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フレッシュマンフレッシュマン（99）

大阪府八尾市立大正中学校

教諭　北野　貴大（平22理・数）
　私は4月1日に初めて赴
任先の中学校に出勤しまし
た。早速、校長先生がおっ
しゃった一言が「北野くん、
2年2組の担任やからよろし
く！」でした。そのときは、
大変驚きました。その後、先

輩の先生方の前で自己紹介する場面があり、ドア
から入る際に、緊張したので職員室にある棚にぶ
つかってしまいました。すると教頭先生は、「よく
わかった。自己紹介はしないでいいよ。～傷の手
当しときや～」と声をかけてくれました。楽しい
学校に赴任できてよかったと思いました。
　始業式が始まるまでに、先輩の先生方と昼ご飯
を一緒に行き、多くのことを学ぶことができまし
た。そして、始業式では、はじめて子どもたちと会
い、みんな笑顔があふれていたことが印象深かっ
たです。新任のあいさつでは、なぜか急に頭が真っ
白になってしまい、自分の名前も言わずに話を進
めていたら、後ろから同じ学年の先生から「あん
た、自分の名前言ってへんで～」といってくれ、よ

うやく気付き自分の名前を言うことができました。
　教師になってから3ヵ月たちますが、ほんま楽し
い職業だと改めて実感することができました。朝
一番にクラスに行くと生徒が笑顔で「おはようさ
ん」と声をかけてくれパワーをもらっています。逆
にしょんぼりしている生徒も中にはいるので、グ
リーンルームという相談室で話を聴いたりしてい
ます。学校に登校していない子どもは、家庭訪問に
行って保護者と連絡を密にして対応しています。
しかし、子どもたちと話すことはやっぱり楽し
く、時間があっという間に経ってしまいます。そ
して、その会話やふれ合いを通して、子どもたち
から日々、学んでいます。
　私は、本当によい同僚・子どもたちに恵まれて
います。職員室に戻ると、悩みを聴いてくれる先
輩がいて、いつも私を支えてくださいます。また、
先輩の先生方と1週間に1度はいっしょに食事に
でかけるのも楽しみの一つです。
　また、クラスに行くと私の元気がないときは、
子どもたちの目は鋭いので、「どないしたん？」と
話しかけてきてくれます。本当に嬉しかったです。
この感謝を忘れずに、これからも目ざす教師像に
近づけるよう努力していきます。
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埼玉県立川越西高等学校

教諭　田島　雄太（平22理・数）
　理科大の友人や先輩、教
職課程指導室の先生方のお
かげで埼玉県の教員採用試
験を突破し、私は現在、埼玉
県立川越西高等学校に勤務
しています。川越西高は周
りが林に囲まれた環境で、

穏やかに時が流れる、生徒にとってすごしやすい
環境にあります。また「特色がないことが特色の
学校」と言われていますが生徒は全体的に素直で
明るい生徒が多いです。
　部活動は、男子ソフトテニス部（部員15名）の
正顧問をやっています。川越西高の男子ソフトテ
ニス部は決して強豪ではありませんが、過去にイ
ンターハイに出場するなど、輝かしい実績のある
部です。私が顧問になり3年生が引退した5月あ
たりから、2年生と練習内容や部活の方向性で衝
突し、何度も話し合いの場を設けることになり、
また厳しい練習から1年生が入部当初から半分の
人数になってしまうなど、苦しい日々が続きまし
たが、現在は「団体で関東大会を目指す。」という
1つの目標が定まり、夏休みはほぼ毎日、炎天下
で朝から暗くなるまで練習を続けています。生徒
の目標を実現するためにも、勉強との両立を図ら
せながら指導を頑張っていきます。
　校務分掌は、生徒会の担当になり、球技大会や
生徒総会の活動の助言・指導を行いました。現在
は文化祭に向けて、こちらもほぼ毎日、アーチ作
成などの監督をしています。生徒会においても夏
休みに事故のないよう、注意しながら指導してい
きます。
　授業は、1年生3クラス、3年生1クラスで、Ｈ
Ｒは3年生の学年付きを担当しています。授業で
は、はじめの頃は楽しい授業ができていたと思い
ますが、最近は生徒も学校に慣れてきたことも
あり、数学に興味を引き、意欲を持たせる授業が

上手くいかないことが増え、危機感を感じていま
す。しかし、テスト毎にアンケートを取った結果
を精査し、授業研究会に参加するなど、授業改善
を図るための努力を続け、状況を打破していこう
と思います。
　私が関わるすべての生徒と真剣に向き合い、周
りと協力しながら、教員として、社会人として、
先輩方のようになれるよう頑張ります。

台東区立浅草中学校

教諭　中嶋　亮（平22理・数）

　「はい、時間です。教室に
入りなさい。」こんな一言か
ら私の学校生活は始まりま
す。同時に、私にとっての勉
強の時間が始まります。
　中学生のとき、教員を志
してから十年たった今、学

級担任として、数学の教員として生徒と向き合っ
ている毎日です。学級経営や教科指導、生徒指導
など、一日の中でうまくいくことはほとんどあり
ません。しかし、たった一つでもうまくいったこ
とがあるとそれだけで次の日も頑張ろうと思えま
す。中でも、一番の元気の源は生徒の小さな成長
や頑張りの発見です。それらが何よりも大きな私
の頑張る原動力となっています。
　私が中学生の頃、一番嫌いだった教科が数学で
した。高校生の頃、挫折の思い出しかない教科が
数学でした。大学生の頃、二度と関わりたくない
と思った教科が数学でした。そして教員として社
会人の仲間入りをした今、私の専門教科は不思議
なことに数学です。
　今、中学生を相手に一番嫌いだった数学を教え
ています。私の中学生時代と同じく、数学が苦手な
生徒はとても多く、数学が嫌いだという生徒は決
して少なくはありません。しかし、「嫌いだ厭だ」と
言いながらも一生懸命頑張る生徒の姿を見ると、
「生徒のために自分も必死こいて頑張らないとな」
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という気持ちにさせられます。どんな授業であっ
ても、生徒にとってはたった一度きりの授業です。
一度きりの授業に全力で臨み、少しでも多くの生
徒の「できた」、「次も頑張ろう」という気持ちを引
き出せる教員に一日も早くなりたいと思います。
　初めて自己を意識し、初めて大人になりたいと
思い始めるときが中学生だと思います。中学生と
いう子どもから大人への階段を上り始める大切な
時期に、教員の一員として立ち会えることに喜び
を感じるとともに、その重責に身が引き締まる思
いです。教員としても大人としても未熟な私です
が、今できることに最善を尽くし、日々一歩一歩
成長していきたいと思います。
　そして、今、目の前にいる生徒を心から大切に
していきたいと思います。

税理士法人　成迫会計事務所

児玉　達彦（平22諏訪・経情）
　私は平成22年3月に諏訪
東京理科大学経営情報学部
経営情報学科を卒業し、同
年4月より税理士法人成迫
会計事務所に入社しました。
現在は医療事業部の配属と
なり、主に医療機関のお客

様の会計監査などに携わっています。
　当社はお客様のどんな悩みも解決できる「総合

病院」を目指しています。お客様の悩みは多岐に
渡ることから、会計や税務だけでなく、労務や経
済など様々なことに精通している必要がありま
す。その点、大学で会計だけでなく、経営や心理
学、情報、環境と幅広く学べたことは大きな財産
であり、学んだことを余すことなく活かしていき
たいと考えています。しかし、私たちが接するお
客様のほとんどが経営のトップであり、生半可な
知識では対応できません。現状に甘んずることな
く、常に学んでいくという姿勢が大事だと感じて
います。
　また、他の会計事務所では記帳作業が一番の仕
事とよく聞くのですが、当社ではお客様と会って
話をすることに重きを置いています。巡回監査や
決算監査を通じてお客様とコミュニケーションを
取り、その中からお客様の問題や課題を発見し、
共に改善していくことが「総合病院」として求め
られるからです。それゆえ私たちには、お客様の
立場に立って物事を考え、お客様の真意や求める
ものは何かを聞き出し、理解する力が必要となり
ます。これは容易にできることではなく、常に意
識をして過ごす中で身につけていくものですの
で、まずは社内において意識して過ごすよう心掛
けています。
　当面は会計や税務、医療の専門知識を身につ
け、一人前の会計監査担当者になることが目標で
す。そして、いずれはお客様に何でも相談しても
らえる税理士を目指し、日々努力していく決意で
あります。

鈴木正次特許事務所
会　長　弁 理 士　鈴　木　正　次
所　長　弁 理 士　涌　井　謙　一
副所長　弁 理 士　山　本　典　弘

弁 理 士　鈴　木　一　永
〒160－0022 東京都新宿区新宿 1 － 1 0 － 3（太田紙興新宿ビル 9 階）
 電話 0 3（ 3 3 5 3）3 4 0 7（代） FAX 0 3（ 3 3 5 9）8 3 4 0
 ホームページ http : //www.suzuki-po.net
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