フレッシュマン（ 27）
日立製作所

テムの不具合を発生させて業務を止めてしまわな

小出 大亮（平 26 理工・修電）

いよう細心の注意を払う必要があり、責任も大き

東京理科大学を卒業し、

学ぶべきことも多いですが、上司を含め、頼りに

いです。まだまだ分からないこと尽くしのため、

会社に入ってから 1 年以上

なる優秀な先輩方のおかげでなんとか前に進むこ

が経ちました。現在は日立

とができています。また、会社内には新人を育て

製作所の IT プラットフォー

ようという雰囲気があり、会社の研修が充実して

ム 事 業 本 部 と い う、 ス ト

いることにも助けられています。早く一人前の技

レ ー ジ や サ ー バ、 ミ ド ル

術者となり、先輩方に追いつけるよう、今後とも

ウェア製品を取り扱う部門

精進していきます。

で働いています。日立は家電のイメージが強い会
社かと思いますが、入社して強く感じたのは想像

千葉県市川市立市川第七中学校

していた以上に「インフラの会社」であり、縁の下
の力持ちという言葉がぴったりな会社だと言うこ

教諭

とです。私が携わっている IT プラットフォーム

吉田 有希（平 26 理・数）
2 年目を迎えて

という分野も、IT を支える基盤となる製品です。

今、私は教師になって良

なかなかイメージが湧きづらい分野かと思います

かったと考えています。

が、有名なものだと「みどりの窓口」のように、多

それは、公私関係なく、自

くのデータを扱う大規模なシステムに日立の IT

分が辛いとき、生徒がいつ

プラットフォーム製品が使われています。
その中で、私は社内の開発業務支援を行う部署

も変わらない明るい笑顔を

に所属しており、ソフトウェア開発をサポートす

見せてくれたからです。生

るためのシステムを開発しています。私が担当し

徒が笑ってくれると、どんなに辛くても私も自然

ているシステムでは、誰がどんな製品を作ってい

に笑うことが出来ました。何度そういった笑顔に

るのかという要員管理や、プロジェクト内で利用

助けられたのかわかりません。

しているソフトウェア情報、ライセンス情報や輸

また、職場の仲間に恵まれたからです。今日ま

出管理情報など、ソフトウェア開発にまつわる

でを振り返ると、仕事で失敗をして辛いとき、常

様々なデータを一元管理することで、開発効率を

に指導して下さる先輩方が側に居て、やってみて

高めることを目的としています。社内で利用する

駄目ならフォローして下さる体制ができていまし

システムを開発しているため、自分が開発したも

た。そのおかげで、私は沢山のことに挑戦し、失

のが製品として世の中に出るわけではありませ

敗させて頂き、学ぶことが出来ました。また、よ

ん。しかし、社内の身近な人がユーザとなるため、

く笑える職場であったからです。職員室で話せば

直に要望を聞くことができたり、開発途中のもの

辛いことは半分になり、嬉しいことは倍になりま

をユーザに見てもらいながら使い勝手を改良して

す。尊敬できる沢山の先輩方の側で勤務させて頂

いったりと、ユーザとの密なやりとりができるた

いています。また、他学年の先生方とも時折、お

め大変やりがいがあります。その一方で、日々シ

話させて頂くことで、異なる角度からの考え方も

ステムへの機能追加、性能改善が求められ、シス

学ぶことが出来ます。
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1 年目の私にとっては課題がたくさんあります。

場の仲間にも恵まれ、そして市川市立第七中学校

大学時代 4 年間での塾講師の経験が活き、教える

という市内でも指折りの施設を持つ学校で勤務さ

ことだけに関して言えばそれほど苦労はしていま

せて頂いています。今日まで、手探り状態でやっ

せん。しかし、各クラスのレベルの把握や個に応

てきて、沢山の先生方や生徒、保護者の皆様にご

じた対応、補助プリントの活用や評価について等

迷惑とご心配をお掛けしてきました。それでも、

多くの課題に毎日ぶつかっています。どのような

これでは駄目だと指導して下さる先輩や、提出し

授業をすればよいのか、先輩教諭に教えていただ

た書類に赤で沢山の修正を加えて下さる先輩がい

きながら、試行錯誤しています。生徒にとって『わ

らっしゃったので、そのたびに頑張ろうと思うこ

かる授業』とは何なのか、実際に教壇に立つこと

とが出来ました。そして何より、生徒に「先生、あ

で多くのことを考えさせられています。

のね。」と笑顔で声を掛けられる瞬間をとても嬉

部活動ではソフトテニス部の主顧問を任され、

しく思います。

日々の活動に励んでいます。4 月当初は新顧問の

まだまだ教師としても、人間としても未熟で

私のやり方に戸惑う生徒たちが多く、上手くいか

迷ってばかりです。実際、私が生徒に教えたこと

ず悩む日々もありました。しかし周りの先生方に

より、生徒から教えてもらったことの方がはるか

話を聞いていただいたり、他の学校の部活動を見

に多いです。それでも、そのとき自分の持ってい

学させていただいたりする中で少しずつ私自身が

る最大限の力で、対応してきました。そして、そ

どのような部にしたいのか定まってきました。ま

れはこれからも変わらないと思います。常に全力

た、時が経つに連れ生徒たちとの信頼関係も築け、

で、教師としての生活を送っていきたいと考えて

部の躍進に向け、新たな試みをしている毎日です。

います。

今はまだ、周りの先生方に助けられてばかりで
すが、ひとつずつ自分のできることを全力で行
い、前向きに焦らず、一人前の教諭になれるよう

東京都江戸川区立葛西中学校
教諭

に頑張っていきたいです。教諭という私にとって
【天職のスタート】を切れたことに誇りを持って、

中村 真理（平 27 理・数情）

将来も生徒たちとずっと向き合っていきます。

私は平成 27 年 3 月に理学
部数理情報科学科を卒業し、

神奈川県立希望ケ丘高等学校

4 月から江戸川区立葛西中
学校で中学 1 年生の副担任

教諭

として勤務しています。葛

池田 優太郎（平 26 理・修総化研）

西中学校は私が思っていた

私は平成 26 年 3 月に東京

以上に落ち着いており、入

理科大学大学院、総合化学

学式をはじめ、始業式や朝礼など全校生徒が集

研究科を卒業し、4 月から希

まっても話し声は一切聞こえず、先生の話をよく

望ケ丘高校に勤務していま

聞く生徒たちです。先日は運動会もあり、暑い中

す。希望ケ丘高校は神奈川

練習の成果を発揮し、いきいきと競技に夢中に取

県の最初の県立中学校とし

り組んでいる生徒たちのたくましい姿に感動しま

て設置され、今年で創立 118
年を迎えた伝統校です。｢自律自制｣「自学自習」

した。

「和衷協同」の３つを教育目標の根幹にして、生徒

良い生徒たちに恵まれて、授業も落ち着いた環

の自主性を尊重する「文武両道」の高等学校です。

境の中で進めることができています。その中でも
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文化祭などの学校行事や部活動も生徒主体で運営

茨城県立波崎高等学校

していきます。私は勤務して 2 年目になりますが、

教諭

初任者として初めて学校に訪れた時は「本当に生

大久保 宇悟（平 26 理・修総化研）

徒たちだけでできるのか」と少し疑った気持ちを

私は現在、茨城県立波崎

もっていました。実際に 1 年間見ていくと、本当

高等学校にて、理科の教員

に生徒が主体となって活動して互いに意見を出し

をしています。今年が二年

合い、注意を呼び掛け、楽しく活動していました。

目となり、普通科の一年生

自由な校風の中で活動する彼らを見て、自分も一

クラス担任を務めています。

緒に活動したくなる、そう思わせるような生徒た

また、部活動では空手道部

ちが希望ケ丘高校の生徒です。

の顧問を務めており、未経

私は現在 3 学年の副担任を勤めていて、進路指

験の競技なので、日々勉強しています。元気な生

導を担当しています。進路指導を担当して 2 年目

徒達に囲まれ、毎日のように新たな問題にぶつか

になりますが、2 年目になって変わったことは、

り続ける目まぐるしくも充実した毎日を送る事が

生徒との面談がかなり増えたことです。クラス、

出来ているのですが、気持ちが折れそうになり、

部活の生徒を問わず多くの生徒が相談に来てくれ

忙しさから辛く感じる事もあります。そんな時に、

るようになりました。
「先生、ちょっと話聞いてく

教員として戦い続けるために自分の中で支えにな

ださ〜い」といってよく職員室に来てくれます。

る力は、大学で多く養われたと感じています。授

必ずしも進路の話とは限らず、友人のこと、部活

業をする際に武器となる知識や技術、また創造力

のこと、家族のことなど本当に様々です。教員と

といった力は、大学と大学院での勉強や研究活動

いえば “ 生徒のためになる指導 ( 助言 ) をする ” と

がもとになっています。毎日研究室に通い、うま

いう意識が強いですが、私がこのとき注意してい

くいかない反応に頭をかかえながら実験して身に

るのは “ 聞き役に徹して指導 ( 助言 ) はしない ” と

付けた技術と、必死に勉強して得た知識は、現在

いうことです。そうすることで生徒が話したいこ

生徒達に伝えるための非常に良い経験となってい

とを気軽に思う存分話すことができるからです。

ます。また、大学四年間在籍した硬式庭球部では、

生徒との距離は近くなりますが、生徒と面談をし

三キャンパス（神楽坂・野田・久喜）の仲間達が

ていくうちに信頼関係を築くことができ、生徒た

週末に集って、練習の度に自分達を追い込み、勝

ちが普段どのようなことで悩んでいるかわかるの

つためにチーム一丸となって精一杯努力しまし

で、日頃の生徒指導や授業で生徒の実態を踏まえ

た。決して良い思いだけをしてきたわけではあり

た行動をとることができます。

ません。しかし、その思い出一つ一つが今の自分

まだまだ未熟者ですので、失敗することもたく

を支える力となり、かけがえのないつながりを残

さんありますが、その分得ることもたくさんあり

しています。私は、大学に東京理科大学を選んだ

ます。生徒や先生方と過ごす学校は本当に楽しく

事、化学科を選んだ事、また大学院まで進学して

て、毎日笑いが絶えません。これからも自分なり

有機化学の研究室で勉強する事を選んだ事、大学

に元気に精一杯がんばっていこうと思います。

でも夢中になって部活動に取り組んだ事、これら
一つ一つが大正解であったと確信しています。そ
して、この場をお借りして、自分がそのように感
じるように指導してくださった、これまでお世話
になった先生方、先輩方、同期、後輩達に感謝の
気持ちをお伝えしたいと思います。ありがとうご
ざいました。私はこれから、自分がいままでに頂
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いたものを、目の前にいる高校生達に還元してい

ラモードにして固定し、タッチパネル操作で倍率

きたいと考えています。そしてその生徒達が社会

を上げて観察できるようにする、ミシンで雑巾の

に出て活躍してくれたら一番に嬉しく思います。

×印を縫う際にはミシンと自分の間にミシンと同
じ高さの台を置き、その台に矢印を書いて直線に
縫えるようにする、などがあります。生徒ができ

千葉県立袖ケ浦特別支援学校
教諭

ないことに対して少し視点を変え、ほんの一工夫
加えるだけでもできるようになることはたくさん

石田 美紀（平 26 理・化）

あります。それは特別支援学校のみならず、どの

私は大学を卒業した年の

学校においても通用すると考えます。大人でも同

4 月から、千葉県立袖ケ浦特

じだと思います。

別支援学校に勤務していま

教員採用試験の面接で「中学校・高等学校で勤

す。袖ケ浦特別支援学校に

務する前に、グレーゾーンと呼ばれる子ども達へ

は肢体不自由・病弱の児童

の支援方法を学びたいから特別支援学校に勤務

生徒が在籍し、その中でも

したい」と伝えました。その結果、学んだことは

知的障害との重複障害のあ

多いですが、自分のやりたいことができないこと

る児童生徒が多数在籍しています。また、千葉リ

や違和感も多く、面接での発言を後悔することが

ハビリテーションセンターやこども病院が隣接し

多々あります。しかし子どもの何気ない一言や、

ており、児童生徒の転出入が多いのも特色です。

話に込めた思いを子ども達が理解してくれたと

特別支援学校の教員の多くは、自分の専門教科

き、子どもの成長が見えたときには前向きな気持

以外の教科も担当しています。私も高等部で理科

ちになり救われます。毎日葛藤しながらも、子ど

を教えながら、職業という授業の手工芸班を担当

も達から多くのことを学び続け、私自身も成長し

したり、他の教科の補助に入っています。また、

ていきたいです。

特別支援学校には自立活動があります。私はその
中で特に「できないことを、補助具を使うことで
できるようにする」ということに感銘を受けまし
た。例えば、顕微鏡の調節ねじの操作が困難な生
徒に対して、接眼レンズにスマートフォンをカメ
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