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フレッシュマンフレッシュマン（1212）
三鷹の森学園三鷹市立第三中学校

教諭　白石洋平（平22理・数）
　私は理科大卒業後、井の
頭公園の南に位置する、三
鷹の森学園三鷹市立第三中
学校で勤務しています。職
員の多くが20代というとて
も若々しい学校です。外見
のとてもきれいな校舎とは

裏腹に、内装は死角も多く、生徒には楽しい、教
員には辛い造りとなっています。私が来る前は、
かなり荒れ模様だったという話も聞きますが、そ
れゆえ先生方の結束は固く、年々落ち着きを取り
戻し、明るく元気な子どもたちと、充実した毎日
を過ごしています。
　1年目は1年生の副担任として過ごしました。
あれもこれも初めてづくしで、特に数学の授業で
は、1，2，3年生すべてを受け持ち、準備が後手
後手に回ってしまうこともしばしばで、先輩の先
生には迷惑をかけてしまいながらも、たくさんご
指導をいただきました。分掌では生活指導部とし
て、特に部活動全体の事務を任され、主幹の先生
に手伝ってもらいながら、部長会の運営や特別活
動費の扱いなど部活動の活性化に努めました。部

活動はバスケットボール部…体育の授業でしか
やったことないのにという心の叫びはさておき、
バスケットボールをすること以上に、1つの部で
あるために何が必要なのか、部員と頭をくっつけ
て考えながら、過ごしています。
　今年度は、生徒と一緒に2学年に進級するつも
りでしたが、新1年生の担任を任されることにな
りました。入学当初は学校一、品のあるクラスと
各方面から誉め讃えられておりましたが、幼き少
年たちも本性を現し始め、毎日が大運動会です。
それでも、担任の先生の心情を敏感に感じ取り、
目標とか、クラスの問題とか、道徳の授業だって、
なんでも一生懸命考えちゃう可愛げもあり、本当
に楽しく笑いの絶えない毎日です。分掌では昨年
度の生活指導部部活動担当に加え、生徒会担当も
任され、役員会のメンバーと生徒総会、中央委員
会の運営はもちろん、その他、生徒会を活性化さ
せるべく、ベテランの先生のお知恵も拝借し，新
しい試みや生徒会が携わる様々な催しを立案運営
しています。
　生徒は変わり者もいますが、まっすぐで良い子
が多く、それ以上に、職員室がとてもあったかい
学校です。忙しすぎて頭がおかしくなりそうなと
きもしばしばですが、それでも教師という職の楽
しさにどっぷりはまっています。

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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　大学の授業はもちろんですが、それ以上に論文
を書くために教育についてじっくり考えたり，同
じ目的をもった仲間と話したり、何より教職課程
指導室の先生方とお話させていただいたことが、
今を支えてくれています。これからも全力で楽し
んでいきます！

町田市立南中学校

教諭　加藤啓子（平22理・数）

　私は平成22年4月に町田市立南中学校に着任し、
およそ1年3ヶ月たちました。初めて南中学校を訪
れた日のことは今でもしっかりと覚えています。
　1学年6～7クラスととても大きな学校である
ということ、そして何よりも、春休み中部活動を
行っていた多くの生徒から「こんには」と挨拶さ
れたのが印象的でした。
　この1年で、毎日様々な生徒に触れ、うまくい
かないときもありますが、あきらめず生徒たちと
関わっていくことの大切さを改めて学びました。
その中で日々私が思うことは、個性豊かで様々な
特徴のある生徒たちですが、「子どもは本当に素
直である」ということです。日々多くの生徒たち
と接していると、新たな発見が様々あり、勉強の
毎日です。
　また、私は周りの先生方に恵まれ、その中で「連
携」や「チームワーク」の大切さを実感しています。
何か問題が起こったときは、学年全体、学校全体
で対応するという姿勢だけでなく、部活動が盛ん
で、部活動でも顧問の先生方を中心に日々の学校
生活と密接した様々な指導が行われています。私
自身、困ったことやつらいことがあったときに周
りの先生方にとても助けられました。毎日、戸惑う
ことや不安なこともありますが、多くの生徒たち
の成長に携わるという責任とともに喜びを感じな
がら、日々研鎖し、実践していきたいと思います。
　今このように私が教員生活を送ることができる
のは、親身な指導をしてくださった教職課程指導

室の先生方のお陰です。試験のアドバイスだけで
なく、教員としてどうあるべきかなど様々なこと
をお話してくださいました。これからも生徒の成
長に携わっているという責任を念頭に置きながら
たゆまぬ努力を続けて参りたいと思います。

埼玉県立芸術総合高等学校

教諭　木戸俊吾（平21理・数）

　私は大学卒業後、埼玉県
の教員として現在の埼玉県
立芸術総合高校に勤務する
ことができました。教員に
なって3年目になります。
　現在の勤務校は、美術科・
音楽科・映像芸術科・舞台

芸術科の4科からなる、芸術を学ぶ生徒が通う学
校です。普通科はなく、また、3年間クラス替え
がない、かなり特殊な学校だと思います。
　私は、数学と情報の授業を担当しています。特
に情報は、学校に情報の授業を担当する教員が自
分しかおらず、数学での採用ながら1年目から「情
報科主任」という立場を任されました。免許状は
もっていたものの、自分が習ったことのない情報
という授業をどのように展開すればよいのかさっ
ぱりわからず、他校の先生や初任者の仲間に聞き
ながら準備をしていたのを今でも思い出します。
現在は授業にも慣れ、前々からやってみたいと
思っていた授業を実際に行う余裕もできてきまし
た。その中で、昨年はあるご縁から埼玉県の調査
研究に参加させていただいたり、今年は情報科の
初任者研修に講師として呼んでいただいたりと、
がむしゃらに努力していたのが良い方向にむかっ
ているように感じられ、うれしい限りです。
　また、昨年から映像芸術科の担任をさせていた
だいています。今年は昨年のクラスを担任として
そのまま持ち上がることができました。自分のク
ラスを持つことで、仕事の量は一気に増えたよう
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に感じます。それこそ朝から晩まで、生徒が学校
にいる時間はほとんど一緒にいます。その時間は
楽しくもあり、つらくもあります。特に学級経営
で困難にぶつかることが何度もあり、その度に周
りの先輩教員に助けていただきました。まだまだ
すべてを1人で、というわけにはいきませんが、
生徒とともに自分も担任として成長できるよう、
先輩方から学んでいきたいと考えています。
　「教師になりたい」そう考えたのがちょうど10
年前。あのころ描いていた教師像に、少しでも近
づけるよう、日々努力していきたいと思います。

旭化成エレクトロニクス株式会社

林　哲平（平22修理工・電）
　私は平成22年3月に東京
理科大学大学院を修了し、
現在は旭化成エレクトロニ
クスで働いています。旭化
成と聞くとサランラップ・
ジップロックに代表される
キッチン用品や「化学」や

「へーベルハウス」というように、「電気」のイメー
ジがない会社だと思いますが、旭化成は多種多
様な事業を行っております。その中にはMixed-
signalに特化したエレクトロニクス分野にも精通
しており、大学院時代に学んだアナログ回路設計

という知識を生かす回路設計業務に携わっていま
す。
　大学院時代に専攻していた内容ということで、
最初はすんなり業務に入っていけると考えていま
したが、入社して約1年、学生時代とは異なり時
間管理や利益を出すための仕事ということで、ま
だまだ至らない部分だらけというのが現状です。
入社してからの私の最初の仕事は、海外の会社と
の仕事であり、良い経験をさせていただいたと感
じる一方、英語での会議や資料の作成など、自分
の語学力の不足を痛感させられました。その他に
も、会社に入って、未だに学ぶことが多々ある毎
日なので、先輩社員の方々からいろいろ教えてい
ただき知識を吸収することに必死です。それでも
やはり足りないと感じるのが時間であり、限られ
た時間の中で業務を行うことの難しさは、学生時
代に想定した以上のものです。その中で、業務と
勉強を平行して行うことにいまでも正直きびしい
と感じています。
　とはいえ、休日は思い切り遊び、仕事とのON/
OFFを切り替え、また仕事においても新しい知識
を得ることで、自分が少しでも成長できていると
実感できることも増えてきたので、大変な業務も
今ではより一層、充実感が湧くようになってきて
います。
　そして今後は、“留年率が非常に高い東京理科
大学”で鍛えられた精神力と根性で、今まで以上
に勉強・業務に励み、早く一人前の技術者・社会
人になっていきたいと思っています。

Bliss 医学の「不易の原理」を実践していきます

鈴木勝
かつ

平
へい

・保
やす

徳
のり

医事文庫
テーマ　発育発達と老化のしくみ
代　表　鈴木聡一郎　（腫瘍病理）
世話人　海野晴男　　（日本史、民俗学）
　　　　田口敏紀　　（機械シナジェティクス）
　　　　鈴木隆一郎　（数理の認知）

方法と対象　物理生命システム科学　細胞栄養生理学　生体
振動構造研究　物療研究　認知（理解）科学　生物学史・医療
保健史研究　研究方略

　医師鈴木勝平（嘉永六年一月十五日生）は、医学の不易の原
理を卑弥呼の治病の見方考え方に依拠して「社会存続の根拠」 
と捉え、例えば逆子の手技を開発し「腹くぐり」 と称されまし
た。長男医師保徳は、医学博士「テーマ　綿馬えきす毒物の聴器
ニ及ボス影響」 を取得し医学の基礎研究に携わりました。そし
て、今、基礎医学研究として「腫瘍病理」を進めています。

研究方略のメタ理論担当
大学設置審議会大学院教員審査［数理の認知］合格

副代表　鈴木隆一郎
47理応数　49理学専攻科数学専攻

〒435－0032　静岡県浜松市南区古川町315
TEL053－425－7226　FAX053－425－7116
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FDK株式会社

河内洋樹（平22山口・物質環境）
　私は現在、FDK株式会社
に勤めています。FDK株式
会社は電池･電子部品メー
カーです。その中で私は携帯
電話や小型ゲーム機等に使
用されるマイクロインダク
タといわれる電子部品を開

発する部署で試作と分析を担当しています。しか
し、ただ開発をするだけの仕事ではなく、製造ライ
ンや納入先の企業とのトラブルに対しての原因解
明及び改善もしています。
　今年で1年が経ち、あっという間に2年目とな
りました。そして、新入社員も入社したことで先
輩となりました。しかし、2年目になったことで
仕事が出来るようになったかと言われるとそうで
もありません。現在もまだ1人で仕事を任される

●印刷をテーマに未来をみつめる印刷をテーマに未来をみつめる
（創業１９２８年）

あなたの想いを
本にします。

株式会社　株式会社　大和メディアクリエイティブ大和メディアクリエイティブ
〒162〒162─0824　東京都新宿区揚場町 20824　東京都新宿区揚場町 2─20 大和ビル　TEL.0320 大和ビル　TEL.03─32693269─6351　FAX.036351　FAX.03─32693269─63546354

http://www.yamato-p.co.jp/http://www.yamato-p.co.jp/

（株）大和メディアクリエイティブは理窓会を応援しています。

株式会社　大和メディアクリエイティブ
〒162─0824　東京都新宿区揚場町 2─20 大和ビル　TEL.03─3269─6351　FAX.03─3269─6354

http://www.yamato-p.co.jp/

ほどの実力を付けることが出来ていません。先輩、
上司から注意されっぱなしです。まだまだ実力、
勉強不足です。大学を卒業したことで勉強とは無
縁だと考えていましたが、それは大きな間違いで
した。勉強をしないと仕事にならないことに気づ
きました。会社でも勉強しないといけませんが、
それだけでは実力を付けることは出来ません。自
宅に帰宅しても勉強をしないといけません。現在
も専門書を片手に仕事をしています。
　現在の私の仕事は先輩のお手伝いです。先輩に
言われたことを着実にこなすのは当たり前です
が、それ以上の仕事もしていかないといけないと
考えています。そして、人の出来ない、やらない
仕事を見つけることで自分の仕事スタイルを見つ
けることが今後は大事だと感じているため、ゆっ
くりと仕事スタイルを作っていこうと思います。
最後に、ゆくゆくは一人で開発したものが世の中
に出回るような実力を付けたいです。
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