新 入生 のことば

や わら かな陽 の光が、寒さ の厳 し い東北 の地を暖 めはじめ、ここ仙台、青葉 山に
も春 の訪れを告げ る こ の季節 に、私たち新 入生 は宮城教育大学 に入学 します。
本 日は、私たち のために こ のような式典 を挙行 して いただき、誠 にあ りがとうご
ざ います。新 入生を代表 し、厚く御礼申 し上げ ます。

本 日、全 国より集 ま った、教育 への情熱 と志を同じくす る仲 間ととも に、大学生
む ら ま つたかし

活 のスタートを切 る ことが でき、村松 隆 学 長先生を はじめ、教職員 の皆様や先輩
方 にお目にかかれた ことを、心より嬉 しく思 っております。
また、本 日 のみならず、これから は他大学 の方 々、教育実習先 で の先生方や 子ど
もたちなど、数えきれぬ ほど の出会 いがあ る こと でし ょう。出会 いは私たち に新 た
な視点や経験 を与え てくれ るも のです。 私たち はそ のような 出会 いを大 切 にす る
と同時 に、与えられ るだけ ではなく、自らも誰 か の学 び のき っかけとな るような存
在 にな ろうと常 に意識 し、行動 しなければな りません。四年間 で の 一期 一会 を大 切
にして、自ら の成長 の糧 と した いと考え て います。

今 日 こ の場 に集 った新 入生 それぞれが、胸 に理想 の教師像 を抱 いて いる ことと
思 います。教育 のあら ゆる方 面に高 い専門性を有 し、常 に教育 を創造 し続け る、こ
の宮 城教育 大学 と いう恵 まれた環境 で の時 間を無為 に過ご す ことな く、全身 全 霊
をも って学 び に励む ことを誓 います。
また、異な る コー ス ・専攻 の仲 間と の交流 も非常 に楽 しみにしております。互 い
の情報交換 により、幅広 い分 野 で教養 を高 め、とも に目標 に向 か って切磋琢磨 でき
るような関係を築 きた いと考え ております。

私 には、将来、故郷 の気仙 沼市 で幼稚園教諭 と して働 くと いう 目標があ ります。

気仙 沼市 は ２０１１年 の東 日本大震災 で甚大な被害 を受けま した。私も含 め、ほと
んど の子どもたちが、決 して十分 と は いえな い環境 で の学校生活を余儀な くさ れ
てきま した。私 は、こ のような被災地 の子どもが、自ら の苦境 を乗 り越え て、夢を
諦 め る理由 にす る ことな く、 む しろ被災経験 を強 みに変えら れ るような環境 づ く
りを した いと考え るよう にな りま した。そ のために宮城教育大学 では、自ら の専門
性 に関わ る基礎的な指導力、実践力を身 に つけ る こと はもち ろん、災害 と教育 の関
係性 に ついても特 に深く研究 した いと思 って います。 発達 段階 それぞれ に適 した
防災教育 はど のようなも のか、また、震災など で傷 ついた子ども への対応など、変
わ りゆく被災地 の子どもたち にと って、確実な道 しる べとなれ る教員を目指 して、
自 分 の肥や しとな るような情 報を、さら に積極的 に学 び続 け る姿勢 を大 切 にした
いと思 います。
また、被災地だけ ではなく、時代 の変遷と同時 に、教育 のあ り方 も変 化が求 めら
れ て いく こと でし ょう。私たち は教員 のたまご と して、社会情勢 に敏感な嗅覚 を持
ち、教育 に対 して思 い巡ら せる必要があ ると考え ます。

最後 にな りますが、今 日 こ の入学式 を迎え るに至 るま でご支援 いただ いた皆様
に、心より感謝 の意 を表 した いと思 います。まだまだ未熟な私たち ではあ りますが、
少 しず つであ っても、確実 に自ら の道 を切り拓 く決意 を固め て参 りま した。教職員
の皆様、先輩方、ご指導ご鞭撻 の程、どうぞよろ しくお願 いいた します。宮城教育
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大学 の 一員 と して学 べる こと への感謝 と、 それぞれ の目標 に向けたた ゆまぬ努 力
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を誓 い、新 入生代表 のことば と いた します。
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