また、
「STAR WARS」シリーズを手が

通じて接触してきたの

けたジョージ・ルーカス監督は、スピルバー

だとか。映画を代表す

グの長年の親友かつライバルだと言われます。

る名シーンに映し出さ

スピルバーグは彼の作品に純粋な対抗心を持

れたBMXには、確かに

つ一方で親交も厚く、
『E.T.』 の作中には

「KUWAHARA」の社名

「STAR WARS」シリーズのヨーダが一瞬登

が浮かんでいます。

場しています。

15/10/29 14:59
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入不二路子さん（大分大学教育福祉科
学部人間福祉科学課程生活環境福祉コ
ース1年）❶映画鑑賞。最近はコメデ
ィ映画がマイブームです ❷おもしろ
い人がたくさんいるところ ❸高校の
時の先生に言われた「感謝の言葉を忘
れずに」❹山﨑賢人

山本大地さん（島根大学教育学部初等
教育開発専攻 1 年）❶ 歌を歌うこと
❷1000時間にわたる体験活動や教育
実習を通じて大きく成長できる「1000
時間体験学修」❸中学校の部活の顧問
のモットー「向上心」❹ 綾瀬はるか。
明るくて天然なキャラがタイプです

西日本
編

大西早紀さん（島根大学教育学部初等
教育開発専攻3年）❶ダンス、写真 ❷
キャンパスが狭いぶん、いっぱい友達
と出会えるところ ❸ 教育実習中、友
達から言われて心に響いた「本気で子
どもと向き合えば、子どもも本気で応
えてくれる」❹堤真一

小野湧太さん（大分大学教育福祉科学
部人間福祉科学課程生活環境福祉コー
ス1 年）❶陸上競技（短距離走）❷自
然が多く、学生が楽しく過ごせるとこ
ろ ❸高校の時、陸上部の監督に言わ
れた「GIVE&TAKEはGIVEからはじ
まる」❹新垣結衣

M
CA

渡部ゆり奈さん（大分大学教育福祉科
学部人間福祉科学課程生活環境福祉コ
ース 2 年）❶車の中でカラオケ ❷先
輩が優しいところ ❸母の「得意の時
には慎みを、失意の時には精進を」と
いう言葉。謙虚な心や、努力の大切さ
を教えてもらった ❹山﨑賢人

PUS SNA

秋山由衣さん（島根大学教育学部人間
生活環境教育専攻2 年）❶ボランティ
アの仲間とのかかわり、食品サンプル
集め ❷環境に優しいところ、
「1000時
間体験学修」の強み ❸広島東洋カー
プのポスターに書いてあった言葉「や
るなら今しかない」❹玉木宏

小野晶央さん（立教大学現代心理学部
映像身体学科4 年） ❶アースカラー
❷ 新座キャンパス。池袋キャンパス
とは違って現代的な感じでキレイ ❸
サークルの後輩が言った「生きとし生
けるものはいずれ死ぬ」❹久しぶりに
学食を食べた時

大澤由佳さん（上智大学経済学部経済
学科1 年）❶ソジャー（上智大学限定
販売の「ソフィアジャージ」） ❷校舎
の雰囲気 ❸「なせば成る」
。大学受験
の時お世話になった塾の先生からいた
だいた言葉です ❹友達と休憩時間を
おしゃべりしながら過ごす時

M
CA

P

岡林友暉さん（上智大学総合人間科学
部教育学科1 年）❶シンプルです ❷
学生が少人数だから、キャンパス内で
すぐ友達に会うことができるところ
❸”Time waits for no one.” 高校の
英語の先生に言われた言葉 ❹友達と
笑っている時

PUS SNA

P

自分の大学の
好きなところは ?

今でも覚えている
先生の言葉は ?

今回のキャンパススナップ西日本編は、

今回のキャンパススナップ関東編は、

島根大学・大分大学の
学生さんに登場していただきました !

Q

❶ 最近打ち込んでいることは ?
❷ 自分の大学の好きなところはどこですか ?
（家族、
友人、
恋人等々）
の言葉は ?
❸ 今でも覚えている先生
❹ 理想のタイプの芸能人は ?

入不二裕子さん（大分大学教育福祉科
学部学校教育課程教科教育コース3
年）❶スマホのパズルゲーム（L I N E
バブル2 ）にハマっています ❷自然が
豊かなところ ❸高校の時、学校行事
のテーマだった言葉「意志あらば道開
く」❹小出恵介

外池将大さん（島根大学総合理工学部
物質科学科4 年）❶ラクロス ❷食堂の
おばちゃんがフレンドリーなところ ❸
中学の先生に言われた「ニコニコしと
けばなんとかなる」
。今でもこの先生
とは交流があり、飲みに連れていって
もらうことも ❹上戸彩

伊藤英陽さん（大分大学教育福祉科学
部人間福祉科学課程生活環境福祉コー
ス3年）❶アーティストのライブに行
ってストレスを発散すること ❷ベンチ
のある中庭 ❸大学の教授に言われた
「分からないことを分からないままにす
るな」❹伊藤英明

下﨑美幸さん（島根大学法文学部言語
文化学科4 年）❶卒業論文 ❷教授との
かかわりが密接で、親身に話を聞いて
くださるところ ❸中学2年の担任に言
われた「全員じゃなくてもいい。1人
でも多くの人に気持ちを伝えてみなさ
い」❹広島東洋カープの堂林翔太選手

玉井瑞穂さん（立教大学法学部法学科
3 年）❶秋っぽい色 ❷キャンパスの
規模が大きすぎず過ごしやすい ❸高
校の大掃除で先生の手伝いをして「玉
井さんは本当に優しい子ね」と言われ
た ❹学園祭期間。キャンパス内がエ
ネルギーに溢れている感じが好き

大森耀介さん（上智大学総合人間科学
部教育学科 1 年）❶友達の家に泊まっ
ていたので、コートの下がほぼパジャ
マです ❷ 授業の空きコマの時間、キ
ャンパスに人が少ない ❸「一期一会」
。
中学の担任の先生に言われました ❹
期末レポートを全部書き終えた時

編

学生さんに登場していただきました !
❶ 今日のファッションのポイントを教えてください。
❷ 自分の大学の好きなところはどこですか ?
（家族、
友人、
恋人等々）
の言葉は ?
❸ 今でも覚えている先生
❹ 学生生活で一番ハッピーな時は ?

森井雪菜さん（立教大学文学部史学科
3 年）❶ 赤のチェック！ ❷ 綺麗なキ
ャンパス。正門が立派すぎて、今でも
くぐる時緊張する ❸高校の先生に言
われた「教師に向いてるよ。頑張れ」
❹ 野球サークルのマネージャーにな
って3 年目、初めて強豪に勝てた時

梅川万由さん（立教大学社会学部メデ
ィア社会学科3 年）❶タートルベスト
と白シャツ。秋の流行にのりました
❷校舎。他と違う、趣のあるところが
好き ❸ バレエの先生に言われた「越
えられない試練はない」❹期末レポー
トを提出し終えた時

関東

上智大学・立教大学の

Q

18

小林元機さん（立教大学文学部史学科
2 年）❶白シャツ ❷ほどよい緑があ
るところ。キャンパス外に出ずにリラ
ックスできる ❸ サークル会議中に先
輩が言った「代案なき反対禁止」❹友
達に「人生で出会った中で、一番面白
いと思ったのは君だ」と言われた時

廣瀬敦さん（上智大学経済学部経済学
科1年）❶シャツの前後にいるお猿さ
ん ❷ 雰囲気、校舎、色々な国籍の友
達ができるところ ❸中学の先生に言
われた「練習で120％の力を出さなけ
れば、本番で100％の力は出せない」
❹友達と一緒に過ごしている時

益子美琴さん（上智大学文学部新聞学
科1年）❶黒！ ❷様々なバックグラ
ウンドを持った人が、世界各国から来
ているところ ❸中学時代の道徳の先
生に言われた「経験に無駄なものはな
い」❹尊敬している教授のブログに自
分のことが載った時

※学年は取材時のもの
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教員志望の学生は︑教育実習などで学校を訪れる機会はあるものの︑
現場の細かな実態までは把握しきれず︑不安を残したまま採用試験
に臨むということもあるようです︒子どもや保護者︑同僚との良好
な関係の築き方から︑教育現場の背景にある教育問題まで︑日ごろ
の疑問や不安に答えてもらおうと︑当誌学生特派員が日本教職員組

加藤 子どもとのかかわり方は︑

がけておくべきことはありますか︒

子どもたちと接するにあたり︑心

岡田 来年︑教育実習があります︒

保護者との信頼関係を築くにはど

配なことの一つが保護者対応です︒

曽根 教員をめざす上で︑最も心

どもたちの信頼が得られるのです︒

ならない︒その両面があるから子

合の委員長である加藤良輔さんに聞いてきました︒

各々違いますから︑一概には言え
ないでしょうが︑私が意識してき
たのは謙虚であり続けることです︒
具体的には︑どんな立場であれ︑
一人の人間として自らの非を認め︑
素直に謝罪できるかどうか︒例え
ば︑思い込みで子どもを疑ってし
まった︒その時に﹁疑ってごめん﹂
と︑頭を下げることができるか︒
子どもたちは︑そういうところを
よく見ています︒
一方で︑
﹁子どもたちの将来の
ために︑今︑このことに気付かせ
ておかなければ﹂という場面に立
たされることもあります︒そんな
時は︑心を鬼にして叱らなければ

れましたよ﹂というポジティブな
発信を織り交ぜることで︑保護者
も徐々に心を開いてくれます︒
そして︑保護者から相談やお願
いがあった時︑難題であっても︑
﹁無 理 で す﹂と 答 え る 前 に︑ま ず
は﹁一緒に考えましょう﹂﹁方法が
ないか調べてみます﹂などの一言
を出す︒そうした積み重ねが︑
﹁こ
の先生は︑自分たちのことを考え
てくれている﹂という安心感や信
頼感を育てるのだと思います︒
岡田 いま学校では︑若い先生が

少なく︑同世代との交流が持てな

加藤 地域差もありますが︑勤務

などの機会を活用するのもひとつ

実践の報告・意見交換会︑勉強会

を運営する視点で︑管理職は一人

い ま す︒私 は︑
﹁若 手 は 学 校 全 体

呼びかけています︒大胆に感じる

校に同世代が一人もいない例も少

一方で︑ベテラン教員とのコミ

かもしれませんが︑各々があえて

の学級担任の視点で考えよう﹂と

から進んで他校の教員とも交流し

ュニケーションも大切です︒年齢

の方法です︒

ようという姿勢が大事だと思いま

自らとは異なる視点で思考するこ

曽 根 ﹁教 員 の 多 忙 化﹂が 指 摘 さ

が離れた教員とコミュニケーショ

外部から見れば︑学校の評価は︑

れて久しいですが︑具体的にどん

す︒そういう時にはぜひ組合を役

個々の教職員の力量からではなく︑

な問題が起きているのですか︒

とで︑学校全体として多様性が担

学校全体の教育実践の総体からさ

加藤 日本の教員は︑諸外国と比

ンがとれない若手教員は︑保護者

れます︒若手︑中堅︑ベテラン︑

べて多様な業務をこなしています

立ててください︒組合の教育研究

管理職︑それぞれの立場の持ち味

︵グラフ︶
︒現状の体制では︑教育

保された教育環境をつくることが

を生かしながら︑子どもたちや保

活動の基礎となる教材研究などの

との関係もうまく築けない場合が

護者とかかわることが大事です︒

時間を︑十分に確保するのが難し

集会をはじめ︑学校の枠を超えた

そういう意味では︑若い教員には

くなっています︒その結果︑夜遅

できると考えています︒

なくありません︒ですから︑自分

いと聞きます︒

出典：国際教員指導環境調査
（TALIS2013）
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のだと思います︒

らの信頼や尊敬につながっていく

た姿勢が︑子どもたちや保護者か

ない教員の姿があります︒こうし

なに忙しくても授業研究を惜しま

には︑常に向上心を持って︑どん

かりやすい﹂と評される授業の裏

意味がありません︒
﹁楽しい﹂
﹁分

も︑子どもたちに伝わらなければ

たく別物で︑豊富な知識があって

ること﹂と﹁伝えること﹂はまっ

う と す る 気 持 ち で す︒
﹁知って い

もう一つは︑教える技術を磨こ

続けていけるでしょう︒

ば︑どんな苦労があろうと教員を

虚さ﹂です︒これさえ失わなけれ

あることを受け止めた上での﹁謙

生に大きな影響を与える﹂仕事で

加藤 まずは︑教職は﹁他人の人

いというものをお聞かせください︒

にこれだけは持っていてもらいた

岡田 最後に︑教員をめざす学生

ことも必要だと考えています︒

い層に学校教育に携わってもらう

様々な経験や得意分野を持つ幅広

教職員の人数を増やすと同時に︑

精神的な負担も大きいようです︒

の顧問になるケースなどは︑その

らが経験したことのないスポーツ

活動顧問なども入ってきます︒自

です︒中学校の場合は︑加えて部

帰ったりする教員も少なくないの

くまで学校に残ったり仕事を持ち

すが︑
﹁今日こんな良い面が見ら

分はしませんよね︒指導は必要で

注意ばかりでは︑誰だって良い気

しました︒連絡する度に︑指導や

いないのでは﹂と言われ︑ハッと

ないのか︒うちの子のことを見て

ばかり指摘するが︑良いところは

ら︑
﹁いつも子どもの悪いところ

促したことがあります︒そうした

何度も指導し︑保護者にも注意を

若い頃︑問題行動の多い生徒を

発し続けるのが大事だと思います︒

くる協力者であるとメッセージを
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加藤 教員と保護者は︑子どもた

んなことを意識すればよいですか︒
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学校事務職員を経て、1975年から中
学校教員として勤める。2005年から
神奈川県教職員組合執行副委員長、
07年同委員長を歴任。12年4月より日
本教職員組合中央執行委員長。
日本獣医生命科学大学応用生
命科学部在学中。教育関係者
である両親、親戚などの影響
を受け、自然と教員を志す。
教育実習を来年に控える。
早稲田大学文学部在学中。中
学生の時、自分の悩みを親身
になって聞いてくれた先生と
の出会いがきっかけで教員を
志す。

（かとう・りょうすけ）
（おかだ・りゅう）
（そね・かなこ）

2
多いように感じます︒
自身の経験から、最近の教育問題まで、学生たち
の質問に真剣な表情で答える加藤さん。

20
201 5 aut um n
2015 autumn
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の 週間は指導教員についてい

育実習を経験しましたが︑始め

大学に進学し︑中学校での教

いう質問をされました︒他の人

発見したらどうしますか?﹂と

く報じられており︑
﹁いじめを

なった時期がありま

嫌になり︑不登校に

学１年の時︑勉強が

持ちが伝わり︑安心感を持てま

くとも︑心配してくれている気

ってくれる︒直接的な言葉はな

か﹂と︑私から動き出すのを待

とだ︑と︒それからは︑生徒た

子ども一人ひとりと向き合うこ

きました︒自分にできることは︑

教員をめざした原点を再確認で

っていかないと﹂との一言で︑

見ているのではなく︑もっと入

指導教員の﹁控えめに子どもを

を持てずにいました︒そんな中︑

当に自分に務まるのか﹂と自信

距離もなかなか縮まらず︑
﹁本

くのが精一杯でした︒生徒との

も︑理解されず腹が立つことも

ます︒どんなに真剣に指導して

たのだと思っています︒

の意見を言えたことが評価され

せんでしたが︑面接で自分なり

験にはあまり手ごたえがありま

考える﹂と答えました︒筆記試

どもの命を守ることを最優先に

と答える中︑私は︑
﹁まずは子

が︑
﹁まずは事実確認をする﹂

活躍する
先輩たち

した︒そんな時︑当時の担任を
した︒
﹁子どもに対して上から
ちと放課後に話をしたり︑朝早
あります︒でも︑何を言っても

さん

はじめ︑先生方が一丸となって︑
目線ではなく︑正面から向き合
く学校に行き様子を見守ったり︒
聞いてくれなかった生徒が︑関

割︑嬉しいことが 割だと思い

9

と感じてもらうことが︑何より

ても︑
﹁先生が見てくれている﹂

ました︒自身の経験を思い出し

けてくれるような生徒も出てき

相談できないことを私に打ち明

は︑
﹁どんなに辛いことがあっ

た経験はないですが︑先輩教員

なります︒まだ生徒を卒業させ

には︑とても報われた気持ちに

るよ﹂と理解を示してくれた時

係を築くうちに︑
﹁頑張ってみ

人が揃って答えそうなことは︑

準備するということです︒他の

かり自分をアピールできるよう︑

イスするとしたら︑面接でしっ

くことを悩んでいる学生のみな

がいのあるものです︒教職に就

ら︑自分自身も成長できるやり

しいことを繰り返し経験しなが

教員の仕事は︑辛いこと︑嬉

ても︑卒業の瞬間に全てが良い

面接官も聞き飽きています︒私
さんには︑ぜひ一歩を踏み出し

教育実習後の最大の関門は︑

が受験した時は︑いじめによる
てもらえたらと思います︒

思い出になる﹂と言います︒

子どもの自殺がメディアで大き

教員採用試験です︒何かアドバ

も大切なのだと思います︒

1

濱田真羽

家庭訪問をしてくれたり︑個別
える先生になりたい﹂
︒教員を
次第に距離は縮まり︑担任には

豊中市立第五中学校教諭

に勉強をみてくれたりしました︒
めざしたきっかけは︑こういっ

教員の仕事は︑辛いことが

誰一人として︑
﹁学校に来い﹂

2

た経験からです︒

1988年大阪府生まれ。2007年3月、大阪府の私立高校を卒業し、同年
4月に大阪大谷大学に入学。11年4月から大阪府内の中学校で講師、12
年から高校で非常勤を経験し、13年4月から豊中市立第五中学校教員。
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とは言わず︑
﹁世間話をしよう

濱田真羽 さん
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しいことを繰り返し経験しなが

教員の仕事は︑辛いこと︑嬉

ても︑卒業の瞬間に全てが良い

面接官も聞き飽きています︒私
さんには︑ぜひ一歩を踏み出し

教育実習後の最大の関門は︑

が受験した時は︑いじめによる
てもらえたらと思います︒

思い出になる﹂と言います︒

子どもの自殺がメディアで大き

教員採用試験です︒何かアドバ

も大切なのだと思います︒

1

濱田真羽

家庭訪問をしてくれたり︑個別
える先生になりたい﹂
︒教員を
次第に距離は縮まり︑担任には

豊中市立第五中学校教諭

に勉強をみてくれたりしました︒
めざしたきっかけは︑こういっ

教員の仕事は︑辛いことが

誰一人として︑
﹁学校に来い﹂

2

た経験からです︒

1988年大阪府生まれ。2007年3月、大阪府の私立高校を卒業し、同年
4月に大阪大谷大学に入学。11年4月から大阪府内の中学校で講師、12
年から高校で非常勤を経験し、13年4月から豊中市立第五中学校教員。
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とは言わず︑
﹁世間話をしよう

濱田真羽 さん
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