フレッシュマン（ 29）
株式会社 NTT データ

の当たり前を創造していけるよう技術を身に付け
ていきたいと思います。

千葉 鈴華（平 27 理・数情）
平成 27 年の春、私は理学

ＫＤＤＩ株式会社

部数理情報科学科を卒業し、
NTT デ ー タ に 入 社 し ま し

長峯 花帆（平 27 理・数情）

た。3 か月間の研修を経て、

私は、平成 27 年 3 月に理

現在は政府系金融のシステ

学部数理情報科学科を卒業

ム開発に携わっています。
「IT で世界の新しい当た

し、現在は、KDDI 株式会社

り前を創造していく」そんな夢を持ち IT 業界を

の au スマートサポートセン

志望し、縁あって今の会社に入社することができ

ターという会員制のコール

ました。担当しているシステムは日本のみならず

センターにて働いておりま

世界各国で使われ、止まることの許されないシス

す。こちらのセンターの特

テムであり、プレッシャーもありますがその分や

徴は、電話応対の満足度が 90％以上のお客さまの

りがいも感じています。IT 業界というと PC に向

ための専任チームからなっており、単にスマート

かいもくもくと作業をこなすイメージがあります

フォン等の端末に対するお困りごとを解決するだ

が、実際はミーティングや打ち合わせの時間が 1

けではなく、
「今日私たちとお話したことによっ

日の業務の大半を占めており、人との関わり合い

て、お客さまの明日が少しでも HAPPY になるよ

が多い職場です。配属されたばかりでまだまだ分

うに」と真剣に考えながら日々お客さまとお話

からないことだらけですが、月 1 回のトレーナー

しているところです。現在私は、このコールセン

や育成指導者との面談で自分の課題や目指す人材

ターの運営や、実際にチームの中に入り電話応対

像への道筋を助言していただき少しずつ業務にも

をしております。会社の中でも社員がこのように

慣れてきました。システム開発工程を理解し、自

直接お客さまとお話できる部署は数少なく、また

分で考え問題を解決する力をつけることで一日も

提供しているサービス全体を見渡し、お客さまの

早くプロジェクトの戦力として活躍していけるよ

反応を直接感じることができるという現場は数少

うになることが今の目標です。

ないので、新入社員という立場でこのセンターで
働ける環境に感謝しており、大変貴重な経験をさ

小さいころから好きな数学とこれからの時代を
築いていく IT の分野の両方を学び自分の進路を

せていただいていると日々感じております。また、

決定していきたいと思い、数理情報科学科に進学

今後私は、このセンターの新人教育を任せられる

しました。4 年間の多くの講義で得た数学的思考

ことにもなっており、自分の少ない経験と知識を

と情報リテラシーの知識が、研修中も現在の業務

カバーしながら、新人をプロへと育てていくべ

の中でもとても役に立っています。勉強以外にも

く、先輩方に意見をいただき七転び八起きの精神

親身に相談にのってくださった先生方、切磋琢磨

で日々業務を行っております。研修では全力で一

し意見を出し合いながら学んだ友達、4 年間大学

人一人の新人さんと向き合い、少しでもセンター

に通わせてくれた両親への感謝の気持ちを忘れ

に貢献できるようにと頑張っていきたいです。
今後の私の大きな目標は、KDDI にいらっしゃ

ず、これからも日々変化する IT 業界の中で世界
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理窓

る入社面談からお世話になっていた理科大 OG の

気持ちを忘れずに今後の教員生活を送りたいと

憧れの先輩のような素敵な人になることです。辛

思っています。

いことがあった時でも、前向きで明るく、人を思

この半年間を振り返ってみると、初めてのこと

いやれる人になり、少しでも近づいていきたいと

だらけで非常に密度の濃い半年だったと感じてい

思います。このような貴重な出会いを導いてくれ

ます。その中で大学や大学院で学んだことが現場

た理科大に大変感謝しております。これからも皆

で活きていると感じる場面が多々ありました。私

様に au っていいな、と思っていただけるように

は 4 年生以降、理学部物理学科川村研究室に所属

一生懸命頑張りたいと思いますので、今後ともよ

していました。そこでの研究や学んだ実験・授業

ろしくお願いいたします。

法が、授業や課題研究指導、あるいは校務に至る
まで様々な場面で役立っています。指導していた
だいた川村教授をはじめ、教職課程支援室の先生

長野県立屋代高等学校
教諭

方に感謝するとともに、私もこれからの時代を担
う生徒を育てていけるよう努力したいと思います。

倉田 亮輔（平 26 理・物）
私は平成 27 年 4 月より長

名古屋市立名古屋商業高等学校

野県屋代高等学校にて理科
教諭として勤務しています。

教諭

屋代高校は長野県の公立高

西山 由利子（平 27 理・数情）

校で数少ない中高一貫高校

私は大学卒業後、生まれ

であり、理数科が設置されて

育った名古屋に戻り、4 月

いる SSH 指定校でもありま

から名古屋市立の高校教員

す。教員の人数も多く、生徒数は中学生と高校生

として働いています。高校

を合わせると千人近くになります。自然に囲まれ

生の頃から夢見ていた教師

た立地であり、落ち着いた雰囲気の学校です。ホー

という仕事に就くことがで

ムページも先日リニューアルされ、日々更新され

き、幸せです。もちろん楽
しいことばかりでなく、辛いこともありますが、

ていますので、詳しくはそちらをご覧ください。
もともと出身が長野県で、実家が現在勤務して

生徒や周りの先生方に助けられ、楽しく充実した

いる屋代高校の近くだったこともあり、通勤など

毎日を送っています。今このような日々を送れて

の移動にはあまり困りませんでした。しかし実際

いるのは、理科大の先生方のおかげです。

に教員として働いてみると、校務や研修・班活指

私の勤務校は商業高校です。本校では、時間割

導など、授業以外にも多くの仕事があることがわ

の約半分が簿記などの商業科目であり、高校卒業

かりました。毎日が忙しいですが、授業の中にど

後の進路は約 6 割が就職です。就職する生徒は高

んな実験を組み込もうか、授業の流れはどうしよ

校卒業後すぐに社会に出るため、日頃の挨拶、時

うかといったことを考え実践することにやりがい

間、提出期限などには特に厳しく、将来を見据え

を感じています。教材を作るのに時間はかかりま

た教育をしています。また教員だけでなく、生徒

すが、実験を通して体感させることによって、生

の就職や進学に対する考え方も普通科高校とは違

徒も反応を返してくれます。分からないことや失

うため、生徒から学ぶことも多くあります。普通

敗することもありますが、周りの先生方に聞けば

科高校出身である私にとって、商業高校に勤務し

丁寧に教えてくれます。日々自分の至らない点に

たことが、自分の生きてきた世界と違う世界を知

気づき反省していますが、新しいことに挑戦する

り、広い視野をもつ良い機会となっています。
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授業は、同じ内容でもクラスによって上手くい

を表現するパワフルさがあります。一見、落着

かなかったり、理解してもらいやすい単元とそう

きが無いように思えますが、この素直さが自分

でない単元があったりと、試行錯誤の連続です。

自身の成長には欠かせないとお思います。例え

苦労することも多くありますが、生徒からの「あ

ば、教科の授業です。わかりづらいところがあれ

りがとう」という言葉や生徒の笑顔が何よりも嬉

ば「わからない。もう 1 回説明して！」と言いま

しく、また頑張ろうという思いが湧いてきます。

す。このような言葉に、戸惑う時期もありまし

先生方も相談に乗って下さったり、仕事に追われ

た。きっと、毎回の授業を無事にこなすことに

ていると差し入れを下さったり、優しく声をかけ

いっぱいいっぱいで、自分のことしか考えられ

て下さる先生方ばかりです。

ていなかったのだろうと思います。しかし、生徒

まだ教員生活は始まったばかりですが、毎日苦

たちのこのような発言が「もっとわかりやすく説

労することや悩むことがある一方で、嬉しいこと

明するためにはどうしたらよいだろう。」
「ここは、

も数え切れないほどあり、やりがいを感じてい

きっと躓くな。」など、今まで以上に生徒のことを

ます。これから今以上に楽しい経験や、大きな壁

考えるようになったように感じます。そして、
「先

にぶつかることもあると思いますが、初心を忘れ

生頑張ってるね。」
「わかりやすかったよ。」
「できた

ず、またそれらの経験を糧にして成長していきた

よ！」という言葉は何よりの支えになります。生

いです。

徒たちは、私自身を成長させてくれる小さな先生
のような存在だと感じます。
また、就職してからの 8 か月を振り返ると授業

神奈川県三浦市立南下浦中学校
教諭

以外にも、生徒指導や生徒との関係づくりに悩む
こともしばしばありました。その度に、学年職員

柳原 美波（平 27 理・数）

をはじめ多くの先生方に支援していただいていま

私はこの 3 月に理学部数

す。「指導がうまくいかなくてもいい。そのとき

学科を卒業し、現在は三浦

は、しっかりフォローするからなにごとも経験し

市立南下浦中学校で 1 年生

なさい。」と、指導や担任代理・学活・総合などを

の副担任をしています。学

受け持たせてくれます。

校の窓からは東京湾が見渡

未熟な私ですが、多くの先生方の支えのもと、

せます。

日々勉強をして生徒たちにとって最善の指導がで

三 浦 の 生 徒 た ち は、 と

きるように努力していこうと考えています。また、

ても素直で元気が良いです。嬉しいことがあれ

教員であると同時に 1 人の魅力ある大人でいられ

ば、満面の笑みで話をしてくれます。辛いこと

るように、周囲の方々への感謝の気持ちを大切に

や嫌なことがあると、全身を使ってその気持ち

今後も努めていきたいです。
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