フレッシュマン（ 28）
野村総合研究所

相手が課題で行き詰っているときは、何が原因で
前に進めないのかを一緒に探し出すことです。こ

保谷 智子（平 26 理・数情）

の経験は現在の仕事でも活かされています。

私は現在、野村総合研究

学生時代に経験したことは、必ずこれから生き

所という企業にて、働いて

ていく中のどこかで活かされるはずです。これか

います。この度は研究室の

らも学生時代の経験を活かし、日々成長していき

教授より執筆のお話を頂き

たいと思います。

ましたので、この機会に皆
様に近況をお伝えしようと

日本電気株式会社

思います。
研修後、1 年目の 6 月より金融システムの部署

江島 圭太（平 27 理・数）

に配属となりました。当部署は 40 人前後の小さな
部署です。顧客先も 1 社のみで、セキュリティ面

私は平成 27 年 3 月に東京

も厳しいです。配属されて間もなく、1 か月間中

理科大学を卒業し、同年 4 月

国に出張となりました。オフショアの方と一緒に

に日本電気株式会社（以下、

開発を行いながら、オフショアの方がどのような

NEC）
に入社しました。
現在、

環境で仕事をしているのか学ぶことができまし

NEC の 第 一 官 公 ソ リ ュ ー

た。私の会社は協力会社の方と仕事をする機会が

ション事業部に所属してい

多いので、中国出張は良い経験であり、現在の仕

ます。この事業部では、主に
官公庁向けのシステムを提供しています。その中

事に活かされています。
2 年目の現在は、プロジェクトマネージャーの

で、私は教育系のシステムを担当しているグルー

元、アプリリーダーを任されており、協力会社が

プに配属になりました。教育委員会や学校、塾・

作った成果物のレビューや進捗管理を行ってい

予備校にシステムを導入しています。具体的には、

ます。様々な課題にぶち当たり、悩むことも多々

成績管理等の校務を支援するシステムやタブレッ

ありますが、学生時代の経験が役に立っていると

ト端末、パソコンの導入をしています。
私は元々教員志望であり、教員免許を取得しま

日々痛感しています。
大学の 3 年間、理大祭実行委員会に所属し、イ

した。教員ではなく NEC に入社したのには様々

ンターネットラジオの運営を行っていました。最

な理由があります。その中の一つが、教職員の働

後の学園祭にて、後輩が公開ラジオ収録を行うた

く環境をより良いものにしたいという思いでし

めに準備を進めていましたが、なかなか当日の内

た。電子黒板や一人一台のタブレット端末等、学

容が決まらず悩んでいました。そこで、何が原因

校現場に ICT を導入しようとする流れがありま

で前に進めないのかを一緒に洗い出し、当日まで

す。そこで、教育実習の経験も活かし、IT の面で

のスケジュールを決め、連絡も密に取るようにし

学校現場を支える仕事がしたいと考え、NEC に

ました。すると、徐々に準備も進み始め、当日は

入社しました。現在、希望した分野の仕事に携わ

皆笑顔で終わることができました。このとき大事

れることに喜びを感じています。
入社してから約半年が経過し、社会人としての

だと感じたのは、自分が課題で行き詰っていると

生活リズムに慣れてきました。今までの学生とし

きは誰かに相談してみて視野を広げること。また、
26
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ての経験や教員免許の取得から、教育という分野

いて書かせていただきます。現在私は中学 1 年生

は今まで少なからず接してきた分野です。しかし、

の副担任をしており、小学校を卒業したばかりの

IT に関しての経験はほぼゼロの状態です。従っ

生徒たちと慌ただしい毎日を送っています。初め

て、周囲の先輩方に聞きながら、分からないこと

ての電車登校や小学校より多い教科数・授業時間

と格闘する毎日です。現在、私はある市の教育委

数、さらには部活動と、様々な経験を通じて日一

員会がお客様のプロジェクトに参加しています。

日と成長していく生徒たちとの生活は、私にとっ

そのプロジェクトでは、市内の小中学校等、全て

ても非常に刺激的なものとなっています。根気強

に導入されるシステムを作っています。職場に配

く指導を続けた生徒が授業や行事に積極的に取り

属されてからまだ日が浅いので、比較的簡単な仕

組むようになった姿を見ると、「自分もさらに頑

事を任されています。しかし、お客様が実際に利

張ろう」と思わせてくれ、教師という仕事のやり

用するものを作る緊張感とやりがいを日々感じて

がいをその度に感じさせてくれます。

います。今後、様々な仕事を任せてもらえるよう、

中高一貫校で勤務しているため中学 1 年、高校

日々努力していきたいと考えています。

2・3 年生の授業を担当しており、放課後や休日は

今回、新入社員の時期にこのような場で記事を

授業準備に追われていることがほとんどですが、

書く機会を頂いたことに大変うれしく思います。

生徒たちの興味をひくような教材のネタを探すた

初心を忘れず、これからの長い社会人生活を過ご

めに常にアンテナをはり続けたり、生徒の志望校

していきたいと思っています。

合格のために自分にできることは何か、彼らに伝
えるべき内容は何かを考え続けたりする日々は充
実感に溢れています。

山手学院中学校・高等学校
教諭

また部活動で生徒たちと関わっている時間はか
けがえのないものです。現在は軽音楽部の顧問を

賀谷 浩太郎（平 27 理・修数）

させていただいているのですが、教室の中とは違

私は平成 27 年 3 月に科学

う生徒たちの顔を見たり、微力ではありますが生

教 育 研 究 科 を 修 了 し、4 月

徒たちの演奏活動のサポートをさせてもらえて

から神奈川県にある山手学

いる時間は、忙しい教員生活におけるオアシスと

院中学校・高等学校に勤務

なっています。

しています。この度、在学時

教科指導や生徒指導、分掌の仕事など至らない

お世話になりました教職課

点はまだまだありますが、先輩教員の方々に少しで

程指導室の先生から執筆の

も追いつけるよう日々努力を惜しまず、一歩一歩教

お話をいただきましたので、4 月からの生活につ

員としての力量を高めていきたいと考えています。

27

男子校出身である私にとって、生徒たちが何を大

自由学園女子部（中等科・高等科）
教諭

切にし、問題にし、感じ考えているか理解するこ

鈴木 雄紀（平 27 理・数 2）

とは、中々難しいことです。生徒と話をしたり、一

私はこの 4 月より、東京都

緒に働いたり運動したり、部活の試合を観に行っ

東久留米市にある自由学園

たりする中で、少しずつ様子は分かってきたと思

女子部で教員として働いて

いますが、まだまだ生徒と向き合わなくてはいけ

います。自由学園は「生活即

ません。それは言葉ほど簡単ではなく、自分が傷

教育」を教育理念とする、幼

つく覚悟を常に持ち、生徒の言葉から真実を汲み

稚園から大学部までの一貫

取る深みがなくてはできないことだと感じます。

教育の学校です。中等科・

教師としての課題は沢山あります。しかし大変

高等科のみ男女別学で、男子部と女子部に分かれ

なことばかりではなく、天真爛漫な生徒たちや他

ています。また、中等科以上には寮があり、全国

の先生方に支えられ、充実した毎日を過ごしてい

から生徒が集まっています。

ます。そのことに感謝しつつ、自らを鍛え、自ら

教壇に立って 5 ヶ月が過ぎ、実感していること

の使命を果たしていきたいです。

の一つは、目の前の生徒一人ひとりに合った指導
を行うことの大切さと難しさと面白さです。今年

東京都立葛飾野高等学校

度は、女子の中学 3 年生と男子の高校 3 年生の数
学を担当していますが、男女によって、学年やク

教諭

ラスによって、生徒の反応は全く違います。また

並木 康訓（平 27 理工・数）
現在の状況

同じクラスの中にも様々な生徒がいます。このク
ラスにはどのような授業がよいか、授業ごとに説

平成 27 年 3 月に理工学部

明の仕方や問題を変えたり、議論の時間や、カラ

数学科を卒業し、現在、数学

フルな教具を作ったり、生徒の反応を見ながら試

科の教員として東京都立葛

行錯誤の連続ですが、｢汎用性のある授業｣ ではな

飾野高等学校に勤務してい

く、
「目の前の生徒にとって良い授業」を作り上げ

ます。1 学年の副担任で、校

ていくことに、教師としてのやりがいを感じます。

務分掌は教務を、部活動は
軟式テニスと和太鼓を担当しています。

授業以外では、女子部中等科 3 年生の副担任を

当初は仕事の内容や事務手続きに不慣れな日々

しています。そこでの一番の課題は生徒理解です。

ჷႎᝠငဦǛૅੲƢǔȗȭᨼׇưƢ
ཎᚩಅѦඥʴ

šிʮஜᢿ

ƄųிʮᣃૼܿғૼܿᲮɠႸᲭဪᲫᲱӭ

Ჿ᳆ųᲢˊᘙᲣųų᳀᳒ųᲢˊᘙᲣ
šǪȕǣǹų#NGZCPFTKC8#75#ų
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が続きました。今では、自ら先輩教員に仕事を求

話になった先生方と、現在も交流させていただけ

め、実践するなかで、少しずつ教員としての技量

ることに喜びを感じます。

を身に付けています。担当した仕事の概要や方法

3 点目は、教員採用試験合格のために、先生方

は、必ずメモをとります。時々、読み返し、先輩の

にご指導いただいた日々です。野田で毎年行って

先生に助言をいただきながら、取り組んでいます。

いるゼミの運営に携わり、素晴らしい先生方、同

授業では、生徒の声に耳を傾け、つまずきやす

期、後輩に恵まれたことは、大きな財産です。私

いポイントや質問された内容を分析し、どのよう

の勤務校の校長も理科大の OB です。世代を超え

に説明すべきか工夫に努めています。実践と反省、

て、理科大が私を結んでくれることに有難い思い

見直しと改良の毎日です。

でいっぱいです。

理科大時代と学校現場

今後の抱負

大学時代の印象的なことは、次の 3 点です。

都立葛飾野高校では、さらなる学びを求める生

1 点目は、野田の体育局ゴルフ部に所属し、葛

徒のために、進学校化を進めています。その一助と

飾キャンパスでもゴルフ部を設立したことです。

して、夏休み及び冬休みの勉強合宿を企画してい

ゴルフを通して、気配りやマナーを学びました。

ます。もし、理科大のセミナーハウスを活用できれ

今年 3 月に、理窓会の先生方とコンペに行ったこ

ば嬉しいかぎりです。校長はじめ多くの先輩のア

とが思い出に残っております。

ドバイスをいただきながら、実現したい抱負です。

2 点目は、大学 2 年次から参加した都立高校で

終わりに、このような機会を下さった理窓会、

の授業支援と勉強合宿です。生徒への接し方をは

教職課程指導室の先生方に感謝を申し上げます。

じめ、指導の基礎を学ぶことができました。お世

ありがとうございました。
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