来週の予定:11月30日(月)～12月４日(金)
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し何も覚えられず、社
会に苦手意識をもつ。
こういったパターンに
なっていないでしょう
か 。これは私の 実例で 、
中学一年生の時、その
パターンに陥り、社会
で三十点台をとりまし
た。大切なのは、理解
することです。そして
必ず授業中に理解しま
しょう。わからないこ
とがあった時、すぐに
先生に質問ができる環
境は授業でしかありま
せん。効率よく勉強を

２

でしょう。多くの人は
「社会は暗記科目だ」
というでしょう。そう
です。社会は暗記科目
です。覚えれば覚える
ほ ど点数は上がりま す。
しかし、私は暗記をす
る前に理解することが
大切だと思って います 。
よくいるのが、理解し
てもいないのに暗記し
てしまう人です。授業
中に寝てしまい、よく
理解していないまま、
定期テストが近づき、
焦って暗記する。しか

火

うござ いました。
Ｂ 実習生
三週間の教育実習、
ありがとうございまし
た。みなさんから学ぶ
ことが多く、毎日が充
実していまし た。
私とは社会の授業で
関わることが多かった
と思いますが、私の授
業はどうだったでしょ
うか。私はもともと、
社会が嫌いでした。し
か し 、 中学 校 年
2 生の
ときに出会った社会の
先生がおもしろく、社
会が好きになり、いつ
の間にかみんなを教え
る立場になっていまし
た。社会を少しでも好
きになってほしいとい
う思いで授業をやりま
した。
ここでは、これから
社会を勉強していくみ
なさんに社会が得意に
なるアドバイスをして
いこうと思います。さ
て、みなさんは社会を
どのように捉えている

・教育・進路面談開始

皆さんお久しぶりです
なりました。最後のサ
プライズにはとてもび
っくりして、心が温か
くなりました。 に戻
ってから一人で何度も
読んで、嬉しさと同時
に寂しさを 感じました。
日々の学校で過ごした
時間も含め、絶対に忘
れませ ん。
皆さんもこれからた
くさんの楽しいこと、
悲しいこと 、驚くこと 、
色々なことがあると思
います。
辛くなったら「自分
と他人を比べな い」。注
目するべきは自分の成
長で、過去の自分から
どれだけ前に進めてい
るかが重要です 。
皆さんが幸せに暮ら
せることを心から祈っ
ています。
短い間でしたが、皆
さんと過ごせて幸せで
した。本当にありがと
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～教育実習の先生方からのメッセージ

Ａ 実習生
だんだんと涼しくな
り、冬が近づいてきて
います。皆さんお元気
でしょ うか。
実習中は皆さんとお
話をさせてもらいなが
ら中学生の頃の自分を
思い出し、たくさんの
こ とを学ば せて いた だ
きました。今私は普段
の生活に戻り、日々ホ
ワイトボードとにらめ
っこしながら数式を計
算する日々を送ってい
ます。
初めは一週間か緊張
で全然話せませんでし
たが、皆さんが話しか
けてくれたかげで徐々
に緊張がなくなり、明
るく話すことができま
した。
教育実習 中の三週間 、
他クラスはもちろんの
こと、二年一組の皆さ
んにはとてもお世話に
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曜
月

行
事
普通時程 時間割通り
生徒会朝礼(放送)
１校時:学活:
特別時程 時間割通り
１校時：道徳
スクールバディ
普通時程 ３校時カット
教育･進路面談
普通時程 3･4 校時ｶｯﾄ
教育･進路面談
普通時程 5･6 校時ｶｯﾄ
教育･進路面談

日
11/
30

第二 学 年通 信
第 16 号(通巻 52 号 )
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しまし ょう。
理解できれば、後は
繰り返し見直して覚え
ていきます。私は歴史
を昔話、地理を旅行ガ
イドブックのように思
って勉強しました。す
ると自然と楽しく学べ
るようになり、定期テ
ストでもよい点を取る
ことができるようにな
りました。他の教科で
もいえることですが、
人 は興味を もつ と、 そ
れをもっと知ろうと考
えます。ぜひ、社会を
好きになってくださ い 。
最後に、中学校二年
生も後半になってきて
おり、三年生に近づい
ています。これからは
全てがあっという間に
過ぎていきます。いつ
の間にか部 活を引退し 、
最後の行事が終わり、
卒業してしまいます。
一日一日を大切に、勉
強に、部活に全力で取
り組んでください。応
援しています。

Ｃ 実習 生
国立市立国立第三中
学校二年生の皆さん、
お久しぶりです。十月
五日から二十三日の三
週間、教育実習でお世
話になりました、長内
璃樹です。
コロナ禍で大変な時
期に教育実習生を受け
入れてくださりありが
とうございました。皆
さんのおかげで私の人
生 にとって この 三週 間
が、とても濃く良い経
験をさせていただきま
した。皆さんが私に「先
生、先生」と声をかけ
てくれ、たくさん話し
てくれたおかげで本当
に楽しい三週間 でした。
振り返ってみると一
週目は学校のことも生
徒の皆さんのこともよ
く分からず、時が過ぎ
てしまっていたように
感じます。二週目にな
ると緊張もほどけみん
なと話すことも多くな
り、皆さんの良さも見
えてきて、少し近くな

れた気がして嬉しかっ
たです。それと同時に
最終週である三週間目
を迎えるのが少し寂し
かった です。
三週間目はクラスの
皆さんや、授業を受け
持った皆さんから「今
週で最後だよね。なん
か寂し いなあ 。」といっ
てもらえたのは、嬉し
かったですし、私自身
も寂しかったです。最
終 日はお楽 しみ 会を 開
いてもらい、素敵な色
紙、メッセージカード
やプレゼントをもらっ
て何度涙したのかも覚
えてないです。本当に
嬉しかったです。いま
その時のことを思い出
し ても涙が出そうで す。
三週間を楽しくあっ
という間に過ごせたの
は、国立第三中学校だ
ったからだと思いま す 。
慣れない授業も皆さん
のおかげで楽しく行え
ました。朝学活、終学
活も、楽しい話をでき
なかったかもしれない

けれども、ちゃんと反
応してくれて心強かっ
たです。本当にありが
とうございました。
私は学校の先生にな
るという夢を持ってい
ます。皆さんも夢や将
来こうなっていたいと
いう理想はあります
か？ 今はあってもなく
ても大丈夫 です 。ただ 、
これからこうなりたい
と思った時に、初めか
ら諦め ないでください 。
実は私自身、夢を叶え
ることを諦めていた時
期があります。そうい
う時は 不思議なほどに 、
何もできなくなってし
まいます。過去の私が
そうでした。皆さんに
はそうならないで欲し
いです。何かうまくい
かなくても、分からな
くても挑戦し続けて欲
しいです。そして、な
ぜそこを目指すのか目
的や目標を持つように
してください。初めの
うちから目的がはっき
りとしていれば、ぶれ

ることはありません。
分からなくなったら一
度立ち止まって、何の
ために？どうして？ を
考えるようにしていれ
ばどんなに時間がかか
っても必ず道は見えま
す。行う人には必ず結
果がついてきます。私
自身もこの言葉を自分
に言い聞かせながら、
努力し続けてい きます 。
三週間本当にお世話
に なりまし た。 皆さ ん
のことは一生忘れませ
ん。これは嘘ではない
ですよ。どこかで私を
見かけたら話しかけて
欲しいです。私は目が
良くないので気づけな
いこともあるけ れども 、
忘れてる訳ではないで
すから ね。
皆さんに出逢えて本
当によかったです。こ
れからもいろいろなこ
とに挑戦して、あの時
も今も楽しかったなあ
と言える素敵な時間を
過ごしてください。遠
くから 応援していま す。
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