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・私の就活 

 

一生懸命勉強して、受験して、合格して、大学を卒業して、就職して、けれど何かう

まく合わないとかで会社を辞めてしまう。その後、働くこともなく、家でゲームをした

り、ボーと過ごしている。そういう人がどうやら増えているようです。学力は身につけ

たのだけれど、社会力というか、人間力というか、世の中に出て生きていく力のような

ものが弱い人が多いのかもしれません。少々いやなことがあっても、うまくいかないこ

とがあっても、ガマンするということも大事ですよね。すぐには答えの出ないこと、や

やこしいことが世の中にはいっぱいあります。それでも、それらとうまく付き合ってい

かないといけない。ストレスをため過ぎない術も身につけていかないといけません。私

なんか、授業アンケートを見ると、その日はひどく落ち込むのだけれど、次の日はだい

たい立ち直っています。あまりに重大に受け止めすぎると、長続きしません。とても気

の弱い人間だからこそ、こうして、悩み過ぎない性格が出来上がってきたのかもしれま

せん。 

 さて、今回は私の就活についてお話ししましょう。とは言っても、私の学生時代はバ

ブルの時代。いまのような、学生たちの大変な就職活動というのはありませんでした。

というか、一生懸命活動をしていた人たちもいるのだけれど、私自身は全くと言ってい

いほど、就職活動はしていません。もともと私は大学院への進学を希望していました。

物理学を専門にしたくて大学に進学したけれど、数学が分からなくなって、早々と物理

学そのものの研究はあきらめてしまいました。私が逃げた先は、物理学の歴史、科学の

歴史や科学哲学。そちらの研究ができそうな大学院を目指しました。しかしながら、そ

う簡単なものではなく、あえなくその夢は断たれました。他の大学院を受験しようかと

思っていたある日、私はよく読んでいた理系の専門雑誌の奥付に編集者募集の記事を見

つけました。私は「これだ」と直感しました。すぐに履歴書を送ると、面接に来るよう

にとの連絡がありました。東京は神田、出版社や古本屋が軒を並べる街。面接で私は当

時話題になっていた高温超伝導などの話をえらそうにしていたと思います。今から考え

るとちょっと恥ずかしい。まだまだ青い時代です。２，３日で採用通知が届きました。

私の就活はこの約１週間。その出版社には３年弱勤めました。生意気な私は社長によく

思われなくなってきたのでしょう。ちょっと会社に居づらくなって辞めてしまいまし

た。辞める前に、一つ入社試験を受けたのですが、２次試験の面接で、「あなたは即戦

力としてこの会社で何ができるか」と問われ、大した答えもできないまま不採用となっ



てしまいました。その後、京都の実家に戻り、高校物理の教員の口などを探して母校を

訪ねたりしましたが、すぐに良い話はありませんでした。そんな折、京進で講師を募集

しているのを知って応募し、採用していただくことになりました。 

もともと、数学は好きでしたが、理科は物理以外全くの苦手で、特に生物はあまり興味

を持っていませんでした。唯一、学生時代に集中講義で生体物理学を学び、発生生物学

のおもしろさを知ってはいました。しかし、昆虫採集などしたこともないし、動物を飼

ったこともない、理科の先生はつとまるのだろうかと思って始めたのですが、これは仕

事としてやってみると全く違うのです。お給料をもらって教えないといけないのだか

ら、責任があります。そう思って必死に勉強しだすと、結構おもしろいのです。強制的

にやらされる勉強はおもしろくないはずなのだけれど、私は理科のどの分野について

も、教えるようになって初めて本当におもしろいと思えるようになりました。生徒のみ

んなに興味を持ってもらえるようにと、教科書以外の話題も勉強しだすとこれがまたお

もしろい。好きなことを仕事にできるというのは本当に幸せなことです。けれど、最初

から好きなものが仕事になるという人は少ないのではないでしょうか。やっているうち

に好きになって、これは自分にとっての天職だなんて思えるようになったら良いです

ね。 

私の今のこの仕事は、本当にやりがいのあるものです。皆さんの成長過程にかかわる

ことができて、少しでも役立つことがあったり、少しでも思い出として皆さんの記憶に

とどまることができる。私の生きた証がそこにできていくのです。こういう仕事につけ

て、私は本当に幸せ者と思っています。 

次回は、私の父親の仕事についてお話してみたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



・親父の仕事 

 

私の父親は大工でした。過去形で言った方が良いでしょう。１５年ほど前に現役は引

退しています。いまの伏見工業を出てすぐにどこかの工務店に弟子入りしたようです。

そこで仕事を覚えて独立。大半は一人で仕事をしていました。もっとも家を建てるとい

う仕事は一人でできるようなものではなく、左官屋、瓦屋、畳屋、建具屋、ガラス屋、

電気屋、水道屋、設計士・・・など、たくさんの人との連携のもと１軒の家を建ててい

きます。注文があると、まず図面を起こして、材料の手配、人の手配、材木の下準備を

して現場に運び込み、棟上げ。その後はコツコツと家を組み立てていき、適宜、窓枠、

壁や屋根、電気、水道、畳などを準備していきます。私が物心ついたころにはこうして

一人で何もかも手配をしてやっていたと思います。いっとき田辺はんという職人を一人

雇っていたことがありましたが、ある日、何があったのか、仕事帰りに父が帰る前の我

が家に寄った田辺はんは「くびになったわ」と言って帰っていかれました。それ以来会

ったことはありません。仕事に対して厳しい人だったのだろうと思います。金儲けはあ

まり考えない人でしたが、何事もきちんとしないと気が済まない性質で、そういうクソ

真面目なところが気に入っていただいたのか、口コミもあってか、注文は割と頻繁にあ

ったようです。納期が近づくと休みもなしで夜遅くまで仕事にかかることもありまし

た。それでも、ときには仕事が途絶えて、３か月くらい家で道具の手入れなどばかりし

ている時期もあり、子ども心に家は大丈夫だろうかと思ったこともあります。 

 １日の流れを言うと、朝８時前には家を出て、９時前にはもう仕事にかかり、１０時

過ぎに１回目の休憩。昼飯休憩１時間。午後３時にもう１回休憩をとって夕方５時過ぎ

には仕事を終えて後片付け。６時ころには帰宅し、風呂に入り、ビール２本にお酒を１

合。酒の肴にといつも一品余分に食卓に上がっていました。だいたいそのまま横になっ

て、一寝入り。１１ｐｍを見たりして、１２時ころには布団に入っていたと思います。

忙しい日を除けば、ほぼ毎日同じようなタイムスケジュールだったと思います。結構激

しく体力を使う仕事ですので、夜はしっかり休む、２時間連続して働いたら休憩をとる

というようにしていないと危ないのだろうと思います。高いところに上がってする仕事

とか、刃物を使うこともあるわけで、ちょっとした不注意が大けがにもつながりかねま

せん。父は左目がほとんど見えていません。若いころに抜いた釘が目に当たったのだそ

うです。片目では遠近感がとりにくいため、キャッチボールなどをしてもらった覚えは

ありません。歳をとってからは屋根から落ちたこともあり、その辺りが原因で現役を引



退しました。車も安全運転をする人でしたが、５０年ほどの間で、加害者にも被害者に

もなったことが１回ずつあるようです。 

 ６０歳を過ぎたくらいからは、一人ですべて仕切ってするのがしんどくなり、ある工

務店にお勤めするようになりました。その１０年ほどの間は、慰安旅行や宴会などにも

参加する機会がありそれはそれで結構楽しんでいたようです。新しい職人が入ってくる

と「最近の若いもんは計算もできない」とぼやいていることもありました。老舗の料亭

などの仕事もあり、かなり腕を振るうことができたようです。これは父にしかできない

仕事だからと床の間などを一手に任せてもらったりするのがうれしくて仕方なかったの

でしょう。無口だった父が、よくしゃべるようになったのもこのころからだと思いま

す。私自身は１０年ほど実家から離れていて、家に戻ったので、父親の変わりぶりに驚

いた覚えがあります。お酒に酔った勢いでか、小さな孫に、「おじいちゃんは家が出来

上がっていくのを見るのが好きでたまらない」と話していたのも印象的でした。 

 仕事を引退してからは趣味として、茅葺き屋根の民家を手始めに、五重塔などの建築

物の模型を作り続けています。なかなか本格的ですが、大きすぎて実家の客間にはもう

座る場所すらないほどです。私が昔使っていた部屋は、完全に仕事部屋になっていま

す。何度か新聞やラジオの取材もあって、またそれを見聞きした古い知人が訪れてきた

りと、結構な忙しい日々を過ごしていました。最近は、目も悪くなり仕事のペースも落

ちたようですが、それでも毎日コツコツと続けているようです。実家に顔を出すと、今

はここまで進んでいるなどと説明してくれます。まあ、足腰なども弱り出かけることも

減ったので、老夫婦二人でぼちぼち生活しているという感じです。 

 子供としての私はほとんど叱られた記憶がありません。ただ、小学校３年生くらいの

ときに、何が理由だったかは覚えていないのですが、おしりをたたかれて泣いた覚えだ

けがあります。賭け事は一切しないとか、バス停２つ、３つ分なら節約して歩いたり、

外でのどが渇いても自動販売機には手を出さないなどのこの私の性格は、父親譲りなの

だろうと思います。一方、旅行好き、外食好きの性格は父親への反発心から起こってい

るのかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 



・働くことの意味 ― 古代から現代まで 

 

ヒト以外の動物も、自分が生きていくため、エサを得るために行動をします。1万年

ほど前、農耕・牧畜を始めるまでのヒトはそれらの動物とさほど違いはなかったのかも

しれません。しかし、人類は自分たちが食べるものを、自分たちの力でつくるというこ

とを始めました。（環境破壊の始まりです。）そして、太陽の恵み、大地の恵みによっ

て、自分たちが食べる以上のものを作り出すことが可能になりました。「何のために働

くのか？」・・・この問いに対する答えを、もし単に「食べていくため、生きていくた

め」としてしまうと、ヒト以外の動物も働いているということになってしまいます。い

や、動物たちは皆、働いていると言ってもいいのでしょう。ここで、ヒトと他の動物と

の間に差をつけるとすれば、ヒトはより幸福に、より良い生活をするために、より多く

の食料を手に入れるために、より便利な生活をするために、考え、工夫を凝らし、目的

をもって新たな道具をつくり、働いてきたということになるのでしょう。 

ところで、古代ギリシアの人々は、生きていくための労働はもっぱら奴隷にまかせてい

たと言います。いわゆる肉体労働は、つまらぬ人間のすることとして蔑視されていたふ

しがあります。「彼らにとっての完全な人間は貴族であり、労働せず、閑暇を持ち、政

治を動かし、闘技に明け暮れ、戦争に参加し、精神的作品を生み出す人間である。」

（ヤスパース）ここでの労働ということばに込められた意味は、いま私たちが感じてい

るものとはずいぶん違うと思いますが、そこにはかなり際立った働くことに対する価値

観の上下差があったように感じます。戦争に労働という意味を持たせられるとはとても

思えませんが、そこは、時代の差、つまり戦争の仕方・内容の差もあるのでしょう。こ

れに対して、西欧諸国に多大な影響を持ったと思われる「旧約聖書」から得られる労働

観もみてみましょう。アダムとイヴは楽園で何も心配することなく平和に暮らしていま

したが、あるとき神の戒めを破って禁断の木の実、つまり「知恵の実」を食べてしまい

ます。それで、楽園を追放され、その罪（原罪）のために「額に汗して働かなければな

らない」ようになります。働いて自分が生きるための糧を得なければならなくなりま

す。それは、いわば人間が犯した罪に対する償いだということです。キリスト教ではこ

の「原罪」が宗教の重要な柱となっています。そして「働かないものは食べてはならな

い」というパウロのことばが今日まで語り伝えられているのです。（そういう言い方を

すると、老人は、障がいがあって働けない人は・・・などなど問題も発生します。子ど

もは「遊んだり勉強したり」することが仕事なのだということにしておきましょう。）



罪を償うために働くのだから余分に儲けを得ようという発想はもともとはなかったはず

です。（ＮＰＯはそういう発想からきているのでしょう。）それが、いつの間にか、生

産的な労働は一切せずに、右から左にお金を動かすだけで（実際には動かしてもいな

い。ネット上の処理だけで）大金を儲ける人たちがいます。私には、どうしても、そう

いう人たちが働いているとは思えないのです。これは価値観の問題なので、他人に強制

することはもちろんできません。「働くことの意味」を「他の人の役に立つ」こととら

えるなら、たとえば証券会社で人が儲けるのを手伝っている人はしっかり働いているこ

とになります。しかし、何一つ生産的に生み出すことなく、少し頭を使って、少しの時

間差でお金を儲けるというのがどうしても働いていることとは思えないのです。まあ、

それだけでずっとやっていけるわけではないのでしょうが。でも、そうして考えていく

と、芸術家はどうなのか、小説家はどうか、俳優とかテレビタレントはどうか・・・さ

らには、教育の仕事はどうなのかと言うことにもなってきます。本当にそれは「他人の

ために」なっているのかどうか。独りよがりになっていないのかどうか。これからます

ますサービス業が労働の中心となるでしょう。そうしたときに何をもってして働いたと

言えるのか、それぞれが考えていく必要があるのだと思います。 

付け加えると、「労働」を、働いたことの対価として「給与」をもらうこと、あるいは

「利益」を得ること、というふうに解釈すると、家事や育児、また家族の介護はどうな

るのかという問題が発生します。やはり「誰か他の人の役に立つ」というのが、ひとつ

の「働くことの意味」であると考えておきたいと思います。「情けは人の為ならず」

で、誰かのためにしたことがまわりまわって自分にも戻ってくるのでしょう。そういう

意味では、昔ながらの近江商人の「三方よし」という発想は、今でもすぐれた考え方な

のだと思います。つまり「売り手よし、買い手よし、世間よし」売り手の都合だけで商

いをするのでなく、買い手が心底満足し、さらに商いを通じて地域社会の発展や福利の

増進にも貢献しなければならないという発想です。優先順位としては逆順の方が良さそ

うですが。我々が働くことで、社会にも貢献できれば何よりです。次回からは、具体的

な仕事の内容について見ていくことにします。 

 

 

 

 

 

 



・自然に関わる仕事 

 

私自身は小さいころ京都のど真ん中（祇園祭の鉾が並ぶあたり）に住んでおり、自然

とは全く関わりなく過ごしていました。小３で太秦に引っ越すと、田んぼも畑もあり、

桂川まで行けばまだ泳ぐこともできました。しかし、生き物の思い出と言えば、カエル

を１０匹ほど捕まえたもののエサを与えることもできず、２、３日で逃がしたこと。鈴

虫をしばらく飼っていて、蚊取り線香のせいでか何匹も死なせてしまったこと。植木の

水やり。そんなところです。この仕事についてから、アオムシやアゲハの幼虫を育てた

り、ナナホシテントウのさなぎが羽化する瞬間を見たり、ノビルをとってきて食べた

り、いろいろ自然に感動しています。さて、自然が大好きという人に向いている仕事を

紹介していきましょう。 

 

農業…幅が広いですが、自分なりのこだわりで、無農薬で本当においしい生き生きし

た野菜を作るとか、酒造に適したコメを研究して作るとか、いろいろとやりがいがあり

そうです。一方で、合理化、機械化の中、大量生産を心がけるという人もいるでしょ

う。何が良いかはそれぞれの価値観でしょう。いずれにせよ、農学部を出て、ある程度

の最新の知識を持って臨む方が良いと思われます。ただ、少し歳をとってから、会社を

辞めて、農業に従事するというのもおもしろいとは思います。 
 

お花屋さん…幼稚園くらいの女の子が一番つきたい職業ではないでしょうか。単に

花を売るというだけでなく、フラワーアレンジメントの技術を身につけて、教室を開く

とか、結婚式場などで力を発揮するとか、いろいろと道はありそうです。また、青いバ

ラを咲かせるなどの研究職もありうるでしょう。 
 

庭師、庭園設計士…一般家庭の庭の手入れもあれば、高層ビルの屋上に造る空中

庭園の設計をしたりと活動の場を広げることが可能でしょう。植木屋さんというと、つ

いバカボンのパパを思い浮かべてしまうので気軽な仕事と思いがちですが、京都には立

派な庭のあるお寺などがたくさんありますから、仕事の場はまだまだあるのではないで

しょうか。 
 

植物園…学芸員の仕事などは、好きな人にはたまらないでしょうね。ただし、公立の

場合は公務員になるので、ずっと植物園に勤務できるのかどうかは分からないようで

す。 



 

林業…最近、映画にもなったので、やってみようという人が増えているかもしれませ

ん。ぜひ、花粉が大量に飛ばないスギやヒノキを育ててほしいものです。 
 

獣医…動物好きな人がまず目指すのが獣医さん。しかし、動物の死に何度も直面しな

ければならないことは頭に入れておいた方が良いでしょう。大学で６年間勉強し、国家

資格を取る必要があります。なかなか難しいのでしっかり勉強しないといけません。 
 

動物園…植物園と同じ。好きな人にはたまらない。映画にもなって旭山がずいぶん有

名になりましたが、維持していくには客集めも必要で、そのための見せ方などにも工夫

が必要なのでしょう。単に動物の世話をしていれば良いというわけにはいかないのかも

しれません。（私たちが単に勉強を教えていれば良いというわけではないのと似ている

かもしれません。） 
 

犬の訓練士…警察犬とか盲導犬とかを育てる特別な仕事があります。大切な仕事で

すし、やりがいがあるのでしょう。犬が好きであるというのが必要条件ですが、忍耐力

もないと続かないでしょう。 
 

ペット屋さん…私はほ乳類のペットを飼ったことがなく、気持ちはちょっと分かり

かねる部分もあります。しかし、古くから犬や猫はペットとして人と生活を共にしてき

ました。そういう意味で、必要性はあり続けるのでしょう。 
 

トリマー…ペットを飼う人がいる限り必要になる仕事でしょう。 
 

畜産…また幅が広い仕事ですが、こちらは動物をかわいがるのではなく、食するため

に動物を育てる仕事です。主には牛、豚、鶏となるのでしょう。いかにおいしい肉を安

く大量に作るか。あるいは、野菜や米と同じで、味にこだわって、最高級の肉を生産す

るというのも一つでしょう。こちらも農学部畜産学科などで、いろいろと研究を積んだ

上で仕事に就く方が良いのでしょう。やはり、日本ならば北海道でしょうか。 
 

漁業…こちらも幅が広い。長い期間船に乗って遠洋に向かう仕事もあるでしょうし、

近くの海での漁だけという人もいるでしょう。また、養殖を専門にする人もいるでしょ

う。自然のおこぼれを少しいただくというだけでなく、人間の知恵を生かして、大量に

おいしい魚を手に入れるという仕事もあります。こちらは大学で水産学などの勉強をし

ておく必要があるのでしょう。安くておいしいトロがいただけるのはうれしいことです

が、私は個人的には、漁をして、稚魚が捕まったら、海に放してやるなど、捕りすぎ



ず、ぶをわきまえて、海の幸を少し分けていただくという発想の方が好ましく感じま

す。 
 

水族館…やはり楽しそうな仕事ではありますが、動物園以上にお金がかかりそうなの

で、資金集めは結構大変なのかもしれません。動物園とは違って、イルカやアシカの調

教というのも仕事に加わります。かなり人気がある仕事のようです。近くに海も湖も川

もない都会のど真ん中に造るのはどんなものかともお思いますが。 

次に、生き物とはちょっと離れますが、地球のこと、宇宙のことなどに興味を持つ人に

もいろいろな仕事があります。どちらかというとかなり専門的な仕事になります。大学

でその専門の課程を収めるかどうかは別として、かなり自分で勉強する必要があるでし

ょう。 
 

（科学者…研究者という仕事についていずれ触れます。） 
 

気象予報士…国家試験に合格する必要があります。大学卒である必要はないので、

以前、明星中学２年生が合格したという話を聞いたことがあります。ニュース番組の天

気キャスターの仕事だけでなく、いろいろな方面での仕事はあるようです。 
 

宇宙飛行士…「宇宙兄弟」を見る限りでは、かなり大変な試験がありそうですね。

体力も忍耐力も必要だし、緊急事態時の判断力とか、協調性なども必要なのでしょう。

危険は伴いますが、やりがいのある仕事であることは間違いないですね。 
 

JAXA…宇宙飛行士にまではなれなくても宇宙に関わる仕事ができます。もちろん、

NASAに行ければなお良いのかもしれません。 
 

科学館…でんじろう先生のもとなどでいっしょに働けるとたのしそうですね。まあで

も、おそらく人気があって、なかなかこういう仕事に就くのは難しいのかもしれませ

ん。 
 

プラネタリウム…これまたすてきな仕事ですね。いい声ですよね。うっとりしま

す。話し方が下手だとがっかりですね。自分で毎月話す内容なども考えないといけない

ようですから、相当勉強はしないといけないでしょうね。でも好きならできますね。 
 

自然科学系の雑誌や書籍編集…専門家になるにはちょっと、でも自然科学が好

きだしそれを世の中に広めたいしと思っている人にはいいかもしれません。私も大学を

卒業してすぐの３年間、編集の仕事をしていました。アイデアだけはいっぱい持ってい



ました。売れるかどうかを気にしなくて良ければ本当に楽しい仕事なのですが。世の中

そうはいきません。それが働くということ、お給料をもらうということですね。それで

も、お金だけではない何かがあります。 

次回は、モノづくりに関わる仕事特集です。お楽しみに。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・モノづくりに関わる仕事 

 

第２回で書いた通り私の父親の仕事は大工でした。モノづくりの一番目はもちろん家

を作るということ。ヒトが人として生き始めた最初のころから住まいは必要だったこと

でしょう。恐らく自分の住みかは自分で作るという時代が長く続いたのではないでしょ

うか。それがいつのころからか、専門的な仕事になってきたのでしょう。家は１人で作

れるわけではありません。日本家屋ならば瓦屋や左官屋（壁をぬる）も必要です。最近

の工法ならば、工場で作ったものを運んできて組み立てるだけというのもあるかもしれ

ませんが、いずれにせよたくさんの人の手によります。住宅販売の会社や、建具（ドア

や窓）を作って販売、風呂、トイレやキッチンなどの開発・販売などいろいろな会社が

住宅を作るという仕事に関わります。もっというと、大きな建築会社では日本一大きな

ビルを建てるかもしれません。そういったことに関われるのは素晴らしいですね。大学

の工学部建築学科などで、きちんと専門的な勉強をしておく方が良いでしょう。建築士

の資格も取っておく必要があるでしょう。自分で設計事務所を経営することもできるか

もしれません。インテリア（家具、カーテンなど）、エクステリア（玄関、庭など）を

デザインする仕事もあります。次に衣服を作る仕事、ファッション関係の仕事を見てい

きましょう。専門学校で教育を受けることが多いですが、最近は大学の生活科学部など

で衣食に関わる勉強をする場所は増えています。ファッションデザイナーになって自分

の考えた服を着ている人が街を歩いていたらそれはうれしいでしょうね。スタイリスト

（テレビや映画の撮影で洋服や靴、小物などを準備する）とか美容師、さらにはネイル

（爪）アーティストなどもあげておきましょう。ジュエリーデザイナーという仕事もあ

ります。世界遺産になった石見銀山に行くと、銀のアクセサリーを自分でデザイン・作

成して販売している人もいました。こだわりがありそうでしたね。 

さて、やわらかいものから今度はかたい機械系。まずは自動車の開発・製造・販売。一

昔前は自動車産業がもっとも盛んでした。自動車を作ることで、その中に使われている

たくさんの種類の部品を作る子会社も多くの仕事を下受けすることができました。そう

して世の中の経済は右肩上がりと言われたのです。しかし、いまはそれも飽和状態で、

自動車がたくさん売れる時代ではなくなりました。それでも、新しい技術の開発はいく

つもあるのでやりがいのある仕事と思います。どんどん、良いエコカーを開発して、た

くさん販売し、安くなってほしいものです。ソーラーパネルなども同じです。良いのは

分かっているけど高いのが問題です。国の政策も必要なのでしょう。ちょっとモノづく



りから離れてしまいました。大きなモノづくりとしては、船とか飛行機、鉄道などもあ

ります。最新型の新幹線を開発するなどおもしろそうですね。何よりも安全第一で造っ

ていただきたいものです。それでは、いま、もっとも盛んにつくられているものは、携

帯電話、スマートフォンやパソコンなどでしょう。ウエアラブルＰＣなどと言って、身

につけることのできる（眼鏡型、腕時計型など）小型ＰＣがどんどん作られ始めていま

す。おもしろそうな技術です。相当に専門的な知識を要します。これらに絶対必要なも

のとして、長時間使用に耐える小型電池の開発があります。それがあって初めて、携帯

電話のここまでの小型化に成功してきたのです。またロボットの作製などもおもしろそ

うです。高校生になってロボットコンテストに出場する人もいるかもしれませんね。医

療用、介護用、危険場所での作業用、家事手伝い用？あるいはペット代わり？いろいろ

開発ができそうです。それから、ロケットや人工衛星。こういうものの製作にかかわる

のも面白いでしょう。けっこう、日本の中小企業の技術が注目されているそうです。だ

いたい、こういったものは工学部で情報や電子、精密機械、材料科学などに関わる学科

で勉強する必要があるでしょう。数学や物理・化学の知識が必要と思われます。将来の

ためにもとくに数学の勉強はしておこうね。 

最後に、伝統的な技術について。大工でも宮大工というのがあります。古い神社仏閣や

城などを修復したりします。大切な仕事です。最近でもニュースにもなって聞いたこと

があると思いますが、平等院はもちろん、姫路城が大きな修復を終えました。それから

伊勢神宮に出雲大社、これらは定期的に作り直しが行われています。祇園祭に今年は大

船が復活したということです。そういうものを作る技術が残っているというのは素晴ら

しいことですね。そして、陶芸や漆塗り、竹細工などさらには日本の着物に関わるも

の、京都には友禅とか西陣織などがあります。そういう技術を受け継いでいくというの

も大切な仕事と思われます。「もうかる」わけではなさそうなので、そういう仕事に就

くには相当な覚悟が必要でしょう。長い年月の修業が必要です。先輩の職人あるいは師

匠から教えてもらうのではなく、技術をまねして、盗まないといけません。昔ながらの

徒弟制度です。大学卒業してからでも遅いということはないと思います。何かを志すと

いうのは素晴らしいこと。グローバル化と騒がれている今だからこそ、もちろん海外に

目を向ければよいのだけれど、そこから逆に日本の伝統技術のすごさにまた目を向けて

もらえればと思います。それぞれの地域の自治体や国などのはたらきも何としても必要

です。何とか技術を維持していけるようにしたいものです。 

次回は、いよいよ私の専門分野。教育に関わる仕事です。お楽しみに。 

 



・教育に関わる仕事 

 

まずは学校の先生ですね。しかし、この学校の先生、明治維新後、学校教育が始まっ

たころ、いったい誰が先生になったのでしょう。もちろんそれまでにも、いわゆる寺子

屋とか、私塾、藩校などと呼ばれるものがあって、子どもたちの教育はしてきたのでし

ょう。しかし当時は、新しい社会で、何をどう教育していくのかなど、制度作りと教員

養成が急務だったことでしょう。実際には、藩校や寺子屋を明治に入ってもそのまま学

校として使っていたようです。教員免許などは、しばらくはあいまいなままで行ったの

でしょう。 

さて、現在、学校の先生になるにはどうすればよいのでしょう。小学校や幼稚園の場

合はそれぞれの教員養成を専門とする大学（教育学部など）に通い、必要な教科の学習

をし、研修などをくり返して、大学卒業時に教員免許が取れるようになっています。こ

れで、即採用、仕事が決まるというわけではありません。その後、採用試験が待ってい

ます。中学や高校の場合は、どの学部でもよく（学部によって取得できる教科は異なり

ます）、それぞれの専門の勉強と、教員になるために準備された講座（教育原理・教育

心理など）を受講し、やはり教育実習・介護実習などを踏まえて、大学卒業時に教員免

許がもらえます。そして公立の学校の場合は、それぞれの都道府県で採用試験を受け、

合格すればどこかの学校に配属されることになります。京都の場合ですと、北部の学校

に決まると大変ですね。ある程度、希望などは聞いてもらえるでしょうが、わがままも

言っていられませんしね。もっとも、これは、どの会社に入っても同じで、グローバル

企業？なんかでは、「来週からケニアに行ってくれ」なんていうことにも従わないとい

けないのかもしれません。 

私立の学校の場合は、普通の会社と同じで、いったんその学校の採用試験に合格すれ

ば、何らかの問題がない限り、定年まで同じ学校に勤務することが多いようです。立命

館とか同志社などなら、同じ系列の学校内での異動もあるでしょうし、力のある先生

（たぶん生徒を集める力）は、他校に引き抜かれることもあるようです。ここで気をつ

けておきたいのは、私立の場合はたいがい、中高一貫になっていることが多いので、中

高両方の教員免許を取得しておく必要があるということです。必要とされる教科（単

位）が若干違うこともあるので注意が必要です。私の場合は、高校理科の免許をとりま

したが、中学理科をとるには地学実習などが必要で、それに行くのが面倒だったため、

中学免許をとることができませんでした。いまでも、それを後悔しています。もう３０



年近く前のことですから、変わっている点もあるでしょうが、大まかには同じようなも

のだと思います。私立の学校を卒業した人の場合は、自分の母校にもどって教員として

働くという人も多いようです。それはいいことですね。嫌いだった学校で働きたいとい

う人はいないでしょうから、母校愛の連鎖が期待できるのではないでしょうか。 

それから、新しく導入されたものに、教員免許の更新制度があります。１０年に１回は

研修などをしっかり受けて、最後にテスト（レポート）などで合格？しないといけない

ようです。それはそうでしょう、高校入試の問題が解けない中学の先生が問題になった

こともありましたし。いずれにせよ、人に何かを教えようという先生自身が学ぶ姿勢を

失ってしまっては、もはや教育は成り立たないでしょう。もっとも、日々の仕事に忙殺

されて、自分自身の学びについて考える時間などないと言われるかもしれませんが、そ

れは、制度も含めて自分の仕事の仕方などを見直し、何としても自ら学ぶ時間を確保し

てほしいものです。 

さらに、昔から言われることではありますが、教員の世界はどうしても閉鎖的になりが

ちで、学校を卒業してすぐに学校の先生になった人たちは、学校の中しか世界を知らな

いということにもなります。そういう意味では、いろいろ問題はあるのでしょうが、民

間人の校長を入れるとか、教員が民間の会社で１，２年働くとか、そういう動きは必要

なのかもしれません。あるいは、地域の人々との交流会であるとか、教職員以外の方々

の講演を聴くとか、いろいろと方法はありそうです。 

最近増えているように思うのが、特別支援学級などで働くことを希望している人です。

ふつう、教育学部でそのための専門の教育を受け、研修を積んで資格が得られます。い

ったん、理科など教科の先生になってから、さらに大学・あるいは大学院に行きなおし

て、資格を取る方も多いようです。特別支援学級に通う生徒がどれほど増えているのか

は分かりませんが、生徒２人に１人の先生が必要になったりもするようですので、普通

の教員よりも必要性が高いのかもしれません。通常学級に通っている生徒の中にも、個

別に、指導の仕方を考えてあげれば、もっと良い方向に進むはずなのに、と思える子供

たちがいることはたしかです。人的、物理的、時間的にといろいろ問題はあるのでしょ

うが、必要な生徒には一人ひとりに対応できる仕組みがあれば良いのでしょう。 

別に、子どもは昔も今も変わらない。そんな５０年や１００年で脳の仕組みが変わって

いるわけでもなく、４０人や５０人、１つクラスに掘り込んで、一斉に授業をすればよ

い。その中で、できる生徒もいれば、できない生徒もいるだろう。社会に出てもそれは

同じこと。それを子どもたちが経験し、手助けをしあえる環境を作ってあげるのが大

切。というような考えもあるでしょう。一方で、技術の革新はめざましく、幼いころか



ら、ビデオやゲームなどに慣れ親しんできた子どもたちがいる。あるいは親の世代が変

わってきた（たとえば、私が子供のころは親に英語を教えてもらうということはあり得

ませんでしたが、いまはそんなことは普通に行われています）ために影響を受ける子ど

もたちがいる。そういう子どもたちに対する教育は変えていかないといけない。という

考えももちろんあると思います。そのどちらが正しいとも私には言えません。一つ一つ

考えながら行動するということが大切なのでしょう。 

さて、教育の仕事は学校の先生ばかりではありません。保育士（男性も必要でしょう）

もいれば、フリースクールなどの先生、そして予備校や塾の先生、家庭教師といろいろ

な形で教育に関わることはできます。この、子どもたちの成長に関わることのできる教

育という仕事は本当に素晴らしいものだと思っています。自分にとっても日々学びの連

続ですから。同時に責任も重大な仕事です。もっとも、いろんな人が先生としていても

良いわけで、あまり先生に多大な期待をかけない方が良い、という話もあります。これ

は森毅先生が常に言っていたことです。一生思い出に残る、あるいは何かあるたびに相

談に行きたい、そんな先生と一生のうちに一人とでも出会えれば幸せなのかもしれませ

ん。そういう先生でありたいと私も思っています。 

私が「数学はおもしろい」と日々言っているうちに、子どもたちも「ひょっとして数学

っておもしろいかも」と思うようになってくれる、こうした「あこがれの連鎖」（齋藤

孝）のようなものが教育には絶対必要と思います。そのために、先生と呼ばれる人は

日々学び続けなければならないのだと思います。 

「学ぶということの証はただ一つで、何かが変わることである」（林竹二）。私たちの

体は、物質としては日々更新されています。しかし、自分自身の同一性は保たれていま

す。にもかかわらず、日々変わっていかねばならないのです。根本は同じであっても、

毎日少しずつでも変化する必要があります。それが学びです。私も変わる、生徒の皆も

変わる、変わったことに気づく。今日何が変わったか、日々振り返ってみたいもので

す。 

最後に、私が言うのは変かもしれませんが、教育は市場経済にはなじみません。（内田

樹・村上龍など複数の方が書いています。）本来、教育で儲けようと思ってはいけませ

ん。教育は国や自治体が最優先で考えなければいけない仕事なのです。税金をうまく使

って、より良い教育の充実を図っていただきたいものです。 

大学など高等教育についてはいずれ研究者について考えるときに書きます。 

次回は医療・福祉関係です。 

 



・医療・福祉に関わる仕事 

 

いま最も人気のある仕事と言っていいかもしれません。いま世の中で最も必要とされ

ている仕事と言いかえてもいいのでしょう。まずは昔から人気の職業、医者。人気があ

ると言っていいのかどうかわかりませんが、仕事の内容が分かりやすく、子どもたちが

出会うことも多いし、ドラマの主人公になったりすることも多いので、「医者になりた

い」という希望を持つ人は多いですね。しかし、当然のことながら大変な勉強をしない

といけません。まず、医学部に入る。それが難関。また、私立大学医学部なら授業料も

格段に高い。６年間で大量の知識を詰め込まないといけないし、その後、国家試験に合

格する必要もあります。できれば、成績がいいというだけで、医学部を目指すというの

はやめてほしいものです。何か使命感を持って、他人の役に立ちたいと思って医者を目

指してほしいですね。歯医者、こちらは医学部ではなく歯学部というのがあります。や

はり６年間通う必要があります。医者ほど命にかかわる仕事というわけではないです

が、歯を悪くしてかたいものなどが食べられないということになると、一気に生活の質

が落ちるので、やはりきちんと患者の身になってくれる歯科医に出会いたいですね。歯

が痛くて２年近く通ったことがありますが、全く改善されなくても、毎回、受診料を払

い続けることになりますから、ちゃんと責任を持ってほしいものです。（我々の仕事も

同じで、今のことば胸に突き刺さります。）歯科医といっしょに仕事をする歯科衛生士

とか義歯や矯正装置などを作ったり修理したりする歯科技工士などの仕事もあります。

いずれも専門の教育を受けた後、国家資格を取る必要があります。薬剤師、今度は薬学

部。こちらも６年間大学に通うことになります。やはり専門知識が必要です。病院や薬

局に勤務する人から、医薬品の企業に勤める人までいろいろと働き口はありそうです。

がんやアルツハイマーなどによく効く薬を開発するなどの目標をもって働けるといいで

すね。看護師、むかしは白衣の天使などと言って女性の仕事のようでしたが、最近では

男性でも看護の仕事に就く人はいます。大学の医学部看護学科もあれば、看護の専門学

校もあります。医者よりも患者との距離感は近く、患者の生活の質が向上できるように

働かなければいけないでしょう。同じ、医者や看護師と言っても、どういう病院で勤務

するかによって、ずいぶん働き方は違ったものになるのでしょう。緊急医療なのか、が

ん治療なのか、高齢者医療なのか、地域の内科・小児科か、へき地の医者になるか、国

境なき医師団に属するか。下手をすると、自分の生活がすべてそこにつぎ込まれること

にもなります。プライベートの時間なんて持てないかもしれない。そのかわり、やりが



いのある仕事であることは間違いないでしょう。（まあ、お給料も相当良いでしょう。

責任重大な仕事なので当然です。）最近増えてきているように思うのが、理学療法士や

作業療法士と呼ばれる仕事です。病気やけがで体の動きが悪くなった人のリハビリテー

ションを手助けする仕事です。専門課程のある大学や専門学校で教育を受けた後、国家

試験に合格しないといけません。また、こころの病気にかかわる仕事もあります。精神

科であったり、心療内科と呼ばれるようなところで勤務する医師。こちらは医学部を卒

業して、薬物療法も含めて、患者の治療にあたります。それとは別に、心理学を専門に

勉強し、臨床心理士（カウンセラー）として働く道もあります。大学院で 2年間、専門

の教育を受け、資格を取る必要があります。カウンセラーとして学校に入る人、一般企

業に入る人、いろいろと働き場所はありそうです。 

 医療と非常に近い仕事に福祉関係の仕事がたくさんあります。現在の超高齢化社会に

はなくてはならない仕事です。仕事の大変さに比べて待遇が良くない（お給料が少な

い）などの問題点がありましたが、介護保険が導入されてずいぶん改善はされているよ

うです。ソーシャルワーカーとかケアワーカーなどと呼ばれる仕事があります。公務員

として働くなら、まず公務員試験に合格しなければなりませんが、それとは別に、社会

福祉士とか介護福祉士などの国家資格も取っておくべきでしょう。施設で働くというこ

ともあるし、それぞれの家庭に出向いて仕事をする場合もあるでしょう。また直接、高

齢者や障がい者と接して、介護や家事などの手伝いをするという仕事もありますし、そ

の地域で介護をする人を介護を必要としている人に紹介するような仕事もあります。実

は、この介護ビジネスというのは今後さらにニーズが見込まれるため、民間の業者も参

入していましたが、なかなか、そこから大きな利益を得るというわけにはいかなかった

ようです。おそらく、医療や福祉、それに教育という仕事は、ＮＰＯの発想で仕事をす

べきなのだと思います。つまり、利潤を追い求めるのでなく、その仕事に就く人々が、

そこそこの生活ができる給料さえ得られれば、それでよしとするくらいの発想が必要な

のでしょう。そして、できればそういう施設などに寄付をすることで、税金の免除があ

るなどの政治的な配慮ができてくるとなお良いと思います。 

もともと、介護は家族がするものでした。もちろん無給・無休で。それが、美徳と考え

る人もいるかもしれませんが、子どもの数が昔に比べて圧倒的に減っている今の家族

で、しかも遠く離れて暮らしている場合もあるため、なかなか家族ですべてをまかなう

のは難しくなっています。それならば、お金を払ってでも、専門の方に、介護を任せた

方が良いのでしょう。その領域に、海外からの労働者を入れるという方法もあります

が、気をつけなければ、賃金の安い方へ安い方へ流れてしまって、結局、日本人の働き



手がつかなくなるということも起こりえます。そういう点については、政治家とか行政

の仕事に関わる人に、しっかり将来を見据えた計画を立ててほしいものです。 

 今回紹介した仕事のほとんどが、人と直接、接する仕事です。人の命にかかわる場合

も多く、国家資格が必要になってきます。単なる知識だけではなく、高度な判断力も身

につけなければいけません。さらに、コミュニケーション力―それは、相手の立場にた

って考える想像力でもあります―も鍛えていくべきでしょう。本当に大切な仕事です。 

 次回は、法律や経済・金融に関わる仕事について見ていきます。ちょっと苦手な分野

ですが、学生時代の友人の中には、意外とこういう仕事についている人が多いのです。

まあ、学生寮に住んでいたため、いろいろな学部の友達がいるからというのが理由です

が。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・法律・経済・金融に関わる仕事 

 

まずは、法律に関する仕事。大学では主に法学部で学び、さらに大学院・ロースクー

ルで高度な教育を受ける必要があります。最も人気のある仕事の一つが弁護士でしょ

う。テレビドラマの主人公になったりもするので何となくどんな仕事かは分かると思い

ますが、そんな派手な（大きな事件を扱う）仕事ばかりではなく、おそらく日々は地味

な仕事が多いのだろうと思います。しかしながら、弱い立場に置かれた人の役に立つた

めの仕事ですので、やりがいはあることと思います。ただし、どう考えても凶悪犯で、

弁護のしようもなさそうな人の弁護もしなければいけない場合も出てくることでしょ

う。そのときに、自分の良心に従ってどう行動するのか難しいところです。検事は、法

律に違反した犯罪を警察とも協力して捜査し、被疑者を起訴し、公判の場では被告側の

弁護士と論争を行う。そして、実刑判決が確定した場合は刑の執行を指揮する。世の中

の安全・安心のために、罪を犯した人が同じような犯罪を二度と起こさないよう取り組

む仕事をします。しかし、冤罪（無実の罪）をつくってしまうことのないよう細心の注

意も必要です。裁判官は、弁護士と検事の話を聞いた上で、厳正中立な法の番人とし

て、判決を下します。裁判員制度が日本でも導入されるようになり、仕事の在り方も変

わってきていると思いますが、それでも、冷静に情に流されることなく、他のいかなる

機関からも影響を受けずに判断をしなければなりません。強い精神力を要するものと思

います。いずれも、最難関といわれる司法試験に合格し、長期の研修を踏まえて、一人

前に仕事をすることができるようになります。近年ではＩＴ犯罪なども増えているた

め、専門的な知識も要求されるようになっていることでしょう。犯罪に関わるのではな

く、法的に必要な書類などを代行して作成し、提出するなどの仕事もあります。司法書

士とか行政書士と呼ばれる仕事です。それぞれやはり資格試験に合格する必要がありま

す。また、新しい製品の開発などに関わって、特許の申請などを代行する弁理士という

仕事もあります。やはり国家資格が必要です。ネット上ではオールフリーのような動き

もあるようですが、やはり会社が利潤を追求するには、しのぎを削って新しい製品を開

発した場合の特許は、企業にとっては死活問題なのでしょう。青色発光ダイオードで問

題になりましたが、発明した個人に帰するのか、企業が特許を取得するのか、割合をど

うするのかなど、いろいろと問題もあることでしょう。 

さて、次にお金に関わる仕事です。大学では経済学部・経営学部・商学部などで教育を

受けている方が良いでしょうが、私が学生のころから、理学部数学科を卒業して、金融



関係の仕事に就く人は多かったと思います。統計学など、数学を駆使する必要がある仕

事も多いようです。最初は銀行員から。銀行と一口に言っても、いろいろな種類があり

ます。全国で展開している都市銀行とか、地方に根差した銀行、中小企業を主な得意先

とする信用金庫、農業関係中心に扱う金融機関などなど。そして、その中の仕事もいろ

いろとあることでしょう。窓口の業務もあれば、外に出て営業に回る人もいるでしょ

う。もともと銀行は、お金が余っている人に預けてもらったものを、お金が足りない人

に貸して、そこから利子を得ることで、利益を上げていきます。新しく商売を始めると

きには、自分の持っているお金（自己資金）だけでは足りない場合が多いでしょうか

ら、銀行に借りることになります。銀行はこの人（会社・法人）なら、会社を盛り立て

て利益もたくさん得られるだろう。お金を貸しても、元金はもちろん、きちんと利息も

払ってくれるだろうと判断して、お金を貸し出すことになります。その判断を間違う

と、大損害を被ることになるのでしょう。保険会社は人々（法人を含む）が安心して生

活（経営）できるように、普段は少しずつのお金を預かり、いざというときに大金を払

って困っている人を助けることになります。さて、お金を預け続けた人でも、事故もな

く、病気もせず、大してお金を使わずになくなってしまう人もいるでしょう。逆に大き

な病気をして、大金が必要になる人もいるでしょう。その割合がどれくらいになるのか

を、統計学的に計算し、保険金をどれくらい集めていけば、保険会社自体が破たんしな

くてすむのかを考え、設計していく仕事があります。これが、最近アメリカなどで大人

気のアクチュアリーという仕事です。資格を取るにはかなりの高いハードルがあるよう

です。日本の年金制度もしっかり見直していってほしいものですね。証券会社では株式

会社が発行する株券の売り買いを代行します。個人経営ではなく、株式会社というとこ

ろは、自分の会社の株を一般に公開して売り、それで集まった資金を元手に事業を展開

していきます。すごく面白い企画があって、もうかりそうなんだけど、自分たちの持っ

ているお金だけではその仕事が始められない。そんなとき、私たちにお金を出してくだ

さい。たくさんもうけて皆さんに返していきますよ・・・というような仕組みと思って

いいでしょう。株を買う人々にとっては賭けのようなところがあります。期待していた

会社がつぶれてしまえば、その株券は紙きれです。しかし大もうけをすれば、自分にも

利益が入ってきます。その会社の期待が高まれば、株自体の値段も上がり、安くで買っ

て高くで売るということも可能です。それで、いろいろと不正をはたらく人がいるので

すね。会社が不正をはたらいて、経営状態をよく見せて株価をつり上げるなんていう話

もあります。そういうことをなくすために公認会計士という仕事もあります。その資格

取得は、司法試験に次いで難関とも言われます。また、国民は、自分たちが安全で安心



して生活できるように税金を納める必要があります。皆さんも買い物したときに払う消

費税がありますが、それとは別にもうけた分からいくらか払う所得税と呼ばれるものも

あります。個人や企業がいくら税金を払えばよいかの計算を代行してくれるのが税理士

という仕事です。こちらももちろん資格は必要です。いずれの資格も相当な勉強が必要

です。いま皆さんがしている勉強とはかけ離れているかもしれませんが、勉強の仕方の

基本は同じです。いまのうちに、自分の勉強の仕方を身につけておくと良いですね。 

次回はメディア（テレビや出版など）それから外国に行って活躍するような仕事につ

いて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・メディア・外国に関わる仕事 

 

実は私はこの仕事（塾の先生）に就く前は出版社で編集の仕事をしていました。と言

っても、人気のベストセラーとかおしゃれな雑誌とかではなく、地味な理系専門書・専

門誌の企画・編集でした。書店の営業まわりもしたし、大学の先生に教科書として採用

していただくために大学まわりもしました。もちろんふだんは著者とのやり取り、いた

だいた原稿を調整して印刷屋にまわし、もどってきた校正刷りに赤を入れて（間違いを

訂正して）著者に送って確認してもらい、再度印刷屋へ。こういう作業を２回ほど繰り

返す。並行して、装丁を決めたり、コピー（宣伝文句）を考えたりもする。こういうこ

とをまた数冊並行して抱えていました。さらに、雑誌の企画や編集もしていました。従

業員が２０人ほどの小さな出版社なので、ほとんど本を作って売るということすべてに

関わることができました。大きな出版社だと分業が進んでおり、企画する人、校正する

人、広告・営業する人など専門化しています。その方が効率がいいとも言えるし、すべ

てを自分でこなした方が愛着もわいていいとも言えるでしょう。（この点はどの職業に

ついても言えることですが、大きな組織では専門分化が進んでおり、自分がいったい何

の役に立っているのか分からなくなることもあるようです。）３年しかその会社にはい

なかったので、自分で企画から著者への依頼、そして刊行までのすべてをこなしたのは

１冊だけです。津田一郎著「カオス的脳観」―いまでも私の宝物です。いまはもう売っ

てないと思います。興味のある人には貸し出します。残念なのはカバーデザインを慣れ

ない自分がやったため、地味な目立たない本になってしまったことです。タイトルは今

でも結構自信ありです。（ネットで見てみると、松岡正剛さんが千夜千冊の１冊に選ん

でくれています。）出版の仕事に就くには、大学でその分野の専門知識を身につておい

た方が良いでしょう。本が好きというのが一番かもしれません。新聞社は、いま新聞を

とる人がずいぶん減っているようで、大変なのかもしれません。しかし、ネットという

形態に変わったとしても、誰かが取材をして、写真を撮り、文章を書くということには

変わりないでしょう。そういう仕事はなくならないはずです。ジャーナリストとして、

社会にはびこるいろいろな問題を掘り起こすというのもおもしろい仕事と思います。テ

レビの仕事もそうでしょう。いち早く市民に社会の状況を正確に伝える、それを見聞き

して、人々は日々何かを感じ、考えることでしょう。いくらかの主観が入るのは仕方な

いですが、大きくねじ曲げて報道することは許されません。もちろん、テレビにはドラ

マもあればバラエティもあります。人々を楽しませるためにどういうものをつくって行



くのか、日々考え行動するのはやりがいもあると思います。もっとも、視聴率が取れな

いとスポンサーもつかないし、お金がないと自分の作りたいものがつくれないしと、い

ろいろ悩みも尽きないことでしょう。映画作りにしも同じようなことがあるのでしょ

う。テレビにしろ、映画にしろ、とにかくたくさんの人の手がかかっています。音響や

照明から衣装とか特殊メイクとか。もちろん、企画・制作（プロデューサー）・演出

(ディレクター)・ＡＤ（アシスタントディレクター）などなど。映画だと監督・助監

督。それぞれの世界で一流と言われるようになれば、どこかの会社に所属しなくても自

分の力でフリーでやっていけるのかもしれません。きっとほんの一握りの人と思います

が。専門学校などで特殊な技術を身につけることもできるでしょうし、数は少ないです

が、映画とか音響とかを学べる大学もあります。自分が好きなことを仕事にできるとい

うのは本当に幸せだろうと思います。 

 次は外国に関わる仕事。グローバル化と騒がれるようになって久しいですが、英語が

話せるようになることですぐにグローバル化できるというわけではないでしょう。しか

し、現在の状況からすると英語が使えることは、海外で活躍するための必要条件とは言

えるかもしれません。（ただし、これから１０年くらいの間にはかなり精度の高い自動

翻訳機ができるでしょうから、ひょっとすると英語力は問題にならなくなるかもしれま

せん。それより、日本語でいかに深い内容まで掘り下げられるかという力の方が必要に

なってくるのかもしれません。ということが、最近新聞に、益川敏英先生のインタビュ

ーとして掲載されていました。）外国が大好きとか、旅行が大好きという人は旅行代理

店とか航空会社に入れるといいでしょう。学生時代、修学旅行の引率のアルバイトをし

ていた友人がいます。日本国内ですが、しょっちゅういろいろと出かけていました。そ

の会社にそのまま就職した者もいます。自分で企画した商品（旅行）で、顧客が満足し

て喜んでくれれば最高ですね。外国語が好きで、得意で、それを仕事にしていきたいと

いうことなら、通訳とか翻訳家という仕事もあります。英語だけでなく、もっとマイナ

ーな言語の場合、できる人が少なければ結構仕事が入ってくるかもしれません。もっと

も頼む人も少ないでしょうが。翻訳の仕事といっても、何もサリンジャーの小説とかサ

イモン・シンのノンフィクションとか大物ばかりでなく、軽い雑誌に出てきた短編と

か、もっというと、コンピュータ機器などのマニュアルとか、いくらでも翻訳しなけれ

ばいけないものはあります。（あっ、でもこの仕事はすべて機械がこなすようになるか

も？？？最終チェックは必要だろうけど。）常に海外と行き来している仕事には、輸出

入を中心にした商社の仕事があります。海外で安く仕入れて、日本で高く売って利益を

得る。円高だか円安だか、どちらがどちらに有利なのか、私なんかにはとっさの判断が



つきかねますが、大きなお金を動かす仕事なのでしょう。さらには、外交官とか国連の

仕事などもあります。外国と日本の間をうまく取り持つことをしたり、世界の平和、安

心・安全のためにいろいろな部署で働く人たちもいます。青年海外協力隊（JICA）とし

て、若いころに海外に出て、教育とか医療とか土木工事などいろいろな場面で、外国の

人々のために活躍するということもできます。かけがえのない経験ができることと思い

ます。ただし、誰かのためにやってあげているという思いは禁物です。自分の良い経験

になっているというくらいに思っておくのが良いでしょう。最後に、私がずっといっし

ょに仕事をしてきた Y先生が、いまミャンマーでやっている、海外で日本語学校の先生

をするというのもあります。日本では英語・英語と騒いでいますが、日本近くのアジア

の国々では、日本語を勉強して、日本に留学し、いろいろな技術（サービスも含めて）

を日本で学び、自分の国にもどって活躍する（あるいは日本に残って働いてしっかりお

金を稼ぐ）という人々もいます。Y先生は、日本語を教えながら、日本に留学する学生

たちのお世話もしています。みなさんものすごく熱心に勉強しますよ。貧困から抜け出

すために皆必死に学んでいるのだと思います。（もっとも、貧しくても幸せと思ってい

る人はいくらでもいるでしょうから、こちらの判断で勝手にかわいそうなんて思わない

ことですね。） 

今回はどうも私自身の価値観がずいぶん強く出てしまいました。ここで紹介した仕事

は、外交官などを除くと、国家試験などはありません。好きで、やる気があって、就職

試験に合格すれば仕事に就くことができるでしょう。ただし、大手の出版社やテレビ

局、また旅行会社や商社などは人気も高く、一流？大学を出ていないと入社試験を受け

るためのエントリーさえさせてもらえないなんて話もありますから気をつけてくださ

い。 

次回は公務員とか政治家とかに登場してもらいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・政治・行政・安全に関わる仕事 

 

私の友人で政治家になった（市会議員など含めて）という人を、まだ一人も知りませ

ん。ただ、３０歳を過ぎたころ、地域の子育て勉強会のようなところで、市会議員の方

と知り合いになりました。正義感が強く、地域の住民のためを思って一生懸命に働かれ

ています。おそらくみなそうした正義感をもって、世のため人のためと思って政治家を

志すのでしょう。しかし、どうしても優遇されることも多く私腹を肥やすためになって

くると困ったものです。権力を持った人に対しては、常に監視の目が必要なのでしょ

う。長く権力を持たせるのがよくないということだと、（ある程度の知識を持ってお

り、その仕事にやりがいを見つけられる人の中から）くじ引きとかで交替制にしていく

というようなのも一つの手なのですが、現状では、なかなか難しいでしょう。政治家に

なるための私塾のようなものもあるようですが、まずは社会に出て、いろいろな問題意

識を持った上で、いったんは考えの近い政治家の秘書（弟子入り）などをして、それか

ら立候補をした方が良いような気もします。政治家にはもちろん批判能力も必要と思い

ますが、自らしっかりと建設的な意見も出してほしいと思います。人をおとしいれるよ

うなネタばかり探すのはやめてほしいものです。 

政治家が世のため人のためと思って法律をつくったら（立法）、それを実際に行動に移

していく（行政）のはいわゆる公務員の仕事でしょう。公務員と言ってもいろいろとあ

ります。文部科学省とか厚生労働省とか国の機関で働く場合。京都府庁とか宇治市役所

とか地方自治体の機関で働く場合。国際的な機関で働く場合。それから、もちろん公立

学校の教職員。そして、消防や警察などなど。多分基本的には私たちが税金を支払っ

て、そこからお給料をもらって働いている人たちと言っていいのでしょう。仕事の内容

は、さまざまな苦情対応（ハチの巣退治なんかもあるようですね）から、道路とか橋と

か、上下水道とかそういったものの維持・改修など。ゴミの処理もあります。そういっ

た地域の住民の生活に密着した仕事がまずあります。その上で、集めた大金（税金）を

どのように使っていくのか、何にどれだけお金を使うのか、どの企業にどの仕事をどれ

くらいの金額で回すのか、そんなことも決めないといけません（予算）。学校教育をど

のように進めていくのか、与えられた予算の範囲内で効率の良い運営もしていかないと

いけないでしょう。しかし、効率ばかり優先させて、子供たちの将来のことをしっかり

考えていないのでは困ります。地方でいろいろと考えていても、国としての方向性が変

わるとそれに従わないといけなくなるかもしれません。おそらく、国家公務員は将来の



ビジョンをしっかり持って、公正に公平に判断して、決められた法律の下、行動してい

かなければならないのでしょう。地方公務員はそれを受けて、しかも、実際にサービス

を受ける人々の顔をしっかり見て、自分の地域ではどうするのがより良いのかを判断し

行動に移す必要があります。主体性なく、言われるがままに行動するのでは地域住民の

満足は得られないでしょう。私企業に勤める人は、基本的にはその会社にお金を払って

くれる人のためを思って行動すればよいのでしょうが、公務員の場合は、自分も含め

て、その地域あるいはその国に住む人全員のためを考えて行動しなければいけないわけ

で、よく考えると大変な仕事だと思います。 

同じ公務員の中でも、私たちの安全な生活のために働く人々もいます。警察官、消防

士、海上保安官、自衛官などなど。いずれも、自分の命を危険にさらすこともある仕事

です。生半可な気持ちで取り組むことはできないでしょう。警察には、国全体を管理す

る警察庁（国家公務員）と各都道府県におかれた警察本部（地方公務員）があります。

東京都は特別に警視庁と呼ばれています。地域住民のために交番で勤務する人、犯罪捜

査や取り調べを行う刑事、交通事故の処理などをする部署、麻薬とか少年非行の取り締

まりなどをする生活安全課などなど、仕事もいろいろあります。最近ではＩＴ関連の犯

罪が増えているため、より専門的な知識を持った人が必要となっているようです。公務

員試験に合格すれば大学卒業後または高校卒業後、一定期間警察学校で教育・研修を受

け、実際の仕事についていくことになります。消防も基本的には同じように試験に合格

し、その後、消防学校で研修を受けてから仕事に就きます。警察に比べ出動する機会は

少ない（その方がいいに決まっている）ので、日々いざというときのための訓練が必要

になります。ただ、救急救命士の仕事などは医療の専門的な知識や技術も必要となるの

で、数年養成所で学んだあとに国家試験に合格する必要があります。最近、海上での船

の事故がよくニュースになっていますが、海上保安官になるには海上保安大学校などに

通う必要があります。遠洋航海乗船実習などで実践力を養った上で試験を受けるそうで

すが、倍率は１０倍以上になるようです。近所に親子そろって自衛官という家庭があり

ます。まあ、普段は決まった時間に出て帰って来れるので、普通のサラリーマンに比べ

ると、給料も安定していて良いとも言えます。そういうこともあって、結構人気のある

仕事と言えそうです。日本ではこの７０年戦争はありません。世界中から戦争が無くな

った方が良いに決まっています。それでも、いまでもどこかの地域では争いが絶えませ

ん。日本が、その渦中に巻き込まれるということがなかったとしても、人道支援とし

て、自衛隊が派遣されることもあります。危険な地域での仕事もあるでしょう。また、

日本は地震を始め、火山の噴火や土砂災害など自然の災害が非常に多い国です。そうい



うときに活躍するのも自衛官の方々です。そういう意味では常に危険と背中合わせの仕

事とも言えるでしょう。高校卒業後、防衛大学校などで専門的な教育を受けた後に仕事

に就く場合と、普通の大学卒業後に自衛官になる場合があります。いずれも幹部候補と

して働き始めることになるそうです。 

次回は、スポーツに関わる仕事、それから研究者とか芸術家とか言われる仕事を紹介

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・スポーツに関わる仕事、研究者・芸術家という仕事 

 

まずはスポーツに関わる仕事。いまでも将来の夢を聞くと、プロ野球選手とか、サッ

カー選手という人が結構います。そうなりたいと思い続けてもなかなか職業として（つ

まり生活ができるだけの給料をもらえる）スポーツ選手になるのは難しいでしょう。け

れど、思い続けていなければ決して夢はかなわないのだから、まずはそう思って、日々

努力・練習を続けるべきなのでしょう。そんな中で、自分の力ではちょっと無理かなあ

と感じたとしても、完全にそのスポーツから離れる必要はありません。そこから近いと

ころで働くこともできます。数は少ないし、収入がしっかりあるという種目は少ないよ

うですが、審判の仕事もあります。ある程度の経験を積んだ上で、勉強して資格を取る

必要があるでしょう。それから、メディカルスタッフとしてプロのチームに入ることも

できるかもしれません。もちろん、医療関係の大学や専門学校を卒業しておくべきでし

ょう。たぶん多いのは、スポーツクラブなどのインストラクターでしょう。自分の好き

なスポーツを仕事にすることができます。少し離れてしまいますが、スポーツ専門のラ

イターとかカメラマンもいるし、スポーツ用品のメーカーとかもあります。以前どこか

で読んだのですが、プロ野球選手になりたかったが夢かなわず、野球場の芝を管理する

仕事をしているという人がいました。何らかの形で自分の好きなスポーツの近くで働け

れば幸せなのだと思います。さらには、体育の教員をして、好きなスポーツの部活顧問

をするなんていう道もあるでしょう。この場合は、体育大や教育大の体育専門で学んで

くる必要があります。 

次に研究者という仕事。大学で専門の勉強をしておもしろいと感じて、さらに進んで勉

強したい場合はまず大学院に進みます。通常２年間の修士課程、３年間の博士課程があ

ります。私がここ数年追っかけている梅棹忠夫先生がおもしろいことを言っています。

「博士号は足の裏についたごはん粒や。とらな気持ち悪いけど、とっても食えん。」確

かにその通りで、５年間の博士課程を終え、博士論文を仕上げ、博士号をとったとして

も、すぐに勤め先が決まるわけではありません。企業に入るにはちょっと歳をとりすぎ

てしまいます。あまりに自分の考えに凝り固まっている人を企業の研究室は取りたがら

ないでしょう。だからだいたい修士課程２年を終えて企業に就職するする人が多いよう

です。ここで念頭に置いているのはだいたい理系の研究者の話。博士課程まで終えてし

まうと、今度はオーバードクターと言って、せっかく長く学んできても自分の能力を生

かせる場所がなくて、結局、どこかの大学で非常勤講師として週に数時間の授業を担当



するなんていう生活になります。これ、いわゆるフリーターで、このままでは生活が続

けられないのです。３０歳くらいになって結婚もできないでしょう。大学とか研究機関

などにうまく就職できても、１年契約とかならば、成果が出せなければ、次の年は仕事

がなくなるということもありえます。だからこそ、あせって成果の出やすいテーマを扱

う人が多くなるし、ひどい場合はデータのねつ造なんていうことが起こるのです。ちょ

っと夢のない愚痴っぽい話になってしまいました。でも、本当は自分の大好きな学問が

見つかったなら、なんとかしてその世界で生き抜いていってほしいのです。大学だけで

はなくて、博物館とか、植物園・動物園とか、民間または公的な研究機関もたくさんあ

ります。日本にとどまらずに海外に出ていくこともできます。自らがしっかり学んで力

をつけていけば、どこかでやっていけるはず。夢は持ち続けてほしいものです。 

次は芸術家という仕事。これもまた夢だけでは食べていけないつらい仕事。でも夢を持

ち続けないと絶対やり通せない。いつかきっとメジャーになってやるなんて野心を抱い

て貧しい生活を続ける人もいるでしょう。あるいは天才肌の人ならば、後先考えずに自

分の好きなことにのめり込んでいるのかもしれません。芸術というのは人間にとってな

くてはならないものではないです。けれど、それなしでは何か寂しい。音楽とか絵画と

か舞台芸術とか。我々の生活に彩を与えてくれます。がちがちした生活ではなく少し遊

びの部分としてのゆとりが得られる。昔からそういうものにはパトロンというものがつ

いていました。芸術好きのお金持ちがスポンサーになってくれるのです。それでやっと

芸術家は好きなことをして生活ができる。いまは大きな企業が利益の一部を世の中に還

元するため、芸術に対してお金を出したりしています。ただそれだけでは伝統芸能など

守り続けることはできません。それならば、やはり国や自治体が協力する必要がありま

す。つまり税金を使わなければならないのです。そのためには、国民、市民にそういっ

た芸術に対する理解を求めなければならないでしょう。お高く留まらずに、ちょっと分

かりやすい催しも必要。スーパー歌舞伎なんて言って、宙吊りもしなくては。でも、こ

の芸術の崇高さが失われるような・・・むずかしいですなあ。いわゆる芸術家として後

世に名を残すというのは難しい話でしょうが、自分の好きな音楽や絵画、舞台芸術など

の近くで仕事をすることはいくらでもできるでしょう。オーケストラの団員として演奏

しながら、バイオリン教室で教えている人もいるでしょう。自分の描いた絵や陶芸など

の作品を展示販売しながら、カルチャーセンターなどで講師をしている人もいるでしょ

う。舞台俳優になるのが夢だったけれど、舞台監督だったり、音響だったり、照明だっ

たり、衣装だったり、そういう裏方で活躍する人もいるでしょう。もちろん、音楽とか

美術とかの学校の先生になるという道もあります。そして、吹奏楽部とか美術部の顧問



をしているという人もいるでしょう。そういう場合は、音大や芸大、もしくは教育大で

きちんと教員免許をとっておく必要はあります。 

今回取り上げた職業は全部、「自分が好きである」ということが大前提になっていま

す。自分の好きなことが世の中の人のためになっていて、それで収入が得られるのであ

れば、そんな幸せなことはないだろうと思います。 

次は最終回。君たちの未来のために、私の今の思いをどんとぶつけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・サラリーマンという不思議な仕事、そして働く意味再び 

 

いろいろな仕事を紹介してきました。でも、ひょっとすると大半の人は、仕事をその

種類で選ぶのではなく、会社名で選ぶのかもしれません。いわゆる大企業の会社員にな

ることを望んでいるかもしれません。ふつうサラリーマンとかＯＬとかビジネスマンと

か呼ばれる人たち。だいたいスーツを着て、革靴を履いて、満員電車に乗って出勤す

る。残業して、金曜の夜はお酒を飲んで…。こういうイメージはもう古いのでしょう

か。もともとサラリーはラテン語のＳＡＬ（塩）から来ているそうです。（働いた報酬

として塩をもらっていた？）いまでは、一般にお給料をもらって働く人がサラリーマ

ン。しかし、いくら月給をもらっていても専門性の高い仕事（医者とか弁護士とか）や

作業着を着て肉体を駆使して働く人（ブルーカラー）はあまりサラリーマンとは呼ばな

い。白いシャツを着て（ホワイトカラー）男性ならネクタイを締めて、事務仕事か、営

業か、そんな人たち。毎日会社には行っているけれど、一体何の仕事をしているのかよ

く分からない、そんなお父さん、お母さんっていませんか。サラリーマンって実はなん

だか不思議なのです。一体どんな仕事をしているのでしょう。 

京進の話をしましょう。私もたぶんサラリーマンです。職業を聞かれれば会社員という

ことが多いです。塾の講師ということもありますが。塾の先生という仕事は分かりやす

いですよね。何をしているのかは、皆さんも見ての通り。けれど、皆さんに見えない部

分でもいろいろな仕事はしています。テストの採点とか、コンピュータへの入力とかま

では分かりますよね。保護者懇談をしたり、授業や進路指導についての研修を受けた

り、会議をしたり、その辺も分かるでしょう。でも、京進も企業ですから、売り上げが

あって、必要経費（人件費（自分の給料も含む）、家賃、宇治校ならスクールバスの代

金、もちろん水光熱費や通信費、コピーや紙代など）を支払って、そして利益が出てく

る。利益を出すには売り上げを上げて経費を削る、これが基本中の基本。売り上げを上

げるにはたくさんの人に通っていただく。そのために、京進という塾をたくさんの人に

知ってほしい。新聞広告も入れますが、ときにポストにチラシが入っていませんでした

か？ それは私が入れました。そんなことをしたり、考えたりする仕事もあるのです。

それから、本社では、教材やテストを作る仕事もあるし、また、どこの会社にもあるも

のですが、経理とか人事とか総務とかいろいろと裏方の仕事が存在します。たとえば、

京進に、先生になりたいと思って入った人が、（向き不向きもあるので）今では印刷室

で毎日テストやプリントの印刷をしている人を私は知っています。その人は実はそれで



良かった。気楽な仕事で、ある程度のお給料をもらって、それをためて、バイクで好き

なところに旅をする。とっても幸せそうです。私自身も３月から幼児教育の部門への異

動となりました。希望してというわけではありません。２４年間小中学生を相手にして

きて、今回５０歳にして初の幼稚園児を相手にするわけです。不安でないと言えばウソ

になります。でも、新しい世界に入ることは、ワクワクすることでもあります。大きな

企業であればあるほど、こうして全く未知の仕事に移る可能性も高いのだと思います。

サラリーマンと言っても、一流企業に勤めたとしても、その中でどんな仕事に就くのか

は、なんとも不透明なものなのです。（２０１４年、宇治校最後の年に書いた文章で

す。） 

さあ、皆さんはどんな風な働き方をしてみたいですか？ お金をいっぱいもうけたい

ですか？ 好きなことを仕事にしたいですか？ 世のため人のために活躍したいです

か？ 生きていくには、お金は必要です。お金の心配をせずに暮らせればそれに越した

ことはありません。月に２０万に満たない収入では、結婚して自分の家庭を築き、子ど

もを育てて、その子を京進に通わせるというのは、残念ながら難しいでしょう。（私が

２３歳で初めてお給料をもらったときは、たぶん１６万円くらいだったように思いま

す。一人暮らしならそれでも何とかなるのですが。）けれど、私は思うのですが、お金

がほしいから働いているのとはちょっと違うのです。働かなくてもよいくらい十分な財

産があれば人は働かなくなるのかというと、ちょっとそれは違うような気がするので

す。自分の好きなことが仕事にできれば、そしてそれできちんと収入が得られれば、そ

れは幸せなことでしょう。でも好きな仕事であったとしても、楽しいことばかりではな

いですよね。私も、大好きな理科や算数・数学を皆さんに指導するのは楽しいです。け

れど、どうしたって途中でやめていく人たちがいる。とてもつらくて悲しいことです。

不合格になってしまう人もいる。もっと何とかしてあげられなかったのだろうか、自分

のやってきたことは本当に正しかったのだろうか、悩むことでいっぱいです。でも、そ

うしてつらい思いもして、みなさんも私も成長していくのだろうと思います。そして、

つらいこと大変なことがあったとしても、それを十分に超えるだけの喜びがある、だか

らこそこの仕事が続けられるのだと思います。「先生のおかげです」と言ってもらえる

ことがある。いやそんなことはない、合格はみんなの努力のたまものなんです。それで

も、そうやって言ってもらえることは本当にうれしい。「数学っておもしろくないと思

っていたけど、先生がいつも楽しそうに授業をするので、だんだんと数学が好きになっ

た。」と合格体験記に書いてくれた人がいました。宇治校１年目のことです。こんな幸

せなことはない。全員からそんなふうには言ってもらえないけれど、一人でもそうやっ



て思ってくれる人がいる、これが私にとっての一番の支えなのです。この仕事を続けよ

うという動機づけになるのです。こういうふうに誰かに認めてもらえる（姜尚中さんは

「アテンション」ということばを使っています）、あるいは誰かにほめてもらえるとい

うのは、人が生きていく上でとても大切なことなのでしょう。それは子どもにとっても

大人にとっても。 

これから社会に出ていく皆さんが出合う仕事の中にはいわゆるサービス業に分類される

ものが多くなることでしょう。一昔前までは物を作って売るということが仕事の多くの

部分を占めていました。しかし、もう自動車もテレビも冷蔵庫も洗濯機もエアコンもと

りあえずはどの家庭にもあります。次から次へと新しい製品が出て売れる時代は終わり

ました。今ではスマホなどの小さな製品が売れる程度でしょう。もちろん、新しく家を

買う人はいるし、新車に買い替える人もいる、冷蔵庫だって洗濯機だってこわれたら新

しいものを買う。けれど、誰もが持っていなかったものをどんどん手にするようになっ

た時代とは売れ方が違うでしょう。今のこの時代は、仕事の多くの部分が、人と人とが

接するものになってきています。教育という仕事はもちろんのこと、看護とか介護と

か、医療とか福祉とか、そういう部分での人がどんどん必要になります。これらの人と

接する仕事はプラスアルファのサービスをし始めるときりがありません。そして、サー

ビスされる側は、さらに上のサービスを期待し始めます。理不尽なクレームも出てくる

ことでしょう。サービスする側は大変なストレスになってきます。こういうのは格差社

会が広がるのと同じで、差ができ始めるとその差が加速的に広がっていくのかもしれま

せん。売り手と買い手、サービスする側とされる側、その対称性は次々と崩れていくよ

うです。ほどほどのところ、ちょうど良い加減のところにバランス良く落ち着くように

持っていければ良いのですが。 

一方、１００年前に比べると、我々は自由に仕事が選べる時代に生きています。それは

きっと幸せなことなのだと思います。昔は親のあとをつぐのが当たり前の時代でした。

何の仕事につくかで悩む必要もなかったし、自分の努力に関係なく貧富の差は決まって

いた。そういう意味では、ひょっとして、そちらの方が幸せかどうかは別としても、気

は楽だったのかもしれない。今は自己責任と言われますが、チャンスはいくらでもあ

る。けれど自分が努力を怠れば、貧しい苦しい生活を強いられることにもなる。おもし

ろい時代、やりがいのある時代と言えなくもないけれど、それは大変なことでもある。

皆さんはどう感じますか？ 自分の力で何とかしてやってやろうと思えますか？ 私か

ら皆さんに言えることは、どんな世の中であろうと、社会に出て行ったときにはしぶと

く生きていってほしいということです。少しのことで折れてしまう心でなく、強い心を



持ってほしい。それを、この受験勉強を通して皆は身につけていくのだと信じていま

す。そして、できれば想像力を鍛えてください。生身の人と接する仕事が多くなる世の

中では、相手がどう感じるのか、どんな風な思いをするのか、それをしっかり想像でき

る人がもっとも必要とされると思います。それがうまくできれば、きっと社会でも成功

すると思います。がんばってくださいね。 

 

いよいよこれで最終回です。清水にとっては宇治校最後の校通信、というか、新しい

教室では同じような形での校通信を発行することはないと思いますので、１７年間続け

てきた「月刊スキエンティア」はいったん休刊ということにいたします。読み続けてく

れた皆さんありがとう。最後の年になってしまいましたが、仕事について書けたのは良

かったと思っています。特に、父親の仕事について書いた第２回は自分の中でも一番思

い入れが大きいです。思春期の皆さんにとっては気恥ずかしいことかもしれませんが、

一度、皆さんの家族の中で働いている人に、あるいは昔働いていた人に、どんな思いで

仕事をしているのか、いたのか聴いてみませんか。どういう理由でその仕事を選んだの

か、聴いてみませんか。ご家族の皆さんには、これを良い機会に、ちょっと話をしてあ

げてください。今回の連載が、子どもたちにとって将来を考えるきっかけになってくれ

ればうれしいです。 

（２０１５年２月） 

  

 

２０１７年現在、ＡＩ（人工知能）が世の中をにぎわしています。３０年後には、い

まある仕事の半分以上がＡＩにとってかわられるのではないかとも言われています。そ

んな中、皆さんは将来に向けて何を目指して日々努力を続けるのでしょうか。きっとそ

れは、どんな世の中になったとしても通用する力を身につける、自分の頭で考えて、自

分で判断し、行動できる力を養う、そういうことなのでしょう。ちょっとのことで折れ

てしまわない心も作っていってほしいものです。そのためにも、たくさん勉強して、た

くさん知識を蓄えて、たくさんチャレンジして、たくさん失敗もして、成功もして、い

やな思いも、いい思いもいっぱいして、大きく成長していってくださいね。そして、誰

かの役に立てる仕事をしていってください。人間は一人で生きているわけではないので

すから。期待しています。 

（２０１７年９月） 


