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　大学を卒業して、もうすぐ11年になります。サ
ブプライムローンが話題になったり、「脳トレ」「ミ
クシィ」が流行語になった2006年に卒業しまし
た。現在は金融機関の営業になり、もうすぐ4年
が経ちます。
　なぜ理科大から金融機関の営業に？と疑問を持
つ方も多いと思います。そんな疑問を紐解くとこ
ろから話をしたいと思います。
【大学時代の自分はいかにバカだったのか】
　理科大へは一浪して入学しましたが、学業に力
を入れたのは全体の50％もあっただろうか。実際
のところ、半分以上はサークルとアルバイトに青
春を捧げていたように思います。なんという親不
孝者だろう。
　今思えば、早く大人になりたかった現れなので
しょう。人の役に立ちたい、早く社会の一員として
認めてほしいというのが強くあって、外の世界に
興味を持ったのかもしれません。IT企業、塾の講
師、スーパー銭湯の清掃など、あらゆるアルバイ
トをやってきました。今でこそインターンという
単語が当たり前になっていますが、当時はまだそ
の走り。無意識に、いろんな世界を見ながら、本当
にSEになりたいのかを確かめていたのでしょう。
【なぜ営業の仕事に】
 　大学4年になり卒業見込みが出たのでさっそ
く就職活動を開始しました。結局、私の就職活動
はIT企業が中心でした。数理情報科学科（応用数
学科）にいるわけだし、子どもの頃から機械に囲
まれた生活だったので親しみもあったので内定を
もらうために奔走しました。
　しかし時々、「本当に機械に囲まれた生活がい
いのか？」という疑問が頭をよぎるようになりま
した。その気持ちに整理がつかないまま、内定を
頂いた会社に就職しました。
　就職してから何年か経ち落ち着いてくると、ふ
と「このままでいいのかな」という気持ちが再燃
してきました。学生時代にサークルやアルバイト

にあけくれた生活を思い出し、比べてしまう。機
械が嫌いなわけではないけれど、それ以上に、自
分は人と話をするのが好きだということ。自分が
作ったシステムを使っているお客様からありが
とうと言われたいという気持ちが、次第に大きく
なっていきました。そんなときに、今の会社にお
声掛け頂き転職を決めました。今では、前職では
出会うことすらなかったであろう、たくさんの人
たちと交流ができるので、とても楽しい毎日です。
【後輩へ】
　理科大で勉強している学生は、「将来こういっ
たことをやりたい」という志を持っている人が多
いと思います。そんな皆さんにとっては変に聞こ
えるかもしれませんが、「今後、絶対にやらないだ
ろう経験」をぜひ大学生活中にしてほしいです。
そんな時間は取れないと言うかもしれません。だ
からこそ、社会人になったら経験できないことを
してほしいです。アルバイトでもいいですし、海
外旅行でもいいです。はたまた自転車で日本一周
でもいい。案外無駄と思えることが、将来良かっ
たなぁと思うときが絶対来ます。そんな経験が自
分の苦しいと思ったときに支えになります。
　かのアインシュタインもエジソンも、有名にな
る前は世間から笑われていたものです。それくら
いとんがっていたほうが、人生は意外と楽になる
と私は信じています。これから東京オリンピック
開催に向けて、更に様々な人たちが日本に来ま
す。日本の常識は世界の非常識と言われる時代も
そう遠くないと思います。
　日本の古き良きわびさびを否定していません。
むしろ大事にしつつ、更に昇華するためには個性
が必要です。ぜひ学生時代に味わった経験を、私
達先輩に話していただければと思います。
（アクサ生命保険㈱フィナンシャルプランアドバイザー）

ががんばるんばる同窓同窓 ⑨
鈴木　章二

（平18理・数情）

私が営業をすることになったわけ
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高校時代
　決して優等生ではありませんでした。英語は赤
点、国語も悲惨な点数でした。でも、なぜか数学
と物理は得点が取れました。電気工作が好きだっ
たので電気科に進もうと思っていましたが、学級
担任の先生（数学）から「東京理科大という大学が
あるぞ」と教えていただき、その後、なぜか数学
科を目指すこととなりました。
大学生時代
　初めての1人暮らしを経験しました。講義は出
るようにして不可にならない程度に勉強をし、社
会勉強は力を入れて塾講師のアルバイトをしま
した。このとき、子どもたちに数学を教える面白
さを体験しました。母校で教育実習をしたとき、
反応のいい生徒たちの笑顔や先生（数学）のアド
バイスなどにより、一層高校教員にやりがいを感
じ、新潟県の教員採用選考検査を受検しました。
高校教員の現実
　平成1年、最初に赴任した学校は工業高校でし
た。地域でも有名な荒れた学校で、当初の高校教
員のイメージとはかけ離れたものでした。初めて
学級担任を持ちましたが、入学式以来、生徒たち
はいろいろな事件を起こしました。でも3年生に
なり、就職・進学が決まってから、卒業という目
標に向かって生徒たちは勉強し始めました。この
とき生徒たちは初めて「分かると面白い」と言っ
てくれました。
発達障がい
　平成11年に単位制による定時制高校に異動し
ました。学級担任を持ったクラスの生徒の約半数
が不登校経験者でしたが、生徒たちはちゃんと学
校に通って勉強していました。でも、今なら発達
障がいと思われる言動が、当時の生徒にはたくさ
んありました。発達障がいが一般的ではなかった
時代、それらの行動は我がままや怠けだと思って
いました。
　この症状に似た特性を持つ生徒と、10年後に
全日制高校で出会います。今は研究が進み、発達
障がいが科学的に解明されつつあります。高校

においては、授業のユニバーサルデザイン化やス
クールカウンセラーとの連携、個別指導計画の策
定、さらに平成30年からの通級指導の導入など課
題山積です。
学習指導要領の改訂
　次の改訂では、「教育課程企画特別部会論点整
理」において、資質・能力を育成するために、カ
リキュラム・マネジメントの実現を図ることとア
クティブ・ラーニングの視点から授業改善するこ
とが両輪であると述べられています。この両輪を
如何に動かすか、平成30年からの高大接続、魅力
ある学校づくりと合わせて課題山積です。
管理職への道
　勤務校の教頭（数学）に受検を勧められ、他校の
校長や教頭からも多くのアドバイスを頂き、6年
掛かってようやく教頭になりました。
そして佐渡中等教育学校
　教頭2年目の昨年4月に現任校に赴任しました。
本校は離島にある中高一貫の中等教育学校で「確
かな学力」「豊かな人間性」「郷土を愛し、地域に貢
献する態度」の育成を柱としています。スクール
カルチャー「能楽」や地元での就業体験、オース
トラリア海外研修など行事は多彩です。今は（中
学）1，3年生に「技術」を教えています。ダイオー
ドや抵抗のはんだ付け技能は、私が中学時代に電
気工作を通じて培ったものでした。そのときの技
能がここで役に立つとは思いませんでした。
節目に同窓あり
　今まで登場した先生方は理窓会の先輩でありま
す。人生の分岐点で先輩のアドバイスは有難いも
のでした。同窓の皆さんには、多くのことを経験
し、自身が体験したことを活かして、次世代を担
う子どもたちにアドバイスしてほしいと願いま
す。 （新潟県立佐渡中等教育学校教頭）

佐藤　直之
（平1理工・数）

理科大の在る教員人生
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（1）将来の夢～中学校の先生になりたい～
　きっかけは、私が中学・高校時代の先生方との
出会いでした。数学・理科が苦手だった私に熱心
に指導してくださった姿に、「私もこんなふうに
分かりやすく教えられる先生になりたい」と思う
ようになり、教師への夢を抱くようになりました。
そして高校3年生、進路選択の折、受験する大学
はどこにするかについて調べていく中で、「大学4
年間は、絶対東京で過ごしたい。理科の教師を目
指すのであれば、理科の専門大学である東京理科
大学で学びたい」という思いが日に日に強くなり、
東京理科大学を受験しました。入学当初は慣れな
いひとり暮らしに戸惑うこともありましたが、友
人にも恵まれ、思い出深い大学生活を送ることが
できました。また、温かくご指導してくださった
先生方には、深く感謝しています。
（2）理想の教師像が見えた専攻科時代
　大学を卒業してからは、教員採用試験の受験を
見据え、理学専攻科（物理学専攻）に進学しました。
この時、私の教師生活に最も影響を与える出会い
がありました。理科教育法をご指導して下さった
武田一美先生です。
　武田先生は、その当時から指導が厳しいことで
有名でした。しかし、理科教員としての心構え、
教材研究の大切さ、実験や観察を通して学ぶこと
の大切さ等、教師を目指す私にとってすべてが印
象に残るものでした。大分に帰ることを報告した
ときも、「理科といえば長野先生といわれるように
なりなさい」と言葉を頂きました。今でも私の心
の励みとしています。
　また、専攻科時代、板橋区立教育科学館におい
て科学指導員として勤務した折、科学を楽しく体
験できるサイエンスショーや、科学に関する展示
物の作成に携わりました。目を輝かせながらサイ
エンスショーを見る子供達の姿から、科学の面白
さ、その素晴しさを感じ、その後の私の教師生活
の大事な財産となりました。

（3）中学校教員として実践したこと
　大分県では中学校の教諭として採用され、教材
研究や部活指導、生徒指導と忙しくも充実した毎
日が続きました。中でも教材研究には力を入れ、
東京理科大学や教育科学館で学んだ経験を活か
し、生徒がより楽しく理科を学ぶことができるよ
うな授業づくりに取り組みました。物理や化学の
分野は必ず実験を通して理解をさせること、生物
や地学の分野では実物を持ち込み、実感をもって
学習できるよう取り組みました。
　採用6年目からは大分大学教育福祉科学部附属
中学校に転勤となり、より教材研究に打ち込める
環境になりました。当時あまり普及していなかっ
た電子黒板をいち早く取り入れた授業研究等、新
しい教材開発にも積極的に取り組みました。
（4）現在の仕事
　指導主事として、県教育センター、教育事務所
に勤務し、現在は大分県教育庁社会教育課で3年
目を迎え主に子供の科学体験の推進に関わる事業
の担当をしています。以前私が勤務していた教育
科学館と酷似した業務内容であり、当時経験した
ノウハウを存分に発揮しているところです。大分
県内の小・中学生への科学体験活動の普及を通し
て、科学の楽しさや喜びを伝えられることに携わ
ることができ、充実した毎日を送っています。
　また、大分に帰ってからは、東京理科大学の同
窓会にも積極的に参加しています。先日も私の事
業において、科学体験の講師探しに困っていたと
ころ、同窓の先輩に相談に乗って頂き、本当に助
かりました。今後はこれまで以上に様々な縁を大
切にしながら、科学を学ぶことの楽しさ、素晴し
さを伝えることを通して、科学好きな子供をたく
さん育てたいと思います。

（大分県教育庁社会教育課　指導主事）

長野　雄一郎
（平9理・専物）

ががんばるんばる同窓同窓
私を支えた「恩師の言葉」



19

17・1　理窓

山鹿　高資
（平2理・応物）

ががんばるんばる同窓同窓

車バカが見つけた健康の必要性と水素事業車バカが見つけた健康の必要性と水素事業
【車バカの大学時代】
　1年の浪人生活を経て理科大に入学し、授業が
始まるより先に自動車部の門戸を叩き即座に入部
しました。当時はまだ免許を持っていませんでし
たが、先輩方に大変厳しくも楽しく指導頂きすっ
かり「車」、競技の「ラリー」の魅力に取り付かれ
ました。力学で学ぶ知識がそのまま車を操縦する
理屈と繋がることでより深く車を楽しむことがで
き、毎週末はラリーに没頭した大学時代でした。
【就職しても車バカ】
　バブルも弾けようとしている中、理科大という
ネームの追い風を受け大手に就職。しかし車バカ
は止まりません。入社早々休日出勤の要請を受け
るもラリーに出場するために要請はあっさり断
りました（今のゆとり世代を笑えない行動ですか
ね！？）。その後も走り続ける車バカは合計4回に
渡りダカールラリーに出場しました。簡単に4回
と書きましたが、海外のしかも長期に渡る競技の
ため相応の費用も当然かかります。初回の時には
理科大同窓生達の応援もあり大学時代の友好の有
り難さを胸に抱え参加した感慨深い出場の機会で
した。また同時に感じたことは準備に約半年、更
に競技で約1ヶ月日本を離れるということに自分
だけでなく家族の健康状態も大きく作用するとい
うことに気がつきました。例えば両親の何れかが
入院するようなことが有った場合、参加する競技
に集中できなかったと思います。そのため、海外
での出場回数を重ねる度に家族が健康であって欲
しいと強く願うようになりました。
【そして車バカが出会った水素事業】
　自身の趣味である車と関わる時間、そして自分
を含めた家族の健康、更には一緒に出場する友人
達の環境もどんどん気になるようになりました。
　仕事と車の両立が難しくなった頃、今の事業の
柱となる水素粉末の開発者と出会い、その可能性
に起業することを決意しました（2005年）。
　発売当初は水素のサプリメント自体が存在して

おらず、車バカに来る質問は「水素エネルギー？」
や、「水素エンジンに着手したのか？」と言ったも
のばかりで、健康食品であると認識してくれる人
は皆無でした。
　現在弊社の水素サプリメントをご活用頂いてい
る主なお客様は体力の低下を実感した中高年世代
や、非常に強い副作用のある薬（抗がん剤等）を投
与中の方々です。水素サプリメントは基礎体力の
向上と共に薬剤の副作用を抑える働きがあり、副
作用の強い薬を使っている方には副作用が軽減し
非常に相性が良いという感謝の言葉を非常に多く
寄せて頂いております。
　健康な方にはさりげない日常生活での変化とし
て、小用トイレに時間が掛かっていた方が久しぶ
りの爽快感を得たと楽しい報告や、若い女性（20
代半ば）からは一晩でファンデーションの乗りが
良くなったと驚きの感想を頂き、健康の先のこと
も守っていけるものだと日々実感しております。
　特に「健康だけが全てでは無いけれど、健康が
無ければ全てが無い」と満面の笑顔で仰っていた
初老の女性の顔が忘れられません。
　2015年頃水素水がブームとなり、水素を体内へ
取り入れることが健康に良いと認識する人が増え
ました。しかしながら、市場の成長と共に懸念す
べき点はまがい物の台頭です。まだ小さな水素市
場ではありますが、なんといい加減なものの多い
ことか！ブームになるとお金の亡者達が本質を見
誤り市場を混乱に導いてしまいがちです。それら
偽物と戦う為にも自分の会社は製品に絶対の自信
と信頼を欠かさぬよう覚悟を決めました。社名の

「Integrity（誠実）」はこの理念を基に命名しまし
た。僕はこの水素で自分を、そして家族を守りこ
れからも車バカで居続けたいと思います。

（株式会社インテグリティ代表取締役）


