フレッシュマン（ 23）
今はまだ先輩職員の支えなしに満足に業務を達

東京都警察情報通信部

神崎

成できませんが、いつか自分が誰かの支えになれ
るよう日々努める所存です。

恭兵（平 24 理・数情）

警察組織には、東京理科大学出身の先輩職員が

私は平成 24 年に理学部数

少なからず勤務されていることを存じております。

理情報科学科を卒業し、今

もし業務等でご一緒することがありましたら、ご

は東京都警察情報通信部に

指導の程よろしくお願いいたします。また、後輩職

就職して、日々業務に励ん

員の方がいらっしゃいましたら、気軽に声をかけ

でおります。

て下さい。できるかぎり力になります。

このように、私が無事に

末筆ながら皆様のご多幸と、東京理科大学の

大学を卒業し社会人となれ

益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

たのは、先生方をはじめ様々な方の支えがあった
からだと思い感謝しております。

千葉県立柏陵高等学校

私が所属している東京都警察情報通信部とは、
警察庁の地方機関であり、警視庁の情報通信を支

教諭

えております。そこで私は主に無線機に関わる業

渡部

温（平 25 理・修物）

私が教員としての道を歩

務に従事しております。
採用から 2 年目ですが、最初の 1 年目は研修期

み始めてから、約 1 年を終え

間で、部内業務全般について研修しました。今ま

ようとしています。今回、大

での業務で一番印象に残っているのは、機動隊と

学在学時に教員採用試験対

の合同業務です。

策を始め、様々な点でご指

そのときの私の業務は機動隊の活動場所で使

導いただいた、教育支援セ

用する無線通信に関わること全てでした。通信職

ンターの先生から御依頼を

員は私一人で、無線機等に障害が起きた際の対応

頂き、筆を執ることになりました。この記事を通

や、いろいろな要望が出た際にそれに応えなけれ

じて、現在の私の状況を綴らせていただきたいと

ばならないといった大変責任の重い業務で緊張し

思います。

ましたが、事前準備のときに先輩職員に相談しな

私は、もともと工学部出身で教員免許を取得す

がら準備し、万全を期していたので不安はありま

る予定ではなかったのですが、教育分野における

せんでした。機動隊からの要望に対しても素早く

研究を行いつつ、免許取得がしたいという思いが

対応できましたし、困難が生じた際も判断に困れ

あり、大学院に進学しました。大学院では、川村

ば先輩職員に電話し、アドバイスを頂いて解決で

康文先生のもと、研究を通して、理科の面白さを
知るとともに、理科を教えることの難しさ、現場

きました。

の大変さを教えていただきました。そのような経

業務を終えた後に機動隊の方々から感謝され、
自分の業務に誇りと使命感を持つことができまし

験を経て、教員の道を歩み始めた私ですが、現場

た。また、機動隊からの要望を分析し、何が必要

の大変さ、忙しさは想像を絶するものでした。専

で何をすれば要望に応えられるのか、自分なりに

門科目の物理は 1 コマも持つことなく、今年担当

考え解決することにやりがいを感じました。

をするのはすべて化学。さらに 80 人もの部員が在
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籍するサッカー部の第一顧問を担当し、学校内で

理窓

千葉県立市川昴高等学校

の校務分掌も忙しく、挙げればきりがないほど大

教諭

変なことばかりです。大学院においても、忙しく、

梅田

真梨奈（平 25 理・修数）
私が自分の将来像の一つ

徹夜や泊まることが多かった学生時代でしたが、
現在もそれに匹敵するほど忙しい毎日です。それ

と し て、 初 め て「 数 学 の 先

でも、なんとか仕事を頑張り続けることができて

生」をイメージしたのは高校

いるのは、少しずつ日常にちりばめられている喜

受験の頃でした。中学の夏

びがあるからだと私は感じています。最後の大会

までは方程式や関数とは何

で、半年しか指揮をとっていないのに感謝を述べ

のことやら、さっぱり数学

てくれたサッカー部の 3 年生、わからない部分が

のできない生徒でした。そ

“ わかるようになった ” と喜んでくれる生徒、あま

して夏に入り、本格的に高校受験に向けて勉強を

り関わりがないにもかかわらず元気に挨拶をして

始めると、面白くてどんどん問題を解きたくなっ

くれる生徒、こちらも挙げればきりがないほど、

ていきました。それが解けたかどうかは覚えてい

小さな喜びではありますが、生徒の成長を “ やり

ませんが、次第に周りの友人に問題を教えるよう

がい ” と感じることができる出来事ばかりです。

になり、教え方が上手で先生に向いているとはや
し立てられたのが、今の私の始まりです。

今年、教員採用試験を見事突破され、晴れて教
職の道に入られる方や、教職を志している方、ど

そして今、教職に就いて 1 年が経ちました。私

うしようか迷っている方、様々な方がいると思い

の初年は驚きと反省の連続でした。まず、授業や

ます。もし、教職の道に入り、どこかでお会いで

ホームルームなど生徒と直接関わることと同じく

きれば、是非お声かけ頂いて、さまざまな情報交

らい、もしくはそれ以上に分掌の仕事が多いこと
に驚きました。また、日程が目まぐるしく変化し、

換などをできたらと思います。教育界を若手から

『通常通り』が稀であることにも驚き、また戸惑い

活気付けていき、生徒が輝けるような教育をつく

ました。そんな変則的な日常と仕事内容に振り回

りあげていけたら喜ばしい限りです。

され、これだけは自信を持ってやり遂げたという

最後に、ここまでご指導いただいた先生方に感

ものが何一つないことが、今最も反省する点です。

謝するとともに、その恩を未来を築く生徒たちに

やはり、私は数学を教えることが好きです。数学

還元できればと思います。

なんて嫌いだ、数学ができなくても生きていける、
数式が出てきたらもう無理、そんなことを言う生

ჷႎᝠငဦǛૅੲƢǔȗȭᨼׇưƢ
ཎᚩಅѦඥʴ

šிʮஜᢿ

ƄųிʮᣃૼܿғૼܿᲮɠႸᲭဪᲫᲱӭ

Ჿ᳆ųᲢˊᘙᲣųų᳀᳒ųᲢˊᘙᲣ
šǪȕǣǹų#NGZCPFTKC8#75#ų
᳆ųJVVRYYYVCK[QPMEQLR
31

徒たちに対して授業をするのは楽しいです。なん

を担当しています。どれも初めての経験でしたが、

だ簡単じゃん、今度は自分で解けたよ、そんな言葉

周りの先生のアドバイスを参考に、何度も生徒達

が出てきたら心の中でガッツポーズが出ます。大

と試行錯誤を重ね、少しずつ自分のスタイルが見

学まで進んで数学を学んでよかったと感じます。

えてきました。

しかし、そんな楽しいはずの授業も部活や分掌を

4 年目を迎える今年は、担任をしている学級の

言い訳に準備が足りず、とても後ろめたい気持ち

生徒達を良い形で卒業させること、理科の授業を

でやったことが何度もありました。そんなとき、生

“ わかる授業 ” にすることが目標です。

徒の反応は本当に素直だと痛感させられます。

担当学級の生徒達は 4 月から 3 年生になります。

いつかクラス担任をする日がやってきます。今

入学直後は出身小学校ごとにグループ化し、ほん

の私にはクラス担任を務める自信は全くありませ

の十数分の検診ですらトラブルを起こしていた生

ん。しかし、この 1 年で得た経験がたくさんあり

徒達でしたが、班活動や委員会活動、行事への取

ます。周りには尊敬できる先輩教員の方々がたく

組等を通して大きく成長しました。試験前は勉強

さんいます。自分はまだまだ成長できると信じて、

を教え合い、学級全体で良い結果を出そうとして

理科大で学んだたくさんの知識を活かしながらこ

います。

れからも精進していきたいです。

行事での学級発表では、ねらいに合った内容を
考え、計画を立てて準備を進めています。学級や学
校の問題を見つけると話し合い、対策を立てて改

柏市立手賀中学校
教諭

島田

善しようとします。このような生徒達の成長を見る
と、この仕事に就いて良かったと心から思います。

綾香（平 24 理・化）

しかし、競争相手がいないことから現状に満足

理科大を卒業し、教員生

している生徒が多いのが課題です。この状況を打

活を始めて 3 年が経とうと

破し、卒業式で地域の方々や後輩、先生方、皆か

しています。

ら感謝され、祝福されるような学級にしていきた

私が着任した手賀中学校

いです。

は全校 3 学級の小規模校で、

授業は何度やっても失敗が多々あります。生徒

教員の仕事もわからない中、

達の疑問や考えは、私の予想をはるかに超え、授

自分が育った学校とは異な

業や実験が止まってしまうこともあります。今後

る環境で、不安ばかりだったことを覚えています。

は、教材・教具を工夫してよりわかりやすくする

その不安も月日の経過と共に少しずつ消えてい

と共に、授業中の言葉一つひとつを吟味し、大切

き、教員生活にもすっかり慣れました。

にして、理科好きの生徒が 1 人でも増えるような

昨年度から学級担任、生徒会、バドミントン部

授業を展開していきたいです。
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株式会社シーエー・モバイル

理窓

人達が活躍しています。例えば、私は入社して 8 ヶ

健輔（平 24 理・数情）

月で関連会社に出向し、社内で一番大規模なソー

私の勤める会社はモバイ

ていただいています。入社から 2 年経った今でも

ルのサービス制作をしてい

毎日覚える事ばかりですが、充実した日々を過ご

て、大小合わせて 100 以上の

しています。また、同僚とはフラットな関係で、

モバイルのサービスを提供

プライベートでもとても仲が良いです。

栗田

シャルゲームを開発するなど、色々な経験をさせ

しており、特に広告・コンテ

私は学生時代、数理情報科学科で応用数学を学

ンツ・ゲームの 3 本をメイン

んでいました。仕事の中で苦しんだこととして、

の事業としています。その中

数学は絶対に崩れない定理の上にロジックを積

で、私はコンテンツのサービスを制作するチーム

み重ねていくのに対して、仕事は常に仮説を立て

に所属しており、システムエンジニアとして働いて

ながら正しいという確証のない、絶対的でない事

います。一口にシステムエンジニアと言っても仕事

象の上でロジックを積み重ねていくことです。最

内容は様々ですが、私はシステムの設計・プログ

近は経験が増えてきたおかげで少し慣れてきま

ラミング・テスト・保守・ユーザー対応・クライ

した。大学で覚えた知識が直接生かせた経験はあ

アントとの調整など幅広い業務に携わっています。

まりありませんが、身に付いた抽象的な考えに

この業界はサービスのトレンドや技術の変化

よって有利に立てていると感じています。例えば、

のスピードが速いのが特徴で、日々の業務で新し

DB のデータの扱われ方などの部分で活かせた事

いことや未知なことに触れる機会が多くありま

がありました。今後はもっと理科大で学んだ事を

す。そのため、経験が浅い社員にも責任のある仕

活かして社会に貢献できればと思います。そして、

事を任せていただけることも多く、私と同世代の

もっと成長できればと思います。

（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。

●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

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
〒162─0824
2 20 大和ビル TEL.03─3269
TEL.03 3269─6351
TEL.03─3269─6351
6351 FAX.03─3269
FAX.03 3269─6354
FAX.03─3269─6354
6354

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