新 入生 のことば

（ 副代表 ）

うらら かな春 の日差 しに包 まれ る こ の良 き 日に、 私達 は宮 城教育 大学 の入学式
を迎え る ことが出来ま した。
本 日は私達新 入生 のため に こ のような式典 を挙行 して頂き、誠 にあ りがとうご
ざ います。新 入生を代表 して厚く御礼申 し上げ ます。私達 は今、伝統あ る宮城教育
大学 の 一員 と認めら れた喜 びと、新 た に始 ま る大学 生活 への期待 で胸 が躍 るよう
な気持ち でおります。また、杜 の都仙台 の名 の通り、緑豊 かな キ ャンパ スで充実 し
た四年間を過ご そうと の思 いを新 た にしております。

東 日本大震災 から七年が経過 した現在、被災地 では復興が進 み、街 には活気が戻
ってき ております。しかし、被災地 の教育 現場 では依然 と して様 々な問題が見受け
られます。私自身、東 日本大震災 で被災を し、三月ま で仮 設住宅 で生活を しており
ま した。母校 のグ ラウ ンドにも仮 設住宅が建ち並 び、体育 の授業や学校行事など、
思う よう に活動が出来な いことも多 くあ りま した。
また、現在 は高台移転や仮 設住宅 から の退去、少子化 による学校統合など、子ど
もたち を取 り巻 く環境 は目まぐ るしく変 化 して います。 そう した社会 の中 で子ど
もたち の心 に寄 り添 い、安 心 でき る居場所を つく る ことが今教師 に求 めら れ て い
る ことな のではな いでし ょう か。東北 におけ る教育 の拠点 であ る宮 城教育 大学 で
は、防災教育 が必修科 目とな っており、防災教育 の研究 セ ンターがあ るよう に、東
北 の教育 復興と いう使命 を担う教員 の育成 に最善な環境 であ ると存 じ ております。
時 間がどれ ほど経 過 しても癒え る こと のな い、深 い悲 しみを負 った子どもたち を
明 る い未来 へ導 け るような教員を私達 は目指 してゆきます。

また、２０２０年 から 小学校 におけ る英語教育 が大きく変 化す るなど、グ ローバ
ル化が私達 の身 近なと ころ でも感 じられ るよう にな りま した。そ こで、世界各 地 の
教育 研究機関や大学 と連携協定 を結 び、積極的 に国際交流 を行 って いる宮 城教育

大学 で自 ら の視 野をさら に広げ た いと思 っております。海 外留学やボ ラ ンテ ィア
への参加など、学生 であ る時 にしか出来な いこと に挑戦 し、グ ローバ ルな視 野と豊
かな 人間性を育 む努力を してま いります。

また、大学生活 では勉学 に励むだけ でなく、部活動や サー ク ル活動を通 して、多
く の人と繋 が りを持 つことが出来 ると思 います。大学 ででき る仲 間 は高校 で の友
人と は違 い、出身 地や習慣が異な るため、自ら の視 野をより広げ てくれ る大きな存
在 であ ると考え ております。また、これから始 ま る四年間 の大学生活 では辛 いこと、
苦 し いことがあ るかと思 います。そ の際、互 いに励ま し合 い、支え合え る学友 を持
ち た いと思 っております。共 に困難を乗 り越え た仲 間 は、社会 に出 てからも心 の支
えとな る こと でし ょう。四年間 の大学生活を通 して様 々な経験を積 み、 一人 の人間
と して大きく成長 してま いりた いと存 じます。そして新 入生 一同、自ら の夢を実現
す るために努力 してま いります。
しかし、私達 の力だけ では乗 り越え る ことが出来な い壁があ りま したら、先輩方、
諸先生方 のお力添えを宜 しくお願 い致 します。

最後 にな りま したが、本 日ご多忙 の中、私達 のためにご 出席 いただきま した御来
賓 の皆様、学長他教職員 の皆様、保護者 の皆様 に心より御礼申 し上げ ます。まだま
だ未熟な私達 ですが、何卒多 岐 に渡 るご指導宜 しくお願 い致 します。
私達新 入生 一同、宮城教育大学 の 一員 であ る ことを誇 りに、未来 に向 か って日 々
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精進 し、有意義な大学生活を送 る ことを誓 い、新 入生代表 の挨拶と いた します。
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