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ᵻ
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ȈޙɆɁɬʁʃʒȉɂᴩߋࠞᅇՒɆࢍ႔రଡ଼ᑎ݃͢׆
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ޙ۾ႆɁˁᑤӌኄɁտ˨ɥَɞȦȻȾɛɝଡ଼׆᭴

ᴳఌ²°ஓ
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ᴵఌ³±ஓ
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ᴰఌᴲஓ
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ɂᴩࢲ±¸ࢳ࣊ɛɝпّȾаᮠȤȹᄉᠴȪȲǿ
ట̜ഈɂᴩផ࣋Ȉޙጥઆ͖ᝲȉɁ˿ᛵґȺȕɞǿޙ۾
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ଡ଼ᐳɥɔȩȬޙႆȲȴɂᴩȦɁȈޙጥઆ͖ᝲȉȺᴯࢳ

ᐐᴩߦଡ଼࢙ˁޙಇᴩߦଡ଼ᑎ݃͢׆ᴦȟ̙ȨɟɞǿȦɁɛ

ඒ͏᪃Ɂଡ଼ᑎȾаᮠȤȹᴩފȼɕȲȴȻȬɞȦȻ

șȽץᭉɁ̙᩻ȻॲȽߦѿɁȲɔȾްఙᄑȽпͶᣵፅ͢

ɥޙɉǿଡ଼ᑎ߳ɗଡ଼ᑎ੫ᚓ੫ศȺɂȽȗǿȰɁҰ૬Ȼ

ᴥᴵఌఞᴩ±°ఌఞᴩᴮఌఞᴩᴰఌܿᴦȻᵂᴪʫ˂ʵ๊ႊᄾ

Ƚɞଡ଼࢙ȻзႆाኄɁ̷ᩖᩜΡɁ۾ҒȨɥޙɉɁȺȕ

ᝬɥ႕ȪȲǿ߳Ɂ፱ȹɥᥓᏚಇȾəȳɀɞȳȤȺȽȢᴩ

ɞǿଡ଼ᑎᄑȾɂɑȳఝྏȺȕɠșᔌᐐȲȴȟᴩзႆा

ޙႆ์ᤗɁ˿ͶȺȕɞޙ۾ȻȪȹɕɬʁʃʒ๊ӦɥȬɞޙ

ᪿيɁ˹Ⱦоɝ๊ӦȬɞ˹ȺᴩሥॴɗӓӌኄɁ۾ҒȨ

ႆɁৰɥੰ૱ȪᤛҒȾ߳ȬɞȦȻɥɔȩȪȹȗɞǿ

ɥޙɆᴩଡ଼࢙ɁԶȻȪȹᩋȺȠɞɛșୈȬɞȦȻȾ
۾ȠȢᩜɢɞÅᴪʫ˂ʵᄾᝬȺȕɝȲȗǿ
ᴪ ·¹ ᴪ

Σ㧚ታ〣ߩ㗴ߣࡔ࡞⋧⺣ࠕࡦࠤ࠻

ᴯᴫ߳ɥ॒ᛵȻȬɞޙႆɁᄉȻʫ˂ʵᄾᝬ
ḻǽɬʽɻ˂ʒȞɜɁᄉ
ᴵఌ³±ஓᴩ
ቼᴮوпͶ֖͢ڨȺɬʽɻ˂ʒɥஃȪȲǿ

ᴮᴫ፯ॲ̜ৰᄉႆɁʫ˂ʵᄾᝬ
ᴳఌఞஓᴩޙ۾ႆȾᲽ౫Ɂժᑤॴȟ๙˨ǿͤ౫᩻

ɬʽɻ˂ʒɂᒲႏᜤᣖᴩՙផျႏᴩᥓᏚಇ๊Ӧوୣᴩᛃ

ඨȲɔʟɭ˂ʵʓʹ˂ɹ˹ඨɥᇉȬɞ፯ॲᣵፅɥˢ୭

Ӓᄑ๊ӦՎӏᴩ๊ӦɁᠴ࣊ᴩ̷ᩖᩜΡᴩʫ˂ʵᄾᝬᴩ

ʫ˂ʵȾɛɝᣞαȪȲȟᴩ๊Ӧɥ॑ᥓȬɞޙႆȞɜɁץ

ଡ଼׆ॖఖɁᴵᩌȞɜȽɞǿ

ȗնɢȮȽȼᴩޙႆȞɜ۹ୣɁʫ˂ʵȟࠍȗȲǿ

Ы఼ᴩɬʽɻ˂ʒᝩ౼ɂᪿيɁϿտɥɞȦȻɥᄻᄑ

፯ॲɁʫ˂ʵ̬૰̜

ȻȬɞȟᴩȦȦȺɂᜤջᝩ౼ȻȪȲǿ߳ɥ॒ᛵȻȬɞ

Ǳ ²°°·ࢳᴳఌ²¹ஓ ²²º²¹ǽޙႆȞɜɁץȗնɢȮʫ˂ʵ

ޙႆɋɁߦख़ɥᐎਁȪȹȗɞȞɜȺȕɞǿյᩌȺΙ

五福キャンパスで麻疹発生のため４日まで休講になっ

ȟͲȗޙႆ±²ջȾʫ˂ʵɥᣞɝᴩץᭉȻȽɞ̜ᬱȾߦȬ

たと掲示板で見ました。学びのアシストはどうなるの

ɞʫ˂ʵᄾᝬɥ֣ɆȞȤȲǿ

ですか？

ᄾᝬɂଡ଼׆ॖఖᩌȺȕɞǿ᚜ᴯɂᴩଡ଼׆ॖఖᴥа

ˁޙ۾ૡᇉɁষڨɥȹᴩޙɆɁɬʁʃʒ๊ӦɁժքɥ

ႆȾȽɝȲȗધȴᴦȾȷȗȹᴩᴱఌछқᴥᜫץᴯᴦȻ

॑ᥓȬɞʫ˂ʵȟ±°ᣮͺɝࠍȗȲǿ

ᴵఌఞᴥᜫץ±±ᴦɁፀȺȕɞǿ

²°°·ࢳ¶ఌ³°ஓ ±°º²°ǽˢ୭ᣞαᣵፅʫ˂ʵᴮ Ჽͤ౫
᚜ᴯǽаႆȾȽɝȲȗધȴ

᩻ඨɁȲɔɁ๊Ӧ႕۰Ⱦȷȗȹ
ˁˢ୭ᣵፅɁʫ˂ʵͽɂᴩᅇଡ଼ᑎ݃͢׆ȻɁᣵፅᝩ
ɕ॒ᛵȺȕɝᴩˢஓᤂɟɁᣞαȻȽȶȲǿ
Ǳ ²°°·ࢳ¶ఌ³°ஓ ±°º²µǽޙႆȞɜɁ֖ڨʫ˂ʵǽ
緊急連絡メール，受信致しました。残念です…
９月からの活動を，楽しみにしています。
ˁछқɂఊমɁ̜ৰɥ̙Ȫᴩˢޙఙ˹ɂ๊Ӧ˹ඨȻᣵ
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Ǳ ²°°·ࢳ·ఌ´ஓ ±°º´²ǽץȗնɢȮʫ˂ʵ
おはようございます。今回の○○学部の学生さんはハ
シカの疑いが低かったと聞きました。ハシカが感染す

ȕɑɝ

ᴧ±

ᄾᝬɥȬʫ˂ʵ̜ǽҋᴧᴮȨɦɋᴷଡ଼࢙Ɂ̜̈́

る危険がなくなったのですが，それでも学びのアシス

Ɂ۾۰ȨȾ˪ާɥધȶȹȗȲᴧᴮȨɦɂᴩ±°ఌఞᴩ

トはしばらく中止でしょうか？

ᴮఌఞȻɕȾᴩȈɗɗᴥȺȠɟɃᴦȽɝȲȗȉȻوኌ

ˁޙૡᇉȞɜɁষڨɥᆬᝓȪȲޙႆɂᴩᣱᴩ๊Ӧ
ȪȲȗધȴɥʫ˂ʵȺͤțȹȠȲǿ

Ȫȹȗɞǿ
²°°·ࢳ¹ఌ±ஓ ±¶º²µǽᴧᴮȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹ɛɝ

²°°·ࢳ·ఌ´ஓ ±±º³¶ǽˢ୭ᣞαᣵፅʫ˂ʵᴯǽ๊Ӧѓᩒ

アンケートによると，８月末で教員を志望する気持ち

ɁȝᅺɜȮȻ̾ऻɁߦѿȾȷȗȹ

が４月当初より弱くなっているようです。心配になり

Ǳ ²°°·ࢳ·ఌ´ஓ ±±º´³ǽޙႆȞɜɁՙαᆬᝓʫ˂ʵ

メールしました。ひょっとしたら子どもたちとの関係

メール届きました。安心しました。

か，担任の先生との関係がうまくいっていないのでは

８日から再開される活動の内容は自分で連絡しなくて

ないでしょうか。ちょっとしたことが原因で行き違い

はいけないのですか。

を生じることがあります。先生になりたいと希望を

Ǳ ²°°·ࢳ·ఌ´ஓ ±²º±°ǽޙႆȞɜɁՙαᆬᝓʫ˂ʵ

持って活動するのと，迷って活動するのとではあなた

わかりました。
再開されることになってよかったです。

の活気が違ってきます。結果も違ってきます。もし相

次の活動に間に合うかわかりませんが，一応はしかワ

談する気持ちがあれば事情を聞かせてください。

クチンの予約もしました。これからまた健康管理も含

メールを待っています。

めてしっかり頑張っていきたいです。

Ǳ ²°°·ࢳ¹ఌ±ஓ ±·º°²ǽᴧᴮɛɝ

᮶Ӧጶ̘ऻᴷᲽ౫ɂིȗȻҜȪᴩᴴఌᴵஓɛɝ

こんにちは。担任の先生や子どもたちとの関係という

๊ӦɂѓᩒɁˢ୭ʫ˂ʵɥᣞαȪȲǿȈՙαȪȲȉȻ

よりも，教師 の理想と現実のギャップだと思います。

ȗșዊԨȽᣌαɃȞɝȺȽȢᴩޙႆȲȴɁધȴˁ

私は昔から子どもが好きで，近所の子どもの世話をし

ඕȟȫɜɟɞᣌαȟᄾඒȗȳǿ፯ॲ̜ৰȾߦȪ

たこともありました。それで教師になりたいと思うよ

ȹᴩޙႆȲȴȞɜɁ९ȗɥՙαȪᤛҒȽষڨɥᣞα

うになりました。しかし，学びのアシストを通して私

Ȭɞʎ˂ʵȻȪȹᵂᴪʫ˂ʵɂ۾ȗȾϠӌɥᄉȪ

が思っていた以上に教師の大変さや子どもが好きとい

ȲǿȪȞȪᴩȦɁऻޙႆȲȴȾᴩȈʫ˂ʵɂץᭉȟႆ

う気持ちだけでは駄目だということを知りました。

ȫȲȻȠȾ๊ႊȬɞɕɁȉȻȗșឧɥțȷȤȹ

また，私はあまり人付き合いが得意ではありません。

ȪɑȶȲǿ

人付き合いが苦手な私には教師は向いていないんじゃ
ᴪ ¸° ᴪ

ޙɆɁɬʁʃʒ๊ӦȾȝȤɞ Å ᴪʫ˂ʵ๊ႊᄾᝬɁᡇȻΙ

ないか…と考えるようになったんです。これらが気持

を取ることにしました。せっかく希望の大学に入れた

ちが弱まった原因だと思います。

のだから自分のやりたいことをしようという考えに至

²°°·ࢳ¹ఌ²ஓ ±³º³²ǽᴧᴮȨɦɋ᱈᭛֞Ɂట۹ɛɝ

りました。だから逆に，この決断をしてから学びのア

正直に答えてくれました。以前のメールで，元気なク

シストを自分がとっても良かったのだろうかと不安に

ラスと聞いていました。担任の先生の大変さも見てい

なりました。しかし辞めたいわけではありません。子

たのでしょう。確かに教師の仕事は大変ですが，努力

どもたちはとても元気に私のことを

していると子どもたちとの連帯感が生まれてきます。

でくれ，また担任の先生はとても尊敬できる人です。

公立学校の先生と子どもたちの関係は親子に近いもの

小学校に行くことはとても楽しみなことです。以上が

があります。嫌だったらやめるというわけにはいきま

なりたくないというのに○をした理由です。しかし，

せん。何とかして目標に向かってのやる気を育てるこ

正直この質問に答えるときに，どっちにつければよい

とが大切な仕事になります。そのためには，こつこつ

のか悩みました。なりたくないというよりも，なれな

と日々の努力を続ける以外に方法がありません。先生

い道を選んだので，そのように回答しました。

は子どもたちの日々の反応を見ながら対策をたてて実

学びのアシストが原因ではありません。むしろ，前よ

践することをくり返します。ある時は先輩や同僚と相

りも教師という仕事の素晴らしさがわかった気がしま

談しながら，この苦労の向こうに大きな喜びがありま

す。ご心配をおかけしてすいませんでした。先生から

す。私も学級経営がうまくいかなくて，一学期間苦し

のメールはとてもうれしかったです。ありがとうござ

んだ思い出がありますよ。

先生!

と呼ん

いました。

次に人付き合いですが，付き合いが上手でないとすば

²°°·ࢳᴶఌᴯஓ ±´º´±ǽᴧᴯȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹ɛɝ

らしい先生になれないというわけでもありません。相

あなたの人生観，やる気に敬意を表します。保育士，

手の話の聞き上手という手法もあります。共感して聞

社会福祉士ともに人間関係が大切となる職業です。学

くことにより意思の疎通を図ることができます。

びのアシストは子どもたちとの人間関係の大切さを第

どんな職業を選んでも理想と現実とのギャップはあり

一に学びます。教育技法は次の課題となります。ここ

ます。教師は子どもたちの笑顔をめざしてがんばるの

が教育実習と大きく違うところです。従って，あなた

です。苦労すればするほど価値がありますよ。

が学びのアシストの活動をすることは理にかなってい

Ǳ

ます。がんばってください。でも，配置校ではそのこ

ᄾᝬɥȬʫ˂ʵ̜ҋᴧᴯȨɦɋᴷίීɗᇋ͢ᇩᇐ

とを主張しないでください。誤解される恐れがあるか
らです。何かあったらまたメールください。

ۢɥॖఖȬɞᴧᴯȨɦɂᴩଡ଼࢙ॖఖȟȈᣘȶȹȗɞȉ
ȞɜȈͺɝȽɝȲȢȽȗȉɋ۰ɢȶȲȟᴩ±°ఌᴩᴮఌ

ḼǽઆछᐐᴥЫᏲөଡ଼࢙ᴦɁᄽȞɜ

ȺɂȈȺȠɟɃȽɝȲȗȉȻوኌȪȹȗɞǿ
²°°·ࢳᴶఌᴮஓ ±¶º³µǽᴧᴯȨɦɋ᱈᭛֞Ɂట۹ɛɝ
アンケートによると，8月末で教員を志望する気持ち

᚜ᴰǽʫ˂ʵ̬αوୣǽǽǽǽՙផႆᴷ·´ջ
ՙα

が４月当初より弱くなっているようです。
心配になりメールしました。ひょっとしたらこどもた

¶ ᵻ ¸ఌ

ᣞα
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´¸²

¹´¹

Ĵᴯ೫ް
Ĵᴯᴺ ²¸®±

ちとの関係か，担任の先生との関係がうまくいってい

¹ఌ

³°

±±±

±µ° °®±¥෩ໄȺ

ないのではないでしょうか。ちょっとしたことが原因

±°ఌ

³´µ

µ²¸

¸·³ Ĵᴯᴺ µ®²

で行き違いを生じることがあります。先生になりたい

±± ᵻ ±ఌ

³³´

¶³·

¹·± ᴮ¥෩ໄȺ

と希望を持って活動するのと，迷って活動するのとで

ᴧՙαᴷޙႆɛɝઆछଡ଼ޮɋǽᣞαᴷઆछଡ଼ޮɛɝޙႆɋ

はあなたの活気が違ってきます。
結果も違ってきます。
ᴮޙఙ˹ɂᴩʫ˂ʵɬʓʶʃɁ֖ڨɗɑȳᅽȗ๊Ӧڨ

もし相談する気持ちがあれば，事情を聞かせてくださ
い。メールを待っています。

֖ᴩᲽ᮶ӦȾᩜȬɞˢ୭ʫ˂ʵɋɁᣌαɗᒲᄉᄑȽ

Ǳ²°°·ࢳ¹ఌ±ஓ ±¸º³¹ǽᴧᴯɛɝ

ʫ˂ʵɥᣞȶȹȠȹȗȲǿԖҒɝȻȽɞᴵఌ³±ஓɁпͶ

メールありがとうございます。私が教員志望ではなく

֖͢ڨȺɂᴩුوɁʫ˂ʵ֖ڨɥȪȲǿȪȞȪᴩᴶఌ

なったのは，学びのアシストが原因ではありません。

ȾоɝޙႆȞɜɁ๊Ӧ֖ڨȟ༜ນȪᴩ๊Ӧมȟੰ૱Ⱥ

私は４月のころ，幼稚園と保育園の免許を取るつもり

ȠȽȢȽȶȲᴥ᚜ᴰᴦ
ǿઆछᐐȲȴɂᴩץᭉȟᠭȠȹȞ

でした。しかしこのときすでに，社会福祉士の資格を

ɜߦѿȬɞᄾᝬȺȽȢሥᄑȽ๊ӦɥȬɞȲɔɁ

取るかということで悩んでいました。だから，この授

ʫ˂ʵ๊ႊɥɔȩȪȹȗȲɁȺᴩץᭉᄉႆɥԲȪȹȗ

業を取るか悩みました。しかし，Ｍ先生に

ȲǿȰɁᴩޙႆȟᥓᏚಇᜪץஓɥིȺඑ࢚Ȫފȼɕ

将来，子

どもと関わる仕事に就こうと思っている人はとった方

ȲȴȟȟȶȞɝȪȹȗɞᴩȻȗșᔍষȟҋȲǿȰȦȺᴩ

がいい

̾ˢ࣊ʫ˂ʵȺɁ֖ڨȞɜᄾᝬȻȗșɿɮɹʵȺ๊Ӧɥ

と言われて，この授業をとることを決めまし

た。たくさん悩んだ末に，保育士と社会福祉士の資格

ୈțɛșȻᴩˢ୭ʫ˂ʵɥᣞαȪȲǿ

ᴪ ¸± ᴪ

п׆ᣞ͇ʫ˂ʵᴷȈƆาȉɁӛȞȼșȞɂґȞɜȽ

合もあります。そういうことへの予防も含めたメール

ȗȟᴩ±°ఌɛɝ֖ڨୣɂᄱɝȞțȪȲǿȰɟȺɕᴩ

相談です。心配が現実になりました。学校で子どもた

ȻцȾӛɂᗖɟȹȗȶȲᴥ᚜ᴰᴦ
ǿ

ちにルールを指導することも教師の大事な仕事です。

²°°·ࢳᴶఌ²¸ஓ ±¹ºµ³ǽޙɆɁɬʁʃʒු֖ڨوȾȷȗȹ

アシストとして活動をするのであれば指導者です。指

９月に入ってからたくさんの活動を経験していること

導者はしっかりと約束事を守りましょう。ほとんどの

と思います。ご苦労様。皆さんの活動が円滑にすすむ

皆さんには不必要な案内ですが，全員に再度連絡しま

よう，これまでもE-メールによる活動報告をお願い

す。12月より，毎回の報告をお願いします。

していました。うまくいっているという感想が多数あ
る中で，
戸惑っているという人たちも若干みられます。

ᴰᴫʫ˂ʵᄾᝬ̬αوୣ

メールを出さない人の中にも戸惑っている人がいるの

·´ջɁޙႆȲȴȻɁ̬α୫ɂʫ˂ʵ୫ɥᕶɗпͶɁ

ではないか心配です。そこで，今後全員の活動状況を

ʑʀɮʽɕțȲșțȺᴩᴾᴱႊጤᴥ´±ޏąµ°ᚐᴦȾᢆ

把握し，適切な支援を図ることとしました。

ᢐȪȲǿࢳᩖɥᣮȪȲ፱ʤ˂ʂୣɂ´¶³ȺȕȶȲǿු෩

10月より，下記により毎回の報告をお願いします。

௷ஓऻȾɂጙ´°ջȞɜʫ˂ʵ֖ڨȟȕɝᴩᣌαంȠȾᣜ

記

ɢɟȲǿʫ˂ʵɥျȪ୫ంԇȬɞȦȻɂᣌαю߁Ɂ

期限

毎回活動の翌日まで

նॴɥ፟ધȬɞȲɔȾ॒ᛵȺȕȶȲǿᴯఌȾоɝ๊Ӧɥ

宛先

本多客員教授のメールへ

ጶ̘ȪȲᐐȟۄțȲɁȺᴩᆅሱȾȕȲȶȹɂᢎᄑ۹Ȣ

内容

１

実施日・開始時刻〜終了時刻
（滞在時間）

ɁޙႆȻ̬αȪȲᴶఌȞɜᴮఌఞɑȺɁ̬αɥᪿȪ

２

主な活動内容（見出し程度）

ȲǿȦɁᩖɁఊᯚ̬αوୣᐐɂµ´وᴩఊͲ̬αوୣᐐɂ

３

感想（感動したこと，心配なことなど）

ᴳوᴩࢲ٫̬αوୣ²´®¹وȺȕȶȲǿ

※注意

今後，報告の有無も評価の資料とします。

Τ㧚⋡⊛

しっかり報告しましょう。

ޙɆɁɬʁʃʒɁ๊ӦᄻᄑɁˢȷɂᴩޙጥઆ͖Ɂ̜̈́
ḽǽʫ˂ʵ֖ڨȞɜɁᄉ

ɥୈȬɞȦȻɥᣮȪȹᴩޙ߳ɗႆ๊߳ኄɁଡ଼ᑎ

ɬʁʃʒ͓ᩖɥ॑ᥓȬɞʫ˂ʵᴷȦɁɛșȽ֖ڨȟȕɞ

੫ᚓ͏ҰȾᪿيɁ˹ȺɁ̷ᩖᩜΡȸȢɝȟ۾ҒȺȕɞȦ

ᬰȾɂᴩᇹȲȴɕЫଡ଼׆ɁӨȟЄȠᴩޙႆɁˢȾ๊

ȻɥޙɉɕɁȺȕɞǿȦɁޙɆɥୈȬɞཟȺʫ˂ʵȾ

Ӧю߁ɗʫ˂ʵ֖ڨɁ˹ȳɞɒɥȫȹȗȲǿ

ɛɞᄾᝬɂଡ଼ᑎᄑȾൡᑤȪȹȗɞȻΙȨɟीɞɁȞǿ
టᆅሱɂȦɁґɁᩒɥɔȩȪȹȗɞǿᵂʫ˂ʵ

Ǳ²°°·ࢳ±±ఌ²¸ஓ ²³ºµ±ǽޙɆɁɬʁʃᴾɛɝ
先週，風邪で休んでしまったので今日は２週間ぶりの

ᄾᝬɂߦᬂȺȽȗȦȻɛɝ९ɁႾᣮɥɂȞɞȻȗșᬂ

小学校で少し緊張しましたが，特に問題もなく無事に

Ⱥ۾ȠȽ᪩ɥɕȷȟᴩˢȺሳɥᠯțȲҟΠॴɕȕ

過ごすことができホッとしています。しかし，少し気

ɞǿᩋࢳɁଡ଼࢙ɁɥᭅɝȾᡇȪܿɔȲʫ˂ʵᄾᝬȺ

になることがあります。同じ小学校に行っているもう

ȕɞȟᴩȦɁȪȗᝁɒȾᆬȞȽಏચɥीᴩ̾ऻɁ๊Ӧ

一人がもう３週間連続で休んでいます。最初の２回は

ɁᦉɥધȷȦȻɥɀɜȗȻȬɞǿ

風邪ということでちゃんと連絡したようですが，今日
は無断だったようでちょっと問題になっていました。

Υ㧚ᣇᴺ

何か事情を知らないかと聞かれましたが，私はコース

·´ջɁՎӏᐐɥʫ˂ʵᄾᝬ̬αوୣɁ۹ߵȺᴯɺʵ˂

も違って行くときもばらばらなので全く連絡をとって

ʡȾґȤᴩ˵ɺʵ˂ʡȾґҾȪȲᴰوɁɬʽɻ˂ʒፀ

いません。今後，同じ学校に行っている相手とは連絡

ɥᢎȬɞศȻᴩ
̬αوୣ˨ͱᐐᴥ±²ջᴦȻ˩ͱᐐᴥ±²

を取り合った方がよいのでしょうか？

ջᴦȻɁ̬αʫ˂ʵ୫ɥɵʐɾʴ˂ґȬɞศɥȻɞǿ

п׆ˢ୭ʫ˂ʵᴷᣱп׆ᣞ͇ʫ˂ʵȺѓ֖࣊ڨɁॎࣄ
ȻધȴɁऀȠ፻ɔɥɔȲǿ

Υᴪᴮǽɬʽɻ˂ʒፀɥʫ˂ʵ̬αɁ۹ȗɺʵ˂
ʡȻߵȽȗɺʵ˂ʡȾґҾȪȹᢎ
ḻǽ๊ӦɁᩖጽᤈȾɛɞ๊ӦឧɁ۰ԇɥᢎ

²°°·ࢳ±²ఌ¶ஓ ±´º´³ǽޙɆɁɬʁʃʒු֖ڨوॎࣄȾȷȗȹ
10月に入ってから毎週45 〜 55名の活動報告があり

᚜ᴱɂ๊ӦɥጽɞȾȪȲȟȗ۰ԇȬɞյᬱᄻࢲ٫ϏȾ

ます。毎回がんばってくれてご苦労様。大部分の皆さ

ȷȗȹፋᄑȾȽࢃȟȕɞȞȼșȞɥ೫ްȪȲፀ

んは多少の苦難を乗り越えて満足感に溢れる活動を続

ȺȕɞǿȈʫ˂ʵɥ๊ႊȪȲȞȉ
ȻȗșᬱᄻɥȾȻɞȻᴩ

けています。しかし，十数名の人がほとんどメール報

ఌɥጽɞȾȪȲȟȶȹࢲ٫Ϗɂ²®¹²¾±®·´¾±®µ´ȻນߵȪȹ

告をしていません。今回はその中から久しぶりの訪問

ȗɞᴥᤣᑆɂǽᴮᴷ۾ȗȾ๊ႊȪȲᵻᴱᴷпȢ๊ႊȪ

予定を報告なく休んで子どもたちの期待を裏切ったと

ȹȗȽȗǽȽɁȺ᪨ɁᜤᣖɂۄӏȪȲȻȽɞᴦ
ǿᴵఌȞ

いう苦情がでました。毎回報告をきちんとしておれば

ɜ±°ఌɂɜȞȾນߵȪȹȗɞȟᴩ±°ఌȞɜ±ఌɁນߵɂ

よいという考えもありますが，おきてからでは遅い場
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ȻȗșȦȻȾȽɞǿ
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ḽǽպఙஃȺպɺʵ˂ʡюɁɬʽɻ˂ʒɁᬱᄻᩖȺ

「ほぼ一日の活動ご苦労様でした。

ɁᄾᩜᩜΡɥᜓȾ๊ႊ

学校でうれしいことが見つかるなんてすばらしいです

᚜ᴳɂᄾᩜᩜΡɥ᚜ᇉȬɞʨʒʴʍɹʃȺȕɞǿծ˨

ね。しかも２つもです。たわいのないことかもしれま

ɂᄾᩜΡୣɥࡿ˩ɂᄾᩜΡୣɁऐȨɥȈᴧȉୣȺ᚜Ȭǿ

せんが，この気持ちが大切なのです。幸せは自分の心

ȦȦȺɂऍȗᄾᩜɂᅁȗȲǿḻȻḼȺȽࢃȟҋȲᬱ

が決めるものですね。２人の方から私に近寄ってきて

ᄻɥ˶ɌȹᜓȬɞȻȠᴩȰɁᬱᄻᩖɁᄾᩜȟऐȗȻ

くれたこといいですねー。
」

ްȺȠɟɃىᩜΡȾȕɞȞȼșȞɁᜓȾ๊ႊȺȠ

ՙ߁ᴷܧɗݲমɁΙɥоɟȭᴩю߁ɥȰɁɑɑेכ

ɞǿȲȻțɃᴩ᚜´ȺȈຏો๊ӦኄɁ๊ӦȉɋɁՎӏɁ

Ȭɞᣞα୫ǿɬʽɻ˂ʒፀȽȼᴩ̜ɥЫȾȪ

ࢲ٫ɂ²®¸²ơ²®°³ɋ˩ȟȶȹȗɞǿȬȽɢȴᴩɛȢՎӏ

Ȳᣞα୫ɕȦɁɵʐɾʴ˂ȻȪȲǿ

ȬɞɛșȾȽȶȲǿ᚜ᴳɁᄾᩜΡୣȺɂȈຏો๊ӦኄɁ

「アンケートによると，子どもたちとの人間関係で少

๊ӦȉȻȈފȼɕȲȴȻɁᩜΡȉȟᯚȗᄾᩜȟȕɞȻȗ

し困っているとありました。心配になりメールしまし

șǿˢȺȈފȼɕȲȴȻɁᩜΡȉɁࢲ٫Ϗɂ۰ɢɜȽ

た。」

ȗȟᴥ᚜ᴱᴦ
ᴩَ±Ⱥᵊ۹ᏰɂᵊߵᏰɛɝᩜΡȟɛȢȽȗ

「騒がしかったり，立ち歩いたりする（ですか。それ）

Ȼȗșʑ˂ʉȟȕɞǿȦɟɜɥɈɑțȹᴩىᩜΡɥֆ

には，理由があると考えましょう。
」

ɔȲᜓɥᝁɒɞȦȻȟȺȠɞǿ

քްᴷܧɑȪȢȽȗધȴ᚜ȪȲᣞα୫ǿքްᄑȽΙ
ɥȨɟȲکնᴩՙαȪȲϫɁʬʋʣ˂ʁʱʽɂ˨
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ȟɜȽȗȻᐎțɜɟɞǿඩȬɌȠȦȻɂȠȴɦȻ

ґҾȪȲʫ˂ʵю߁ɵʐɾʴ˂ґፀɁᢎ

߳ȪȽȤɟɃᴩᥓᏚಇȺɁ๊ӦȾୈ᪩ȟҋɞȻ

ట۹ɂૌഈɁɵʐɾʴ˂ґȻૌഈΙȞɜૌഈױ
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±¹¸¶ᴦ
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ɵʐɾʴ˂

「きちんと翌日までに報告しましょう。子どもを指導

ґɂᵌᵐᵆᴾᴪƎᴥÈïõçè ¦ Äõîãáî ±¹¸°ᴦɥႊȪᴩ

する先生が約束を守れなくてどうするのでしょう。率

ૌഈΙɂɬʽɻ˂ʒढࣻȺᴩзႆाɁՎӏឧɗৰ

先垂範ですよ。
」
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Ȫȗǿʫ˂ʵ̬αୣɁ۹ȗɺʵ˂ʡȻߵȽȗɺʵ˂ʡȺ

Ȫȹɿʠɵʐɾʴ˂Ɂ๊ႊȟȕɞǿґɁᄻᄑȾȕȶȲ

Ɂᄾᤏȟ̙Ȩɟɞǿ

ɿʠɵʐɾʴ˂ɥᒲႏȾ߳оȬɞɕɁȺȕɞǿ̾وɁґ

ᜓᴷჀץɋɁख़ኌᴩᝥᭉɁᄉᴩষڨɁ૬ᇉɁю߁

ɂଡ଼࢙ȻޙႆᴮᴷᴮɁʫ˂ʵ୫ȺȕɞǿȦɁȦȻɥɈ

「けんかが多くて大変ですね。休み時間のけんかです

ɑțᴩጕҚɁԖҒɝȺɁɽ˂ʓԇȺȽȢᴮʫ˂ʵпͶ

ね。アシストさんは，とりあえず，けんかが始まる気

ȾߦȪȹɽ˂ʓԇȬɞȦȻȻȪȲǿɑȲᴩᄾ̠ᩜΡȟᴩ

配を感じたら二人の間へはいることです。そして話し

ଡ଼࢙Ȼޙႆ͏۶ɁቼᴰᐐɁ̿оȟིȢᴩˢȷɁ๊ӦȺɁ

かけるのです。始まってからでは遅いのです。こんな

̬૰ɁوୣȟߵȽȗȽȼᴩԨጠȺȕɞȦȻɛɝᴩՙ

ことをしていれば，先生がどんな気持ちでいるか分

α୫ᴥޙႆȞɜɁʫ˂ʵᴦȻᣞα୫ᴥޙ۾ଡ଼׆ȞɜɁʫ˂

かってきます。次は，けんかをしている中に入ってど

ʵᴦȺɂႱȽɞɵʐɾʴ˂ȻȪᴩ
ґɁዊԇɥَȶȲǿ

うしたの，怒っているわけを話してごらん。と双方の
話を聞くのです。どちらがいいとか言うのではなく，

ḻǽʫ˂ʵю߁ɵʐɾʴ˂ȻȈ୫ȉ

言い分をしっかり聞いてあげるのです。我慢するとい

ɬᴫᣞαɵʐɾʴ˂ᴥଡ଼࢙ơޙႆᴦ

う部分がでたら大いに褒めましょう。
」
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「がんばる人には応援団がいる。ひとりぼっちではあ
りません。だから，自分の性
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いってください。喜びますよ。」
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ᜤᣖɁȽȗᣮα୫ǿ

ᐐឧȪȲ๊ӦɋȻԇȪȹɎȪȗȞɜȺȕɞǿʫ˂ʵᄾ
ᝬɂᴩᥓᏚಇȺɁ๊ӦȾߦȬɞᜊߔӌɥᯚɔᴩᐎțᴩ

「英語の授業は外国人の先生でした。日本人にはない

ᡇȬɞȲɔɁୈȻᐎțȹȗɞǿ

オーバーリアクションで授業を行っていたので３年生

ჀץᴷᜊߔȞɜႆɑɟȲჀץᴩץᴩভɒȽȼɥֆɓᣮ

は興味津々でした。計算練習は６限目だったので，半

α୫ǿჀץȟȕɞȻȗșȦȻɂᴩ˿ͶᄑȽ๊Ӧɥ

分以上の子どもがぼーっとしていました。
」

ȪȹȗɞȦȻȾȷȽȟɞȻᐎțɞǿ

˿Ͷᴷ๊ӦȾՎӏȪȲщͶᄑȽᜊߔю߁Ɂᜤᣖȟͧșᣮ

「クラスに指しゃぶりや鉛筆かじりをする子がいま

α୫ǿ

す。他の子どもたちからは馬鹿にされています。ただ

「算数の授業では手作りのてんびんをつかい，身近に

単に，かじるなと言ってやめるような感じではないの

あるものの重さ比べを行いました。グループごとに行

です。私はどのように対応すればよいでしょうか。
」

う作業で，目の前にあるてんびんで子どもたちは遊び

ॴᴷᯆȠɗӦᴩɆɗযȪɒɁю߁ɥֆɓᣮα୫ǿ

はじめ，先生の話しを聞き逃したり，言われた通りの

ȦɁষɂ᚜း๊ӦɁ۾ҒȽᛵጨȺȕɞǿ
ޙಇȺᴩ

作業ができないグループがいくつかありました。そこ

ଡ଼࢙ȟȦɁȝਖ਼టɥᇉȬȦȻɂॴɁޙɆȾᛵ

で何回か注意しましたが，またすぐに話しはじめ集中

Ȼᐎțȹȗɞǿ
ᇊЕᴩ
ɲʋɻʍʒɕȦɁɵʐɾʴ˂

力がないなと感じました。そして子どもたちの集中力

Ⱦֆɓǿ

を取り戻すためにはどうしたらいいか考えました。
」

「今日は掃除の時間中，先生に言われなくてもみんな

ᤆ؆ᴷᇹᄑᴩᤆ؆ᄑȽю߁Ɂᣮα୫ǿ

テキパキと動いていたので，とても感心しました。
」

「昨日から熱があり，今日の午前中にしばらく様子を

「分かりました。ありがとうございました。
」

見てたのですが，なかなか具合がよくならなかったの
で小学校に連絡し，
今回の活動を休ませて頂きました。
」
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° ±¸ ±·
°
°
°
°
°
±²¹ ¶®¸ ±¹
ᴥՙαᴦ
ՙ
°
°
°
°
°
¹ ²² ±±
µ ²µ
²±² µ®¶ ³¸
ᴥᣞαᴦ
ᣞ ±´
µ
² ²± ±±
°
°
°
°
°
±³± ¶®² ²±
ᴥՙαᴦ
ՙ
°
°
°
°
°
° ±·
²
¹ ±°
±³µ ·®± ±¹
ᴥᣞαᴦ
ᣞ
µ
·
± ±² ±³
°
°
°
°
°
±°¹ ¸®´ ±³
ᴥՙαᴦ
ՙ
°
°
°
°
°
³ ±¶
°
³ ±µ
·± ³®· ±¹
ᴥᣞαᴦ
ᣞ
µ
µ
± ±° ±±
°
°
°
°
°
·± ¶®µ ±±
ᴥՙαᴦ
ՙ
°
°
°
°
°
° ²°
· ±° ±µ
±·¸ ¶®¸ ²¶
ᴥᣞαᴦ
ᣞ
¹
¶
² ±³ ±·
°
°
°
°
°
±´´ ¸®µ ±·
ᴥՙαᴦ
ՙ
°
°
°
°
°
± ±°
´ ±°
²
¸¸ µ®¹ ±µ
ᴥᣞαᴦ
ᣞ
¹
µ
° ±±
¹
°
°
°
°
°
·¸ µ®¶ ±´
ᴥՙαᴦ
ՙ
°
°
°
°
°
´ ±±
´
´ ±²
±°° µ®³ ±¹
ᴥᣞαᴦ
ᣞ
¹
´
³ ±µ ±°
°
°
°
°
°
±°µ ¶®¶ ±¶
ᴥՙαᴦ
ՙ
°
°
°
°
°
°
¹
³
µ ±°
±²¶ ±°®µ ±²
ᴥᣞαᴦ
ᣞ
¹
³
° ±±
¹
°
°
°
°
°
·¸ ¶®µ ±²
ᣞՙα˨ͱᐐ
°
°
°
°
° ²´ ±¸° µ¸ ¹µ ±µ¹ ±¹¶² ±°° ²µ±
ᣞՙα˨ͱᐐ ±°´ ·° ±µ ±·° ±´·
°
°
°
°
° ±³´³ ¸µ®¹ ±¸¸
ᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧ
ᣞՙα˩ͱᐐ
°
°
°
°
° ²´ ²° ±³ ±² ²°
²²´ µ´®´ µ³
ᣞՙα˩ͱᐐ ±· ²¹
¸ ³¹ ¸·
°
°
°
°
°
³±´ ¶³®µ µ¹

ᴪ ¸µ ᴪ

ᜤᣖȟ۹ȗȻᐎțɞǿ
ǽˢ୭ᣞαᴷп׆Ⱦᣞ͇Ȫպȫю߁ȽɁ
Ⱥᴩ୫ᩋɋɁᜤᣖȞɜᅁȗȲǿ
ǽ୫ᩋĆ࣊ୣᴷᴮʫ˂ʵɁࢲ٫ɁᩋȨȺ

µ

ȕɞǿՙα୫ȟᩋȗȻ˿ͶᄑȽՎӏɥ᚜
းȬɞю߁ȟఙशȺȠɞǿ

µ
µ
µ

Ḽǽʫ˂ʵ̬α˨ͱᐐȻ˩ͱᐐɁʫ˂ʵ
ǽю߁ɵʐɾʴ˂ᪿᬱᄻᩖɁᢎ
᚜ᴵɂɵʐɾʴ˂ᪿȺȕɞᴥጤᬂɁ

µ

᥆ն˨ᴩρҝᪿю߁ȻɁᩜΡɂʫ˂ʵ

µ

ᣞՙα˨ͱᐐɁɒૡᢐᴦ
ǿ

µ

ȦɟɜɁᪿፀɁˢɥҋȪɑ
ȻɔȲ᚜ᴶȞɜᴩʫ˂ʵᣞՙα˨ͱᐐ

µ

ɋɁᣞαʫ˂ʵȺɂᑌްᄑΙɵʐɾ

µ

ʴ˂ȟ۹Ȣᴩՙ߁ˁքްᄑɵʐɾʴ˂

µ
µ
µ
°
¶°
°
¶°

ȟߵȽȗǿˢᣞՙα˩ͱᐐȺɂՙ߁ˁ

᚜ᴶǽᑌްΙȻՙ߁ˁքްΙǽ
˨ͱᐐ
˩ͱᐐ


ᑌް
±°´
±·
±²±

ՙˁք
¸µ
³·
±²²


±¸¹
µ´
²´³

Ĵᴯ½¹®³ǽ±¥෩ໄȺ

քްᄑɵʐɾʴ˂ȟ۹ȢᴩᑌްᄑΙɵʐɾʴ˂ȟߵ

ḽǽɬʽɻ˂ʒᬱᄻᩖɁᄾᩜᩜΡ

ȽȗǿઆछᐐɂɵɰʽʅʴʽɺɥߩᩌȻȪȽȗȟᴩᑌ

ǽɬᴫᴵఌᵊ۹ᏰȺɁᄾᩜ

ްᄑȽΙɁᛵॴɂԚґᝓឧȪȹȗȹɥȷȤȹȗ

²·ǽȈᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ȉȻȈ๊ӦɁᠴȉȺᄾᩜ

ȲȷɕɝȺȕɞȟᴩɑȳɑȳ˪ᠴȪȹȗɞȻȗșᜓ

²¸ǽȈ๊ӦɁᠴȉȻȈފȼɕȲȴȻȉȺᄾᩜ

ȟȺȠɞǿ

²¹ǽȈ๊ӦɁᠴȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
³°ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
³±ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

Φ㧚⚿ᨐߣ⠨ኤ

³²ǽȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

ƍቛȺᇉȪȲศȾɛɝʑ˂ʉ˂ɥѿျȪᴩፋᄑȾ

ǽɮᴫᴵఌᵊߵᏰȺɁᄾᩜ

ࢃɁȕɞᬱᄻɥҋȪȲᴥፀᴦ
ǿȰɁʑ˂ʉ˂

³³ǽȈཟeଡ଼యͽȉȻȈຏો๊ӦኄȉȺᄾᩜ

ɥျˁᢎȪᄾ̠ᩜΡɗىᩜΡɥᝣɒɝɑȻɔȲ

³´ǽȈᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ȉȻȈ๊ӦɁᠴȉȺᄾᩜ
³µǽȈᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ȉȻȈފȼɕȲȴȻȉȺᄾᩜ

ᴥᐎߔᴦ
ǿ

³¶ǽȈ๊ӦɁᠴȉȻȈފȼɕȲȴȻȉȺᄾᩜ

Φᴪ±±ǽɬʽɻ˂ʒፀɥʫ˂ʵ̬αɁ۹ȗɺ
ʵ˂ʡȻߵȽȗɺʵ˂ʡȾґҾȪȹᢎ

³·ǽȈ๊ӦɁᠴȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

ḻǽɬʽɻ˂ʒࢲ٫Ϗ۰ԇ

³¹ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

ɬᴫʫ˂ʵ̬αɁ۹ȗɺʵ˂ʡᴥႩለᴷᵊ۹Ᏸᴦ

³¸ǽȈ๊ӦɁᠴȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
´°ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

°±ǽૌഈ˹Ɂޙ߳ǽᴵఌɛɝ±°ఌɂ۹ȢȽɞ

´±ǽȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

°²ǽᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂ۹ȢȽɞ

ǽɰᴫ±°ఌᵊ۹ᏰȺɁᄾᩜ

°³ǽຏો๊Ӧኄǽǽǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂ۹ȢȽɞ

´²ǽȈཟeଡ଼యͽȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

°´ǽ๊ӦɁᠴǽǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂᯚȢȽɞ

´³ǽȈᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ȉȻȈފȼɕȲȴȻȉȺᄾᩜ

°µǽʫ˂ʵɁ๊ႊǽǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂ۹ȢȽɞ

´´ǽȈຏો๊ӦኄȉȻȈފȼɕȲȴȻȉȺᄾᩜ

°¶ǽފȼɕȲȴȻǽǽǽ±°ఌɛɝᴮఌɂɛȢȽɞ

´µǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

°·ǽઆ͖ଡ଼࢙Ȼǽǽǽǽ±°ఌɛɝᴮఌɂɛȢȽɞ

´¶ǽȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

°¸ǽͅɁ߳ଡ଼࢙Ȼǽǽ±°ఌɛɝᴮఌɂɛȢȽɞ

ǽɲᴫ±°ఌᵊߵᏰȺɁᄾᩜ

°¹ǽޙ۾ଡ଼ޮȻǽǽǽǽ±°ఌɛɝᴮఌɂɛȢȽɞ

´·ǽȈૌഈ˹Ɂޙ߳ȉȻȈ๊ӦɁᠴȉȺᄾᩜ

ǽɮᴫʫ˂ʵ̬αɁߵȽȗɺʵ˂ʡᴥႩለᴷᵊߵᏰᴦ

´¸ǽȈૌഈ˹Ɂޙ߳ȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

±°ǽૌഈ˹Ɂޙ߳ǽᴵఌɛɝ±°ఌɂ۹ȢȽɞ

´¹ǽȈૌഈ˹Ɂޙ߳ȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

±±ǽ๊ӦɁᠴǽǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂᯚȢȽɞ

µ°ǽȈᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ȉȻȈຏો๊ӦኄȉȺᄾᩜ

±²ǽފȼɕȲȴȻǽǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂɛȢȽɞ

µ±ǽȈ๊ӦɁᠴȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

±³ǽʫ˂ʵɁ๊ႊǽǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂ۹ȢȽɞ

µ²ǽȈ๊ӦɁᠴȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

±´ǽʫ˂ʵɁӛǽǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂᯚȢȽɞ

µ³ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
µ´ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

ḼǽᄾՕȬɞᤣᑆґࢎɥȬɞɬʽɻ˂ʒᬱᄻ

µµǽȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

ǽɬᴫ ¸ఌஃɬʽɻ˂ʒ

µ¶ǽȈʫ˂ʵ๊ႊȉȻȈʫ˂ʵɁӛȉȺᄾᩜ

±µǽࢃɁȕɞᬱᄻȽȪ

ǽɴᴫᴮఌᵊ۹ᏰȺɁᄾᩜ

ǽɮᴫ±°ఌஃɬʽɻ˂ʒǽ

µ·ǽȈૌഈ˹Ɂޙ߳ȉȻȈ๊ӦɁᠴȉȺᄾᩜ

±¶ǽຏો๊Ӧኄǽǽǽᵊ۹Ᏸɂ۹ȢᴩᵊߵᏰɂߵȽȗ

µ¸ǽȈૌഈ˹Ɂޙ߳ȉȻȈފȼɕȲȴȻȉȺᄾᩜ

±·ǽފȼɕȲȴȻǽǽᵊ۹ᏰɂমȢᴩᵊߵᏰɂɛȗ

µ¹ǽȈૌഈ˹Ɂޙ߳ȉȻȈଡ଼׆ॖఖȉȺᄾᩜ

±¸ǽઆ͖ଡ଼࢙Ȼǽǽǽᵊ۹ᏰɂমȢᴩᵊߵᏰɂɛȗ

¶°ǽȈ๊ӦɁᠴȉȻȈଡ଼׆ॖఖȉȺᄾᩜ

±¹ǽͅɁ߳ଡ଼࢙Ȼǽᵊ۹ᏰɂমȢᴩᵊߵᏰɂɛȗ

¶±ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

²°ǽʫ˂ʵɁ๊ႊǽǽᵊ۹Ᏸɂ۹ȢᴩᵊߵᏰɂߵȽȗ

¶²ǽȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

²±ǽʫ˂ʵɁӛǽǽᵊ۹ᏰɂᯚȢᴩᵊߵᏰɂͲȗ

ǽɵᴫᴮఌᵊߵᏰȺɁᄾᩜ

ǽɰᴫᴮఌஃɬʽɻ˂ʒ

¶³ǽȈૌഈ˹Ɂޙ߳ȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

²²ǽᄾᝬeᤅɆᄾਖ਼ǽ ᵊ۹Ᏸɂ۹ȢᴩᵊߵᏰɂߵȽȗ

¶´ǽȈཟeଡ଼యͽȉȻȈᝥऻɁޙ߳ȉȺᄾᩜ

²³ǽຏો๊Ӧኄǽǽǽᵊ۹Ᏸɂ۹ȢᴩᵊߵᏰɂߵȽȗ

¶µǽȈཟeଡ଼యͽȉȻȈފȼɕȲȴȻȉȺᄾᩜ

²´ǽ๊ӦɁᠴǽǽᵊ۹ᏰɂᯚȢᴩᵊߵᏰɂͲȗ

¶¶ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

²µǽʫ˂ʵɁ๊ႊǽǽᵊ۹Ᏸɂ۹ȢᴩᵊߵᏰɂߵȽȗ

¶·ǽȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȻȈͅɁ߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ

²¶ǽʫ˂ʵɁӛǽǽᵊ۹ᏰɂᯚȢᴩᵊߵᏰɂͲȗ

¶¸ǽȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȻȈଡ଼׆ॖఖȉȺᄾᩜ
ᴪ ¸¶ ᴪ

ޙɆɁɬʁʃʒ๊ӦȾȝȤɞ Å ᴪʫ˂ʵ๊ႊᄾᝬɁᡇȻΙ

Φᴪ±²ǽɬʽɻ˂ʒፀɁျȻᐎߔ

َᴱǽᴵఌơ±°ఌࢲ٫ϏɁ۰ԇǽᵊ۹Ᏸ

ፀɁျȾɂᴩ࿑ौɥᝣɒɝɗȬȢȬɞȲɔᴩȺ
Ƞɞ᪅ɝകॡَԇɥᝁɒȲǿୣϏɥȰɁɑɑᝣɒɞȦ
ȻɂᒴᫍɁഈȺȕɝᴩᩖᤏȗɥȪɗȬȗȞɜȺȕɞǿ
ḻǽᴵఌஃɬʽɻ˂ʒȾȷȗȹ
ɬᴫျ
ǱᄾՕȬɞᤣґࢎᬱᄻȻࢲ٫Ϗɛɝ
َᴲǽᴵఌơ±°ఌࢲ٫ϏɁ۰ԇǽᵊߵᏰ

ᴵఌஃɬʽɻ˂ʒȺࢃɁȕɞᬱᄻɂȽȗǿ
ǱᄾᩜᩜΡɛɝ
َᴯǽᴵఌᄾᩜᩜΡǽᵊ۹Ᏸ

ȢȽȶȹȗɞǿᵊߵᏰɁࢲ٫Ϗɂ
ȈފȼɕȲȴȻɁᩜΡȉ
ȟɛȢȽȶȹȝɝᴩ
Ȉʫ˂ʵɁӛȉ
Ⱥɕտ˨Ȫȹȗɞ
ᴥَ
ᴱᴩَᴲᴦ
ǿ

َᴰǽᴵఌᄾᩜᩜΡǽᵊߵᏰ

ǱᄾՕȬɞᤣґࢎᬱᄻɛɝ
َᴳǽ±°ఌᄾՕȬɞᤣґࢎᬱᄻ

َᴯᴩَᴰɂऐȗᄾᩜᩜΡɥɕȷᬱᄻɥɑȻɔᴩᵊ۹
ᏰȻᵊߵᏰɁ࿑ौɥَᇉȪȲɕɁȺȕɞǿ
˵ᏰцȾȈ๊ӦȾᠴȉȻޙಇюɁ̷ᩖᩜΡȟ߈Ⱥ
ȕɞǿɑȲȈ๊ӦȾᠴȉȻȈᄾᝬˁᤅɆȉɁ๊ӦɁᩜ

ᵊ۹ᏰȻᵊߵᏰȺᄾՕȬɞ࿑ौɥ᚜ȬᩜΡȟᴩ
Ȉޙಇ

Ρɕ߈ȺȕɝᴩᵊߵᏰɂȈފȼɕȻɁᩜΡȉɥֆɔȲ

ȺɁ̷ᩖᩜΡȉ፱ȹȺŽᵊ۹ᏰȟমȢᴩᵊߵᏰȟᓦȗž

ᩜᣵȟऐȗᴥَᴯᴩَᴰᴦ
ǿ

ȺȕɞǿˢȈຏોኄၥہ϶ȉȻȈʫ˂ʵɁ๊ႊȻӛ
ȉȺɂᴩцȾŽᵊ۹Ᏸȟ۹ȢȻᵊߵᏰȟߵȽȗžȺȕ
ɞǿ˵ᐐȺᄾՕȬɞ࿑ौɥ᚜ȬᩜΡȟᣡɁᩜΡȾȽȶȹ

ɮᴫᐎߔ
ፀɁɑȻɔᴷᴵఌఞɁɬʽɻ˂ʒȺɂᴩ˿ȻȪȹȈފ
ȼɕȲȴɁᄾᝬɗᤅɆᄾਖ਼Ɂ๊ӦȉȟȈᥓᏚಇȺɁ๊
ӦɁᠴ࣊ȉȻ߈Ⱥᴩ
Ȉ๊ӦȾᠴȉȟȈފȼɕȲ
ȴȻɁ̷ᩖᩜΡȉɥɂȫɔȻȬɞޙಇȺɁ̷ᩖᩜΡп

ȝɝᴩȦɟɂࢠȾ۾ȠȽ࿑ौȺȕɞǿ
◇相関関係より
َᴴǽ±°ఌᄾᩜᩜΡǽᵊ۹Ᏸ

ͶȾᩜΡȪȹȗɞǿ
Ȧɟɜɂ˵ᏰȾɎɏцᣮȪȹȗɞǿ
፱જᴷɑȳ๊ӦɕߵȽȗఙȺɁɬʽɻ˂ʒȺȕȶȲǿ
ࢲ٫ϏɗᄾՕȬɞᤣґࢎᬱᄻȟȽȗȦȻȻᄾᩜᩜΡ
ȟɎɏպȫȦȻɛɝʫ˂ʵɁ̬αوୣɁ۹ߵȺɁᄾᤏ
ɂ᚜ɟȹȗȽȗǿ
ɬʁʃʒȲȴɂᴩȻɝȕțȭɂޙಇϫɁᇉɥᭅɝ

َᴵǽ±°ఌᄾᩜᩜΡǽᵊߵᏰ

ȾᴩފȼɕȲȴȻɁᩜΡɥᓦܧȾȬɞɛșȈᄾᝬˁᤅ
ɆȉɁ๊ӦȾӌɥоɟȹȗɞറފȟșȞȟțɞǿ
Ḽǽ±°ఌஃɬʽɻ˂ʒȾȷȗȹ
ɬᴫျ
Ǳࢲ٫Ϗɛɝ
ᵊ۹ᏰɁࢲ٫ϏɁͩɆɂȈޙಇȺɁ๊ӦɁሗ᭒ȉȺ۹
ᴪ ¸· ᴪ

ᵊ۹ᏰȺɂᴩႱȽȶȲ๊ӦᏰɥፀɉȷȽȟɝȟᴯȷȟ

Ǳ²°°·ࢳ±°ఌ²µஓ ²²ºµ¹ǽᵀᴥᵊߵᏰᴦɛɝ

ɜɟɞǿˢȷɂȈޙಇȺɁ๊ӦȉȻȈފȼɕȻɁ̷ᩖ

六年生の算数が遅れがちの生徒に，個別で教えてあげ

ᩜΡȉȻɁᄾᩜȺȕɝᴩͅɂȈޙಇȺɁ๊ӦȉȻȈଡ଼࢙

たのですが，やり方を教えてあげるとちゃんと出来て

ȻɁ̷ᩖᩜΡȉȻɁᄾᩜȺȕɞǿˢᵊߵᏰȺɂᴩ
Ȉޙ

いたので，個人的にはうまくいったと思いました。久

ಇȺɁ๊ӦȉȻȈଡ଼࢙ȻɁ̷ᩖᩜΡȉȻɁᄾᩜɁɒȺȕ

しぶりの給食はおいしかったです！
²°°·ࢳ±°ఌ²´ஓ ²±º´²ǽᵀȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹ɛɝ

ɞᴥͅɂպˢюȺɁᄾᩜᴦ
ǿ

丸一日の活動ご苦労様ですが，他に何かの活動で心に
ɮᴫᐎߔ

残ったことはありませんか。少しでも書いてあればよ

ፀɁɑȻɔᴷ±°ఌఞɁɬʽɻ˂ʒȺɂᴩ۹ȢɁᬱᄻȺ

り良い活動へのヒントをあげることができますが。

ᴵఌɛɝࢲ٫ȟտ˨Ȫȹȗɞǿ࿑Ⱦᵊ۹ᏰɂᥓᏚಇȺ

やり方を教えてあげてちゃんとできるようになってよ

Ɂ๊Ӧȟۄțᴩ๊ӦɁᠴɕۄȪȹȗɞǿȪȞȪᄾ

かったですね。次の時間にでも，定着したか確認して

ՕȬɞᤣґࢎȺᴩຏો๊ӦɂŽᵊ۹Ᏸȟ۹Ȣᴩᵊߵ

みましょう。定着していなかったとしてもがっかりし

ᏰɂߵȽȗžˢȺᴩ
ފȼɕȲȴȻɁᩜΡɂȰɁᣡȾᴩ

ないでください。そうならば，次の対策を考えればよ

ᵊ۹ᏰɂমȢᴩᵊߵᏰɂɛȗž
ǿɑȲᴩʫ˂ʵӛɂ

いのですから。教育はこの連続です。

цȾŽᵊ۹ᏰɂᯚȢᴩᵊߵᏰɂͲȗž
ǿ

給食はOKですね。掃除の時間はどうしていますか。

ǽǽ̷ᩖᩜΡȺɂᴩᥓᏚಇȺɁ๊ӦɁюȈຏોኄၥہ

Ǳ²°°·ࢳ±°ఌ²¶ஓ ±º³°ǽᵀɛɝ

϶ȉȻȈފȼɕȲȴɁᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ȉȟȈފȼɕȲ

そうじの時間はどうしていいかわからなくて，ずっと

ȴȻȉ
ᴩȈૌഈȺɁޙ߳ᛃӒȉɗȈཟˁଡ଼యͽ

職員室にいました。

ɁᛃӒȉɂȈઆ͖ˁͅɁଡ଼࢙ȉȻᄾᩜȟȕɞ

²°°·ࢳ±°ఌ²¸ஓ ±³º°±ǽᵀȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹ɛɝ

፱જᴷ±°ఌఞȺɂᴩˢ୭ʫ˂ʵȽȼɁȹȦоɟɕȕɝᴩ

私の掃除指導の秘訣を教えます。それは，率先垂範で

ʫ˂ʵ֖ڨɕۄȪ๊ӦɕЭȪȲȻȫȹȗȲǿȦɁ

す。「Ｂ先生は，
今日はここをきれいにするぞ。
」と言っ

ଡ଼࢙ɁᄽɁᣮɝɬʽɻ˂ʒࢲ٫Ϗɂտ˨ȪȲǿȪȞ

て始めます。終わったら，
「わーきれいになったね。

Ȫᴩɛɝሥᄑ˿Ͷᄑ߳ȟɔɜɟɞຏો๊ӦȾᵊ

疲れたけど気持ちいいねー。
」

۹ᏰȟᵊߵᏰɛɝ۹ȢɝጸɦȳȦȻȾɛɝᴩᵊ۹Ᏸ

これですよ。考える前にまず行動から，です。

ȟ߳ȾٌɝᴩފȼɕȲȴȻɁᩜΡɂŽᵊߵᏰɛɝᵊ
۹ᏰȟমȢž
ȽȶȲǿ
ᵊ۹ᏰɂȦɁভɒᜓɁȲɔʫ˂

ḽǽᴮఌஃɬʽɻ˂ʒȾȷȗȹ
ɬᴫျ

ʵ๊ႊȟ۹ȢȽȶȲǿ
ץᭉ૬ᠭɥȬʫ˂ʵ̜ᴷો߳ɂᬂυȽȦȻȺȕ

Ǳࢲ٫Ϗɛɝ

ɞǿᝤȪɕᬂυȞɜᤕȩȞɝȲȗɁȺȕɞȟᴩʫ˂ʵ

ǽᵊ۹Ᏸɂޙಇ

ᄾᝬɂሥᄑȾՎӏȬɞɛșЄȠȞȤᴩȲȽץᭉɥ

ȺɁ̷ᩖᩜΡ፱

цȾᐎțɞൡᑤȟȕɞȻᐎțȹȗɞǿ

ȹȺ˨ȪȲǿ

ǽَᴶǽ±°ఌơᴮఌࢲ٫ϏɁ۰ԇ

ǽȦɁᐎߔȾȕȲȶȹɂᴮఌఞɬʽɻ˂ʒɁፀɗʫ˂
ʵю߁ɕҜɁಏચȾȪȹȗɞǿ
Ǳ²°°·ࢳ±°ఌ²´ஓ ±¸º²°ǽᴿᴥᵊ۹Ᏸᴦɛɝ
๊Ӧю߁ᴷૌഈᛃӒᴩʹʍɹʃȟȤᴩଡ଼Ɂૡᇉ
久しぶりに子どもと遊んだり話したりしてとても楽し
かったです。先生とも作業しながら話してアドバイス

ǱᄾՕȬɞᤣґࢎᬱᄻɛɝ

をしてもらえたのでよかったです。

َ±°ǽᴮఌǽᄾՕȬɞᤣґࢎᬱᄻ

掃除を多くの子がしっかりとしていません。うまく促
すにはどのようにしたらいいですか？
²°°·ࢳ±°ఌ²´ஓ ²±º´²ǽᴿȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹ɛɝ
学びのアシストは，まず子どもたちと仲良しになるこ
と，それと真面目に活動して子どもたちに信頼される
ことです。
これが教育の土台です。
うまくいってますね。
掃除をうまく促すには→率先垂範です。
「Ｂ先生，今
日はここをきれいにするから任せてね。
」終わったら，
「きれいになったでしょう。すっきりしたーっ。
」ぐら
い言うと，仲間が増えます。後は，がんばった子を褒
めるのです。

ᬱᄻ፱ȹȺᴩᵊߵᏰɛɝᵊ۹ᏰȟᓦȢᴩᬱᄻᄾ̠Ⱦ
նᄑȽᩜΡȟȕɞȻ̙ȺȠɞǿ

Ǳ
ᴪ ¸¸ ᴪ

ޙɆɁɬʁʃʒ๊ӦȾȝȤɞ Å ᴪʫ˂ʵ๊ႊᄾᝬɁᡇȻΙ

ǱᄾᩜᩜΡɛɝ

ޙ߳ɋɁɬʓʚɮʃ̜ᴷȦɁᵁȨɦɁʫ˂ʵɥ
ȠȶȞȤȾȈފȼɕᄻ፷ȺɁૌഈᜊߔȉɥȬȬɔɞ

َ±±ǽᴮఌᄾᩜᩜΡǽᵊ۹Ᏸ

ɛșȾȽȶȲǿɬʁʃʒɁʶʣʵȺɕᜊߔɁཟɥ
ްɔȹૌഈױɁɔɥᐎțɞɛșȾȽȶȹȗȶ
Ȳǿ
Ǳ²°°·ࢳ±°ఌ³ஓ ±¸º³·ǽᵁɛɝ
最近はようやく学習の指導にも慣れてきて，児童達の
「わかった！」
「解けた！」という表情を見るのがとて
も嬉しいです。今日は算数の時間に，
「10ｍの白のリ

َ±²ǽᴮఌᄾᩜᩜΡǽᵊߵᏰ

ボンは，５ｍの赤のリボンの何倍ありますか。
」とい
う問題をしました。
もちろん答えは
「２倍」
なのですが，
児童達は，
何故式が「10÷５」になるのかわからなかっ
たようです。その時はＫさんという女の子に教えてい
たのですが，式が10÷５になることをうまく説明で
きない自分がいました。この時に「子ども目線」とい
うものをほんのわずかですが実感できたと思います。
ᵊ۹ᏰȺɂȈૌഈɁޙ߳ᛃӒȉɥ˹॑ȻȪȹɞ

まだまだ受け身の姿勢でアシスト先生として活動して

ȻᴩˢȺȈ๊ӦȾᠴȉ
Ȉଡ଼׆ॖఖȉȻɁᣵᨎȟȕɝᴩ

しまいます。もっと自分から活動できるようにしたい

ͅȺɂȈފȼɕȲȴȉȻȷȽȟȶȹȗɞǿ

です。また臨機応変に対処できるよう，視野を広く行

ᵊߵᏰȺɂᴩ
Ȉઆ͖ଡ଼࢙ȉɥ˹॑ȾȈଡ଼׆ॖఖȉȻȈૌ
ഈɁޙ߳ᛃӒȉȈފȼɕȻȉȾȷȽȟɞǿ˹॑ɂȕ

動することを心がけようと思いました。
²°°·ࢳ±°ఌᴰஓ ²³º²µǽᵁȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹ɛɝ
今日はご苦労様。
「わかった！」
「解けた！」という表

ȢɑȺઆ͖ଡ଼࢙ȻȽȶȹȗɞǿ

情を見るのがとても嬉しいというのは，ベテランでも
そうなのですよ。何倍とは？ 10÷５とは？白いリボ

ɮᴫᐎߔ

ンと赤いリボンを比べるの？長さを比べるの？

ፀɁɑȻɔᴷᄾՕȬɞᤣґࢎᬱᄻȺᴩҰوᵊ۹Ᏸȟ
ɛɝমȗȻȗșፀȺȕȶȲȈޙಇю̷ᩖᩜΡᴥފȼ

子どもの誤答分析から，
こんなことを考えていきます。

ɕȲȴᴦ
ȉȟᴩࢲ٫۰ԇɁᵊ۹ᏰȺȈޙಇю̷ᩖᩜΡȉ

ひょっとしたら問題が問題なのかもしれません。

፱ȹȺɛɝᓦȗȾտ˨ȪȲǿ

先生は楽しいですよ。いつも考えることがたくさんあ
りますから。

ǽǽᄾՕȬɞᤣᬱᄻґࢎȺᴩᵊ۹ᏰȟɛɝȈ๊ӦɁ
ᠴȉȟᯚȗȻȬɞፀȟးɟᴩޙಇȺɁ๊ӦᏰՒɆ
ʫ˂ʵᏰȻնᄑȾߦȺȠɞǿ
ǽǽᄾᩜᩜΡȺɂᴩᬱᄻȈଡ଼׆ॖఖȉȟҋȪȲǿᵊ۹
ᏰȺɂȈૌഈɁޙ߳ᛃӒȉɥ˹॑ȾȈފȼɕȲȴȉ

Φᴪ²±ǽʫ˂ʵ̬α˨ͱᐐᴥʫ˂ʵɁ۹ȗʒʍʡ
±²ջᴦȻ˩ͱᐐᴥߵȽȗ±²ջᴦȾґҾȪȲʫ˂
ʵю߁ɵʐɾʴ˂ґፀɁျȻᐎߔ
ɬᴫᣞα୫ɵʐɾʴ˂̬α˨ͱᏰȻ̬α˩ͱᏰ

ȻᎢȟȶȹȗɞǿᵊߵᏰȺɂᴩ
Ȉઆ͖ଡ଼࢙ȉɥ˹॑Ⱦ
Ȉଡ଼׆ॖఖȉȻȈૌഈɁޙ߳ᛃӒȉኄȟᣵȽɞǿ

¶¹ǽ̬α˨ͱᏰɂᑌްᄑȽΙȟ۹Ȣᴩ̬α˩ͱᏰɂՙ
߁ɗքްᄑȽΙȟ۹ȗǿ

፱જᴷ±°ఌఞɬʽɻ˂ʒȺ᚜ɟȲᵊ۹ᏰɁץᭉཟɂᴮఌ
ఞɬʽɻ˂ʒȺɂᜓȪȲǿᵊ۹ᏰɁȈຏોኄၥہ

ɮᴫՙα୫ɵʐɾʴ˂

϶ȉ๊ӦȺɁץᭉɂᴩʫ˂ʵɥɛɝ๊ႊȪȲȦȻȾɛ
ɝሥᄑˁ˿ͶᄑȾ๊ӦȺȠᴩٌᫍɥгఏȪȹɛɝ๊

·°ǽ̬α˨ͱᏰɂ˿ͶᐐᄑȽᜤᣖȟ۹Ȣᴩ̬α˩ͱᏰɂ
ϲᜊᐐᄑᜤᣖȟ۹ȗǿ

ӦȾᠴȻȬɞɑȺױȺȠȲǿʫ˂ʵ๊ႊɁӛȟ
ɛɝᯚȗȻȗșȦȻȞɜɕʫ˂ʵɋɁαᭅȟșȞȟ

ɰᴫцᣮ

țɞǿᵊ۹ᏰɁȦɁ˿ͶᄑȽ๊ӦݎӯȟᴩᄾᩜᩜΡȺ
ȈૌഈɁޙ߳ᛃӒȉɥ˹ಎȾȈ๊ӦȾᠴȉ
Ȉଡ଼׆

·±ǽ̬α˨ͱᏰɂՙα୫ᴥઆछޱᴦɁᩋȨᴥᴦȟᩋȢᴩ
̬α˩ͱᏰɂᣞα୫ᴥޙႆޱᴦɁᩋȨᴥᴦȟᩋȗǿ

ॖఖȉɁᣵᨎɥႆɦȺȗɞǿ
ǽǽˢᵊߵᏰȺɂᴩ
Ȉઆ͖ଡ଼࢙ȉ
ɥ˹ಎȾ
Ȉଡ଼׆ॖఖȉ
Ȉૌ

·²ǽ̬α˨ͱᏰɂՙαᴥઆछޱᴦوୣȟ۹Ȣᴩ̬α˩ͱ
Ᏸɂᣞαᴥޙႆޱᴦوୣȟ۹ȗǿ

ഈɁޙ߳ᛃӒȉ
ᴩȈފȼɕȲȴȉȟᣵȽɞǿઆ͖ଡ଼
࢙ɥ˹ಎȻȬɞȦȻɂᴩޙɆɁɬʁʃʒ๊ӦȾɑȳ˿

·³ǽ̬α˨ͱᏰɂՙα୫ᴥઆछޱᴦɁࢲ٫୫ᩋȟᩋȢᴩ
̬α˩ͱᏰɂᣞα୫ᴥޙႆޱᴦɁࢲ٫୫ᩋȟᩋȗǿ

ͶॴɗሥॴȟᑎȶȹȗȽȗȻᐎțɜɟɞǿ
ᴪ ¸¹ ᴪ

Φᴪ²²ǽґፀɁျȻᐎߔ

ޙႆɂҝȻȪȹᴩץᭉȟȽȗȞɜ֖ڨȪȽȗޙႆɋɁ

ɬᴫျ

ɬʡʷ˂ʋɥࡾ܁ȪȲȗȻᐎțȹȗɞǿȦɟɂᴩᣮα

Ǳᣞα୫ю߁ΙՒɆՙα୫ᜊߔᜤᣖɁɛɝ

୫ᩋȻࢲ٫୫ᩋᴩ
ᣞՙαوୣȺɕպറȾᐎțɜɟɞǿ
ᑌްᄑΙɎɔɞȦȻɁ̜ᴷɬʁʃʒɂȗɠȗɠȫ

َ±³ǽ̬α୫ɵʐɾʴ˂ᄾՕȬɞᤣǽ

ȹȢɟɞǿᔍȪȗᣌαంȠɁնᩖȾȦɁɛșȽʫ˂ʵ
ɥᄉȬɞȻᴩటछȾɗɞȟҋȹȢɞǿ
Ǳ²°°·ࢳ±°ఌ±·ஓ ±·º²²ǽᵂɛɝ
今日は，子どもたちが私のことを，多くの場面で必
要としてくれて嬉しかったです。子どもが芋を見つけ
た時は，見て欲しいといわんばかりに，[でっかいが
見つけた]などと声をかけてくれました。子どもに[す

ɬʁʃʒȞɜɁՙα୫ɗȗɠȗɠȽষڨɥЫȾઆछଡ଼

ごいねぇ〜よく頑張って掘ったね]などたくさん褒め

ޮȟᣞα୫ɥͽȬɞǿȰɁю߁ȾɂछུՙȤȶȲষ
ڨɥЫȾȪȲᝲᝩȟȕɞǿю߁ᄑΙɂȦɁᝲᝩɁᪿ

ることができたので，良かったです。
²°°·ࢳ±°ఌ±·ஓ ²±º²¹ǽᵂȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹ɛɝ
私のことを多くの場面で必要としてくれて嬉しかっ

Ⱥȕɞǿ
ᜊߔᜤᣖɁཟɂᴩɬʁʃʒȞɜɁՙα୫ɁΙȺȕ

た。それは，
「でっかいが見つけた」などと声をかけ

ɞǿᇉशȴȺᄑȽݎӯᴥϲᜊᐐᄑ᚜းᴦȺ๊ӦȬ

てくれたことに対して「すごいねぇ〜よく頑張って

ɞɁȺȽȢᴩ˿ͶᄑˁሥᄑȽݎӯᴥ˿Ͷᄑ᚜းᴦȺ๊

掘ったね」
などたくさん褒めることができたことです。

ӦȬɞȦȻɥఙशȪȹᜫްȪȲɵʐɾʴ˂Ⱥȕɞǿ

これでいいのです。信頼関係が確立していると言えま

Ǳᣮα୫ɁᩋȨɗᣮαوୣɛɝ

すね。かれらのモチベーションの元ですよ。
Ǳ²°°·ࢳ±°ఌ±·ஓ ²²º²¹ǽᵂɛɝ

َ±´ǽᣞՙα୫ȺɁᄾՕȬɞᤣ

今思ったのですが，私が本多先生に褒められてとても
とっても嬉しいように，子どもたちだって嬉しいので
すよね。私以上に。褒めれるところをたくさん気付け
るようになって，それを子どもたちに多く伝えたい思
います。自信が前よりも少しつきました。ありがとう
ございます。
²°°·ࢳ±°ఌ±¸ஓ ±°ºµ¶ǽᵂȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹ɛɝ
ᣮα୫ɁᩋȨɗࢲ٫୫ᩋɂю߁ɁៈߋȨᴩᜊߔȞɜ

私はおべんちゃらで褒めていません。だから気持ちが

Ɂ९ᐎɥɛɝ۹Ȣֆɓکնȟ۹ȗǿᣞՙαوୣɕɬʁʃ

伝わるのでしょうね。
「褒めれるところをたくさん気

ʒȞɜɁՙαوୣȟ۹ȗȦȻɂሥᄑȽ֖ڨȾȷȽȟ

付けるようになって，それを子どもたちに多く伝えた

ɞǿ

い」。考え方は大正解です。よかった，よかっただけ
では気持ちは伝わりません。
何処がどうよかったのか，
きちんと理解して褒めてあげることが大切です。

ɮᴫᐎߔ

そのために，しっかり見たことをメモしましょう。こ

ፀɁɑȻɔᴷю߁Ι፱Ⱥɂᴩ̬α˨ͱᐐȟᑌްᄑ

のノートは一生の財産になります。

Ιȟɛɝ۹Ȣՙ߁ɗքްᄑΙȟɛɝߵȽȗǿ̬α
˩ͱᐐɂȦɁᣡȺȕɞǿᜊߔᜤᣖɁཟȺɂᴩ̬α˨

ఊߵ̬αᐐȻɁʫ˂ʵ̬α̜ᴷȦɁఙᩖɁ̬αɁ፱ȹ

ͱᐐȟ˿Ͷᄑᜤᣖȟɛɝ۹ȢϲᜊᐐᄑᜤᣖȟɛɝߵȽ

ȺȕɞǿץᭉȽȗȞɜ॒ᛵȽȪȻȬɞᵃȨɦȻɂȼș

ȗǿ̬α˩ͱᐐɂȦɁᣡȺȕɞǿ

͇ȠնțɃᓦȞȶȲɁȳɠșȞǿᝥᭉɂࠅȠȽȗǿ

ǽᣮα୫ɁᩋȨɗࢲ٫୫ᩋɂᴩ̬α˨ͱᐐȺɂՙα୫

²°°·ࢳ¹ఌ±ஓ ±¶ºµ¸ǽᵃȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹ɛɝ

ȟᩋȢᣞα୫ȟᅽȗǿ̬α˩ͱᐐɂȦɁᣡȺȕɞǿ

アンケートによると，こどもたちとの人間関係で少し

ǽᣞՙαوୣɂᴩ̬α˨ͱᐐȺɂՙα୫ȟ۹Ȣᣞα୫ȟ

困っているとありました。
心配になりメールしました。
ちょっとしたことが原因で行き違いを生じることがあ

ߵȽȗǿ̬α˩ͱᐐɂȦɁᣡȺȕɞǿ

ります。もし相談する気持ちがあれば事情を聞かせて

፱જᴷю߁ᄑΙȺɂᴩᑌްᄑю߁ȟܧɑȪȗɁȺȕɞ
ȟᴩʫ˂ʵ̬α˩ͱᐐȾɂʗʋɻʍʒ߳ɗᜊߔӌɥ

ください。案外簡単に改善されるかもしれませんよ。

ᯚɔɞȦȻኄױཟȟ۹ȢᴩፀᄑȾɂᑌްᄑȽΙ

メールを待っています。
²°°·ࢳ¹ఌ²±ஓ ±µº±°ǽᵃȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹ɛɝ

ȟߵȽȢȽȶȹȗɞǿ
ǽᜊߔᜤᣖɁཟȺɂᴩ
ȈᜊߔȪᐎțంȢȉȦȻȺ๊Ӧ
Ɂю߁ȟ˿ͶᄑȾȽɞȻ९șɁȳȟᴩ֖ڨɥઑքȬɞ

ᴪ ¹° ᴪ

以前上記のメールを送りましたが，その後の様子はい
かがでしょうか。メールください。

ޙɆɁɬʁʃʒ๊ӦȾȝȤɞ Å ᴪʫ˂ʵ๊ႊᄾᝬɁᡇȻΙ

Ǳ²°°·ࢳ¹ఌ²±ஓ ±µº²¶ǽᵃɛɝ

țȹȗɞ୫ቛȞɁᆬᝓȺȕɞȻᐎțȹȗɞǿȻȬɟɃᴩ

９月になってから朝から学校に行けることができ，小

ՋȪȗᣜՒȟ۹ȢȽȶȹȢɞǿ॑٥ɛȗᕹȳȤȟʬʋ

学生とも打ち解けることができました！今は楽しく勉

ʣ˂ʁʱʽɥ˨ȥɞɁȺɂȽȢᴩտ˨ȪɛșȻȬɞᄻൈ

強させてもらってます。

ɥȗȞȾᒲґɁɕɁȻȨȮɞȞȾӌɥоɟȹȗȢɌȠȻ

²°°·ࢳ¹ఌ²¸ஓ ±¹ºµ³ǽп׆ᣞαᴥҰҋු֖ڨوᛵᴦ

ᐎțᴩ͏˩ɁȻȝɝȪȗඬɒɥܿɔȹȗɞǿ

²°°·ࢳ±°ఌ±´ஓ °º³°ǽᵃȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹ɛɝ

Ȫȗᝁɒ

10月に入ってから連絡がないので心配です。

ḧǽʫ˂ʵᄾᝬɁӛɥᅺɜȮɞ̜Ұ߳ȻȪȹᴩ̜

学びのアシストの活動をしていますか。お知らせメー

ɥɕȻȾȪȲផᏲɁᩒϸ

ル届いていませんか。このメールが届いたら返事をお

Ḩǽʫ˂ʵ֖ڨɥȪɗȬȗၥͽہɝȻȪȹᴩɬʁʃʒ

願いします。

п׆Ɂ๊ӦɁᣞՙαɥᜤоȬɞފɁᜫᏚ

Ǳ²°°·ࢳ±°ఌ±´ஓ ±°º´²ǽᵃɛɝ

Ȉ܁˦۾ȺȬǿץᭉɂȕɝɑȮɦǿ
ȉȻ֖ڨɥઑɓɬ

大丈夫です！配置校には水曜日の午後は毎回通ってい

ʁʃʒȟҋးȪȽȗɛșᴩ๊ӦҰȾ߳ȬɞȦȻȟ॒ᛵ

ます。
子ども達とも，
先生方ともしっかりコミュニケー

Ⱥȕɠșǿଆ࢛ᝈʫ˂ʵɂᬂυȻȗșɬʁʃʒɕȗɞ

ションが取れるようになって来ましたので楽しく活動

ȺȕɠșǿᒲґȳȤɁȾᩐȫȦɕȶȹȗȹɂпͶȞɜ

させてもらっています。メールも届いています。

ɝරȨɟȹȪɑșȺȕɠșǿȦɁɛșȽ̜ৰɋɁ̙᩻

²°°·ࢳ±°ఌ±´ஓ ±¹ºµ¸ǽᵃȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹ɛɝ

ᏚȻȪȹɁȪȗᝁɒȺȕɞǿ͏˩Ɂʫ˂ʵᣌα୫Ɂ

よく読んでいないようなので，９月２８日のメールを

ంȠҋȪɁՋȪȨɁ˹ȾɕਾȁɁ᭐ȗȟᣅɔɜɟȹȗ

再送します。ということで，全く大丈夫ではありませ

ɞǿ

ん。今回の報告はもう一度送り直しましょう。

Ȫȗඬɒɥ९ᐎȪȲʫ˂ʵ̜ᴷʪ˂ʓᄑȾᑌްᄑ
ΙȬɞɁȺɂȽȢᴩᣌα୫ɁɛșȾᜊߔɁཟɥᇉȪ
̜Ұᴩ̜ऻцȾᐎțȨȮɞȦȻɥɔȩȪȹȗɞǿ

߅ࠊࠅߦ

Ǳ²°°¸ࢳ·ఌ³ஓ ±¶º±³ǽᵄɛɝ

ᦀ۾Ɂʑ˂ʉ˂ɥျȬɞȾȕȲɝʑ˂ʉ˂ю߁ɥക

̾وɂፈ᭥ɁᩖȞɜՎӏȪᴩ͡ɒɕފȼɕȲȴɥ

ॡَԇȬɞਖ਼ศɂᴩᵌᵐᵆᴾᴪƎȺޙɦȳᴥట۹±¹¸´ᴦ
ǿ

ᣵɟȹɺʳɰʽʓɋᚐȠᴩȧȶȦȽȼɥȪȹᤅɆɑȪ

̾وɂᴩɵʐɾʴ˂ґ͏۶Ɂʑ˂ʉȺɕകॡَԇɥᝁ

ȲǿᒲґɕފȼɕȲȴɕҰوȻɌȹ፯एȟɎȣɟᴩȲ

ɒᴩ͏˩ɁፀȟᄉȺȠȲǿ

ȢȨɦᝈɕȺȠɑȪȲǿඒوȞɜɂ़ȁȾɒɦȽɁջҰ

±°ఌఞȈɛɝሥᄑ˿Ͷᄑ߳ȟɔɜɟɞຏો๊Ӧ
Ⱦᵊ۹ᏰȟᵊߵᏰɛɝ۹ȢɝጸɦȳȦȻȾɛɝᴩᵊ۹

ɕᜁțȹȗȠȲȗȻ९ȶȹȗɑȬǿ
²°°¸ࢳ·ఌ´ஓ ±·º°¶ǽᵄȨɦɋǽట۹ɛɝ

Ᏸȟ߳ȾٌɝᴩފȼɕȲȴȻɁᩜΡɂŽᵊߵᏰɛɝম

ፈ᭥ɁᩖɂᴼȰɁऻɁȝӣऐɂᴼȰɟȻɥంȗ

ȢžȽȶȲǿᵊ۹ᏰɂȦɁভɒᜓɁȲɔʫ˂ʵ๊ႊȟ

ȹȢȳȨȗǿᒲґɂ፯एȪȹȗȹɕᴩފȼɕȲȴɂ۾ӯ

۹ȢȽȶȲǿᴮఌఞȺɂȈᵊ۹ᏰɁȊຏોኄၥہ϶ȋ

ȺȬɁȺᴩᒲུȾળɞᓋȶȹȗɑȬɛǿջҰɥᜁțɞɁ

๊ӦȺɁץᭉɂᴩʫ˂ʵɥɛɝ๊ႊȪȲȦȻȺሥᄑˁ

ɂඒوȞɜȺȬȞǿȟɦɃȶȹȢȳȨȗǿᪿնќᅊɥȝ

˿ͶᄑȾ๊ӦȺȠɞɛșȾȽɝᴩٌᫍɥгఏȪȹɛɝ๊

ϋɝȪȹછ۾ɽʞ˂ᴥջҰᜤоᴦɗʑʂɵʫȺଟफȪȲ

ӦȾᠴȻȫɞɑȺױȺȠȲǿʫ˂ʵ๊ႊɁӛ

ɝȪȹ๊ႊȬɞȻȢᜁțɞȦȻȟȺȠɑȬǿρ̷ষڨ

ȟɛɝᯚȗȻȗșȦȻȞɜɕʫ˂ʵɋɁαᭅȟșȞȟ

ί឴Ⱦาɥǿ

țɞǿᵊ۹ᏰɁȦɁ˿ͶᄑȽ๊Ӧݎӯȟᴩ
ᄾᩜᩜΡȺ
Ȉૌ
ഈɁޙ߳ᛃӒȉɥ˹ಎȾȈ๊ӦȾᠴȉ
Ȉଡ଼׆ॖఖȉ
ɁᣵᨎɥႆɦȺȗɞǿ
ӨȺɂȽȢᴩȦɁȦȻɥްȺȠɞ୳ȟȕɞǿȪȞ

ᢥ₂
ÈïõçèᴩÊ® Â® ¦ ÄõîãáîᴩÊ ®Ë® ᴷ±¹¸° Ãáôåçïòéåó æïò

ɕӨɗጽ᮷ȺɂґȞɜȽȞȶȲȦȻɕҋȹȠȹȗɞǿ
ʫ˂

ôèå Óôõäù ïæ Éîóôòõãôéïî ÏÓÉÁ Öïì®±ᴩÔèå Ïèéï Óôáôå

ʵ๊ႊᄾᝬɂԚґᏲȟȕɞȻȗțɞፀȺȕȶȲǿ

Õîéöåòóéôù

ˢȺɵʐɾʴ˂ю߁ґȞɜɂᴩࢠឧᄑȾᐎțीɞ

ట۹αலᴷ±¹¸´ᴩᢎ᮷ૌഈȻɵʐɾʴ˂ґǽÐ±±·²²µᴩ
ଡ଼ᑎᩒᄉᆅሱ

ю߁ɂ૱ȺȠȲȟᴩȪȗᄉɂҋȽȞȶȲǿɿʠɵ
ʐɾʴ˂ɁȕɝኄᴩɑȳɑȳᓦȬɞȦȻȺȪȗᜓ

ట۹αலᴷ±¹¸¶ᴩᤍोૌഈɁΙȻɵʐɾʴ˂ґᴥ̠
ૌഈȾɛɞ߳ศױɥɔȩȪȹᴦ

ȟႆɑɟɞȻᐎțɞǿȲȻțɃᴩᑌްᄑΙȻքްᄑ
ΙȺȕɞǿਾȁɂᴩޙɆɁɬʁʃʒȟފȼɕȲȴȾα

ǽ߳ȻΙ Öïì®³²Îï®³³ ஓటଡ଼ᑎΙᆅሱ͢ǽÐ´¹µ²

ᭅȨɟɞ๊ӦɥȬɞȲɔȾȈފȼɕᄻ፷ȺᜊߔȪᴩᐎ
țᴩᄻൈɥްɔȹᡇȬɞȉኄᴩሥᄑȽ๊Ӧɥɔȹ

ᴥ²°°¸ࢳᴶఌᴮஓՙ͇ᴦ

ȗɞǿȪȲȟȶȹᴩʫ˂ʵᄾᝬɁʧɮʽʒɂ˿ͶᄑȾᐎ

ᴥ²°°¸ࢳ±±ఌᴲஓՙျᴦ

ᴪ ¹± ᴪ

