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フレッシュマンフレッシュマン（88）
株式会社リアセック

岩田　雅典（平21理・数）
　私は東京理科大学を卒業
して、ITコンサルティング
会社へ就職し、BP（ビジネ
スプロデューサー）職に配
属になりました。主に、営業
が主体になるのですが、SE
をまとめ、給与評価を行っ

たり、勉強会を開催させ、システム開発力を高め
る事を行っておりました。
　現在、私は転職をし、㈱リアセックという会社
におります。主に大学生向けにキャリア教育の推
進、R－CAPというアセスメントの提供を行っ
ています。
　不況の影響で、企業からの求人数が減り、学生
の社会に対する不安がとても高くなっています。
と同時に内定を取ったにも関わらず、34％の学生
が3年以内に辞めてしまうという現実もあります。
転職して、学生時代に将来やりたい事は何なのか
を明確にし、将来やりたい事に向けて、大学生活
をどの様に過ごすかがキーになると思います。
　世の中が変化していくスピードが速く、新卒に
求められてくるレベルが高まってきていると感じ
ております。
　資格・語学力を必須にしている企業も当然あり
ますが、学生時代に必死になって打ち込んだ事が
ある人材を企業は求めていると感じております。
　理科大に在籍していた事で、一つの事を徹底的
に突き詰める事を学ばさせて頂いたと思っており
ます。一つの事を多角的な視野から考え、突き詰
める事は社会人にはとても必要になります。
　新人に求められているのは、社会性と潜在能力
です。前者は周りにキチンと挨拶が出来ているか、
気遣いが出来ているか、後者は入社してから、ど
れだけパフォーマンスを上げられる様に、成長で

きるかです。キャリアの中では、20代は筏下りの
時期であると言われます。激流に飛び込む事で成
長し、山登りに移ってキャリアを作っていく事を
忘れないで欲しいと思います。

テレビ北信ケーブルビジョン株式会社

山田　麻里江（平21諏訪・経情）
　私は、平成21年3月に諏
訪東京理科大学経営情報学
部を卒業して、4月から長
野県のケーブルテレビ局で
あるテレビ北信ケーブルビ
ジョン株式会社に入社しま
した。現在は、アナウンサー

として働いています。
　アナウンサーといっても、原稿を読むことだけ
が仕事ではありません。ひとりでカメラを持って
取材に行くこともありますし、映像の編集、原稿
づくりなどもこなします。入社前に想像していた
ものと比べ、任せてもらえる仕事の種類が豊富で、
自分の裁量で判断・決定していく内容が多いと思
います。自分で時間配分をしたり、取り掛かる順番
を決めたりしていますが、自分の思うとおりの時
間で仕事を終えることは難しいと感じています。
　また、携わっている業務全般にいえることなの
ですが、文章や言葉で上手く説明できたり、上手
くなったりすることはないということです。上手
い人を見て、真似することからはじめ，自分で練
習をして身につけるなど、時間をかけて身体に刻
み込んでいくものだと実感しています。まだ、勉
強すべきことがたくさんある。そう思いながら仕
事に取り組んでいます。
　私には、大学時代から思っている事があります。
それは、周りの人に非常に恵まれているということ
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です。友人やサークル仲間、職場の方や取材先で出
会う方々に感謝して過ごしています。理由は仕事
で辛くなったときなどに、また頑張ってみようとい
う気持ちにさせてくれるのが人の言葉だからです。
　大学時代に周りにいた人たちは一緒に課題を
やったり、色々なことを話したり、たくさんの時間
を過ごしました。笑ったり、泣いたり、喜んだりを
繰り返してきた仲間はとても支えになっています。
大学でたくさんの人に出会えて、一緒に学んできた
ことが今の自分の財産のひとつだと考えています。
　ひとりで頑張っても、できることや人に伝えら
れることには限りがあります。それには、知識や
知恵なども含まれます。だからこそ、人とのつな
がりを大切にし、感謝をすることも大事にしてい
きたい。そしていつか、見ている人が楽しい気持
ちになったり、なるほどと思える言葉を伝えたり
できたら良いです。そんなケーブルテレビのアナ
ウンサーを目指してします。

株式会社日本ピスコ

山口　賢臣（平21諏訪・機シス工）

　平成21年3月に諏訪東京
理科大学システム工学部機
械システムデザイン工学科
を卒業し、同年4月より株式
会社日本ピスコでの社会人
生活がスタートしました。
　日本ピスコは、継手、チュー

ブ、真空関連機器を始めとする各種空気圧機器
を独自に開発、製造、販売する空気圧機器の専門
メーカーです。無限でクリーンなエネルギー『空
気』を利用したPISCOの空気圧機器は、半導体、
工作機械、自動車、食品等、業界を問わず、あらゆ
る産業界の自動化、省力化に貢献しています。
　私は日本ピスコに入社し、試作部品の寸法測
定、空気圧機器の組立や検査、自動組立機のオペ
レーション等、短い期間で様々な仕事を経験する

ことができました。この間は、実際に自分の手で
部品を加工したり、組立てを行ったり、自分の目
で測定したり、机上の理論ではなく、実際の現場
を体験できたことが一番の収穫でした。同時に作
業効率を追求する上での、製品設計や生産技術等
の知識についても多少ではありますが、勉強でき
たことは、非常に良い経験となりました。
　そして、現在では、部品製造部門において、プ
ラスチック部品の射出成形に携わっています。部
品の外観や寸法、機械的物性を得る為の最適な成
形条件を出すには、熟練した技術と知識を要する
ため、現在の私の力では、製品として出荷できる
ような仕上がりには至りません。今後は、更に製
造知識を習得し、少しでも早く品質の良い製品を
作れるよう日々努力してまいりたいと思います。

千葉県立佐倉高等学校

上條　将太郎（平21理・数）
　新任教員として勤務して
早3ヶ月、長いようであっと
いう間であった3ヶ月、最初
は右も左もわからず、周り
の先生方の見よう見まねで
仕事をしていました。そし
て3ヶ月が経った今、まだ右

も左もわかっていません。しかし、毎日毎日様々
なことを学んでいます。
　まず実感したのは、先輩の先生方との大きな差
です。授業に関しても生徒指導に関しても、部活
動に関してもほとんどのことに関して、先輩の先
生方は私よりも、より広く、より深くものごとを
考えているということです。
　授業に関して、進学校ということで、授業を行
いやすい環境が整っています。
　しかし、私の授業は、一方的な授業になりがち
になってしまいます。
　これから工夫を重ね、生徒とのコミュニケー
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ションをとりながら、授業を展開していけるよう
にしていきたいです。
　生徒指導に関して、落ち着いた雰囲気の高校で
あるので、問題はほとんど起こりません。ただ、
プレッシャーや挫折感などで精神的に辛くなって
しまう生徒がいるので、心のケアができるように
なっていきたいです。
　部活動に関して、今までに経験のないラグビー
部の顧問になりました。
　まずは、生徒の活動に参加し、ラグビーのルー
ルを覚え、少しずつ指導ができるようになってい
きたいと思います。さらに、怪我が多いスポーツ
なので、怪我の対応の仕方についても学んでいき
たいです。
　おそらく、一人前の教員になるには、とても長
い時間が掛かると思います。
　周りの先生方を見ていると、これまでのいろい
ろな経験があり、今の先生方があるのだというこ
とを、実感しています。それは、単に1 年、2年で
は培うことのできない大きなものであると思いま
す。私自身まずは現状を知り、様々な経験をし、
失敗を重ねることで少しずつ一人前に近づいてい
きたいと思います。そして、笑顔で生徒に「大丈
夫だよ」と言うことで、安心させてあげられるよ
うな教員を目指して頑張ります。

東京都江戸川区南葛西中学校

石山　駿祐（平21理・数）
　4月1日より、江戸川区の
最南端で、校舎からディズ
ニーランドの花火が大きく
見える南葛西中学校で教員
生活を始めました。昨年の
今頃は教育実習を行ってお
り、まだ採用試験の勉強を

していたと考えると、一年がとても短く感じます。
　教員として働き始めて二ヶ月経ちますが、今は

毎日が新しい発見の連続で、覚えることも多く、
多忙な毎日を送っています。配布される資料に目
を通し理解するだけでも精一杯で、日々がチャレ
ンジといった生活を送っております。
　しかし、その忙しさの中に楽しみがあり、1日1
日がとても短く感じます。
　今のひとつの楽しみは顧問である野球部の活動
です。昨年10年ぶりに復活した野球部ですが、1
年生が16人も入部し、みな一生懸命に練習に取り
組んでいます。私自身、指導はもちろん、キャッ
チボールやトレーニングなどは生徒と一緒になっ
て汗をかいている毎日です。
　教員としての楽しいところは、自分が一生懸命
になると生徒がそれを感じてくれるところです。
授業でのプリント作りに工夫を行ったり、放課後
などは積極的に質問対応に当たってあげる、休み
時間は職員室で休憩するのではなく廊下に出て子
供たちと時間を過ごす、など生徒に対する姿勢の
積み重ねが、良い関係を作る上で大切だというこ
とが分かりました。良い授業をするためには教材
研究はもちろんのこと、授業に入るまでが勝負だ
と考えるようになりました。
　私の行う授業の生徒に、ノートも開かない生徒
がいました。その生徒がクラブチームで野球をし
ていると知った私は、廊下で会った時など、自分
の野球の話をしたり生徒の野球の話を聞いてあげ
ました。すると生徒はノートをしっかり取るのは
もちろん、授業の中で発言するようにもなったの
です。これがたった二ヶ月でのできごとなので、
やはり仕事にはやりがいを覚えていきます。
　公立学校ですから、いろいろな生徒がいます。一
人親の生徒も予想以上に多く、問題行動がある生
徒も多数います。できる生徒はもちろん、そういっ
た生徒をどこまで良い方向に変えられるか、それ
が新任教員として私の目標であり抱負であります。
　1日1日を大切にし、私は、まずは所属の3学年
の一員として、彼らを立派に卒業させてあげられ
るように精一杯頑張っていく決意であります。
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私立創価中学校

湖城　智恵子（平21理・数）
　この4月、念願の母校の教
員になりました。創価学園
は東京都小平市で、小・中・
高一貫教育を行っています。
創立43周年と歴史は長くあ
りませんが、海外との交流
が盛んな学校です。素直で

元気な生徒たちと、「生徒を我が子以上に大切に
する」がモットーの先生方に支えられ、恵まれた
環境で働いています。
　私は現在、1年生の担任と1，2年生の数学を担
当しています。初年度から担任をすると決まった
時には、こんな自分でいいのだろうかと悩みまし
たが、期待をしてもらっていると前向きに捉えま
した。
　着任から入学式までの1週間は目がまわるほど
忙しく、遅くまで仕事をする日々が続きました。
万全の体制で新入生を迎えるため、入学時オリエ
ンテーションの企画、教室整備、学年運営の方針
を決める会議をくり返し行っていたからです。こ
の時学んだことは、準備の大切さです。HRの進
め方や班の仕事など、細かいところまで決めてい
たおかげで、1年生もすぐに中学校生活に慣れる
ことができました。
　授業では、数学に興味を持ってもらうために、

公式を覚える体操や、実際に長さや重さを測るな
どの作業を取り入れています。生徒の理解度がわ
からず、先輩の先生に相談すると「1人ひとりをよ
く見るようにすると良い」と言われました。それ
からは個別指導の時間を増やし、授業がわからず
不安に思っている生徒のために、常に笑顔で接し
ています。
　部活動では箏曲部の顧問を務め、全国大会出場
を目指して技術指導をしています。校務分掌では
生徒部に入り、生徒指導や校内のマナー向上に努
めています。
　教員になって感じたことは、チームワークが最
も重要であるということです。これからも先生方
の意見を聞いて協力し合い、生徒の可能性を伸ば
す教育ができるよう全力でがんばっていきたいと
思います。
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