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フレッシュマンフレッシュマン
八千代松陰高等学校

教諭　藤井　平馬（平24理・数）
　「先生、教えて下さい。」こ
の言葉を口にするのは、生
徒だけではないのだと強く
実感しました。
　私は赴任して2年目にな
ります。現在、高校2年生
のクラス担任をしています

が、クラス運営、進路指導など、あらゆることを
先輩教師から学んでいます。また、私自身「良い
授業」や「良い先生」について常に考えて日々を
過ごしています。教師としての指導に絶対的なマ
ニュアルがあれば良いのにと考えることもありま
すが、生徒という人間を相手にする上でそのよう
なものはないと思い直します。
　赴任して1年目、先生と呼ばれることに新鮮さ
を感じながら初授業に臨みました。48名という
大人数の教室へと入った時の印象は強く残ってい
ます。今でも授業でふと「あぁ、生徒に数学を教
えているんだ。」と喜びを感じることがあります。
先輩の授業を見学したり、自分の授業で失敗した
なと思った時は相談しに行ったりと、1年目は授
業力を向上するために時間を割きました。生徒の
実態が分かるようになってからは、自分なりに授
業方法を色々と変えて実践しました。もちろん失
敗もありました。今は「ペア学習・グループ学習」
を研究して、授業の質の向上に努めています。
　2年目で初めて担任を持って、さらに学ぶこと
が多くなりました。生徒一人ひとりの名前を覚え
ることから始まり、朝必ず1番に来て黙々と自習
をする子、勉強は苦手でも黒板の掃除を一生懸命
にやる子など、生徒は十人十色であると感じてい
ます。生徒と会話していると、時には生意気で失
礼なことを言ってきたりしますが、学校生活の中
で1番楽しい時間です。来年は持ち上がりで高校

3年生の担任を持つ可能性があるので、その時に
備えて今は進路指導の勉強をしています。
　教師は人に教えるというイメージが強かったで
すが、むしろ生徒と一緒に学んでいく職業なのだ
と実感しています。自分の力で行動できる生徒に
育つように、教師としてしっかりと支えてあげた
いです。

アクセンチュア株式会社

関　清隆（平26理・修数）
　平成26年 3月に大学院
を修了し、アクセンチュア
株式会社に入社してから半
年が経過しました。充実し
た教育制度があること、仕
事の幅が広域であることか
ら当社への入社を決めまし

た。研修4ヶ月、業務にあたり始めてまだ2ヶ月で
すが、日々新しいことにぶつかっています。研修
では、プログラミング言語であるJAVAの学習、
SAPというシステムの講義、それに伴い必要と
なっている会計の勉強であったりと短期間で広範
囲の分野を理解することに必死でした。しかし、
新しいことへの向き合い方は院生の2年間がいい
準備期間になっていたようで、比較的スムーズに
吸収してこれた実感があります。
　大学院では、既存の定理の証明でなく、先生や先
輩とともに新しい結果を証明するという作業のた
め、これまで以上に思考することが求められ苦労
しました。その経験が活かされていると感じます。
　現在、仕事における実務として、システム開発
を担当させていただいており、設計書をもとにプ
ログラミングをしています。ひとつひとつのス
テップをプログラムに書き起こすのですが、ロ
ジックがひとつでも抜けているとそれがバグと
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なって現れるあたり、数学にとても似ていて理科
大での学業を思い出します。
　学部4年間の数学は、定義をし、そこから導か
れる命題・補題・定理の証明をし、また新しい定
義をし、の繰り返しでした。定理の証明が理解で
きないときは、そこで用いられる命題・別の定理、
さらには定義に立ち戻ることが幾度となくありま
した。前後期末のテストでも定義の記述や証明問
題が出題されることも多かった印象です。
　この4年間で身につけた、ステップを飛ばさず
積み重ねていく勉強方法はシステム開発に大きく
役立つように思います。
　開発はとても楽しく、現在では開発のスペシャ
リストになることを目標としています。6年間で
身に付けてきた論理的な思考力や物事への立ち向
かい方はこれからも武器になると思うので、理科
大での生活を思い出しながら、これから社会で活
躍していけるよう頑張っていきます。

東京都立深沢高等学校

教諭　今井　陽一（平25専数）
　4月から私は桜がきれい
な世田谷区に立地する高等
学校に赴任しました。
　あっという間に一学期が
終わり、今、夏休みに入って
います。夏休みでは、夏期講
習を行い、暑い日が続く中

でも生徒は熱心に取り組んでいます。

　私は1年生と2年生の数学を担当しています。数
学を苦手とする生徒が多く、基礎・基本を定着さ
せるために、日々、試行錯誤を繰り返しながら毎日
の授業に臨んでいます。生徒は素直で、やる気があ
り、私の授業を一生懸命に取り組んでくれていま
す。問題がわからなくても一生懸命に挑戦し、頑張
る生徒たちの姿をみて、私自身、元気づけられる毎
日を送っています。そのため、授業が終わって教室
を出たときには後悔の念に苛まれます。もっとこう
教えればよかったかな、こうしてあげればよかった
かな、と考えさせられる毎日です。そのような毎日
ですが、周囲の先生方に支えられながら、粘り強く
生徒たちとこれからも向かい合っていきたいです。
　また、私の勤務する深沢高校は部活動にも力を
入れています。部活動加入率は約９割で、和太鼓
部は全国大会に出場しています。私はテニス部の
顧問として、放課後の練習や、土日には練習試合
に参加し、できるだけ多く勝ち進めるようにと応
援する毎日を送っています。生徒の自主性を育て
つつ、少しでも生徒の力になれるよう、一緒に練
習しながら頑張っています。
　学校の様子としては、生徒と教師の距離が近い
アットホームな雰囲気があります。また、3年間
を見据えた全校的なキャリアプランが作成され
ており、生徒一人一人の進路実現を目指していま
す。そして、授業・学校行事・部活動をとおして
生徒の学力と人間性を磨く教育を展開していま
す。授業では英単語・漢字の小テストや数学の週
末課題などにも取り組んでいます。
　私は大学時代、教師となるために教職課程指導
室の先生方をはじめ、様々な先生方から多くのこ
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とを教えていただきました。今度は、私が教師と
して、生徒たちに数学の楽しさや、有用性を教え
伝えていくことで、恩返しをしていきたいです。
また、新任の試行錯誤を温かく見守ってくださる
周りの先生に感謝を忘れず、ひたむきに頑張って
いきたいです。

埼玉県立幸手桜高等学校

教諭　吉田　裕亮（平26理・数）
　私は大学に入学する前か
ら教員になることを目指し
ていました。大学在学中も
その夢は変わらず、同じ夢
を持つ友人たちと勉強を続
けました。教員採用試験の
対策など教育支援センター

の先生方のご指導もあって、この4月より教員と
しての生活をスタートすることができました。
　採用試験に無事合格し、卒論発表も終わり、残
りの大学生活を謳歌するだけと考えていた2月
末、赴任校決定の電話がかかってきました。それ
は初めて聞く高校名で、実家からも遠く、全くと
言っていいほど土地勘のない場所でした。もちろ
ん実家から通うことはできず、1ヶ月で新たに住
む部屋を探し、気が付いたらもう3月も終わりに
なっていました。
　右も左もわからずスタートした教員としての生
活の中で、私がまず感じたことは教員の仕事の多
さでした。授業や部活動はもちろん、事務的な仕事
や学校運営に関する仕事など、教育実習では体験
することができなかったことが多く、驚きました。
　授業に関しては、数学が苦手な生徒が多い中で
いかに楽しく分かりやすく、生徒の興味を引きな
がら授業を作っていくことを大切にしながら行っ
ています。しかし、思うようにいかないことも多
く、反省の毎日です。私が教師を目指すきっかけ
となった、「数学の楽しさを伝える」ということを
忘れずに、よい授業ができるように日々、勉強し

ていきたいと思っています。
　授業以外でも、顧問をしているサッカー部では
毎日のようにグラウンドに立ち生徒と一緒に汗を
流し、分掌の保健管理部では校内の清掃や環境管
理など忙しい日々を過ごしています。
　教員の生活は大変なことが多いですが、生徒た
ちと接していると嬉しいことや楽しいこともたく
さんあります。授業の中で生徒の反応がよかった
ときや学校生活、部活動などで生徒の成長を感じ
ることができたときは本当に嬉しいです。
　まだ私の教員生活はスタートして間もないです
が、早くも教員としての苦労、喜びを感じること
ができ、充実した日々を過ごすことができていま
す。今後も充実した日々を過ごすことができるよ
う毎日を一生懸命過ごしていきたいと思います。

北海道富良野高等学校

教諭　金澤　隆裕（平22理・数2）
　東京理科大学を卒業して5
年が経とうとしています。大
学を卒業してからは生まれ
育った北海道で教員をして
います。ただ、昨年度までは
教員採用試験に合格するこ
とができず、期限付き教員と

して4年間で3校勤務しました。期限付き教員では
1年経ったら勤務する学校が変わっていたので、学
校の仕組みや生徒を理解するのに時間はかかりま
した。しかし、この4年間教師としてのイロハを学
べたとともに、たくさんの生徒とふれあう機会が多
く接し方や信頼関係の大切さも学べました。そう
いった経験ができたことで教員採用試験に合格す
ることができ、平成26年4月1日より北海道富良野
高等学校で正規教員1年目をスタートしています。 
　富良野高校では、今までの経験を活かしながら
も学び続けるという姿勢を忘れずに生活していま
す。新しくおこなう仕事も多く慌ただしい生活を
過ごしています。
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　数学の授業についても生徒に学ぶことの楽し
さ・挑戦することの楽しさ・わかることの楽しさ
を実感できるような授業を心がけています。です
が生徒は数学に対する拒否感があり、挑戦する前
からあきらめる生徒もいました。その時は、大学
で学んだことを思い出し、基礎・基本を確実に定
着させることに努めています。教師は授業が命で
す。自分にとっては2回目の授業でも、生徒にとっ
ては初めて学ぶ内容なので常に興味をもってもら
える教材研究に励んでいます。
　今私は同じ学校で数年勤務する楽しみがありま
す。それは、生徒の成長するところを見ることがで
きるからです。1年間で学校が変わると、1年間の
成長は見られましたがその教えていた生徒の卒業
する姿が見られないもどかしさがありました。正
規教員になることで、一人の生徒が入学してから
卒業するまでの過程をみられる楽しさがあります。
　高等学校は「社会の入り口」といわれます。この
先も社会で生きていける力を身に付けられるよう
な生徒を育てていきたいです。

練馬区立小中一貫教育校大泉桜学園中学校

教諭　正覚　真紀（平25理・数）
　「生徒達は落ち着いている
ので生徒指導が少ないです。
生徒の心をつかむには授業
力が必要です」はじめて学校
に行った3月末、副校長先生
の口から出た印象的な一言
でした。

　私が中学校の教員を目指したきっかけは、中学
校の恩師との出会いでした。中学2年生のころ、
成績がなかなか伸びず悩んでいた私に担任の先生
が「自分を見失わないようにね」と言ってくださっ
たことで私は救われました。わかるまで丁寧に説
明し、私の話に耳を傾けてくれた先生の後ろ姿を
みて「私もこんな大人になりたい」と思ったこと
が教員を志すきっかけになりました。そのことも

あり、生徒指導だけでなく教科指導にもしっかり
力を入れなければいけない、という言葉はとても
私の胸に響きました。
　緊張して迎えた4月1日の朝、「おはようござい
ます」という元気の良い生徒の声を聞き、「あぁ、
教員になって学校で働けるのだな」と実感しまし
た。中学校の教員になりたいと思い立ってから8
年、やっとスタート地点に立てたと思いました。
　平成25年度の教員採用試験では1次試験不合
格。次の年は私立獨協中学高等学校と東久留米市
立中央中学校で講師をしました。平成26年度の教
員採用試験では無事合格し、正規の教員として今
年から教壇に立つことができています。
　学校の現状としては、とても落ちついた学校で
す。そのため、その中で私自身が生徒のために何
ができるのか、しっかり考えて行動していかなけ
ればいけないと強く感じています。学校の経営方
針と教育計画について4月の最初に校長先生から
お話がありました。その中でも特に印象に残った
のが人権教育についてです。学校にはさまざまな
状況の生徒がいて、その背景を考えた上でやって
いかなければいけません。思った以上に教員の
責任は重いですが、生徒一人一人と向き合い、関
わっていく毎日はとても充実しています。
　わからないことは先輩の先生方が教えてくださ
り、管理職の先生方も親身になって話を聞いてくだ
さいます。教科の指導教官の先生も付いて授業や
試験作成のアドバイスなどもしていただけるので、
とても仕事がしやすいです。校務分掌といって授
業や学年の所属以外にも仕事の割り振りがあり、私
は特別活動に入っています。そこでは生徒会担当と
して動くことが多く、生徒と試行錯誤しながら行事
の裏方やボランティアなどを行いました。ちょうど
9月で前期の生徒会の任期が終了したのですが、子
ども達が「達成感を感じている」「やってよかった」
という言葉がこれからの私の励みになりました。
　教員の仕事に終わりはありません。なかなか
思うようにいかず悩むこともあります。しかし、
日々悩みながらも子どもたちとともに私自身も成
長して頑張っていきたいと思います。


