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薬学部

大学教員

古川めぐみ（日本大学薬学部　助教）
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◆プロフィール

日本大学習志野高等学校 → 日本大学薬学部薬学科卒 （薬剤師免許取得） → 日
本大学大学院薬学研究科博士前期課程＜結婚＞修了（薬学修士） →  CRO
（CRA） →  派遣会社より国立医薬品食品衛生研究所派遣 → 日本大学文理学部
臨時職員＜第一子、第二子出産＞ → 日本大学薬学部臨時職員 （学位取得 博士
（薬学）） → 現職。

大学の研究室に勤務し、研究と教育活動を行

なっています。植物や菌の代謝産物から「薬

のタネ」を探す天然物化学を専門としていま

す。化学系の仕事は力仕事もあったりします

が、たくさんの化合物の中から新規化合物や

活性のある化合物の単離をする作業は、宝探

しをしてるようでワクワクします。生薬学の

実習を担当していますが、若い学生さんから

パワーをもらいながら少しでも生薬や天然物

化学に興味を持ってもらえるよう奮闘してい

ます。

母から「女性が一人で生きていくには手に

職があったほうがいい」と言われていたの

で、何か手に職をつけたいと小学生の頃か

ら考えていました。薬剤師を選んだのは、

男女の差がなく生涯働くことができると

思ったからです。その後の進路は薬剤師に

なるためのルートを選択していきました。

薬学部で学んでいくうちに「化学物質とし

ての薬」に興味を持つようになり、薬剤師

として働くのではなく「薬のタネ」を探求

することを仕事にしたい思い、現在に至っ

ています。

夫と小学生の子供二人と生活しています。

保育園、幼稚園、学童保育と様々な人のお

世話になりましたが、家族と職場の方の理

解があったからこそ、仕事を続けていくこ

とができているのではないかと思います。

「帰り時間を気にせず仕事がしたい」や

「もっと子供のために時間を使いたい」と

思ったりもしますが、どちらか片方になる

と息が詰まりそうなので、今の状態でバラ

ンスが取れているのかもしれません。子供

に手がかからなくなったら、もう少し仕事

に比重を置きたいと思っています。

私は目の前にある出来事を、やりたいこと、

できる順にやっていった結果で今日に至って

います。私の進路選択は回り道もたくさん

あったかもしれませんが、人生に無駄なこと

などひとつもないと思いますので、やりたい

事をできる順番にやってみるのがいいのでは

ないかと思います。同じ人生は二度訪れませ

んので、後悔しないよう自分で決定していく

ことが大切です。多くの選択肢の中から皆さ

んの志す方向へと道を切り拓いていけること

を願っています。
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薬学部

会社役員

藤井江美（株式会社アイセイ薬局　代表取締役社長）
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◆プロフィール

日本大学藤沢高等学校卒業 → 日本大学薬学部卒業⇒他薬局勤務を経てアイセイ
薬局入社。 店舗勤務、学術研修部（現：薬事・研修部）、内部監査室、人材開発
部、など経たのち、取締役就任、現在は代表取締役。

アイセイ薬局が行う保険調剤では、単に処方

箋に基づく調剤を行うのみならず、患者様に

寄り添った心で、安全で治療効果を高める服

薬指導も重視しています。そして、私の代表

取締役としての仕事の本質は「課題の解決」

にあります。たとえば、地域密着の薬局に求

められる事は何か？利用して気持ちの良い薬

局とは？「かかりつけ薬局」に選んでいただ

くには？従業員が志を高くイキイキと働くに

は？などなど、たくさんの課題を前にゼロか

ら何かを創り出していく、大きなやりがいを

感じています。

母が薬剤師であった事が一番のきっかけで

す。子育てをしながら、薬剤師とし働く母

を見てきました。患者さまからの信頼も厚

く、薬の事だけでなく色々な相談に乗って

いる姿を見て、私も医療の道に進みたいと

思った事を覚えています。叔母は医師でし

たが、女性でも仕事を続けるべきという考

えの方でしたので、長く働き続ける事がで

きる仕事につきたいとも思いました。そし

て母が学んだ日本大学で私も薬剤師を目指

して学びたいと思い入学を決意しました。 

子育てをしながら仕事をしています。仕事
ばかりに100％の時間は割けませんので、家
庭と仕事の優先順位を決め、一つずつこな
すようにしています。しかし、そのために
多くの方のサポートをいただいてきたのも
事実。そんな経験をしてきた自分だから、
社員をしっかりサポートして、長く仕事を
続けて欲しいと思っています。最近は子供
も大きくなったので、趣味などでリフレッ
シュしつつ、笑顔で頑張っていこうと思っ
ています。怖い顔で仕事のことばかり考え
ていては家族にも心配を掛けてしまうので。

薬局はサービス業としての一面も持ち合わせ

ています。サービス業の中でこんなに感謝さ

れる職種はないと思います。私は患者様から

「ありがとう」と言っていただくのが最高の

喜びだと思い進路を決めました。今は直接、

患者様と接する事がなくなりましたが、薬剤

師という枠にとらわれず、何にでもチャレン

ジしてきたので今の自分があると思っていま

す。仕事と向き合う時には、ぜひ、自らを枠

に閉じ込めることなく何にでもチャレンジし

て欲しいと思います。やってみて初めて見え

る景色は中々壮観です。
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大学教員

皆川貴美乃（聖マリアンナ医科大学 大学院 遺伝子多型・機能解析学 （特任助教））
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◆プロフィール

日本大学第一中学・高等学校 → 日本大学薬学部 → 筑波大学大学院 人間総合
科学研究科 修士（医科学） → 日本大学大学院 薬学研究科 博士（薬学） → 日本
大学薬学部 ポストドクトラルフェロー → 筑波大学医療医学系 博士研究
員 → 現職。

大学院の教員として勤務しています。主な仕

事は、研究、大学院生の指導、講義や学生実

習です。実験は上手くいかない事の方が多

く、大変な事も多いですが、それでも続けて

いられるのは、知的好奇心を満たしてくれる

この仕事が好きだからだと思います。教育に

関しては、大学院時代からティーチングアシ

スタントや卒業研究生の指導などを通して、

教える事の楽しさを感じてきました。たくさ

んの学生を通して経験を重ね、自分らしい教

育方法を見つけていきたいと思っています。

研究者である父の影響を受けて、幼少期から

アカデミックの世界に憧れを持っていまし

た。薬学に興味を持ったのは、高校2年生頃
です。特に分子生物学の世界に惹かれた私

は、大学院に進学するまでは進路に関してあ

まり迷う事はありませんでした。大学院時代

の5年間は、本当に色んな事を悩みました
が、たくさんの方に支えられてここまで来る

事が出来ました。恩師である草間國子先生

（日大薬・生化学教授）との出会いは私の宝

物です。

夫と力を合わせて家庭と仕事を両立していま

す。私の場合、自宅で仕事を行う事も多いで

す。頭の中では連続的に考えているので、メ

リハリをつけるのは難しいですが、運動や映

画鑑賞で気分転換をしています。仕事や家庭

内の変化に合わせて、ワークライフバランス

も変化しますが、家族や職場の方の理解が

あってこそ出来ることが沢山あります。周り

に感謝しながら、自分のペースを守って、自

分らしいライフスタイルを作っていきたいで

す。

自分は何をしたいのか？どんな人生を歩み

たいのか？将来こうなりたいというイメー

ジを持ち続けることが大切だと思います。

一日一日を大切に、目の前にある事にしっ

かりと向き合っていれば、方向性が見えて

くると思います。人生に無駄な時間はあり

ません。全ての時間が自分の力になりま

す。何を選択するのかは自分自身です。“選

択”には考える力と挑戦する行動力が必要だ

と思います。ここぞという選択の時には、

それまで蓄えた自分の力を総動員して決断

すれば、前に進めると信じています。
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大越絵実加（青森大学薬学部薬学科　准教授（天然物化学分野））
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◆プロフィール

公立中学・私立女子高校 → 日大薬学部薬学科 → 日本大学薬学部副手 → 日本
大学大学院薬学研究科薬学専攻博士前期課程修了 → 日本大学薬学部助手 → 民
間企業研究員＜博士（薬学） 学位取得＞ → 奥羽大学薬学部助手 → ノースカロ
ライナ州立大学チャペルヒル校 Research assistant professor temporary → 明海
大学歯学部助教 → 現職

科学技術の礎となるような研究を、自分で

生み出し、世に送り出すことができるチャ

ンスを得られる仕事です。他の職と比べる

と相対的に自分のやりたいことができる職

であると感じます。とてもやりがいがある

一方、任期のない職を得るまでに長い期間

を要するため、必然的に、女性が少なく、

これからの進出が期待される業種だと思い

ます。教育60%、研究3%、公務37%。多種
多様な学生の成長を、様々な角度で実感す

る仕事で飽きる暇はありません。

植物が好きで、高校生のころ、化学の授業は

「魔法使い」のようで好きでした。祖母の影

響で薬学部を目指し、大学の先生方との出会

いで「天然物化学」分野を知りました。好き

なことだけ続けていたら、PhD（博士号）取
得を勧められましたが、自分には不必要と

思っていた分、長く葛藤しました。自分の考

えがどれだけ世界に受け入れられるのか、拒

絶も含めいろいろな人達との意見交換と切磋

琢磨が必須で、その切符にはPhDが必要で
した。迷うことが、私には大事でした。

自分の時間を取れる機会は多くありません。

そのため、心がけていることがあります。完

璧を目指さない。仕事も自分の時間もチーム

ワーク。ひとりでがんばるのをやめて、親や

同僚に早めに相談することにしています。仕

事の時間を区切り、優先順位を考えて仕事を

する。締め切りがあるものは早めに済ませ

て、急に他の仕事が入ることになっても困ら

ないようにする。自分のプライベート行事

（マラソン大会）などは年間計画を手帳に記

載し、仕事を入れないようにしています。

「絶対に先生になる」などは、一度も思った

ことはありません。「教えてもらう」ことが

好きで、「教える」ことが興味なかった私

が、「先生」です。人生って分からないもの

です。迷っているときに、大学教員に「教

職にどんな魅力が？」と質問したら、「学生

との人生を共有する瞬間、自分では選択し

なかった色とりどりの景色が見れる。」と言

われ、妙に納得しました。私は、今になっ

て「教える」から沢山のことを学んでいま

す。夢を語り、夢を叶える人であれ！
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薬学部

薬剤師

伊東育己（クラシス株式会社 派遣薬剤師）
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◆プロフィール

中学・高校 →日本大学薬学部 →東京慈恵医科大学付属病院本院→（株）ウェル
パークOTC部門＜結婚・第一子出産＞→同社 調剤部門→クラシス株式会社 派遣
薬剤師・東京薬科大学専攻生 

私は大学卒業後、病院、ドラッグストアを経

て、現在は薬局に勤務しています。そして5
年前の社会人10年目から、研究を始めまし
た。小児科の経験が多く、服薬を嫌がるお子

さんや苦悩する親御さんを目の当たりにし、

お菓子のように楽に飲める剤形をつくれない

ものかと研究を始めました。「医者にかかる

前に・・」「ちょっと相談したくて・・」な

どと患者さんが訪ねてきてくれるとき、まち

の薬剤師としてやりがいを感じます。そんな

患者さんとの会話が、研究のヒントになるこ

ともあります。 

病院勤務だった父と、ドラッグストア勤務

だった母の影響を強く受け、敷かれたレール

で薬剤師になりました。自分の興味とやる気

があれば、用意されたレールも自分のもの

なってくるものだと思います。そして、大学

の卒業研究でお世話になった先生が、当時、

目の前の実験とにらめっこをしている私へ

言った一言。「この研究は難病の患者さんの

治療に役立つかもしれないのよ。」基礎研究

の先に、患者さんがいることを意識出来たこ

とが、私が今研究をしている根元です。 

残念ながら、私にはこのテーマで胸を張って

お話しできることはありません。只々、支え

てくれる両親と娘に感謝するばかりです。仕

事はフルタイムで残業も多く、休みの日には

実験に出掛けたり、パソコンとにらめっこ。

論文の再提出を何度もさせられている出来の

悪い母を後目に、娘はどんどん成長していま

す。時間がかかっても、できなかったことを

「できる」に変える娘の姿に励まされ、仕事

も研究も生活も、新しいことにチャレンジし

て楽しんでいます。

私には転職や異動歴がありますが、職場が良

くなかったからという理由ではありません。

次のステップとして環境を変えてきました。

いつでも、何をやりたいか、どんな薬剤師に

なりたいかは同じです。職場や、生活環境が

変わっても、「自分が何をするのか」が大事

だと思います。どこで働くのかではなく、自

分が何をしたいのかを、自分自身と相談して

みてください。もし、すぐに見つからなくて

も、１０年目にしてスタートできることもあ

りますよ。
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薬学部

大学教員

小林弘子（日本大学薬学部　病原微生物学研究室　准教授）
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◆プロフィール

千葉県出身。日本大学理工学部薬学科卒業後、同学科（後に日本大学薬学部）に

就職。博士（薬学）。夫と娘の3人家族です。

大学の研究室に勤務し研究と教育活動を行っ

ています。キノコやカビの「核酸を分解する

酵素」について研究しています。体力勝負な

ことが多いですが、実験がうまくいくとひそ

かにガッツポーズです。微生物学関係の授業

や実習も担当し、一度に100人以上の学生さ
んを相手に奮闘中です。研究室に配属された

卒業研究生とは、親しくお付き合いすること

になりますので、毎年、いろいろな個性を

もった学生さんが来てくれて楽しみです。卒

業生が社会人の顔で遊びに来てくれるとうれ

しいかぎりです。

もともと、薬に興味があり薬剤師になろうと

思って大学に入りました。4 年生になって卒
業研究が思いのほか面白くて薬剤師免許を

とったもののそのまま大学に残り、現在に

至っております。　

仕事内容はルーチンワークとはほど遠く、研

究以外も様々有り苦心惨憺といったところで

すが、好奇心をそそられます。誰かの指示を

待つのではなく、自分で決めていくことが多

いのは大変なこともありますが、マイペース

な私には、このような時間の流れがあってい

たのかもしれません。

研究と家庭との両立はそれなりに大変でし

た。仕事の方も軌道に乗り始めたころに結

婚、出産が重なり、仕事も家庭も中途半端に

なってしまうのではと考えたこともありまし

た。でも、仕事を続けたいという思いが強

く、ラッキーなことに自宅、保育園、小児科

を、職場の近くに見つけることができ、自動

車の運転も覚え環境を整えました。しかし、

なんといっても、研究室の先生方、家族の理

解があったからこそ、ここまで続けてられた

のかなと思います。とても、感謝していま

す。

振り返ってみると、興味をもてることとの出

会い、人との出会いによって進路が決まって

いくようなところがありました。早いうちか

ら目標をしぼってそれに突き進んでいくの

も、一つの考え方ですが、いろいろな出会い

から進路を決めていくのもよいのかもと思っ

たりします。高校までは文系、理系で能力を

判断しがちですが、おそらくどのような仕事

でも両方の能力が必要とされるのではないか

と思います。成績ではなく、面白いという感

覚を大事にしたらよいのかと思います。
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太田有紀（聖マリアンナ医科大学薬理学講座　助教）
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◆プロフィール

日本大学藤沢高等学校 → 日本大学薬学部（薬剤師免許取得） →  同大学院薬学
研究科博士前期過程（薬学修士） →  聖マリアンナ医科大学難病治療研究セン
ター研究技術員 → 昭和薬科大学にて博士（薬学）取得 → 聖マリアンナ医科大
学薬理学助教 → 同病院治験管理室CRC兼務

研究、教育、また、臨床研究コーディネー

ター（CRC）として治験や臨床試験の支援
業務と現在の仕事内容は多岐に渡っていま

す。研究がメインだった自分が、まさか薬

理学を教えるとは、CRCとして臨床の場に
出るようになるとは夢にも思わず、人生は

わからないものだと実感しています。教育

もCRC業務も多くの人との接点があり、研
究とは全く異なる難しさがあります。将

来、自分の携わった研究や、それに関する

治験等の支援を通して医療や社会に貢献で

きればと思っています。

「これからの時代は女性も手に職を持った方
が良い」という母の考えのおかげか、小学
生の頃から薬剤師になりたいと思い、迷う
ことなくひたすら目標に向かっていまし
た。無事薬学部生となり卒業研究に着手す
る頃、私の進路を大きく変えたもの－間葉
系幹細胞－に出会いました。この細胞に魅
せられ、研究に興味を持ち、念願の薬剤師
免許を取得したものの大学院に進学。就職
先も研究ができる環境を選択しました。そ
の後、ご縁があって薬理学に異動となり、
教育、そしてCRCとして臨床の場にも出る
ようになりました。

年に一回程度ですが、フルマラソンに挑戦し

ています。平日に練習することは難しいです

が、スポーツジムの仲間と休日に走りに行き

ます。年代も職種も全く異なるメンバー構成

ですが、練習のみならず、BBQ、いちご狩
り、温泉や反省会と称した飲み会など様々な

イベントを一緒に楽しんでいます。また、映

画鑑賞も大好きで、年間20本以上は観てい
ます。思いっきり身体を動かす、もしくは

ゆったりとした時間を過ごすことでリフレッ

シュをしています。

どう進むべきか、たくさんある道から一つ

を選択するのは難しいです。薬剤師になり

たいと思っていた頃と違って、将来のビ

ジョンが見えないのは不安になりますが、

どんな選択をしようともそれが自分の人生

だ、と思っています。周りの人の意見も大

切にしつつ、最終的には自分で決断し、自

分の人生を作ってください。― 自分の出来
ることを自分のペースでやっていけばよ

い、他人と比べて焦ることはない ― 悩ん
でいる時にほっと息をつけるお気に入りの

フレーズです。
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石毛久美子（日本大学薬学部　教授）
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◆プロフィール

千葉県の県立高校卒業 → 日本大学理工学部薬学科卒 → 日本大学に就職し現在
に至る。博士（薬学）。1999年 9月より 1年間米国ソーク研究所に所属（海外派遣
研究員）。

薬学部の教授として、研究と教育の両方に携

わっています。教育に関しては、薬がどうし

て効くのかといった講義と、実際に一部の薬

の作用を実験動物で調べる実習を担当してい

ますが、講義や実習を受講した学生さんから、

その内容に興味・関心がわいてきて、やる気

が出てきたと言われた時、最も充実感を感じ

ます。一方、研究では、アルツハイマー病や

脳梗塞などの脳の病気の仕組みを調べ新しい

治療薬の開発に結びつけようとしています

が、自分のたてた仮説が実験で証明されると、

わくわくして、さらにやる気が出てきます。

いつの頃からか、漠然と医療現場で白衣を着
て働く人にあこがれるようになっていました
が、高校入学後も将来に対して具体的な考え
はなく、進路決定にあたってはいろいろ迷い
ました。進路を考え始めた頃、好きな科目が
日本史や古文だった私は、「理系」に進むこ
とは考えられませんでしたが、結局は、医療
関係の仕事につきたいという気持ちを大切に
し、周囲のアドバイスも参考にして薬学部を
選択しました。その当時は、薬剤師として患
者さんに直接、接するつもりしたが、大学で
学ぶうちに研究職にも興味を持つようにな
り、今に至っています。

独身なので、家族が……と考えずに、夜遅く

まで大学にいたり、休日の実験が可能です。

講義と研究を充実させようとすると平日は帰

宅時間が遅くなりがちで、少々、仕事に偏っ

た時間の使い方をしています。このような毎

日に不満はありませんが、それでも、何事に

も区切りが大切、気分転換も大切と考えて、

休日は、可能な限り仕事のことには触れない

ようにしています。友人と会ったり、趣味の

ための時間にしていますが、そうすると、月

曜日から、また新たな気持ちで仕事に臨める

ような気がします。

やりたいこと、興味・関心が持てることは何

かをよく考えてそれに向かって進むことが大

切だと思います。私は、高校時代、進路の選

択にあたっていろいろ迷いましたが、結局、

理系科目に苦手意識があったにもかかわら

ず、医療関係の仕事につきたいという気持ち

を大切にして薬学部進学を決めました。これ

まで、何度か壁にぶつかったこともあります

が、現在まで続けてくることができた原動力

になったのは、「自分がやりたいことをやっ

ている」という気持ちだったと思います。
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亀井美和子（日本大学薬学部　教授）
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◆プロフィール

私立女子高校 → 日大理工学部薬学科 → 日本大学薬学部副手・助手 → 社会人
として、筑波大学大学院経営政策科学研究科（在学中に結婚） → 卒業直後に長女
出産、 5年おいて長男出産 → 博士号取得 → 日本大学薬学部専任講師 → 昭和
大学薬学部教授 → 日本大学薬学部教授、日本薬剤師会理事。

薬物治療をより適正に遂行できるように薬剤

師が医療をサポートすることができれば、医

師の負担軽減や医療費の節約に貢献すること

ができます。このようなことから、私は現

在、薬物治療のアウトカムを測定し、臨床効

果、患者満足度、経済性の観点からの適正な

薬物治療のあり方を検討する研究に取り組ん

でいます。研究、講義、実習を通じて、目の

前のことだけでなく社会に目を向けることが

できる薬剤師を育てたいと日々取り組んでい

ます。

高校時代に病気で入院した頃から医療に関心を持

つようになりました。（当時の）私には、患者さ

んを直接ケアする仕事は向いていないと思い、薬

や情報を扱うイメージがあった薬剤師を目指すこ

とにしました。薬学部に入り卒業研究で医療政策

に関わるテーマに取り組みました。当時、全国の

薬学部の中で日大にだけ薬事管理学という非実験

系の研究室があったのですが、そこでの研究が今

までの学習の何よりも面白く感じました。しか

し、指導教授に薦められて大学に残った後も仕事

にしようとは考えていませんでした。経営学、政

策学を勉強するためビジネススクールに進学して

から、職業として考えるようになりました。

いま振り返ると、子供が小さかった頃は毎日
時間に追われて、バランスを考える余裕すら
ありませんでした。お恥ずかしい話ですが、
子供達が成長し、これまでの育児を反省する
ようになって、ようやくバランスを意識する
ようになりました。今は、家族で一緒に過ご
す時間が私にとって一番大切な時間と感じて
います。現実には、家族と過ごせる時間はわ
ずかしかありませんが、少しの時間を大切に
使って過ごしています。子供達はじきに独立
しますが、その後が仕事だけの生活とならな
いように、趣味を増やしていこうと思ってい
ます。

仕事も家庭も雑用でも何でも「関心がなくて

もまずは真剣に取り組むこと」を実践してき

ました。これによって自分の意外な得意分野

を見つけることができ、様々なことに対応す

る能力が身についたと感じています。自分が

こうしたい！と思って始めたわけでなくて

も、いつのまにか自分にとって大切なものに

なっている……だから、やりたいことが今見

つかっていないとしても、成り行きに任せた

としても、自分次第でどうにでも変えられる

と思います。
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薬学部

研究員

大坪久子（日本大学薬学部薬学研究所・上席研究員）
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◆プロフィール

女子中学・高校 → 九州大学薬学部 → 九州大学大学院薬学研究科修士課程修了
（薬学修士） → 金沢大学がん研究所生物物理部門助手 → 結婚・学位取得（薬学
博士）・渡米 → ニューヨーク州立ストーニーブルック大学微生物学部博士研究
員 →  ＜第一子出産＞ → 同上・研究准教授 → 東京大学・応用微生物学研究
所・助手  → ＜第二子出産＞ → 東京大学・分子細胞生物学研究所・講
師  → 北海道大学・女性研究者支援室・客員教授兼任 → 東京大学定年退
職 → 日本大学総合科学研究所・教授（女性研究者支援推進ユニット長を経て同
スーパーバイザー） → 同退職  → 日本大学薬学部薬学研究所・上席研究員

私は染色体上を跳び回って色々いたずらを

する「動く遺伝子」の研究をしてきまし

た。どんな構造なのか、いつ、どうやって

動き始めるのか、その結果、何が起きるの

か？　一番エキサイトしたのは30代はじ
め、世界に先駆けてその実体をつきとめた

時でした。誰も知らなかったことを明らか

にするという研究者としての醍醐味を味わ

いました。50 代半ば以降は学生を育てるの
が楽しかったです。今は、若い世代がさら

に活躍できる時代が来るように「女性研究

者支援」の仕事に打ち込んでいます。

薬学部に進みながらも、結局、遺伝学を仕

事として選んだのは、父親と中高時代に出

会った三人の理科と数学の女性の先生方の

影響です。一緒に課外実験・採集旅行と打

ち込むことで、私自身も実験の面白さには

まって行きました。「動く遺伝子」の研究を

米国で始めた頃は「機会均等法」が大学で

進み始めた時代で、周りの女子院生や女性

研究者が日本とは比べ物にならない程、強

くしなやかで自信をもっていました。彼女

達との出会いが、20年後に私が日本で女性
研究者支援を始める伏線となりました。

私の夫も遺伝学者です。 30年以上にわたっ
て一緒に研究室を運営してきました。お互
い助けあえたのは良かったのですが、 24時
間一緒にいるので若い頃は気を抜く時があ
りませんでした。それで、週末は子どもた
ちも一緒に思いっきり遊びました。北は佐
渡から南は沖縄や八丈島まで、磯の生物の
採集によく出かけました。スキーやキャン
プも懐かしい思い出ですが、息子たちは憶
えているのかな？　仕事と家庭のバランス
をとるのは易しくはないのですが、少し長
めのスパンで考えるとよい結果がでると思
います。

「好きなこと、やりたいこと、絶対に大切と
思うこと」を徹底して追いかけることで新し
い道が必ず貴方の後ろについてきます。迷い
すぎて初めの一歩を踏み出さないのが一番ま
ずい。無意識のバイアス（Unconscious 
Bias）を知っていますか？　誰でももって
いるのですが、普段は気づかない偏見です。
そして、小さな偏見でも積み重なれば大きな
障壁（Barrier）になるのです。特に女性の
場合、自分のことを過小評価してしまうとい
うバイアスがあります。これは捨て去ること
です。“Beyond Bias and Barriers”, この言
葉を皆さんに贈ります。
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佐藤　恵（日本大学歯学部　専任講師）
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◆プロフィール

札幌藤女子中学高等学校 → 東邦大学理学部生物学科 → 静岡大学創造科学技術
大学院 → 日本大学歯学部生物学教室　副手 → 同　助手 → 同　専任講師。

基礎生物学を教えています。生物学は理系専

門科目の基礎になるだけでなく、現代社会で

は、広く社会の様々な局面に係わってきま

す。生活に根ざした、活かせる生物学を学生

と共に学んでいます。専門は内分泌学です。

春になって鳥がさえずり、ペアを作って子育

てをし、秋には渡りをするといった、普段見

慣れた行動は、実はホルモンの複雑な作用に

よって引き起こされています。実験結果のグ

ラフが予想通りのカーブを描いた瞬間が一番

わくわくします。

高校時代に理系科目は好きでしたが、あまり
まじめな生徒ではありませんでした。 生物
学は「わかっていないこと」が一番多い分野
だと思い進学しましたが、大学時代もあまり
まじめな学生ではありませんでした。卒論で
「研究」に触れて、なんと楽しいことかと思
いましたが、大学院には進学せずに現在の職
場に就職しました。「研究」を続けていける
環境だったので、仕事には満足していました
が、新しい知識と技術を学びたくなり、社会
人大学院生として大学院に進学しました。結
局、おかれた環境で一番おもしろそうなこと
を選んできたのかも知れません。

1週間とか 1ヶ月などの短いスパンではとて
もバランスが悪いかもしれません。でも、こ

れまでいろいろな人と出会い、いろいろなこ

とに係わってきていることから、3年とか 5
年とかの長いスパンで考えるとそう悪いバラ

ンスでもないと思っています。自分の状況、

能力、希望をきちんと言葉にして周囲に伝え

ることは大切で、当たり前と思うことが理解

されていなかったり、無理だろうと思うこと

がかなえられたりすることがあります。

どんなことにもおもしろさは隠れているはず

です。そのおもしろさに気付くためには、尻

込みしたり、頭で考えて決めつけてしまった

り、人の言うことを鵜呑みにしないで、好奇

心を持って行動してください。好奇心を磨く

ためには、異なった立場の人の話を聞くこ

と、なぜですかどうしてですかと尋ねてみる

ことだと思います。また、いろいろな分野の

本を読むことは、体験できないことを経験す

ることができます。
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伊藤智加（日本大学歯学部　助教）
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◆プロフィール

成城学園高校卒業 → 日本大学歯学部卒業
日本大学歯学部兼任講師 → 日本大学歯学部助教
日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校兼担講師、世田谷区医師会立看護高等専修

学校講師、世田谷区立三軒茶屋小学校校医、日本補綴歯科学会指導医、日本老年

歯科医学会指導医、日本大学歯学部同窓会常任理事。

歯学部を卒業し医局へ入局。同時に研修医と
なり歯科医師としての初期研修を受けまし
た。現在は歯科補綴学第Ⅰ講座と言う講座に
所属しています。そこで総義歯（総入れ歯）
を主とし、さらには部分的な義歯や冠をかぶ
せる治療を行っています。また近年、メディ
アでも話題となることが多くなってきている
「顎関節症」と言う顎の関節の疾患の治療や
「睡眠時無呼吸症候群」の治療も行っていま
す。病院での診療の一方、学生教育・研修医
教育・研究など様々なことに携わり、毎日が
目の回るような日々を過ごしています。しか
し、日々新たな発見がありとてもやりがいの
ある環境にいます。

小・中・高校と一貫教育の中で過ごし、多く

の同級生はそのまま大学へ進学することが

「あたりまえ」という環境で育ちました。周

りはクラブ活動などをして有意義な高校生活

を送っている中、高校 3年になり渋々と受験
勉強を始めました。しかしそれでも、ギリギ

リまで自分では他の進路を考えていました

が、父が歯科医師であったことから歯学部を

受験するに至りました。今思えば、このレー

ルが私の前に引かれていたのだと思います。

夫は歯科医師ですが専門が歯科矯正と言い、
歯並びの治療を主としています。よく「同じ
職業だと意見の相違がありトラブルになるの
では」と思われがちですが、専門が違う事で
そのようなことはありません。私の勤務時間
が長いため当然、家事が疎かになります。そ
こを快く（？）カバーしてくれています。最
近は同窓会の仕事も積極的に行っており、先
輩方から多くの事を学んでいます。そんなこ
んなで忙しくしているため、長年趣味として
いたフラをすることが出来ず残念に思ってい
ますが、また時間と心に余裕ができたらレッ
スンを再開したいと思っています。

自分が何をしたら良いのか、どちらに進むべ

きなのかを迷ったら、周りにいる年長者に聞

いてみるのもひとつの方法かと思います。し

かし、決めるのは必ず自身で行うべきです。

自分自身で決めた事はたとえそれが失敗に終

わってもきっと後悔しません。その時はまた

違う道を進めば良いのです。やりたいことを

やらずに終わることが一番残念なことです。

何事もやってみなければわかりません。進む

ことを恐れず、失敗を怖がらずチャレンジす

ることが大切です。
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歯学部

歯科医師

三枝遵子（ヒグチデンタルクリニック　院長）
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◆プロフィール

女子聖学院中学・高校　卒業 → 日本大学歯学部卒業 → 日本大学歯学部付属歯
科病院　歯周病学講座 → ヒグチデンタルクリニック開業
2011年「ハミガキろっく」制作。
2013年「歯医者さんがつくった DVD でみる絵本」制作。

歯学部卒業後、間もなく開業し18年。未だ
に日本では歯医者は嫌！と言われる場所です
が、欧米諸国では歯の清掃目的、美容院感
覚。日本は先進国ですが、歯の予防意識は低
くどうにかして予防意識を高めたい！と3年
前に自ら歌った「ハミガキろっく」という歌
を、今年は「DVDでみる絵本」を自費制作
しました。いつか日本も欧米諸国並みに歯の
予防意識が高くなれば、病気そのものも少な
くなり医療費も少なくなる。これからの歯科
医は国民のアンチエイジングのための役割も
大きいはず。健康で美味しい物が食べられる
ように今後も予防啓蒙していきます！

小さい頃から両親に、女性は手に職を持つよ
うにと言われ育ってきました。最初は薬剤師
を目指していましたが、高校生の時に虫歯に
なり、かかりつけ歯科医のところに行った時
のことでした。「将来何になりたいの？」「薬
剤師です。」「そうかぁ。薬剤師はお医者さん
の指示無しに薬は出せないけど、歯医者は自
分の指示で少しの薬は出せるよ。出せる方が
良くない？」と先生が言った一言が気にな
り、歯科医に志望変更しました。人って、
きっと道先案内人のような人に出会うように
なっているのかもしれません。あなたももう
出会っているかもしれませんよ。

私の仕事の活力は、旅行。世界を観てまわる
ことが刺激になります。百聞は一見にしか
ず。世界に行くと日本は小さい国ですが、大
きな国に負けない繊細な技術力と転換する発
想力があり、日本人は優しく、真面目で勤勉
という良い所がわかります。一方、日本人は
世界の人から比べると積極性に欠け、自己主
張がないという悪い所にも気付きます。歯科
医は井の中の蛙になりがちな職なので、私は
日頃から色んな職種の方と触れ合い見識を深
めるよう努めています。色んな方々と出会
い、触れ合い、世界観のある人生であります
ように。

私は歯科医になりとても充実した日々を過ご
しています。私を選んで通院して下さる患者
様に感謝。感謝され報酬を得られる仕事って
実に心を豊かにします。幸せってなんでしょ
う？人それぞれ価値観は違いますが、大金を
掴むことだけが幸せとは限りません。お金っ
てあって邪魔にはならないですが、友人、人
の気持ちなどお金では買えない物がたくさん
あります。感謝の気持ちを忘れず、一生懸命
相手を思いやる気持ちをもって行えば、必ず
や熱意は相手に通じます。幸せを感じる、心
が裕福になる職って良くないですか？　そん
な職を選んで欲しいです。
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佐藤紀子（日本大学歯学部　准教授）
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◆プロフィール

新潟県立新井高等学校（クロスカントリースキー競技選手） → 日本大学文理学部
体育学科（ 2年で競技をやめる、体育嫌いに悩む） → 日本大学大学院文学研究科
博士前期課程教育学専攻（まだ悩む） → 國學院大學文学部スポーツ・身体文化研
究室助手（まだ悩む） → 日本大学非常勤講師（長野パラリンピックを見たことが
きっかけとなり進路決定） → 日本大学歯学部健康科学研究室助手 → 専任講
師 → 准教授。

専門は「アダプテッド・スポーツ」です。特
に視覚障害者のスポーツを研究しています。
視覚障害者ボウリングの大会やクロスカント
リースキーのイベント運営にも携わっていま
す。「アダプテッド・スポーツ」というの
は、幼児から高齢者、障害のある人、運動の
苦手な人…誰でもが楽しめるように用具や
ルールを工夫したスポーツのことです。この
専門分野は普段の大学での体育実技の授業に
も役立っています。運動・スポーツ嫌いな学
生から、『今までは、スポーツが嫌いだった
けれど、楽しかった』という声を聞くこと
が、一番やりがいを感じる時です。

小さな頃からクロスカントリースキーを競技

としておこなってきたので、選手のサポート

をする仕事に就くか、体育の教員になろうと

考え体育学科に進学しました。しかし…競技

スポーツの厳しさから早くも脱落。さらに、

実は球技が大の苦手。 さて困った！大学院
に進み、就職もしたものの…いつ方向を換え

ようか悩んでいました。そんな時、長野で開

催されたパラリンピックを見ました。障害の

ある人のスポーツを知るうちに、スポーツの

持つ価値がようやく理解できるようになり、

自分の進むべき道を決定できました。

多くの学生と出会う仕事なので、「先生、い

つどこにいたでしょ」と言われることもしば

しば。普段の生活で気が抜けない部分も少し

あります。毎年、夏に研究を兼ねてドイツに

行きますが、これが自分にとって良い充電

チャンスとなっています。何者でもない自分

というものを楽しんでいます。こんな風に自

由にできるのも独り身だからかもしれませ

ん。世間一般の結婚適齢期は過ぎているかも

しれませんが、自分の中ではまだまだこれか

ら（笑）！！

自分が何をしている時に一番楽しいと感じる

か？それが進路選択の上で大事だと思いま

す。一度、決めた進路で悩むこともあると思

います（私自身、進路の最終決定まで長い時

間がかかりました）。そんな時、周りの人の

意見を聞いてみてください。「私には向いて

いない。無理だ」と自分で勝手に思い込んで

いることもあります。私は周りの多くの人々

にアドバイスをもらい、助けられて進路を選

択しました。人との出会いを大切にしてくだ

さい。
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阿部仁子（日本大学歯学部摂食機能療法学講座　准教授）
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◆プロフィール

日本大学豊山女子中学・高校 → 日本大学歯学部歯学科修了 → 日本大学大学院
歯学研究科歯科基礎系専攻修了（歯学博士） → 日本大学勤務（歯学部摂食機能
療法学講座助教） →  結婚後、カナダオンタリオ州Western Universityポストド
クター → 日本大学勤務（歯学部摂食機能療法学講座准教授）

私が在籍している摂食機能療法学講座は、脳

血管障害などの様々な全身疾患に伴う摂食機

能障害を持つ患者に対する機能評価やリハビ

リテーションと歯科治療を行っています。こ

れからの歯科医師は医師・看護師などの医療

職種やケアマネジャーなどの介護・福祉職種

といった多職種との連携が必須にとなり、歯

科医師の活躍の場は診療室だけでなく在宅や

施設へと広がり始めています。時代のニーズ

に合わせたこれからの新しい歯科医師の役割

を探求していきたいと思っています。

子供のころから医療に携わる仕事がしたいと

思っており、日本大学歯学部では全身からみ

た歯学の勉強ができるということで歯学部に

入学しました。将来自分がどのような歯科医

師になるのかを考えていたときに今までにな

い歯科の新しい分野であること、将来的にこ

の分野が大きな役割を果たすという確信と、

志をともにする先輩や仲間がいたことで進路

を決定しました．何をするにも手探りの状態

でしたが、新しいものを作っていこう！とい

う思いでまっすぐに突き進みました。

同じ歯科医師ということもあって主人は結

婚してからも仕事を続けるということに非

常に理解があります。子供が生まれた後は

共働きの生活のリズムをつかむのに苦労し

ました。保育園に入れないなどの問題もあ

り主人と衝突することもありましたが、そ

ういう時間を経て、また職場や周囲の方々

の理解に恵まれて現在も仕事を進めていま

す。何がよくて何がいけないのかといった

正解はなく、理想とのギャップに苦悩しつ

つ、ある意味妥協するもの成長の証なので

はないかと思いながら日々過ごしています。

自分が信念を持ってやりたい！ということを

探し出すことがとても重要だと思います。

私は子供の時から医療の分野で自分を活かし

たいという思いが強かったので、いざ大きな

進路を決めるときに迷いがなかったのはとて

もありがたいことだったと思っています。と

はいえ進路を決めることは重要ですからじっ

くり考え、悩むことも大切です。常にアンテ

ナを張って自分が何に興味があるのかという

ことを意識して日常生活を送ることで、将来

の道筋が見えてくるのではないかと思いま

す。
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岡田明子（日本大学歯学部　准教授）
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◆プロフィール

1989年　京都府立桂高等学校卒業
1997年　大阪大学歯学部卒業
1997年　大阪大学歯学部付属病院歯科麻酔科研修医
1999年　大阪大学歯学部付属病院歯科麻酔科医員
2003年　カリフォルニア州サンフランシスコ大学留学（ＰＤ）
2004年　大阪大学歯学部大学院歯学研究科博士課程修了。
2005年　メイン州ニューイングランド大学留学（ＰＤ）
2006年　日本大学歯学部口腔診断学講座（ペインクリニック科）助手
2007年　日本大学歯学部口腔診断学講座（ペインクリニック科）専任講師
2008年　結婚
2009年　長女出産
2011年　日本大学歯学部口腔診断学講座（ペインクリニック科）准教授（現職）
2013年　長男出産

臨床では、歯学部歯科付属病院に来院した初

診の患者様の診断と神経痛などの痛みを抑え

るペインクリニックに従事しております。ま

た、口腔顔面領域での痛みの中枢神経系メカ

ニズムを解明する研究を行っております。激

痛に苦しんでいる患者様が、痛みがなくなり

喜んでくださることや、自分の研究が少しで

も苦しんでいる人の助けになると信じ、やり

がいとしています。

全身管理ができる歯科医師を目指し、大学を

卒業してすぐ歯科麻酔科に入局しました。そ

のうち臨床だけでは飽き足らず、痛みに関す

る研究に従事することになりました。その

後、痛みの臨床にも興味を持ちペインクリ

ニックに携わることになりました。このよう

に常にやりたいことや、やりがいのあること

を探し出してやってきました。

日大に赴任後の2008年に結婚し、翌年に現
在8歳の長女、2013年に現在4歳の長男を出
産しました。臨床、研究、教育、育児、家事

など、常に何を優先するか考えています。し

かし、育児と家事のかなりの部分を主人が分

担してくれています。大分減りましたが、子

供が病気をして休むときは近くにいる母が面

倒をみてくれています。私達が忙しい時は、

近くに住むママ友達が子供達を一緒に遊びに

連れて行ったりしてくれています。このよう

に周りの人達と一緒にバランスを取っている

感じです。

「自分が何をしたいか」って意外と難しくな

いですか？考えても答えが出ないときは、と

にかく目の前にあるものに全力を注いでいく

中で自然とたどり着くものだと私は考えま

す。私の進路も、数か月前までは考えもしな

かったものばかりで、後で振り返ると自分に

一番良かったと思えるものだったようです。
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◆プロフィール

1993年　私立清心女子高等学校卒業
1994年　日本大学歯学部歯学科入学
2000年　日本大学歯学部歯学科卒業
2000年　日本大学歯学部総合診療科入局（研修医）
2001年　日本大学大学院歯学研究科歯科臨床系専攻入学
2005年　日本大学大学院歯学研究科歯科臨床系専攻修了
2005年　日本大学勤務（歯学部衛生学講座専修研究員）
2006年　日本大学歯学部衛生学講座助手
2007年　日本大学歯学部衛生学講座助教
2008年～2011年　オンタリオ州ウエスタンオンタリオ大学生理・薬理学講座（visiting 
professor）
2012年　日本大学歯学部生化学講座　准教授（現職）

研究の専門は骨芽細胞の細胞・分子生物学的

研究で近年は特にメカニカルストレスによる

骨形成能の分子メカニズムを調べる研究をし

ています。疫学調査で得られている臨床知見

を細胞・分子生物学的にも証明することで

EBMの確立の一端を担うことができるよう
にすることを目標に研究を立案し実施してい

ます。仕事のやりがいは、自分が立案した実

験が仮説通りに実験結果が出たときとその後

執筆した論文が少しでも高いインパクトファ

クターの雑誌にアクセプトされたときです。

　医療に携わる仕事をし、かつ、手に職をつ

けて将来自立した生活を送りたいと思い歯学

部に入学しました。いよいよ大学を卒業する

時に、あまりにも学生時代に勉強を真面目に

して来なかったことに気づき、改めて勉強し

ようと思い1年間研修医として過ごしまし
た。臨床を通じて「根尖性歯周炎は歯根が溶

けるのに、歯周炎は歯根が溶けないのだろ

う？」という疑問が芽生え、解明してみたい

という理由で大学院生となり、そこで研究を

立案したり実施したりする楽しさを学び、研

究者の道に進もうと決めました。

　夫は仕事にとても理解があるので、私の

やりたいようにやらせてくれています。特

にお互い仕事に没頭したいときはそれを尊

重するようにしています。家事は大体分担

しており、それ以外はできる人がやるとい

う暗黙のルールです。ただできるだけ1日1
食は一緒にご飯を食べることと、朝は早く

出かける方の人に対して玄関まで見送りす

るようにしています。私自身はできるだけ

休日に仕事せず家族と一緒に過ごすという

ことを心がけています。

　自分は学生時代思い描いていた進路とまる

で違う進路を歩んでいますが、なぜか自分の

選択に後悔は全くしていないのでなぜだろう

と考えました。それはとにかく与えられた仕

事を全力で一生懸命取り組んだ先でその時必

要であったりやりたいことを選択していたか

らだと思っています。今やるべきことをきち

んとやった先に行くべき進路があると思うの

で、あまり若い頃からこれじゃなきゃだめと

頭でっかちにならずにやりたいこともやりた

くないことも同じように一度は全力で取り組

むことが一番大切だと思います。

大学教員

田邉奈津子（日本大学歯学部生化学講座　准教授）
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◆プロフィール

宮崎県立宮崎大宮高等学校 → 日本大学歯学部（歯科医師免許取得） → 日本大
学大学院歯学研究科歯科臨床系専攻（博士（歯学）） → 日本大学歯学部ポスト・
ドクトラル・フェロー → 日本大学助手 → 日本大学助教〈結婚〉 → 現職　日
本大学専任講師〈出産〉。

患者に信頼される歯科医師は、臨床能力が高

いことはもちろんですが、それ以外に必要な

知識や能力があります。私も患者として多く

の病院に通うようになり、医療者に求めるこ

とが、若い頃のそれとは違ってきました。私

は、医療と社会の関係、医療の歴史、医療コ

ミュニケーションなどを教えています。患者

が歯科医師に求めることを、できるだけたく

さん学生に伝え、医療について真摯に考えて

もらえたらと思いながら授業をしています。

未来に活躍する人を育てるやりがいがある仕

事です。

怖がりだったため、予防接種の時には小学校

を逃げ出すほどでした。病院に行くことはで

きる限り避けていましたが、むし歯の痛みに

は耐えられず、歯科医院には行かざるおえま

せんでした。歯科医師の治療は大変恐怖でし

た。痛みだけでなく、音も、臭いも、味も、

何もかもが不快でした。しかし、歯科医師へ

の憧れはありました。人が悩み、悲しんでい

る病気を治すことは、尊いと思えたからで

す。そこで、歯科医師になって痛くない注射

器を開発しようと思ったことが歯科に進んだ

きっかけです。

仕事が忙しいことを理由にして、結婚や出産

はだいぶ後となりました。しかし、仕事を理

由にしてはいけないということを実感してい

ます。女性に子供ができる時期は限られてい

ますし、体にもだんだん病気がでてきます。

女性の大切な時期をよく考えて、仕事だけに

とらわれず、家庭のことも相手とよく考える

必要があると思います。まだ子供が小さいた

め育児は大変ですが、上司の理解や主人の協

力もあり、仕事も休まず、何とか毎日やって

います。

歯科医師は、研修医修了まで7年間、大学院
だとそこから4年間かかります。女性の大切
な時期を勉強に費やすことになります。働き

始めても忙しいです。女性が働く環境は改善

しつつありますが、近くの保育園に入れませ

んし、授業が終わる17時からの会議ではお
迎えをどうするかというストレスもありま

す。家でも子供の世話で、自分の時間はあり

ません。それでも、仕事の喜びを知っている

と頑張れます。どんなことでも、やりたいこ

とはあきらめず、やるために動いてみるほう

が楽しいですよ。

大学教員

三澤麻衣子（日本大学歯学部医療人間科学分野　専任講師）
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閑田朋子（日本大学文理学部英文学科　教授）
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◆プロフィール

千葉県立木更津高校 → 日本大学文理学部心理学科 → 日本大学大学院文学研究
科英文学専攻 → ケンブリッジ大学大学院史学専攻  → 日本大学文理学部英文
学科勤務 → 現在に至る。

大学教員は学生とともに知と時間を分かちあ

える幸せな職業です。私はイギリス19世紀
中頃のジャーナリズムや貧困、衛生問題、売

買春などの社会問題を扱った小説を研究対象

としています。研究を通して新たに分かった

こと・考えたことを授業で学生に伝え、学生

たちから新たな視点を学びます。時代も場所

も常識も異なる社会の有り様・人の生き様を

通して、「常識」「事実」「現実」と呼ばれて

いる「ものの見方」にとらわれずに、しなや

かに、しぶとく、生きていく力を学生に伝え

たいと思っています。

家庭裁判所調査官を目指して心理学科を選び

ましたが不向きを自覚し、卒業論文は生理心

理の分野で書きましたがそこでも不向きを覚

りました。英語の教職課程をとっていたこと

もあり大学院では英文学を専攻しましたが、

多義的で不確かな学問のように感じられて、

留学先では経済史の先生につきました。そこ

で初めて、脳波の波形、言葉、経済状況のい

ずれも解釈するのは人間であることに気付

き、現実の事象である社会問題を人間が解釈

するジャーナリズムの研究にたどり着きまし

た。

「たとえば親の介護の問題で、あなたか私か

どちらかが仕事を辞めなくてはならない場

合、あなたが仕事を辞めてくれますか」

そう質問して、納得のいく答えが返ってきた

ので結婚しました。当初、夫に専業主夫を望

みましたが、人的資源の無駄遣いだと覚り、

すぐに共働きの生活になりました。「仕事も

家庭もバランス良く」という言葉は耳触りが

良いのですが、その耳触りのよい言葉に縛ら

れることなく、自分の人生を見つめましょ

う。バランスが悪くてもいい。死ぬときに悔

いのない人生の方が良い。

私の進路選択は思い込みと勘違いの連続で

す。それでも学問を続けられたのは、アルバ

イトを続け、かつ様々な奨学金をいただいた

おかげです。だからこそ断言します。お金は

大切です。結婚してパートナーに守られて働

かずに生きていけるというのは幻想です。結

婚後にパートナーのモラハラが始まったら？

パートナーが病気で働けなくなったら？人生

はなにがあるか分かりませんが、なにがあっ

ても――転んでも、泣いても、一人ぼっちで

も――経済力と立ち上がる気力があれば、

きっとやり直せます。
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文理学部

会社員

古野和美（株式会社昭文社クリエイティブ　管理部）
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◆プロフィール

千葉県の県立高校 → 日本大学文理学部地理学科 → 株式会社昭文社クリエイ
ティブ営業部（営業サポートとして GIS システムのデモ・トレーニングなどで全
国各地に出張） →  同社　開発部（GIS システムのマニュアル作成・サポートな
どを担当） →  同社　制作部（札幌に転勤し、札幌事業所（地図データの入力セ
ンター）を立ち上げ、地図データを制作） →  同社　管理部（本社に戻り、管理
部にて経理・総務・人事業務に携わる）

私が働いている会社は、主にデジタル地図データの制作

（カーナビやインターネットの地図サイトで出てくるよ

うな地図データの作成）を行っている、中小企業です。

就職してすぐは、GISシステムのデモ・トレーニングな
どで全国各地を飛び回りました。その後、GISシステム
のマニュアル作成やサポートの業務、また、地図データ

の制作業務にも携わり、今はなぜかこの会社で、いわゆ

る経理・総務・人事業務を担当しています。地理学科の

卒業ですから、今現在は全く畑違いの仕事をしているわ

けです。就職活動をしている頃は、経理・総務＝事務と

しか考えず、事務は嫌と思い込み、全く想定していな

かったのですが、いざやってみると、中小企業で人も少

ないため、各人が広く、そしてある程度深く業務を知る

必要があり、今まで全くやったこともやろうとも思って

いなかった分野で新しいことをやってみると、それはそ

れで毎日が新鮮でとても面白く、やりがいのあるもので

した。

文理学部地理学科の卒業です。大学を選ぶ時に
は、まだ、卒業後の将来のことなど何も考えてい
ませんでした。地理学科を選択したのは、とりあ
えず何が好きか？⇒地理、地図が好き⇒大学に行
くなら地理学科に行って勉強しよう、と単純に考
えたからです。就職の際も同じように、どうせ仕
事をするなら、好きな地図の制作などに携わる仕
事がしたいと思い、就職活動もGIS（地理情報シ
ステム）関連業務を行っている会社に的を絞って
いました。その中で、たまたま地元企業である今
の会社を知り、地元で地図を作っている会社であ
ることと、まだ成長過程にある若い会社でした
が、面接でその時の社長に、これから会社の一員
として一緒に会社を作っていこう、という言葉を
かけられたことが大きな決め手になりました。

私はバツ1で、ずっと子供と2人なので、子供が小さい
時は、子育ても頑張って子供と一緒の時間を作りたい、
でも仕事も中途半端にはしたくないのに時間が足りな
い、で何度もジレンマに陥り苦しみました。子供を保育
園にお迎えに行ってご飯を食べさせ、子供が眠ってから
また会社に戻って仕事をすることもしょっちゅうでし
た。子供が小学校高学年になるとお迎えが必要なくな
り、自分でやってくれることも増えて子育てはだいぶ楽
になり、今、子供は中学生です。私の不在で1人での留
守番が多かったのですが、幸い、非行に走ったり性格が
拗ねることもなく、のほほんと育ってくれていると思い
ます。子育てと仕事の両立は、心が折れそうになること
も何度もあります。その時々で悩み、苦しみ、周りに相
談したり、助けられたり、周りに感謝をしながら、そし
て時には思い切り泣いたりして、乗り越えてきました。
学生の頃からずっと続けている好きなテニスを、忙しい
中で少しでも時間をみつけて一生懸命やることも、ま
た、仕事を頑張ろうという気持ちを奮い立たせてくれて
います。最近は、友人が弾くクラシックギターに感動
し、好奇心旺盛な私は、自分も弾けるようになりたい！
と思っているところです（笑）

進路を決めようとする時、もちろん人によっては、これ

をやるとピンポイントで決めて、それを貫く人もいるで

しょう。だけど私はどちらかというと、これもいいけど

あれもよさそう、と色々とやってみたい性格です。世の

中には自分の全く知らない仕事や職業もいっぱいありま

す。直接ではなくても、少しでも自分の好きなことに関

わる仕事をすること、また、何でも自分にはできないと

か、やれないと決め付けず、好奇心をもってやってみる

ことが大事です。そして、やってみたからには責任感を

もってやり遂げる、当たり前のことですが、責任のある

仕事をまかされるのは大変ですが、やり遂げた時は、つ

らいことがあっても頑張ってよかったな、と思えます

し、その充実感で仕事が楽しいと思えるから続けること

もできます。
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