
SNS を通じてこれまで関わった人たちに応えてもらったアンケート回答 

質問は全部で４つですが、関わった立場によって回答数はまちまちです(計 112 回答) 

せっかくなのですべての回答を載せています。 

①担任として ②英語教科担当として ③友人として ④同僚として  の回答です。 

 

質問① 

クラス担任として接した人（どんな担任だったか”など具体的に書いてくれると助かります） 

・ひとりひとりをきちんとみてくれる。 

・自分の容量メモリで人の頑張りを図らず、公平に褒めて伸ばしてくれる担任。  

・みんなのことをしっかり見てくれる。 

・今までも出会ったことはない先生でした。私は自分のことを分かってるようで分かってなくて、でも先生

は私が気づいてない私の性格にも的確に細かく気づいてくれる先生です。生徒のためと言って無茶もし

ちゃう先生だし、真っ直ぐに対面してくれる先生でした。きっと原田先生のような先生はこれからも出会

えないと思ってます。出会えたことに感謝してときには先生と連絡とってまたお会いしたいです。先生

fight‼︎  

・とてもエネルギーに溢れていて、クラスを盛り上げていると思いました。  

・生徒のことをいつも考えていてくれる面白い先生。 

・努力家で協力的な担任 生徒、クラスのことを常に考えてくれて、やるとなればすぐに行動してくれる生

徒思いな先生でした。ひとりひとりと真摯に向き合ってくれて、意見を尊重してくれました。  

・熱心に聞いてくれる。例えば話の場を設けてくださったりなど。  

・生徒一人一人のことをよく理解して、親身に接してくれる先生でした！  

・一人一人に寄り添ってくれた印象です。  

・すごく生徒思いです。夢を追うために教師をやめたって事がかっこいいです。 " 

・生徒思いでちゃんと叱ってくれる先生。  

・いつも私たち生徒のことを思い、大切に考え、たくさんのアドバイスや大切なことを教えてくれためっち

ゃ生徒思いな先生です。 

・生徒目線で色々と見てくれる先生。 

・クラスに沢山いる生徒の 1 人なのに熱心に勉強面だけでなく人間的な面も情熱的に教えてくれる先生で

した。 

・真面目、心配性。 

・生徒思いで、生徒のことを 1 番に考えてくれた担任。  

・すごく熱心で、一人一人のために全力を尽くしてくれる人。  

・クラスの為に尽くしてくれた。クラス単位でも一人一人にもすごく親身に対応してくれた。行事に熱くな

る。 

・とても親切にサポートしてくれる先生でした。  

・クラスのみんなのことを考えてよくアドバイスをしてくれた優しい担任の先生でした。  

・前例のあまりない美術系に進むということで、美術部の先生ですらお手上げという感じだったのに、原田

先生は「試験科目の一つの英語でしか力になれないかもしれないけど、やれるだけのサポートはするよ」

と見放さないでいてくれたことに本当に救われました。外の世界は広いことを伝えてくれたり、何かを目

指すことを真剣に応援してくれて、生徒に寄り添いながら視界を広げてくれるような先生でした。  

・わかりやすく説明して、フレンドリーで、接しやすい担任でした。  

・優しくて、一人一人の進路を真剣に考えてくださる先生でした。個々に合った対策を丁寧に教えてくださ



り助かりました。  

・とっても親身になって話聞いてくれたし、教えてもらった。受験期、放課後なども残って教えてくれた。 

・こんな人間いるのかってくらい素晴らしい、夢がある、前向き、明るい、尽くす、思いやりがある、優し

い、こんなことまでしてくれるの？！っていうことを毎回してくれる、裏切らないとりあえず素晴らしい。

だいすき。 

・一人一人に寄り添ってくださる優しいさと愛が溢れる先生。例）英検などの面接があるときは一対一で面

接の練習をしてくれたこと。 

・とにかく親身で一生懸命で信頼できる、自分より教え子を優先するような先生だった。この仕事つまり教

育が本当に好きなんだと思わせてくれる、教育愛に溢れた人だ。 

・何事にも熱心で英語のたのしさを学びました  

・ポロッと言っただけのことも記憶してくれるし、忙しくても時間を割いてくれたり、資料を自作で作って

くれるとても親身な先生。  

・自分のことを見捨てないでくれて、性格をしっかり全部わかってくれて、馬鹿げたガキんちょな夢も馬鹿

にしないでウンウンって聞いてくれて、アドバイスもしてくれて、また夢が変わった、あれが変わった、

どーだどーだってブレブレな自分を否定するわけじゃなくて、いつでも受け止めてくれました。本当に感

謝してます。 

・一人一人を見てくれて、理解しようと、してくれて私よりも私のことを知ってる先生です。勉強について

の事だけでなく、個々に合った的確なアドバイスを沢山して下さいました。また、常に英語を使い私たち

が成長できるような機会を沢山作って下さいました！ 

・自分のことよりも何よりも生徒優先な担任でした。勉強のことだけに限らず、本当に優しく頼りになる先

生です。大学受験の時も英検の時も、資料をまとめてくれたり、毎日面接練習に付き合ってくれたりする

生徒思いな先生です。  

・生徒一人一人に対して親のように真剣に向き合ってくれる先生でした。誰に対しても平等で、クラスのみ

んなや他の先生たちからも信頼されている印象があります！生徒にあれこれしなさいと口で言うのでは

なくて自らが先にいろいろなことに挑戦したり、努力している姿を見せていて本当に先生のお手本のよ

うな人だと思いました。個性大爆発の英語科のみんなを押さえつけるのではなく、個性を伸ばし、認め、

まとめてくれた本当にすごい先生だと思います。英語科の先生は原田先生じゃなきゃ出来なかったと思

います。  

・自分の事を 1 番理解してくれている先生でした。   

・担任が原田先生じゃなかったら、私の人生は、ただダラダラと過ごすだけのものだったと思う程、良い意

味で影響力があって本当に素晴らしい教員だと思います。  

・クラス全員のことをめちゃくちゃ大事に見てくれる良い先生です。たくさん怒られもしましたし、たくさ

ん仲良くしてくれました。先生であり、先輩であり、友達でもある人です。先生が担任で良かったと思っ

ています。 

・仕事に対して熱心で常に生徒を第一に考えている。  

・非常に優れた観察眼を通して、真っ直ぐに生徒の前進への手助けをしてくださる担任の先生でした。 

・生徒にいじられ、時には生徒をいじり、近い距離感で接していました。また、生徒に刺激を与えるような

活動をたくさんしていました(英語の授業でも)。  

・ひたすら、生徒 1 人 1 人に向き合い、親身になって、とことん尽くす誠実な先生でした。ユーモアを交

えながら。進路相談ももちろん手厚かったし、勉強が少し遅れてる生徒とかに対しても対策を一緒に考え

たりしていた。そして、生徒にいじられながら、生徒と共に楽しめる企画(かぼちゃのランタン作りとか)

を立ててくれたりしてた！！あと、名言とかもよくいう！  



・（生徒保護者）子供たちのことを真剣に考えてまっすぐな気持ちでいつも向き合って下さいました。娘に

とって学校内外両方で相談にのっていただき、心強い存在でした。英語の指導だけではなく、子供たちがい

つも前を向けるように熱心に指導してくださいました。  

・（同僚）すんごい下準備。個々の対応も配布物も何もかも森羅万象全てにおいて手厚いイメージでした。 

 

"質問② 

英語の授業担当として接した人（”授業の何がよかったか”など含め具体的に書いてくれると助かります） 

・理解できるまで教えてくれる。 

・勉強の英語ではなくて、使える身の回りにある英語を教えてくれた。 

・丁寧に教えてくれる所 生徒が飽きないようにいろんな方法を取り入れていて、一方通行の授業ではなか

ったと思います。 

・細かい文法以外の豆知識的な解説は結構役に立ちました。あと、1 対 1 で質問しに行ったらすごく分か

りやすく教えてくれるところ。  

・グループ授業が多く、色んな人と関わる機会が持てた授業でした。  

・淡々と授業を進めるのではなく、一人一人のペースに合わせて授業をしてくれたところ。 

ユーモアのある授業でとても楽しかったです。ゲームなどで英単語を覚えるのも楽しかったです。 

・たくさんの知識をひとつひとつわかりやすく、丁寧に教えてくれました。  

・単語の由来？とか細かいんだけどすごく面白く説明してくださる。聞いててやっぱり楽しいし飽きない。 

・文法が苦手で好きじゃなかったけどわかりやすく楽しい授業をしてくれて一番最後の模試では過去でい

ちばんいい点数をとれた。 

・英語が苦手な私にも分かりやすかったし、みんなが授業に参加できる雰囲気が良かったです。英語は今で

も苦手だし、英語自体はあまり好きにはなれなかったけど、原田先生の授業は楽しかったし好きでした！

1 年間しか授業受けれなくて残念です。 

・プラスアルファでいろんな事を教えてくれるのがよかったです。 授業中に詳しく説明が書かれたプリン

トがたまに配られてわかりやすかった。スライドで説明されることがあり、わかりやすかった。単語を覚

えるためにかるたを実施してくれて楽しかった。個人的に説明を受けるときもわかりやすい説明だった

のでよかった。  

・所々で豆知識みたいなのを入れてくれるところが良かった。  

・細かいところまで教えてくれる優しい先生でした。私たち生徒がちゃんと理解できるように色々なことを

準備してくださり、授業してくれました。  

・英語の成績を伸ばすために座学だけでなく実際に口に出したり、歌等を使って授業してくれていたため英

語のスキルを身につけやすかった。  

・スピード感とグループワークって感じなところ（わかんないとこがあっても教えてくれる人いるから） 

・細かい部分まで知識を教えてくれ、かつ論理的に説明してくれるのがとても良かったです。そして、質問

をしたら納得いくまで説明をしてくれるのでモヤモヤが残らなくてすごくよかったです。  

・わからなかったところを理解してくれるまで説明してくれた。  

・プロジェクターを使って教科書の問題だけじゃなくてネットとかで楽しく勉強ができるのが面白くてよ

かったです。(先生が問題作って生徒が誰が早く正解の答えを遅れたかってやつです。2 択とか四択とか

のやつです。)  

・生徒の目線に立って色々な工夫を凝らした授業をしてくれる。 

・文法を使ったカードゲーム!!!  

・マメ知識的なのをちょこちょこ教えてくれた。説明がめちゃめちゃわかりやすい(先輩も原田先生が 1 番



わかりやすいって言ってました。) 

・毎回の授業でプリントを分かりやすく作ってくれました。  

・説明の仕方が上手でした。  

・とにかく説明が丁寧だった。（一回の説明でわからなければ身近なもので例えて説明をしたりと、どんど

ん噛み砕いていた）そして、配られたプリントが見易かった。（簡潔に書かれていた） 

・私たち生徒、英語教育、ジブリに対する熱意をずっと感じながら原田先生の楽しい授業を受けた 1 年間

でした。ただ黒板に書かれたことを写したりするだけの退屈な授業とは違い、映画のワンシーンや歌でリ

スニングの勉強ができたり、時折ユーモアを見せてくれて、先生との距離を近く感じられたのが楽しく勉

強できた理由だと思います。  

・全部楽しかったです。英語は苦手だし嫌いだけど先生の授業は結構好きでした。生徒一人一人をちゃんと

見てくれてた感じがして嬉しかったです。  

・親切丁寧！！わからないことがあればすぐ聞きに行って、優しく教えてくれました。  

・自然と英語に興味が湧いたり、英語への拒否感がなくなるような授業で、いい意味で学校の授業ではない

ようなところがよかったです。変わらず苦手ではあったけど、英語の授業が嫌いでなくなりました。あと

忙しいのに個別に作文を見てくださって、きめ細かい指導に受験期本当に助けられました。  

・字は汚いが、ハートは綺麗。  

・一人一人の苦手を理解して克服するために様々な授業を展開して頂いたことが強く印象に残っています。 

期限を設けた提出物を出したり、生徒同士で意見を共有する機会が授業の中でも多くあって、生徒の積極

性を引き出してくれたように感じます。また、ただテキストに沿った勉強を教えるのではなく、自分自身

の体験などを資料を用いながら話してくれたり、それぞれの生徒の状況に応じて的確なアドバイスをして

目標を決める手伝いをしてもらったことでとても助けになりました。そして授業以外でも、進路関係で相

談をした時は自分一人では考えないような提案をしてくれたり、自分の心の奥底にある本当の考えを導き

出してくれたりしたのが一番印象に残っています。Mr.Eiji の授業は一回一回がとても濃くて、なおかつ話

が面白くて楽しかったです。自分には無いような考え方や価値観もたくさん教えてもらいました。  

・TT(test taking という授業)は授業内容がいきなり変わって順応していくのに大変だったと思いますが、

いろいろなことを試し、最良の授業体制を整えていく姿勢にとても感銘を受けました。定期的な単語の小

テストはボキャブラリーを増やすには最適だったと思います。 

・ギャグを交えて文法の仕組みをわかりやすく教えて貰えただけでなく、進路をどう見つめるかを一緒に考

えてくれる誰にでも熱心なところが好きです。  

・コツや、何をどう勉強すればいいのか、的確に教えてくれたこと。  

・TOEIC や TOEFL 対策だけでなく英語の本を持ってきてくれてそれを題材に授業を進めてくれたから飽

きることなくやれてとても楽しかった。  

・原田先生は自分が思ったよりも評価をして下さらない事もあるのですが…それは常に私たちに向上心と

いう物を忘れさせない為だったのかなと思います！英文なども添削した上で的確なアドバイスをしてく

れます！更に先生自らが TOEIC で結果を残し生徒達に自分の結果を示して大切な事を教えてくれまし

た。それは努力した分だけ結果が残せるという事です…            原田先生は例え悪い結果に終わったとし

ても目の前の結果よりも努力した成果を認めて下さる先生です。→Mr. Harada is a tremendous 

teacher！  

・英語の授業とは少し違うのですが、オレゴン研修の時、引率の先生としてお世話になりました。はじめ、

あまり他のみんなと馴染むことができなかったのですが、原田先生の誰にでも分け隔てなく、明るくてち

ょっと変で面白い人柄に癒されました。教育実習生として英和に帰ってきた時も、生徒の時とはまた違う、

でも変わらない原田先生の優しさに触れられて嬉しかったです。原田先生の英語の授業、受けてみたかっ



たなぁ。  

・類義語の意味の細かな違いや同じ意味の熟語をたくさん教えてくれたとこ。英語、知識を教えるだけでな

く勉強法を教えてくれること。(おすすめのファイルとか文房具、アプリとかがあれば教えて欲しかった 

そうすることでよりすぐ行動できるから)  

・生徒の突飛な意見や発言にも合理性を見出し、理解しようとする意思を見せていた点。  

・「どうしてこうなるのか」という理由付けも一緒に教えてくれたので分かり易かった！e.g.)単語の成り立

ちなど。 

・出来るだけわかりやすく理解できるように、細かい説明やプリントにわかりやすくポイントをまとめてく

れました。その結果、どんなに難しい問題でも解けるようになりました。  

・真面目な座学だけでなくアクティビティを交えて自主的にゲーム感覚で学びを行えたことがよかった。 

・わかりやすい授業でどの分野が苦手なのかを教えてくれる。生徒に寄り添う授業。  

・わからないところはしっかりわかるまで教えてくれる。生徒がどうしたら楽しんでくれるかいつも考えて

くれていた。  

・Mr.Eiji の授業は普段の英語の授業などでは学べない英語の勉強法や、少し違った面から英語の勉強をす

ることができてとってもとっても毎授業楽しませてもらいました。勉強法をシェアしたり、たくさんの方

法を知ることができ、自分の知らない面から英語と向き合うこともできすごく良い授業でした      

・コミュニケーションがメインだったり、たまに大学の先駆けのような難しめの動画やサイトを使ったりし

て、一般的に想像する授業ではない授業をしてくれたこと。 

・ユーモアと優しさと英語力を兼ね備えた方。 

・授業を進めていく中で、合間合間にしっかりと生徒がついてこれているか確認をとり、質問などがある場

合は適当にせず丁寧にその都度説明してくれた。  

・説明の仕方がとっても丁寧でわかりやすい！質問したことにもわかりやすく答えてくれて嬉しかったし、

作る授業の雰囲気が明るくあったかくて大好きな授業でした。  

・ネイティブ教員からの英英の翻訳の仕方が上手。ボキャブラリーが本当に多い！  

・教科書にピックアップして書き込め式！これはずっとタメになりました！ダンデライオンって単語を先

生が言って、私はそれを絵付きで教科書に書き込んだんだけど、たんぽぽはダンデライオンだ！ってずっ

と覚えてるよ       

・1 番 1 人ひとりの生徒を理解してくれている先生だと思います。授業ではみんなの知っているアニメを

使って全然分からなかった英語のテストの解き方を楽しく分かりやすく解説して頂いたり、授業面だけ

ではなく生徒 1 人ひとりのパーソナリティを理解してくれてて受験の時に進路や入試での解き方につい

て悩んでいた時に時間を作ってくれて忙しい中どんな分野でも相談に載ってくれて感謝してもしきれま

せん。 

・わかりやすい授業で、厳しかったけど時には面白可笑しく例えてくれて楽しく頑張れてました。私達が何

が苦手で将来どんなことが必要になるのかを沢山考えて下さって、今でももう一度授業受けたいです！

授業の時間だけでなく、わからない所は放課後に時間を作って下さったり、プリントにまとめてもらった

ことも多かったです☺︎ 先生の授業好きでした。 

・ただ机に向かうだけの授業ではなく、グループで何かしたり、ゲームっぽい授業もあり、アクティブラー

ニングで楽しかったです。  

・1 年先のときの writing の授業でアメリカ人の先生×原田先生の授業を受けました。まだネイティブの先

生と話すのに慣れていなくて緊張もしてたし英語のスキルも非常に低く、その先生が言っていることを

自信もって理解することかできなかった中、先生は日本人の先生として英語とほんのちょっとの日本語

を混ぜて、丁寧に説明してくれて、でも説明しすぎない絶妙さでかつての自分はかなり救われました。先



生だから当たり前だよって思われるかもしれませんが、本当に私は助かったし、2、3 年は先生の授業が

無かったこともあってこの記憶が 1 番残っています！！！後は授業ではないのですが、受験前に何故だ

か覚えてないのですが友達と一緒に先生と先生のクラスで話したことがあって、参考になる本とか教え

てくれて、丁寧に向き合ってくれて嬉しかったです！！ 

・特に文法の教え方が上手でわかりやすかった。  

・どんなに簡単なことでも分からない、と言うことを絶対に責めないし、そういう生徒を絶対に置いていか

ない、すごく丁寧な授業だったと思います！説明がわかりやすかったです。  

・生徒に寄り添う心！話しやすい！  

・時折ジョークを混ぜながらの授業は楽しかったです。  

・徹底的に解説や分析をしてくれるので説明がわかりやすい。  

・自分の留学経験とか勉強方法をシェアしてくれたところ。その人にあった勉強方法を提案してくれたとこ

ろ。生徒が理解•納得するまで付き合ってくれるところ。 

・親しみやすかったし、ダメなことはちゃんとダメと友達のようにじゃなく教師として言ってくれたこと。

授業から遅れてる人にも、呆れずにちゃんと教えてくれるところがよかった。助かりました。  

・一人ひとりに寄り添う感じ。授業の時周りながら声かけてくださり質問しても丁寧にアドバイスくださっ

た。  

・休み時間とかの絡みが楽しかったです。  

・とにかく授業が面白かったです。英語はめちゃくちゃ嫌いで苦手だったんですけど、多少は好きになりま

した。先生と関わって初めて単語や熟語を覚えようと思いました。 

・みんなが集中しているのに、無駄な緊張感がない授業でした。みんなが納得するまで先生自身と生徒全員

で疑問に取り組めました。  

・想像する「授業」の枠を超え、とにかく「英語」を楽しんでもらおうっという気持ちでやっていたイメー

ジ。何よりも英語が好きっていうことがめちゃめちゃ伝わってきた！単語の語源？組み合わせの意味と

か教えてくれるのが面白かった！あと、どんなツールで勉強したらいいのか教えてくれたこと！ 

・生徒にバイアスをはらずに接してくれる先生でした。  

・（同僚）子供たちの「わからない」を子供たちのせいにしない人でした。 

 

 

質問③ 

友人（先輩・後輩）として接した人（どんな人間かがわかるようなコメントをいただけると m(__)m）As a 

friend, could you describe me with your own words as specifically as possible?   

・良きアドバイスをくれて、親身になってくれる ユーモアは常にありつつ、やはり思いやりのある人〜。

あと常に目指してる先があって、突き進めるパワーがある！子ども心を忘れない！  

・明るい。気遣いの塊。ハートフル。 

・直属の先輩ではありませんでしたが、いつも本当によくして頂きました。誰に対しても優しく親身になっ

てくださる方です。辛い時にかけて頂いた言葉を今でも覚えています。就職や結婚など人生の節目には、

美味しいお酒をご馳走して頂きました。（ありがとうございます）  

・親の顔よりジブリ見てる人。 

・教育に対して若い頃からとても真剣に向き合っている人。 

・優しく思いやりがある。しかし芯が強い。  

・ジブリが大好きです。一緒にいる相手が心地よく、楽しくしてくれる人です！ 

・努力家！ジブリオタク！引き出しが沢山！  



・「熱」のある人 

⑴ 誰に対しても「温かく」接することができ、自然と周りを惹きつける。 

⑵ どんな事や人にも「情熱」を注げる。 

⑶ 「熱中」できるものには、とことん突き詰める。燃え上がったら止まらない。 

⑷ 熱い漢 

凡才ではなく盆栽。コツコツ積み上げたものが立派になっていく姿を近くで見てきた。努力家なんて言葉

では足りない。お世辞にも真っ直ぐ育ったわけではないと思うけれど、曲がりくねって独自の成長をした

姿に多くの人が手を加え、今や立派な盆栽に。だけど、まだまだ成長は止まらない。 

#情に脆い #人間味溢る #負けず嫌い #字が汚い #ジブリ #英語  

・熱意と責任感のある方です。そしてよく悩んでる。  

・困ってる人を助けることは絶対諦めない。とことん付き合える。そして困った人はつい最初に相談したく

なる心の拠り所的な人。誰かの誕生日には必ず何か買って用意してくれてるくらい、みんなのことを見て

くれてます。  

・原田君（以下，愛称を込めてエイジ）は，一言で表すならば「共感力に満ち溢れた」人間です。私は 10

年以上，友人として，ときには良きライバルとしてエイジと関わってきました。その中で，いつも彼は，

私の人生において良いときには一緒に喜んでくれ，悩んでいるときには相談にのってくれました。これは

簡単なようで簡単なことではありません。なぜなら，誰かに共感することはそれなりのエネルギーを必要

とするからです。エイジは常に，その満ち溢れる共感力をもって接してくれました。共感力はコミュニケ

ーションの根幹をなすもので，彼はそれを体現できる人間です。それを裏付けるように，エイジは国内外

を問わず，多くの友人・先輩・後輩から慕われています。こんな共感力のあるエイジと関わることができ

れば，多くの Happiness を享受できることは間違いありません！英語だけでなく，ジブリ，ドラえもん，

スター・ウォーズ，マイケル・ジャクソンなどに精通する人間味豊かなエイジを一生応援していきます！ 

・面倒見のよさと人のよさがずば抜けてると思います。わたしは英治さんの大学時代の後輩ですが、こんな

先輩に出会えて本当によかったと思っています。たとえ自分の利益が目の前にぶらさがっていても、悩ん

でる人を放っておくとか見捨てるとかはきっとできないんじゃないかなって思うし、それが英治さんの

いいところで、慕われる理由だと思います。名参謀なイメージですが、自分の考えもしっかりあると思っ

ています。目標に向かってひたむきに頑張ってるかただと思います。そしてそれをひけらかしたりしない

のがカッコいいし素敵です。なんでも全力でやるところも好きです。ふざけるときも全力なところ大好き

です。笑 ときどきけっこう深めに悩みませんか？それも人間らしくて素敵だなーと思います！(えらそ

うにすみません)  

・As a friend, I distinguish you as loyal, honest, sincere, thoughtful, forgiving and understand. You 

habitually ponder deeply about your friends and their situation but maybe because of shyness or 

nervousness or focus on work, you often don’t communicate your thoughts or advice or worries or just 

daily notions. Even though you have astute insight, objective advice and motivational words abiding 

inside your mind, you are the one who needs to be approached. When approached, you have the ability 

to brighten up your friends day and lift their spirits to new heights. You keep many things inside and 

it’s hard for you to express yourself in certain situations. Yet, you know this about yourself so you express 

yourself, your love and support in unique ways which to put in simple terms - very cool. Any friend of 

yours can easily describe you as a great friend and a human who can be relied on in the most desperate 

of times. Because the last description to distinguish you as is selflessness. When your friends need you 

the most, you can switch of your work mode or other priorities in life to come to the aid of your friends. 

When I needed you the most, you were always there for me. 



※上の英文の和訳(原田訳) 

友人として、義理堅い、正直、誠実で思いやりと理解のある人だと思っている。友人や彼らが置かれてい

る状況を日ごろから深く考えてはいるけれど、言いづらさなのか自分の仕事に集中しているからか、そうい

った他者に対しての考えやアドバイス、心配事や普段思っていることをあまり出さない。優れた洞察力や具

体的なアドバイス、モチベーションを上げるようなことばを自分の中に持ってはいるけれど、自分からは言

わないタイプ。でもいざ頼られると、そういった困っている人を前向きにして、さらに力を与えてくれる。

いろいろなことを自分の中に溜めておく人なので、それを表現するのが難しく感じていることもある。でも

自分自身のことだからわかってるだろうし、英治らしいサポートの仕方はとてもいいと思う。どの友達でも

この人のことをとてもいい友人で、しんどい時に頼りになる人だというと思う。というのも、やっぱり最終

的にいうなれば、彼は“selfless(無私無欲/献身的)”な人だと言えるから。誰かが助けを必要としているよ

うなときがあれば、仕事や他のことを置いてその人のためになろうとするような人。僕が君を必要としてい

たとき、常にそばにいてくれた。 

・自分のことよりも周りにいる人のことをいつも優先して、困っている時、わからないことがある時はいつ

も助けてくれるとても優しい人です！  

・ジブリの知識は誰にも負けない。人の話も親身に聞いてくれる聞き上手でもあるので、とても相談しやす

い。  

・何の壁もなく接してくれて、しょうもないことでも笑ってくれて、さらにそれで周りも笑顔にさせちゃう

人。  

・真面目で面白い。自分の興味に対してまっすぐ。誰に対しても平等な人。  

・とにかく優しい(周りに気を遣いすぎるところあり。 

・阿修羅の視野くらいいろんなことに気付いてるイメージです。 

 

 

質問④ 

同僚として接した方々(どんな人間かがわかるようなコメントをいただけると m(__)m As a coworker, 

could you describe my with your own words as specifically as possible?  

・責任感が強い方。あまり人に頼らない。とっても優しい。いつでも助けてくれる。ドラえもん的な感じで

アイデアとかツールとかたくさん持ってらっしゃる。  

・頭が良くて真面目で自己犠牲のできる人 。 

・思いやりと気遣いの人です。とにかく周りをよく見ていると思います。自分の送別会なのにもかかわらず、

他の人の空いたグラスに誰よりも早く気がつきます。あと初めてお会いした年は、仕事上でもいちばん大

変な時期だったと思うのに、そんな雰囲気は全く感じさせず、当時 1 年目だった自分に優しくいろいろ

なことを教えてくれたり、助けてくれたりしました。あと西暦をひとつ言った瞬間に、その年に発表され

たジブリ作品が秒で返ってきます（笑） 

・控えめながら芯がしっかり、頭脳明晰、信頼も厚い。高校生の時から英語力も抜群でオールラウンダーだ

が、英作文指導者として貴重な教師。  

・真面目。的確に課題を発見する。前向きな思考と行動。性善説パラダイムの人。ギャグがやや滑り気味。 

・私が思う原田先生は、①責任感が強い人②気配りが凄い人③夢を追いかけている人です。 

年齢はそんなに変わらないはずなのに、常に生徒と学校の未来のことを考えていて、何で原田先生はそこ

まで熱く考えられるのだろう？と自分が 1 年目、2 年目の時は不思議に思っていました。最初は母校だ

からかな？と思っていたけど、そうではなく原田先生の目の前の生徒、学校に対して全力で向き合ってい

たんだと今になってわかりました。一言で言えば、責任感が強い人です。あとは気配りが凄い人です。生



徒に対してだけでなく、同僚・先輩に対してもすっと優しさをくれて、ユーモアもあって、そんな姿を尊

敬しています。そして何といっても、夢を追いかけている人。原田先生のポジティブな言葉っていうのは、

原田先生だからこそ説得力を持って人に伝えることができます。活動場所が離れても、分野が少し変わっ

ても、原田先生がやろうとしていること、そしてやっていることは自分を含めた様々な人に元気をくれま

す。これが私が思う原田先生です。 

・誠実で熱心な先生です。英語力、学び続ける探究心、英語教育に熱心で、地域の方々とよい関係を持ちな

がら、新しい何かを作り上げていかれることと思います。 

・情熱のある英知  

・君は数少ない、教育を通して不安定な未来に対して対応できる人物を作れるまたは手助けできる教育者

だ。学校という枠を外して、そこから素晴らしい人物を作り、未来も作ってくれ！応援している。身体に

気をつけて！  

・As a coworker, I distinguish you as hardworking, sacrificial, determined, passionate, creative, 

focused to a fault, fair, just and gritty. To point out objectively and subjectively, you sacrifice 

your health, time, emotions and maybe sanity for your work which can make you more 

nervous. You do this because you are passionate, determined and hardworking. At times, 

you have a single-minded focus on an objective or student or class then what I like to call 

“The Eiji Blinders” go up and you go in full “Eiji Mode”. On the positive side, you show 

your grit (my favorite characteristic) that no matter what happens, no matter the hardship, 

sacrifice, mistakes or failures; you will rise and keep going until the aim is completed. On the 

other hand, you can be distant from other work situations, hard to communicate with and 

you jeopardize your health and feelings. So, as a coworker, you need to have a bit of balance 

and “a Eiji pause button”. In the work environment, you treat all coworkers no matter the 

age, “talent”, “status”, ethnicity equally and fairly. You make everyone feel welcomed and 

part of the faculty body. With that said, many coworkers rely on you which is good and bad 

because with being relied on too much; it does create pressure and pulls your mind in 

different directions. And even though you have many tasks, you show grit, determination and 

passion to get the job completed at high quality. Lastly, as a fellow teacher, you have truly 

insightful and original ideas that are effective, efficient and needed. If shared with others who 

are seeking your counsel, you can help other teachers become more effective and balanced 

educators.  

※上の英文の和訳(原田訳) 

同僚としての彼は、勤勉で献身的で、熱意そして創造力を持った人だと言える。また責任感があり芯があ

る。主観的見ても客観的に考えても、彼は自分の健康や時間、感情や健全さまでも仕事のために犠牲にして

いて、そのせいで気持ちに余裕がないこともあると思う。でもそれも、彼が熱心で強い意志を持って働いて

いるからだ。時として、何かの目的や生徒や授業に集中しすぎてしまって、“エイジ・モード”に入ってし

まうこともある。良い面を見れば、その根性(僕が彼の中で一番好きな要素だけど)で何があっても、どれだ

け困難や間違いがあっても、それが達成されるまで決してへこたれることなく突き進んでいくことができ

るということだ。一方で、周りからすると近づきがたく、話しかけたりしづらい状態になってしまったり、

自分自身の健康状態を危ういものにしかねないこともあった。だからもう少しバランスがとれるといいの

では？“エイジ停止ボタン”のような。職場では、彼はどの同僚も年齢や能力、立場に関係なく対等に扱っ

てくれた。皆がその集団の中で受け入れられているように感じさせてくれた。そういう意味では、多くの同

僚が彼に頼っていた。しかし結果として多くのプレッシャーを抱え、時にそのせいで本来とは違う方向に引



っ張られていくこともあった。ただどれだけやることがあっても、それらの仕事をしっかりとこなしてもい

た。最後に、教員仲間として付け加えれば、彼は洞察力があり、その場その場で最善のアイディアを持って

いた。彼のアドバイスを求めている人たちに共有されることで、他の先生たちもより良い、かつバランスの

取れた教育者になるだろう。 

・Really supportive. Every single detailed part of an idea is covered by Eiji-san. At the same time, 

you have a power to make a decision as a leader , and have energy to move things forward. 

So, deep-thinker and innovator. 

※上の英文の和訳(原田訳) 

とても支えになる。本当に細かいところまで考えが及んでいる。同時に、リーダーとしての判断力もあり、

物事を進める力もある。物事を深く考えることもできて、革新的な人でもある。 


