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⑧
横田 真理子

教員への道

（平 5 基工・生）

基礎工学部 3 期生の横田です。基礎工学部 30 周
年おめでとうございます。
私は、子供の頃から全く興味のなかった教員

村上教授をはじめ、長万部でお世話になった寮

の道を選び、現在まで 23 年間、続けています。あ

母の品野先生、早くに亡くなってしまった生徒な

るとき「人相手の仕事がしたい」と思いたち、急

ど、今はもう会えない人もたくさんいます。
しかし、

きょ、教員を目指すことにいたしました。そんな

今回、長万部で行われた 30 周年大同窓会では、亡

感じで受けた教員採用試験でしたので、すぐに受

くなった方たちを通して、新たな出会いがありま

かるわけもありませんでしたが、秋田県の臨時採

した。食べた物で体ができているのと同じように、

用と北海道の補欠合格。秋田県は 4 月 1 日からの

多くの人との出会いで、今の私ができているのだ

臨時採用、北海道は 4 月 1 日以降でも、断る人がい

と思うのです。高校の友人からは「大人になって性

れば、正式採用。どうするか迷って村上教授に相

格が丸くなったよね」と、言われます。木が枝を伸

談したことがあります。すると、村上教授は「秋

ばしていくように、出会いが出会いを呼び、多くの

田で 4 月から働いて、その後、北海道に行くこと

出会いが私を成長させてくれるのだと思います。

になるかもしれない。秋田の生徒を途中で置いて

特別支援教育

いくことになるだろ。そういうことは、教員とし

一昨年の教員免許更新を神楽坂校舎で行いまし

て無責任だと思わないか。」と、おっしゃいまし

た。その時にある方から「せっかく理科を専門に

た。今でも、その時の場面は、よく覚えています。

勉強したのに理科の授業をしないなんて、もった
いないとは思いませんか？」と質問されました。

こうして私は、卒業式の後、北海道から正式採
用の連絡をいただき、教員生活を十勝の中札内村

知的障害の特別支援教育では理科の授業はほとん

からスタートすることになりました。

どありません。これからも大学で学んだ専門知識

教員になって

を具体的に活かす機会はほとんどないでしょう。

北海道で 15 年間、東京で 8 年間、ずっと知的障

でも、必ず何かの形で役に立っているはずです。

害のある生徒の高等部で教員を続けています。1

学んだことが無駄になっていると感じたことは全

学年 40 〜 50 人の生徒が毎年、入学してきますの

くありません。

で、1000 人近い生徒と出会ってきました。公立校

知的障害の特別支援教育に携わって 23 年。別の

の教員は異動がありますので、毎年、教員とも新

目的で始めた取り組みが、全く違う所で、思わぬ

たな出会いがあります。加えて、現在は、進路専

効果を出すという経験を何回もしました。だから

任といって、学年全員の生徒の進路先を決めてい

こそ、教育は、人生は、面白い。

くポジションに就いており、障害者雇用をしてい

学生のみなさんへ

ただけるよう、様々な企業をまわったり、生徒が

これから社会へ飛び立とうとしている学生の皆

希望する福祉施設に生徒資料を持っていったりす

さんには、関係ないと思われるようなことでも、

る毎日です。そうした毎日の中で、学校以外の場

ぜひ経験してほしいと思います。多くの出会い、

所でも多くの方と出会うことができるようになり

多くの経験が人を育てるのだと思うからです。
私自身、これからも、どんな人と出会えるか、

ました。

どんな経験ができるか、忙しい中にも楽しみな毎

教員になって一番良かったことは、こうして多

日です。

くの人と出会うことができた、ということです。
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企業人的視点から長万部を考察する
理科大への入学が決まった当時、なぜ田舎に 1

藤野（大久保）育子

年間も寮生活をさせるのか、大学側の意図が正直

（平 5 基工・生）

あまり理解できなかった。パンフレットの謳い文
句「全人的教養教育」も腑に落ちなかった。理科大
は自分で選択して受験したが第一志望ではなかっ

話室でワイガヤが始まり、仲間がやりたいことを

たこともあり、余計に冷めた目でみていたのかも

主張し、方向付けを見定める。学科のテストとは

しれない。それでも長万部での 1 年間は私自身に

異なり正解どころか課題さえも設定されていない。

変化をもたらしたばかりではなく、現在企業に勤

それは今の企業での仕事と何ら変わらない。そし

務する私にとって影響を与えていることは間違い

て、このような「無」から何かを創出するには一人

ない。では長万部の魅力とは何なのか。

でやるより、仲間との協同によるほうが満足度の

まず何と言っても自然の美しさ、豊かさ、厳し

高い成果物が出てくることも私達は体得している。

さを体験すること。それにより、自然の中で人間

長万部には、同部屋のルームメート、隣近所部

が生かされていること、自然を技術により破壊し

屋と形成されるクラスターのメンバー。そして学

てはならないことを体得している。寮の窓から

科、そして学部の同級生がいる。寝食をともにし、

見た、青い海と空、夏休みに仲間と一緒に自転車

夜遅くまで語り合った仲間。これこそ長万部の最

で巡った美瑛の色とりどりの丘の風景、川の流れ

大の魅力であろう。そして、何事もまずは仲間を

に逆らって泳ぎ、卵を産み付けて死んでいく雌鮭

尊重し、多様な価値観を許容していくことが、長

にみる生命への執念、都会では見ることのない 2

万部の寮生活により得られた、私の財産でもある。

メートル以上の積雪、たった 1 年間ではあるが四

実は入学後も医師になることを希望していた私

季を通じて得られた感動が、その時々の自身の行

は仲間に内緒で大学受験を目指して夜中受験勉強

動とともに今でも心に刻まれている。

をしていた。一方で長万部での生活を送りながら、

次に、全く「無」というわけではないが、ほどほ

自分が何のために医師になりたいか自問自答し

ど「無」の状態に身を置くこと。長万部キャンパス

た。自分がやりたい本当のことは医師になること

には食堂もあれば、共同ではあるものの自室もあ

ではなく、人の役に立つことがしたいということ

る。だが、物が溢れる便利な世の中に身を置いて

に、仲間との過ごす中で気付かされた。

いた若者が長万部に移り住むことは程度の差こそ

最後に、長万部町との地域交流も忘れてはなら

あれカルチャーショックをひき起こす。一歩町に

ない。入寮・退寮式には町長をはじめ、町の人々

繰り出すと、当時はコンビニエンスストアもなけ

までもが駆けつけて下さった。当時は町のおじさ

ればカラオケボックス等の娯楽施設もない。スー

ん達が事ある度にビールとジンギスカンで我々学

パーは 1 件。病院は町立病院 1 件だけで、後は個人

生を誘ってくださり、我々もご馳走になれるから

商店が国道沿いに点在していた。

という理由だけで参加したものだった。しかしな

エネルギーの有り余っている若い学生に休日も

がら、今にして思えば長万部キャンパスの誘致が

勉強させるためなのかもしれないが、私はこのほ

町にとっては雇用創造、人口増となり、地域社会

どほど「無」の中から何かを生み出す、特に創出す

の活性化に繋がる大事だったのである。日本流の

ることへの楽しさを体得することこそ、大学側の

企業経営で大切にしていることは、顧客（学生）、

意図ではないかと感じる。

従業員（教員）
、地域社会（町民）だといわれてい

乳搾り体験、町行事の手伝いに始まり、夏休み

るが、基礎工学部は企業経営の観点からも企業が

の旅行、学園祭等の学校行事等、週末になると談

参考にできる仕掛け・仕組みが満載のようである。
（協和発酵キリン株式会社）
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「この会社で働いていて良かった」
と思って頂ける会社にしたい！

（平 5 基工・生）

理科大での想い出（学生時代）

ち始め、経営に関する専門書を読み始めました。

1989 年 4 月ご縁を頂き、推薦入試にて憧れの理

興味は深くなり、将来の自身のキャリア形成を人

科大に入学。入学式当日、武道館でのざわめきに

事面や経営面に変更し、社内での異動希望時期

囲まれて北海道の長万部校舎に旅立ったのを覚え

を機に、関係会社での人事経営企画業務に転身。

ています。勉強はそこそこ…。スキーに夢中にな

2007 年から現在、本体の人事部にて会社の経営に

り、野田校舎（今では葛飾に移転）での 2 年生以降

役立つよう人事制度企画や就労環境面の整備を進

もスキー場でバイトするまでスキーに夢中でし

めています（人事部には理科大以外にも理系出身

た。そのスキー経験は今では、娘に教えるまで上

者多数在籍）
。私の研究職経験は、同じ会社の研究

達？していたと思います。

分野や生産分野で働く従業員の気持ちがイメージ

基礎工学部 3 学科での長万部校舎での生活は、

でき、現在の仕事の面で役に立っています。

専門分野は違うけど今でも仲良い仲間達に出会え

でも、苦労したのは人事上の専門知識につい

た貴重な体験でした。長万部の寮生活に不安もあ

て。自己啓発での専門学校への通学や、寝る間を

りましたが、振り返るとあの経験は何事にも変え

惜しんで専門書を読んだ行動は、学生時代以来

がたい有難い経験です。勉強も大切ですが、学生

だったと思います。今でも勉強は続けています。

時代の仲間達はより大切な財産だと感じています。

現在は人事部で人事制度設計やダイバーシティ

理系知識を活かして社会に貢献したい

推進を担当し、多様な人材が活躍できる就労環境

理系での化学や生物分野へ進み、「将来はメー

整備を進めています。同じ会社で働く従業員全員

カーにて製品開発をやりたい！」という高校生の

が「この会社で働いていて良かった」と思えるよう

時からの希望を叶えるため、同級生の誰よりも早

な、より一層魅力が感じられる会社にしていきた

く就活を開始。その時の就職活動の支援には大変

い想いで仕事を続けていきたいと思っています。

お世話になりました。一応、ＯＢとしての就活記

「誰にも負けない努力をします！」が私の今日

録も残してきたつもりですが…。

を愛する宣言です。

基礎工創立 30 周年式典に参加して

夢が叶い日用品メーカーの研究職に就職。
「世の

生物工学科時の研究室の同級生からのお誘い

中で役立つ製品の開発がしたい」という想いで化
学実験に没頭した入社〜のべ約 9 年間の研究職。

メールをきっかけに 2016 年 5 月、基礎工学部が移

あっという間でした。正直、界面化学の知識は殆

転した葛飾キャンパスでの式典に出席しました。

ど無かったので、知識上での苦労もありましたが

世の中で活躍する先輩・後輩達の貴重な話は、よ

楽しかった。周りには理科大出身の先輩も沢山お

り一層の活力となりました。8 月下旬の長万部で

り、厳しくとも暖かい指導には感謝です。今でも会

の大同窓会には残念ながら出席できませんでした

社内での理科大ＯＢ会が毎秋に開催されるので、

が、フェイスブックの投稿を拝見し、その懐かし

必ず参加。先輩や後輩達から元気を頂いてます。

さを改めて感じました。次回は是非出席したいと

製品開発から人事企画業務への転身

思います。

想い出すと…入社 6 年から 7 年目頃になります

最後に、私は現在の仕事にやり甲斐を感じ満足

が、なんとなく会社の組織構造や人材に興味を持

しています。
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私学教育に携わって

佐藤 文彦

はじめに

（58 理・数 2）

理窓

現在、札幌から北へ 14 キロほどの江別市にある
学校法人酪農学園酪農学園大学附属とわの森三愛

は生徒対応等もあり、休憩時間は殆ど取れないの

高等学校に数学の教諭として勤務しています。

が実態です。放課後は部活動や会議、保護者対応
もあり、教材の準備は勤務時間後で、帰宅は遅く

私は、1979 年理学部 2 部数学科入学、1983 年学

なります。

部を卒業。2 年間の教職浪人中は東京の本郷高校

公立学校や多くの私学は協定を結んでいないの

で非常勤講師として勤務し、その間に専攻科で学

で残業手当はありません。休日の部活動の指導も

びました。
その後、北海道の公立高校の採用試験に合格

企業のような時間外手当はありません。長期休業

し、教諭として旭川農業高校 4 年、稚内高校 2 年を

中も定時まで勤務します。仕事を休むことへの抵

経て、縁があって、1991 年から現任校に勤務し、

抗もあり、有給休暇の未消化も多くなります。
この 30 数年の学校の状況を見ると、メディアで

26 年目を迎えています。

も取り上げられましたが、校内暴力、家庭内暴力、

理科大との出会い

いじめ、モンスターペアレントなど、対応が難しい

中学生の頃に読んだ「坊っちゃん」が記憶の奥

ものが増え、
「教員は聖職者」と言われた時代とは

に残っていたのか、高校時代の大学受験ラジオ講

比較できない程の仕事の質と量になっています。

座の先生の出身大学の東京物理学校（現東京理科

このような状況で教員を続けられるのは、自分

大学）が目に留まりました。手の届かない存在と

の好きな教科のおもしろさや重要性をともに学ぶ

思っていましたが、幸せなことに 2 部数学科に入

楽しさや卒業する生徒やその保護者からの感謝の

学することが出来ました。

言葉、卒業後の成長した姿を見ることができる喜

入学時は企業への就職を考えていましたが、当

びがあるからです。これらは自分一人で出来るも

時住んでいた新宿区上落合の東京学生会館の先輩

のではなく、支えてくれる職場の仲間がいるから

の言葉がきっかけで教職課程を取ったことが、就

できることです。

職活動に失敗した私を救ってくれました。また、

最近とりくんでいること

理科大で学んだことや本郷高校での勤務が、公立

現在の職場ではパソコンが全員に配布されてい

高校を辞めて私立高校へ移ることに勇気を与えて

ます。個人的にエクセルで出来ることを工夫して

くれました。

います。年度初めに必要な座席表や掲示物の作成、

教員として働くこと

学級の生徒の成績を分析が出来るファイルなどで

教員の仕事は授業、学級担任、部活動の指導、

す。稚拙なものですが周囲には貢献できていると

そして、教務、生徒指導、進路指導などの分掌が

思っています。

知られていると思います。

今後も、個人レベルの工夫やアイデアをシェア

授業以外は休憩時間で余裕があると思われるか

することで、生徒に関わる時間を増やし、生徒の

もしれませんが、時間割が 1 週間で 30 時間とする

成長を支えたいと考えています。

と、担当する授業、LHR、小グループの会議があ

（学校法人酪農学園酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校）

り、空き時間は意外に少なくなります。お昼休み
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