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Ｑ１ 学級のルールを決めるとき、どんなこと
に気をつければいいですか。

Ａ１

【大切にしたいこと】
・毎日行うことを中心にルール作りをし、みんなが守れるように日々
の取組を行いましょう。
・教員が意識して時間を守る姿を子供に示しましょう。
・例えば、宿題の提出方法については、「いつ・どこに・どのよう
に」出すかを分かりやすく伝えましょう。きちんと提出ができた子
供をほめましょう。

学級のルールについては、学級開きのときなど、できる
だけ早い時期に、みんなが守れることを具体的に言葉や
図を使って分かりやすく示したり、話し合ったりしま
しょう。教員が思う「これだけは必ず守ってほしい。」
という内容は別として、子供たちと一緒にルールを作る
ことで、「みんなで守ろう。」という雰囲気が生まれ、
納得してルールを大切にすることにつながります。でき
ていないことを注意するだけではなく、折に触れルール
を守れているか声かけをしたり、できていることをほめ
て認めることも大切です。子供とともに教員もルールを
守ることを心がけましょう。
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Ｑ２ 学級経営や教科指導等をするとき、どの
ような心がけで臨めばいいですか。

Ａ２

教員の表情は、子供に大きな影響を与えます。年度始
めは、子供も緊張しているので、笑顔で接することを
心がけましょう。教員の笑顔は、子供に安心感を与え、
子供との信頼関係を築きやすくします。円滑に学級経
営をしたり、効果的な教科指導をしたりする上で、大
切にしたいことを子供に分かりやすくはっきりと示し
ましょう。しかし、何もかも指示してしまうと、子供
の自主性が育たなくなるので、発達段階に応じた指導
を心がけることが大切です。

【大切にしたいこと】
・授業の開始時刻と終了時刻を守ることを基本としましょう。教員が授
業開始時刻に授業を始め、終了時刻で授業を終わらせ、休み時間を確
保すれば、「授業中は集中しよう。」「授業開始時刻を守ろう。」と
する子供の意識を高めることにつながります。

・これだけはしてはいけないという行為を子供に示し、そのような行為
をしたときには、毅然とした指導を行いましょう。

・子供には得意なこと苦手なことがあります、愛情を持って指導しま
しょう。
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Ｑ３ 居心地のよい教室環境づくりに大切なこ
とは何ですか。

Ａ３

【大切にしたいこと】
・子供との出会いを前に、机の傷や落書き、ロッカーの汚れ等がない
ように最も美しい状態に整えておきましょう。
・帰る前や、子供たちの登校前に、教室環境の確認をしておきましょ
う。掲示物の乱れがないか、ゴミが落ちていないか、落書きがない
か等、チェック箇所も決めて確認すると、前日とのちがいに気づき
やすくなります。
・いつもと異なる様子、状況があれば些細なことでも放置せず、子供
に声をかけましょう。それが、いたずらやいじめ等の早期発見につ
ながります。

教室環境が整っていれば、学級の子供たちは、安心して授
業を受けたり、遊んだりできるものです。普段から教室掲
示の工夫や清潔感のある教室環境作りを心がけましょう。
教室環境の整った居心地のよい学級で学習することは、結
果として学力の向上にもつながります。
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Ｑ４ ほめ方・叱り方のポイントはどこですか。

Ａ４

明るい笑顔で、努力したこと、がんばろうとしたことな
どをタイミングを逃さずにほめましょう。子供が「先生
は、私のがんばりを見ていてくれる。」「私の良さを分
かってくれる。」と思えるようになることが大切です。
生命に関わること、心と体を傷つけること、また、注意
しても同じことを何度も繰り返した時などは、毅然とし
た態度で叱ります。感情的に怒るのではなく、何がいけ
なかったのか、子供がよく分かるように冷静に話します。
子供の人格を否定するような叱り方はいけません。行為
に対して叱るよう心がけることが大切です。

【大切にしたいこと】
・「ほめて育てる。」ことが第一です。指導では、「注意して、叱る。」よ
りも、「教えて、ほめる。」ことを重点におきましょう。

・子供の成長を心の底から喜び、体いっぱいでほめましょう。
・少なくとも、一週間のうちに、一人残らずほめましょう。
・子供に叱る事柄を明確に伝え、一貫した態度をとるようにすると子供は指
導に対して納得しやすくなります。保護者にも最初の保護者会などで説明
するといいでしょう。

・真面目にきちんとできている子供を一緒に叱らず、「悪いことをしたから
叱られている。」ということを示しましょう。

・間違えて叱ってしまわないように、事情をよく聞いてから対応しましょう。
・叱った後は、フォローも忘れずに行い、子供との人間関係を保ちましょう。
・必要に応じてどのように対応したのかを保護者に伝えます。内容によって
は、直接会って話した方が伝わりやすいことも多くあります。

・悪いことばかりではなく、良いことをしてほめた時も伝えておくと保護者
と良い関係を築きやすくなります。
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Ｑ５ 忘れ物への対応は、どうすればいいです
か。

Ａ５

忘れ物をする原因を把握することが、効果的な指導
につながります。例えば、次のようなことを手がか
りにして、原因を探り、忘れ物をさせないための指
導をすることが大切です。
○連絡帳などに必要なことを書いてから帰る習慣が
身についているか。
○家庭に帰ってから、連絡帳を確認しながら、翌日
の準備をする習慣が身についているか。
○いつも同じ物を忘れたり、曜日に偏りがあったり
と忘れ物に何らかの傾向が見られないか。
○子供の性格や家庭環境が忘れ物に影響していない
か。

【大切にしたいこと】
・見やすい場所に次の日の予定や準備物を提示して連絡帳に記録させ、
内容を互いに点検させましょう。
・帰る前に、机の中やロッカー等に忘れ物がないか確認させましょう。
・忘れ物の内容によっては、対応について、管理職や同僚、スクール
カウンセラー等に相談することが必要な場合もあります。一人で悩
んではいけません。
・家庭で連絡帳を見て、連絡帳へサインしてもらうなど、家庭の協力
も求めましょう。
・忘れ物は、だれにでもあることです。忘れ物をした場合、どのよう
にすればいいのかを指導しておくことも大切です。
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Ｑ６ 子供が欠席したとき、どのようなことに
気をつけて対応すればいいですか。

Ａ６

【大切にしたいこと】
・欠席の理由を明らかにし、適切な対応を早期に実施することが大切
です。
・欠席理由が気になる場合や不明確な場合は、早急に保護者と連絡を
とり、家庭訪問をするなど、適切に対応します。
・支障がなければ欠席理由をクラスの子供たちに知らせます。休んで
いることを気にかけさせることで、子供たちの学級への帰属意識が
高まります。
・連絡カード（翌日の予定、準備物、宿題、配付物、コメント等を記
したもの）をその日のうちに渡せるよう準備します。（ただし、子
供がメッセージを記す場合は、教員が事前にチェックします。）
・欠席明けには笑顔で迎え入れ、授業の補充確認をしましょう。

欠席理由を明らかにし、適切な対応を早期に実施する
ことが大切です。欠席理由が気になる場合や不明確な
場合は、早急に管理職などに相談した上で、保護者と
連絡をとったり、家庭訪問をしたりするなど、適切な
対応をしましょう。
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Ｑ７ 清掃指導を行うときの注意点はどのよう
なことですか。

Ａ７

【大切にしたいこと】
・教員は、児童と一緒に清掃するようにし、「ほうきの使い方、片付
け方」、「ぞうきんのかけ方、すすぎ方、絞り方」など掃除の仕方
や道具の正しい使い方、片付け方を丁寧に指導しましょう。
・役割分担を明確にし、時間いっぱい全員で協力して行うよう指導し
ましょう。
・例えば、みんなが嫌がる場所を清掃している子供を紹介し、感謝の
気持ちを添えてほめたり、励ましたりしましょう。
・「きれいにすること」とともに、「きれいに使うこと」の大切さに
も気づかせましょう。
・子供とともに清掃をするからこそできる指導の機会と考えましょう。

子供は、毎日の清掃活動を、「やらされている。」と
感じがちです。教員は、この「やらされている。」と
いう気持ちを「自ら進んでやろう。」という気持ちに
高める工夫をすることが大切です。学習の場を、自分
たちできれいにすることで、清掃後の満足感を味わわ
せるとともに、協力することの大切さを学ぶ機会にし
ましょう。
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Ｑ８「朝の会」「帰りの会」の活動は、どうす
ればいいですか。

Ａ８

【大切にしたいこと】
〈朝の会では〉
あいさつ、出席確認と健康観察、連絡（今日の予定は忘れずに。）、
担任の話等を基本に、「誕生日の紹介」「クラスの歌」「今日は何
の日」等、明るく温かい雰囲気で一日が始められるような工夫をし
ましょう。
〈帰りの会では〉
一日の感想・振り返り、連絡（明日の予定、係・委員会から。）、
担任の話、あいさつ等を基本に、「（テーマを決めた）スピーチ
「今月の歌」「今日見た良い姿」等の変化も加えながら、明日への
意欲につながるような取組を工夫しましょう。なお、児童生徒の発
表などには、励ましの言葉を添え評価することが大切です。様子が
気になる子供がいれば、放課後、個別に話を聞きましょう

子供たちは、毎朝、「今日は、どんな一日が待って
いるのだろうか。」とわくわくしながら登校してき
ます。朝の会は、子供同士、学級担任と子供たちと
の出会いの時間です。子供たちが、気持ち良く一日
をスタートできるよう工夫することが大切です。帰
りの会は、子供たちが、授業を終え、その日の反省
や連絡などを行う時間です。不安や悩みを抱えたま
ま下校することがないように、心の安定を図り、
「明日も元気に登校しよう。」という気持ちにさせ
るよう工夫することが大切です。
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Ｑ９ 子供のことをよく知るために、どのよう
なことを心がければいいですか。

Ａ９

【大切にしたいこと】
・子供をよく観察して一人一人のことを理解しましょう。子供の表面
的な言動だけで判断せず、その背景にどんな思いがあるのかに気づ
くことが大切です。
・教員であることを忘れず、子供の気持ち、立場になって考えてみる
ことも子供をよく知るための方法の一つです。
・日記は、子供との大切なコミュニケーションをとる手段です。話し
にくい内容も自由に書ける雰囲気を作りたいものです。
・子供のことを知っているのは、担任だけではありません。担任の前
では見せない一面を知っている教職員や関係者もいます。様々な方
から情報収集しましょう。
・どんなことでも話しかけられたら聴きましょう。どうしても時間が
なかったら、必ず後から尋ねましょう。

話を聴くことが子供をよく知るための第一歩です。
しっかりと子供たちの声に耳を傾けましょう。子供が
話しかけてきたら、忙しくても、仕事の手を止め、身
体を向け、目を合わせて話を聞きましょう。相づちを
打ったり、うなずいたりすると、子供は話しやすくな
ります。話の内容に応じて、表情にも注意しましょう。
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Ｑ１０ 学級の目立たない子やおとなしい子に
は、どう対応すればいいですか。

Ａ１０

こちらから声をかけましょう。初めのうちは、声をか
けても反応や返事が返ってこない場合もあります。そ
れでも、話しかけることが大切です。先生からの声か
けを待っていて、次は、返事をしようと思っているか
もしれません。

【大切にしたいこと】
・「一人一人に一日一回は声をかける。」など、具体的な目標を持っ
ておくといいでしょう。
・集団の中で配慮の必要な子供の視点に立ち、具体的な手立てを考え
ておきましょう。
・休み時間に教室で一人残っていたり、これまでと違う友だちと遊ん
でいたりする子供には、気を配って声をかけましょう。
・健康観察や出席調べなどの時に、簡単な質問をして、体調管理とと
もにコミュニケーションをとるのもよいでしょう。
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Ｑ１１ 子供との関係づくりでは、どのような
ことに気をつければいいですか。

Ａ１１

新任の教員であっても、周りからは一人前の教師として
の期待が寄せられます。愛情を持って、すべての子供に
平等に接することが大切です。そして、子供の人格を尊
重し、教員として適切な距離感を考えて関わっていくこ
とを心がけましょう。思春期を迎えた子供たちとの関わ
り方については、特に難しさを感じるものですが、子供
の気持ちに寄り添った関わりを心がけ、信頼関係を築い
ていくことが大切です。

【大切にしたいこと】
・「授業中」と「休み時間」等、場面に応じたけじめのある対応を心がけ
ましょう。
・教員自身が「～です」「～ます」「～さん」等の丁寧な言葉遣いをしま
しょう。
・休み時間等は、できるだけ子供と一緒に過ごすようにしましょう。話を
聞いたり、一緒に遊んだりすることで、授業中には分からなかった子供
の姿が見え、関わりを深めることができます。
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Ｑ１２ 家庭訪問をするときには、どのような
準備と注意が必要ですか。

Ａ１２

【大切にしたいこと】
・事前に地図等で訪問先と駐車位置（移動手段を含む。）を確認し、
予定時刻に遅れないようにしましょう。遅れそうな場合は、その旨
を必ず家庭に電話連絡しましょう。
・保護者からは子供の家庭での様子を話してもらいましょう。十分に
話を聞いた上で、子供の頑張りや良い面を伝えましょう。
・保護者との懇談中は出来るだけ会話に集中し、聞いたことは車中等
で簡単にメモし、帰校後に改めて記録を残しましょう。
・服はスーツまたはブレザーを着用し、鞄や靴、靴下等にも配慮しま
しょう。また、時間を守るため腕時計も忘れずに。訪問する際の社
会人としてのマナーも重要です。
・学校の代表として訪問しているので、学校への意見や要望等は即答
せず、一度持ち帰って管理職等と相談してから返答しましょう。

まずは、家庭訪問の目的について理解しましょう。家
庭訪問は、子供の家庭環境や家庭での過ごし方などを
直接保護者を通して知り、学校での指導に役立てると
ともに、保護者との相互関係や信頼関係を深め、あわ
せて具体的な指導について理解と協力を求めるための
ものです。家庭訪問は、期間を決めて全校一斉に行っ
たり、必要に応じて行われたりする場合もあります。
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Ｑ１３ 保護者との関係づくりでは、どのよう
なことに気をつければいいですか。

Ａ１３

保護者とこまめに連絡をとり、子供の様子や連絡事項
を丁寧に伝えることが大切です。保護者の話を聞くと
きは、まず、最後まできちんと話を聞き、相手の思い
を理解することを心がけましょう。
日々のコミュニケーションを積み重ね、一緒に子供を
育てる姿勢を持つことが、保護者との関係づくりには
必要です。

【大切にしたいこと】
〈連絡帳〉
・１時間目が始まるまでに、連絡帳を点検し、家庭からの連絡がない
か確認しましょう。返事は、書かれている内容をよく理解して、き
ちんと相手にわかる表現で書きましょう。内容によっては、管理職
等に報告しましょう。（返事を赤字で書いてはいけません。）
・ちょっとした連絡でも、印だけにせず、一言添えるとよいでしょう。
・内容によっては、コピーを取るなどして、記録を残しておきましょう。
〈電話〉
・簡易な連絡事項は電話で伝えてもいいですが、複雑な内容の場合は、
できるだけ顔を合わせて話す機会を持ちましょう。
・顔が見えない相手に話をすることになるので、できるだけ丁寧に、
そして、相手に分かる表現で伝えましょう。
・問題点の連絡だけで終わらせてしまわず、良いことも伝えることが、
信頼関係を保つために大切なことです。
〈その他〉
・学校の実情に合わせて、日々の子供たちの様子を学級通信等で伝え
ると、保護者と学級とのつながりを深めることができます。
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Ｑ１４ 新しい職場にとけ込むため、どのよう
なことを心がければいいですか。

Ａ１４

【大切にしたいこと】
・管理職や先輩からのアドバイスには、誠実に耳を傾けましょう。
・自分だけで判断しないで、分からないことは遠慮せず、質問したり
相談したりしましょう。
・常に学ぼうとする謙虚さと感謝の気持ちを忘れず、多くの仲間と協
調して職務に専念しましょう。
・よりよい人間関係の中で、先輩から多くのことを学んで、日々の教
育実践力を高めるとともに、教師として、また人間としての度量を
広げていきましょう。

職場にとけ込むための第一歩として、あいさつをする
ことから始めましょう。ちょっとした一言で、相手を
元気にしたり、いい気分にしたりします。学校には、
いろんな役割の職員がいます。そういった職員の役割
や心遣いに気づくように努め、「いつもありがとうご
ざいます。」「お世話になります。」と感謝の気持ち
を言葉に表しましょう。
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Ｑ１５ 新しい学校に赴任したとき、どのよう
なことに注意すればいいですか。

Ａ１５

ベテランの教員でも、新しい学校へ赴任するときは戸
惑い、不安な気持ちになります。初任者のみなさんに
とっては、戸惑いや不安な気持ちはさらに大きいこと
でしょう。分からないことは、管理職や同僚に遠慮せ
ず、積極的に質問や相談をしましょう。一人で悩みす
ぎないことが大切です。

【大切にしたいこと】
〈初出勤〉
・印鑑と上履きを忘れずに持って出勤しましょう。（事前に確認して
おきましょう。）
・時間に余裕をもって、少し早目に出勤しましょう。
・事前に指示がなかった場合は、事務職員にあいさつをし、管理職に
取り次いでもらいましょう。
・前任校の事務職員から預かった引き継ぎ書類等があれば、事務職員
に渡しましょう。
・新しい職場に赴任すると、必要な手続きや提出しなければならない
書類等がたくさんあります。説明をよく聞いて、提出期日を守りま
しょう。
〈２日目以降〉
・分からないことは、管理職や同僚に遠慮せず、質問や相談をしま
しょう。
・学級開きまでにしなければならないことを整理し、計画的に実行し
ましょう。
・任された担当業務について、前任者がいれば引継ぎを受け、仕事内
容を教えてもらいましょう。前任者がいない場合は、管理職等に聞
いておきましょう。
・周りの人の様子をよく見て、手伝えそうなことは進んで手伝いしま
しょう。
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Ｑ１６ あいさつをするときに心がけることは
何ですか。

Ａ１６

【大切にしたいこと】
・登校指導などで校門や通学路に立つときは、表情を見ながら大きな
声であいさつをしましょう。
・子供の様子がいつもとちがったら、あいさつに続けて、一言付け加
えてみましょう。例えば、「朝ごはんを食べてきましたか。」など
のように、簡単に返事ができる質問などで声をかけ、反応をうかが
うといいでしょう。そこで気になることがあった場合は、場所をあ
らためてゆっくりと子供の話を聞きましょう。内容によっては、学
年主任や管理職に報告した方がいいこともあるでしょう。
・地域には、学校教育に関わってくださっている方もおられます。感
謝の気持ちを込めてあいさつをし、顔を覚えてもらいましょう。
・訪問者には、「こんにちは、何かお伺いしましょうか。」と声をか
けましょう。時として、セキュリティ対策にもなります。

明るく笑顔で、自分から進んであいさつをしましょう。
出勤時には、周囲に目を配り、進んで声をかけるように
心がけましょう。帰る前には、「お先に失礼ます。」と
一声かけてから帰りましょう。
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Ｑ１７ 日ごろの生活習慣や身だしなみで注意
することは何ですか。

Ａ１７

子供は、教員のことをよく見ています。「先生のよう
な人間になりたい。」と思わせるような、良い見本を
示せるよう日ごろから心がけるようにしましょう。
学校外の場所でも声をかけられることがあります。
「自分は知らなくても、周りには自分を知っている人
がたくさんいる。」ということを意識した言動を心が
けましょう。

【大切にしたいこと】
・規則正しい生活を心がけ、健康管理に注意しましょう。
・丁寧な話し方をしましょう。みなさんの話し方は、子供たちに大きな影
響を与えます。
・身の回りの整理整頓を心がけましょう。配付された書類やパソコンの
ファイルもきちんと整理しておきましょう。
・式典、授業、出張、家庭訪問、参観日、部活動等、その場に応じた服装
や清潔感のある身だしなみを心がけましょう。
・もしもの時に備え、ロッカーにスーツやジャージ等を常備しておくと便
利です。
・災害や不審者への対応等、緊急時を想定し、校内では動きやすい上靴を
使用しましょう。
・書類の提出期日や会議の開始時刻等、所定の期日や時間を守りましょう。
・病気等で休暇を取る場合や遅刻をする時は事前に、急な場合は速やかに
管理職に電話連絡をしましょう。
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Ｑ１８ 電話応対では、どのようなことに気を
つければいいですか。

Ａ１８

【大切にしたいこと】
・受話器を取った後は、明るくはっきりと学校名と名前を名乗りましょう。
・「いつもお世話になります。」「お待たせしました。」等のクッション
言葉をはさみ、相手が名乗らなかった場合は相手を確認しましょう。
・必ずメモを取りながら聞き、内容を正確に把握し、伝言を預かった場合
は、本人にメモを添えて伝えましょう。
・教職員や保護者の電話番号等は個人情報です。「後ほどこちらからかけ
直します。」と伝え、相手に伝える必要がある場合でも必ず、本人の承
諾を得てから伝えるようにしましょう。
・苦情や要望の電話については反論したり即答したりせずに相手の話を
しっかりと聞き、タイミングを計って管理職につなげましょう。
・職員室の会話等が相手に聞こえる場合があるので、相手を待たせるとき
には必ず電話機の保留機能を使いましょう。
・対応の仕方によっては、問題をさらに複雑にしてしまうことがあるので、
丁寧かつ誠意のある対応を心がけましょう。

電話の受け答えで自分の学校の印象が決まってしまい
ます。相手に良い印象を与えるためには、丁寧な対応
を心がけ、落ち着いて対応することが大切です。その
ために、電話対応の基本事項や決まり文句を覚えてお
くと安心です。
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Ｑ１９ 学級費や給食費等、公金の取り扱いに
ついて、どのようなことに注意をすれ
ばいいですか。

Ａ１９

【大切にしたいこと】
・お金を受け取るときは、その場で子供といっしょに金額を確認しましう。
・預かったお金は、学校の取り扱い方法を厳守して確実に管理しましょう。
・集金袋は、人の目に触れる場所に置かないようにしましょう。
・集金が滞っている家庭については、管理職等に相談して対応しましょう。
子供には直接その旨を伝えない等の配慮をしましょう。
・公金の取り扱いについては、トラブル防止のため、一人で行わず、複数
で確認し合いましょう。

子供や保護者から預かるお金はすべて公金なので、慎重に
取り扱いましょう。お金に関するトラブルは、子供や保護
者からの信頼を失うこととなります。子供が直接お金を
持ってくる場合は、朝のうちに、教員が直接受け取るよう
にしましょう。
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Ｑ２０ 日々の業務や年間行事に追われ、気持
ちや時間に余裕が持てないとき、どの
ようなことを心がければいいですか。

Ａ２０

【大切にしたいこと】
・出勤から退勤までのタイムスケジュールを把握しておきましょう。
・教務手帳などのカレンダーに、一週間の予定や年間行事を記録し、計画
的に仕事を進めましょう。

・同じ学年部や同教科の教員が、どのような取組をしているかいつも確認
し、分からないときは相談しましょう。

・先輩の仕事の仕方をよく観察し、効率良くすすめる方法を学びましょう。
・うまくいったことや失敗したこと、次回から気をつけることは、忘れな
いように記録しておきましょう。

初めて経験することが多く、気持ちや時間に余裕がな
いのも無理はありません。まずは、一日のスケジュー
ルを事前に確認しておきましょう。見通しを持って過
ごすことができれば、気持ちの面でゆとりが生まれま
す。
年間行事については、昨年度の資料や写真データ等を
見て、種類や内容、時期などを把握しておきましょう。
行事に向けて、いつ頃までにどのような指導や準備が
必要なのか見通しが持てると、子供への指導を計画的
に進めることができます。
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