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フレッシュマンフレッシュマン
NTTコミュニケーション株式会社

藤岡　美沙（平25理・数情）
　私は現在、ＮＴＴコミュニ
ケーションズという企業にて
働いております。この度は研
究室の教授よりたまたま執
筆のお話をいただきました
ので、この機会に皆様に近況
をお伝えしようと思います。

　研修後、1年目の8月より法人向けのコンサル営
業部門に配属となりました。私が配属された部署
では、10人のチームで約1000社の企業を担当する
フロント業務を行っております。顧客に提案する
商材は主にネットワークですが、それに加えクラ
ウドや電話システム、セキュリティシステムなど
も多様な切り口から付加価値を付けて同時に提案
していきます。クライアントの企業規模は中小か
ら大企業まで様々で、顧客数が非常に多いため配
属後まもなくプロジェクトマネージャーもいくつ
か任せていただきました。仕事をする上で重要に
なるのは、商品の技術的知識や提案方法はもちろ
んのこと、複数の案件を掛け持ちしながらいかに
効率よく進めていくかといったことです。仕事内
容は難しく、技術的な知識もままならない私は、ポ
ジション的に明らかに力不足でしたが、学生時代
の経験がとても役立っていると強く感じています。
　学生時代、私は大学の機関団体にて法人向けに
広告営業を行っていた経験があります。その際、広
告収益の拡大を狙い新規顧客開拓を行いました。
この不況の中、学生相手にお金を出してくださる企
業は少なくとても困難な状況でしたが、企業の広
報費に着目しアプローチする企業を大幅に絞った
ことで、年間収益を2～2.5倍に増やすことに成功
しました。この時学んだことは、1つの事象を様々
な観点から捉え分析することの大切さでした。こ

れは大学で学んだ学問の延長線上だとも思ってい
ます。理系の勉強は暗記よりも自分の頭で考え理
解することが必要です。社会に出てから、この自分
の頭で考える力がより一層必要だと感じています。
　現実世界では、数学などのように完全な“答え”
なるものは存在しませんが、常に自分の頭で考え
多角的な視点で物事に向き合うことで目の前の壁
を乗り越えて行けると思っています。大学時代の経
験を糧にこれからもさらに成長していきたいです。

千葉県立四街道北高等学校
　教諭　本田　健太（平26理工・数）

　大学4年間はいつも部活
動のことで頭がいっぱい
だった。どうやったら速く
なるか、強くなるか、勝て
るか。その中でも思い出に
残っているのは、4回出場
した箱根駅伝の予選会。先

輩の背中を追いかけて走った1年目、雨の中チー
ムに貢献できなかった2年目、ブロ長としてリー
ダーシップを発揮した3年目、時間が無い中で自
分自身と戦った4年目。記録は残せなかったが、
生涯、記憶に残る大切な4年間だった。
　そのような大学生活を終え、4月に千葉県立高
校の新規採用教員を代表して、辞令交付式にて、
教育長に決意表明をして早3か月が経った。3か
月前までは、一人称が「僕」・「俺」だった自分が、
「先生は…」となっているのだと思うと、どこか少
し恥ずかしさもある。
　毎日6時30分に家を出て、帰ってくるのは23時
を過ぎることもある。平日は、授業、生徒指導に、
土日は専門外のバスケットボール部の顧問を一人
でこなし、心身ともに休みがない生活。また、会
計処理や成績処理等、生徒と関わる以外でも様々
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な校務があり、自分が想像していた以上に教員と
いう仕事は忙しく、苦しい仕事である。まだまだ
未熟であるため、多くの先生方に迷惑をかけてし
まうこともあり、生徒が色々なところで問題を起
こし、その度に頭を悩ませる。「別の仕事だった
ら、もう少し楽だったのではないか」とすでに何
度考えただろう。自分の納得のいく授業、納得の
いく指導、納得のいく部活動…10回に1回、うま
くいけばいい方である。
　ただ、その何回かに1回の成功がとてもうれし
く、やりがいがある。「今日の授業はわかった」、
「今日の部活動はいい練習でした」、「先生が来て
から部活動が活発になった」、「先生、頑張って
ね！」、何気ない生徒の一言、周囲の先生方の一言
で救われる。まだまだその成功は少ないけれど、
4月当初より地に足がつき、先生らしくなってき
たと自分でも感じる。
　今年度の目標は、「自分は勤務校の為に何が出
来るか」を探り、自分の教育観を確立することで
ある。私の勤務校でもたくさんの先生方がいるが、
すべての先生方の教育観が一緒ではない。また、
得意なことも多種多様であり、全ての先生が全て
のことを出来るわけではない。この一年を通して、
自分の強みを見つけ、「自分の教師像」を確立させ
ていきたい。
　まだ3か月、いやもう3か月が経った。先のこと
を考えている余裕はない。目の前の一日を全力で
生きる。生徒の為に、未来の日本の為に、日々必
死に公務に専念している毎日である。

三重県立鳥羽高等学校

教諭　藤田　敦紀（平26理・数）
　私は現在三重県立鳥羽高
等学校で数学の教員をして
います。
　理科大を卒業してもう3
カ月ほど経つと思うと毎日
があっという間な気がしま

す。在校生の方は教育実習が終わり、教員採用試
験に向けて頑張っている方が多いと思います。 
　私の勤務校である三重県立鳥羽高等学校には総
合学科として地域との繋がりを大切にした系列授
業というものがあります。
　観光都市である鳥羽市は海がとても綺麗な魅力
あふれる街です。生徒は各々興味を持った学習し
たい授業を選択し日々進学、就職に向け頑張って
います。しかし、生徒の多くは中学までの授業に
ついていけず数学という科目名を聞いただけで拒
否感を抱いています。また、授業中に携帯を使用
してしまったり、私語が多くなったりと授業に対
する意欲が低いことも事実です。そんな中で授業
ができるのか、生徒指導はできるのかと赴任前は
とても悩んでいました。
　いざ、生徒と触れ合う機会があったので第一印
象は大切だと思い、笑顔で話しかけたりしまし
た。すると生徒の多くは親近感を持って接してく
れるような感じがして嬉しかったのを今でも覚え
ています。たとえ指導したい場面があっても、信
頼関係ができていないと生徒は絶対に指導には応
じてくれないと思います。
　私の分掌である生徒指導部は毎朝、登校指導を
行っています。この指導を活かして生徒の名前を
覚えるようにして「○○君、おはよう」と声をかけ
関係を築く努力をしています。他学年の生徒は近
くにいる先生に名前を聞くようにしていて、今で
は大体の生徒の名前を覚えることができました。
　私は授業開きの際に必ず言うと決めたことがあ
ります。それは「数学ができないのはしかたのな
いこと。先生にだってできないことはたくさんあ
る。でも取り組む努力はできる。頑張って授業を
受ける姿勢を先生は評価したい」と。生徒が取り
組めるために、分かったという充実感を与えるた
めにも教員は学び続けなければならないと実感し
ています。今後も生徒にとって満足のいく授業を
展開する努力を続けていきたいです。
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東京都立蒲田高等学校

教諭　大塚　千彰（平26理・数）
　私が勤務する都立蒲田高
等学校は、都内に5つあるエ
ンカレッジスクールのうち
の一つです。ここに通う生徒
の多くは、小中学校時代に
苦手だった勉強を、高校で
学び直したいと思って入学

しています。また、コミュニケーションが苦手で、
いじめや不登校の経験を持つ生徒も多くいます。
　このような生徒たちと向き合う日々は、失敗も
多いですがとても充実しています。
　数学の授業は、高等学校の学習内容に小・中学
校の復習を織り交ぜながら、ゆっくりと進めてい
ます。基本的な問題を多く解き、わかる・できる
経験を積み重ねることで、自信をつけられるよう
に配慮しています。しかし、それだけでは授業は
成り立ちません。勉強する習慣のない生徒、生活
費のためのアルバイトや兄弟の世話等で勉強でき
る環境にない生徒もいるため、習熟度別のクラス
の中にも、学力・学習意欲の格差が大きく、教材
のレベルや授業の組立て方に苦心しています。ま
た、私語や立ち歩きの多い生徒、精神状態が不安
定な生徒、学習障害がある生徒等に対して、どう
対応して勉強する雰囲気を作っていくかもまた重
要となります。全ての生徒の「ためになる」授業と
は何なのか、試行錯誤する日々が続いています。
　そんな中、先日行われた体育祭では、生徒の新
たな面を見ることができました。勉強が苦手な生
徒が一生懸命に走る姿や、大縄跳びで優勝して喜
ぶ姿を見て、生徒の持つ力を改めて感じました。
彼らの潜在能力をどれだけ引き出すことができる
かは、教師の手腕にかかっています。彼らの貴重
な時間に関わる、教師という職業のやり甲斐と責
任の重さを実感しました。
　エンカレッジスクールという特色のある学校が
最初の赴任校であることは少し不安でしたが、周
りの先輩方に助言をいただきながら、何とかやって

きました。今はやるべき仕事をこなすことに精一杯
ですが、少しずつ今までの人生経験を生かした自
分らしい関わり方を実践していきたいと思います。

横浜市立秋葉中学校

教諭　細田　賢司（平26理・数）
　私は平成26年に東京理科
大学理学部第二部数学科を
卒業し、早くも二ヶ月が経
ちました。自分の中学生の
頃からの夢が叶い、横浜市
の中学校教師になる事が出
来ました。

　私は横浜市の戸塚区にある秋葉中学校に赴任し
ました。4月7日の入学式、この間まで小学生だっ
た、中学生の生徒達が緊張した表情で体育館に入
りました。自分の担当学級の生徒達が目の前で
座った瞬間、ようやく夢が叶ったと思い涙が出ま
した。そしてこれからこの生徒達を育てていくと
いう強い責任感が芽生えました。
　入学式が終わり、学級担任として学級の生徒達
と初めて顔を合わせた時、そこには生徒達の笑顔
がありました。緊張している中、生徒達の一人一人
の顔を見ながら「先生は教師になって1年目です。
だから、みんなと同じ気持ちで期待と不安でいっ
ぱいです。それでも、先生はこのクラス34人の一
人一人を本気で大切にしたい！みんなが毎日元気
に学校に通えるように一生懸命頑張ります！」と話
しました。この日から私の教師生活がスタートしま
した。自分が大学生の頃は本当に教師が勤まるの
か不安な気持ちでいっぱいでした。しかし、実際に
教師になってみると、毎日生徒達と関わったり、他
の先輩教員達と関わったりすることで自分は誰か
の役に立っていると感じる事ができ、今が大学生
活の何百倍も充実しています。教師の仕事をして
驚いたことは仕事の量の多さと休みの少なさです。
まず仕事の量に関しましては学級、教科指導、部活
動、校務分掌など多くの仕事があります。教師1年
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目で仕事の優先順位ややり方が分からず、夜遅く
まで学校に残って仕事をしています。また部活動
指導も仕事の1つなので週7日勤務です。1日完全
に休みの日は月に一度あるかないかです。そんな大
変な毎日ですが、どんなに大変な事があったとして
もすべては生徒達のためと考えると乗り越える事
が出来ます。今、教師を志している学生のみなさん、
絶対に教師になるべきです。子ども達はあなたとの
出会いを待っています。その子ども達のために全
力で頑張ってください！私も全力で頑張ります！

千葉県立袖ヶ浦高等学校

教諭　原田　翔太（平26理・応化）
　「こんにちは」放課後の体
育館には私が副顧問を務め
る男子バレーボール部の威
勢のいい声が響いています。
日々の厳しい練習の中で高
い技術と人間性に磨きをか
けて、どんな相手にでも勝

利することを目標としています。生徒達の辛いと
きには励ましあい、切磋琢磨している様子をみて
チームワークの大切さを改めて実感しています。
部員に的確に指示を出すしっかり者のキャプテン
のN君、チームの雰囲気を和やかにしてくれるM
君、誰よりも声を出して練習に励んでいるA君な
ど、授業中とは異なる生徒の良さを発見できてい

ます。生徒一人一人の個性を捉え、生徒の特性に
あった指導ができるように努力したいと思います。
　授業は1年生の化学基礎を担当しています。1
学期に行った炎色反応の実験では、生徒の驚いた
表情や積極的に授業に参加する姿勢が印象的でし
た。知識を教授するだけではなく、実験や観察を
通して本物に触れることが理科教育の望ましい姿
だと思います。予備実験や実験書の準備は大変で
すが、生徒の視点に立ってできるだけ多く実験を
したいです。しかし経験の浅い私には、生徒の化
学に対する興味・関心を高める授業をなかなか実
践できていないのが現状です。先輩の先生方から
学び、授業をする度に内省して授業の質を高めて
いきたいと思います。
　また、教員になって自分の想像と異なるところも
ありました。それは授業や部活動以外の校務に関す
る仕事が非常に多いことです。自分は保険・厚生部
で主に奨学金の業務を担当しています。自分の進路
に不安を抱える生徒が多いので、進路に関するアド
バイスも行っています。校務を遂行する中で、表に
出ないところで諸先生方の支えがあるからこそ、円
滑に学校が運営されているのだと感じました。
　―すべては子供たちのために―これは千葉県が
掲げる教育のスローガンです。私も様々な場面で
生徒に寄り添い、ともに成長していける教員にな
れるよう研修に励みたいと思います。

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
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