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フレッシュマンフレッシュマン
理学部第一部数理情報科学科

榎本　理恵（平25理研・数情）
　学位を取得してから二年
が経ちました。私は現在、理
学部第一部数理情報科学科
にて助教をしております。
何もかもが手探りだった一
年目、少しずつ要領が分か
り周りにも目を向けられた

二年目。三年目は自立を目標に研究と教育に従事
する所存です。
　本学を希望した理由を振り返れば、高校三年生の
ときに恩師に薦められたことがきっかけでした。そ
の頃は数学が学べ、教員免許を取得できる大学へ
進学できればと考えていました。それが十年以上も
神楽坂キャンパスに通うことになり驚いています。
出身学科は情報数理、統計数理、計算数理を三本柱
とし、数学的基礎から実践的な応用を念頭に置いた
数学を学ぶことができます。その中で統計は、実際
に起こる現象を理論に基づき分析ができます。使い
方を誤れば危険が伴いますし、断定的な結論を出す
のは苦手ですが、いかに上手い道具として利用する
かも魅力の一つです。私は多変量解析を専門として
おり、理論構築の観点から研究を進めています。
　長い学生生活の中で特に博士課程の最後の一
年間は濃く、一番短く感じました。学位を取得し
てからどうするのか。研究とは何なのか。常に将
来に対する不安を抱えていました。ですが多くの
方の支えがあり、今の私があります。人と人との
繋がりがいかに重要で尊いものかを実感しまし
た。現に博士課程の間に出会った広島大学の藤越
康祝名誉教授、諏訪東京理科大学の櫻井哲朗講
師、University of Life Sciences in LublinのZofi a 
Hanusz教授とは共同研究を継続しています。
　私は二部数学科も兼担しており、一部の学生と
は異なる雰囲気に日々刺激を受けています。働き

ながら通う人、金銭的な面で二部を選んだ人、リ
タイア後に時間があるので勉強をしたいと通う
人。さまざまな学生を見てきました。時には授業
後、相談に乗ったり雑談をしたり、非常に充実し
た日々を過ごしています。
　昨今、女性研究者の進出が取り沙汰されていま
すが、研究者、教育者、そして私生活の面でも私
はまだまだ半人前です。これからも人と人との繋
がりを大切にし、本校に恥じぬよう研鑽を積んで
参る所存です。

株式会社三井住友銀行

樋口　友崇（平26理・数）
　私は現在、三井住友銀行と
いう企業で働いております。
この度は研究室の教授より
たまたま執筆のお話をいた
だいたので、この機会に皆様
に近況をお伝えしようと思
います。3週間の新人研修後、

1年目の5月より新橋駅の近くにある日比谷支店へ
配属となりました。銀行の根幹である支店に身を
置き、9カ月掛けて預金や為替等の基礎知識を吸
収しています。その後は法人営業の部署に異動す
ることになります。うちの支店で働いている人は
70人くらいおり、個人営業の方と事務職の方に分
かれます。今の主な仕事は、ローカウンターという
窓口に出てお客様の応対をしたり、電話の応対を
したりすることです。窓口では個人・法人を問わ
ず多種多様なお客様を1日10件近く受け付けます。
日比谷のお客様は時間の無いビジネスマンが中心
なので、速くて正確な事務が求められます。銀行は
公共性の高い業種ということもあって、お客様の
書いた書類を修正したり、補記したりできません。
そのため窓口で受けている間に完璧な書類を作ら

（2626）



27

15・4　理窓

なければならず、ミスが許されないため、高い緊張
感を持って仕事をしています。また銀行員は命の
次に大切なお金を扱っているため、少しでも間違
えたことを説明したり、お客様を不快にさせてし
まったりすると徹底的に責められます。この責任
の重さが学生時代とはまるで違います。ここまで
銀行内部の話を述べたので、ここからは少し趣向
を変えます。民間企業に就職する人にとって非常
に重要なのが、社内社外の人といかにして良い人
間関係を構築するのかということです。人それぞ
れやり方はあると思いますが、私はとにかくマメに
コミュニケーションを取ります。先輩や上司が自分
達をどう見ているのか常に把握して、即座に考え
方を修正して姿勢を変えていきます。譲れない軸
を持つことも大切ですが、柔軟性も同じくらいに
重要です。最後になりましたが、常にトップを狙い
に行くような高い向上心を持って、仕事を勤勉に
取り組める後輩の入社を楽しみにしています。

千葉県立君津青葉高等学校

教諭　小松　令奈（平26基礎工・生物工学）
　私は平成26年3月に基礎
工学部生物工学科を卒業し、
4月から君津青葉高校に勤務
しています。君津青葉高校
は、君津市の久留里にあり、
とても自然が豊かです。学校
には田んぼがありドジョウ

やザリガニがいます。道路には時折サルの群れが
横断し、タヌキやイノシシがでることもあるそう
です。総合学科の高校で、環境や農業、食品、生活、
文理、情報ビジネス、土木工学の5系列7つのコー
スで学習することができます。詳しくは、本校の
ホームページそして県のホームページの県立学校
名簿に掲載されている、私が作成に携わった「1校
1キラマップ」をご覧いただけると嬉しいです。
　生まれ育った柏から久留里に来て、初めは大変
戸惑いました。しかし今では、学校・地域を含め
た私の周りの環境が私自身を優しく包み込んでく
れているのを実感しています。アパートの大家さ
んは私のことをとても気にかけてくれ、ご飯を分
けてくださることもあります。また、地元の夏祭
りや久留里城まつり、駅前のイルミネーション点
灯式などにも参加させていただきました。学校で
は、先生方が温かく声をかけてくださり、授業や
分掌の仕事についてたくさんの事を指導してくだ
さいます。授業は、板書だけではなく、学校の自
然を活かした野外観察や体を動かす実験などを取
り入れています。おもしろいものを見せたい、楽
しいと思ってもらえたらいいなと思っています。
毎回、授業内容と関連した実験を考え、準備する
のは時間がかかりますが、生徒が喜ぶ顔を想像し
ながら作るので楽しいです。
　今はまだ未熟ですが、周りの方々のおかげでな
んとか前に進めています。教員生活は始まったば
かりなので、慌てずに先を見据えて、頑張るべき
ところに時間を惜しまず、自分のできることを少
しずつ増やしていきたいです。
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船橋市立坪井中学校

　　教諭　荒川　友梨（平23理・数）
　「3年間ありがとうござい
ました！」
　教師になって3年目の年
度末、卒業式でその言葉を
聞いて、先生になって良かっ
たと改めて実感しました。
　3年前、初任で赴任した学

校で1年生の担任となりました。有難いことに、3年
間その学年のまま持ち上がらせていただき、昨年度
初めての卒業生を出しました。講師経験もなく、大
学を卒業してすぐに教員になった私にとって、この
3年間は本当にたくさんのことに気付かされました。
　大学の時に想像していた“学校の先生”はとても
大変なものだとわかっていたつもりでしたが、実際
はそれをはるかに上回るほど大変でした。思って
いた以上に生徒は色々な考えを持っていて、対応
に困ることがたくさんありました。その度に、私に
は向いていないのではないのかなどと考えました。
でもそれは経験の浅い私にとっては当たり前のこ
とでもあり、経験を積み重ねながら勉強していけ
ば良いことなのだと今になって思います。また、う
まくいかないことがあっても、真剣に生徒のことを
考え向き合っていけば、必ず気持ちは通じるとい
うことを、卒業式の時に感じることもできました。
　先生という職業は、生徒の人生に関わることが
できる素敵な職業であり、その分責任の大きい職
業でもあります。私が関わっている中学生はとて

も不安定な時期であり、こちらの一挙一動で生徒
の気持ちも左右されると思います。先にも書い
たように、うまくいかないこともたくさんありま
す。しかし、いつも笑顔をくれ、私に色々なこと
を学ばせてくれるのは生徒です。そして、真 に
向き合ってきた生徒たちと卒業式を迎えた日の感
動は、思っている以上のものです。そんな素晴ら
しい経験をさせてくれる生徒のために、これから
も更に精進してまいりたいと思っています。

株式会社スフィダンテ

佐藤　駿介（平26理工研・情数）
　私は2014年3月に理科大
の理工学研究科情報科学
専攻を修了し、株式会社ス
フィダンテに入社しました。
学部時代には情報科学科で
数学と計算機に関する知識
を学び、大学院では画像処

理と画像セキュリティの研究を行っていました。
　スフィダンテは理科大を卒業した先輩が2009
年に立ち上げたベンチャー企業です。スマート
フォンアプリの開発を軸に、IT分野で事業を行
う会社です。社員数は20人程度で、その約半数が
理科大の卒業生です。会社の雰囲気は明るくフレ
ンドリーで、先輩、後輩関係なく非常にフラット
です。全員が対等な立場で仕事を任せてもらえ、
非常にやりがいがあります。私の役職はシステム
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エンジニアですが、まだまだ社員数が少ないこと
もあり、企画、設計、開発、システムの保守・運用
と様々な業務を経験させてもらっています。大学
院で画像を扱う研究をしていたこともあり、画像
を扱う案件に多く携わっています。
　システムエンジニアとして仕事をする上で一
番実感することが、理科大で学んだ知識が非常に
役立っているということです。スマートフォンは
PCと比べメモリ耐久や処理速度が低く、ソフト
ウェアだけでなくハードウェアの知識も重要で
す。その根幹となる知識を学部の計算機系の授業
で学ぶことができました。また、スマートフォン
で撮影された画像を活かしたアプリケーション
を作成する際に、大学院で学んだ画像処理の技術
が役立っています。スマートフォン内に保存した
データのセキュリティ対策も大学院の画像セキュ
リティの研究で学んだことが生きています。
　卒業して改めて、理科大で学ぶことができて本
当に良かったと感じています。今後もシステムエ
ンジニアとしての腕を磨き、スフィダンテが理科
大発のベンチャー企業として、世界に通じるよう
なサービスを展開できるよう、日々精進していき
たいと思います。

東京都立葛西南高等学校　

教諭　川口　拓也（平24理・数2）
　私は、平成24年3月に東
京理科大学理学部第二部数
学科を卒業し、現在は都立
葛西南高等学校定時制課程
に勤めています。
　現在、私が教員になれた
のは、在学時に教員採用試

験対策をはじめ、教職課程指導室の先生方の支え
があったからだと思い改めて感謝しています。
　さて、勤務校の定時制に入学する生徒ですが、
様々な理由を抱えています。全日制高校を志望し
ながらも不本意入学の生徒、中学校時代、様々な
理由から登校できず、改めて高校で再チャレンジ
する生徒、高校を以前に退学し、もう一度学校に
通い勉強したい生徒などがいます。
　私は、現在、1学年の学級担任をしています。は
じめは、担任の立場で生徒とどのように関係を築
き、クラスをまとめることができるかどうか不安
でした。しかし、5月の体育祭、9月の遠足での飯
盒すいさん、10月の文化祭などの行事を通して、

●印刷をテーマに未来をみつめる印刷をテーマに未来をみつめる
（創業１９２８年）
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クラスに一体感が出て来ています。また、担任とし
て、学校生活を互いに過ごすことで、生徒との距
離が近づき、様々な悩みや心の痛みを少し理解出
来たと思います。いまでは、生徒たちと一番近いと
ころで向き合い、充実した毎日を過ごしています。
　教員一年目のため、自分の思い描いた通りにい
かず、まだまだ力不足を感じることが多いです
が、学校の先生方に支えられて、楽しく仕事をし
ています。今後も、教員として、常に謙虚な気持
ちを忘れずに、生徒、保護者等に信頼される教員
を目指し、一人前の教員となるため、職務に邁進
していきます。
　末筆ながら皆さまのご多幸と、東京理科大学の
益々のご発展を心からお祈り申し上げます。

麻布学園（麻布中学校・麻布高等学校）

教諭　井村　俊也（平25理・修数）
　私は平成25年3月に科学
教育研究科を修了し、同年4
月より麻布学園の数学科教
員として就職しました。本
校は私立の中高一貫の男子
校で、間もなく創立120周年
を迎えます。ここ数年で職

場全体の世代交代が大きく進み、若さと活気に満
ち溢れています。
　就職して一年目は驚きの連続でした。例えば、本

校では自治活動をめぐって生徒間や対教員での議
論が日常的に行われており、特に生徒主導で全校
集会を開き、生徒側の意思決定を行う様子には一
種の感動すら覚えました。また、私が顧問を務める
ソフトテニス部では自主・自立を伝統としており、
日々の練習から合宿まで部の運営すべてを生徒が
行い、必要以上に大人の手を借りるなどもっての
ほかであるといわんばかりです。このような生徒た
ちの姿を頼もしく思うとともに、創立以来培われて
きた自由闊達な校風の賜物だと実感しています。
　そんな驚きの連続であった一年目を終え、現在
私は中学2年生の正担任をしております。進学校だ
からといって素直で真面目な生徒ばかりではあり
ません。学校を無断で欠席する生徒や生活リズム
を崩し始めた生徒、成績不良の生徒がいれば面談
を重ね、日頃の学習指導・生徒指導に徹していま
す。他にも正副担任と生徒との親睦を深めるため
に、夏休みの終わりには生徒と企画して2泊3日の
クラス旅行を実施するなど学級運営に努めていま
す。また本校では指導内容の決定が担当教員の裁
量に大きく委ねられており、カリキュラムや指導方
針について日々議論しながら、教材の作成を行い
授業に臨んでいます。意欲的な生徒には中等教育
の範疇を超え、大学レベルの話をすることもありま
す。最近では日本ジュニア数学オリンピックに挑戦
する生徒を対象に、放課後の演習も行っています。
　教員は生徒以上に学び成長していかなければな
りません。これからも各種研究会に参加するなど、
研鑽を重ね、精進したいと思います。

鈴木正次特許事務所
所　長　弁 理 士　涌　井　謙　一
副所長　弁 理 士　山　本　典　弘

弁 理 士　鈴　木　一　永
〒160－0022 東京都新宿区新宿 1 － 1 0 － 3（太田紙興新宿ビル 9 階）
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