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７／１５（木）３年生は面接ガイダンスを実施
３年生は２・３限を利用して面接練習を実施しました。進学希望者は約２０名の外部講師
から、就職者は本校職員１４名から指導を受けました。いよいよ本格的な準備が始まります。

校長先生も参加して面接練習

看護講座の面接練習のようす

就職担当の龍門先生の面接

決断、おめでとう！

２年生 職業体験ガイダンス
７月１４日（水） ３・４限実施

３年生のある生徒が、先月こんなことを言ってきた。
「先生、進路は○○大学に決めました！」
この生徒は３つ希望しているところがあって、迷っていたのだが、
１つの大学に決めたという。もちろん、これから先、いろいろなこ
とを考え、また進路希望の変更があるかもしれないが、１つの大学
を目指すことに決めたそうだ。
私は、
「決断、おめでとう!」と即答した。なぜなら、人は、何か大
きなことを成し遂げるためには、
「○○をする!!」と決断しなければ
トリマー体験
ならないからである。「決断すること」が成功のための第１条件だ。
それができたので「おめでとう」なのだ。
先日、引退を発表した松坂大輔というピッチャーは、甲子園、プロ
野球、メジャーリーグで活躍した大投手。松坂選手が高校時代に「目
標が、その日その日を支配する」という言葉が座右の銘である。
ロビンエンジンの分解
人はいったん目標を決めたら、その目標を実現するために、毎日す
ることが決まってくる。高校時代の松坂選手なら、野球部の一つひとつの練習メニューに集
中することはもちろん、食事や睡眠にも気をつかう。夜ふかしなどはできない。また、授業
もいいかげんに受けることはできない。テストの点が悪ければ、補習を受けるハメになり支
障をきたす。だから授業をないがしろにできない。
目標を決めたら、一日の過ごし方が少しずつ変わってくる。先ほどの大学を決めた人も、
決断する前は夜そのまま寝ていたかもしれない日も、少し勉強して寝るようになるかもしれ
ない。休日なんかに友達と遊んでいて、これまでは友達とダラダラしている時でも、
「じゃあ、
俺は帰る」とその場を後にするかもしれない。
すでに決断した人はたくさんいる。そういった人は、掃除や授業態度も１，２年生の時よ
りも格段に進歩している。おそらく「決断」したのだろう。行動を見れば分かる。

大学入学共通テストを理解しよう！
1 大学入学共通テスト（以下共通テスト）とは
基礎的な学習の達成度を測る試験で、センター試験に代わり、昨年度
から始まりました。出願期間は１０月です。現役生は在籍する高校から
一括出願します。本校では毎年、若干名が受験しています。
国公立大志願者は、一次試験としてこの共通テストを必ず受験しなけ
ればなりません。また多くの私立大でも利用しています。受験科目は６
教科２８科目あり、その中から各大学が指定した科目を受験します。
平成１８年度からリスニングテストが実施。国公立では５教科７科目を課す大学が多く、
共通テスト（一次）と二次試験の総合点で合否を判断します。
私立大・短大では、２科目か３科目が一般的で、２月の一般入試と同じ科目で受験できま
す。さらに、ほとんどが共通テストの結果のみで合否を判定するので、願書を出すだけで多
くの私立大を受験できるというメリットがあります。ただし、各大学での共通テスト利用の
募集定員は全体の１～３割程度で、一般入試より競争率は高い場合が多いです。
◎国公立大学志望者の一次試験＝国公立大学志望者は全員受験する。
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◎ほとんどの私立大学も参加＝募集定員の一部を共通テスト受験者から合格させる。
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本校での受験までの流れ（予定）

９月１日 進学説明会＜共通テスト説明会＞ 「受験案内」の配付（１人１冊） 担当：吉野
↓

９月中
①検定料払い込み
（各自） ②「志願票」記入

郵便局または取扱い銀行の受付窓口で支払いをする
①の「検定料受付証明書」貼付のこと
↓

９月中

「志願票」提出 校内提出締切
９月中、担当者が確認・チェック → ※個人では出願できず学校からの一括出願
↓

１０月下旬～１１月上旬 「確認はがき」を配付、登録内容の確認
（誤りがあった場合は、２日以内に大学入試センターへ返送）
↓

１２月上旬～中旬

「受験票」
・
「写真票」
・「成績請求票」・
「成績開示変更届」・「受験上の

注意」を配付。受験日まで「受験票」
・「写真票」に写真を貼付、自署欄に氏名を記入
↓

１月中旬 大学入学共通テスト 本試験実施 本年度は１／１７（土）
・１８（日）
★「受験票」
「写真票」持参 「受験票」は入学手続きまで必要。
「写真票」は試験会場で回収。
↓

試験の翌日の月曜日 共通テスト自己採点→ベネッセなどへのデータ提供
※自己採点してから出願できる大学もあります。

オリンピックが開幕!

前大会より特集

国際オリンピック委員会は、欧州への難民流出が深刻化して
いることを受け、五輪に出場する水準にある難民選手に希望を
もたらすために個人資格の参加を認めています。
紛争が絶えないアフリカ中部のコンゴ民主共和国を離れ、リ
オ市の貧民街で難民生活を送る柔道家の２人が、まさに「平和の
祭典」へ出場しました。前回のリオ大会で紹介されていたので、
この２人の試合を興味深く見ました。

注目された難民五輪選手のミセンガ
２人はコンゴの別の街に生まれ、共に６歳で柔道を始めます。

「コンゴでは柔道は人気のあるスポーツで、柔道の精神が自分
を正しい道に導いてくれると思った」とミセンガ。幼少期は、手
作りのサンドバッグを担いで筋力を強化したそうです。
ぎゃ く さつ

しかし、紛争や虐殺、鉱物資源の発掘現場の強制労働など混乱
せ ん か

と隣り合わせの毎日。ミセンガの一家は「戦禍で別々に逃げ、離
ればなれに」なります。生きがいは柔道でした。
柔道創始者である嘉納治五郎氏
の写真を正面に飾った道場にて

それぞれ国代表の水準まで腕を磨いた２人は２０１３年、リ
オで開催された世界選手権に、ミセンガが９０キロ級、ブカサ

が７０キロ級で出場します。２人はそのまま亡命を決め、難民申請しました。頼る人もおらず、母国
語のフランス語が通じるアフリカ出身者を探して歩きます。空腹に耐えながら、道ばたでも寝て…。
苦難の生活に光が差したのがリオ・オリンピック前年の５月。知人を通じ、柔道ブラジル男子代表
の前ヘッドコーチ、ベルナルデス氏（７３）が、貧民街の子供らを無償で受け入れて指導しているこ
とを知ります。
「ミセンガはすぐにはなじめず、
『おはよう』と肩をたたかれても、挑発のように受け止めた」とベ
ルナルデス氏。しかも２年近いブランクで筋力はすっかり落ち、今でも練習の合間には息が上がり、
倒れ込んでしまうとのことでした。それでも周囲とも打ち解け、笑顔も増えていきました。
ブカサも「柔道着は１枚しかないから、洗濯すれば、替えがない」と困り顔…。しかし、畳に立つ
２人に幸福感が漂っていました。ただ、貧民街の知人宅を転々とする生活が続いていたそうです。
ミセンガはインド選手との初戦、左腕の関節をきめられても「参った」
せず、終了間際に背負い投げで有効を奪います。勝利の瞬間、両手を広げ
て喜び、会場は万雷の拍手で包まれました。このシーンを見ていて、涙が
か い ま

こぼれました。
「スポーツに国境はない」
、勝利至上主義が垣間見れる中、
オリンピックの意義は、まさにここにあると思えました。
３回戦は敗れましたが、彼は「難民だからといって夢を諦めなくても
いい。やりたいことは何でもできるし、勝つこともできる」と笑みを広げ
ていました。１回戦で負けたブカサも「多くの人が私の名を呼んでくれ
て自分の国にいるようだった。五輪に自分の名が刻めて幸せ」と語り、世
界中の難民へ「共に戦っている。今日は負けたが、これで終わりではな
い。もっと強く、幸せになるために練習したい」と誓っていました。

試合後のミセンガとコーチ

２人を道場に受け入れて支援してきたベルナルデスさんは，畳の脇のコーチ席で戦い終えたミセン
ガを迎え入れ「私には彼の胸にメダルが掛かっているように見えた」と感極まっていました。
会場からの大きな拍手と声援、それに応えるミセンガの表情に、私は再び涙があふれていました。

かなくり

しそう

金栗 四三

物語 世界一遅いマラソン記録
54 年 8 ヶ月 6 日 5 時間 32 分 20 秒 3。

金栗四三という人を知っていますか。ストックホルムオリンピック
に向けたマラソンの予選会に出場し，当時の世界記録（当時の距離は
25 マイル=40.225 キロ）を 27 分も縮める大記録を出して，短距離
の三島弥彦と共に日本人初のオリンピック選手になった人です。
しかし，翌 1912 年のストックホルムオリンピックでは，レース
26.7 キロ地点で意識を失って倒れ，近くの農家で介抱されました。
その農家で目を覚ましたのは，既に競技も終わった翌日の朝でした。
マラソンを途中で止めた理由として，単にある家庭でお庭でのお茶と
お菓子に誘われ，それをご馳走になって，そのままマラソンを中断し
たと理解されていました。
「日本マラソンの父」金栗さん
当時，日本からスウェーデンへ 20 日間もかけての船と電車の旅で，さらに，スウェーデンの夜は
明るいため，睡眠にも支障があったそうです。食事面では主食の「米」はなく，その上マラソンの当
日は，金栗氏を迎えに来るはずの車が来なかったので，競技場まで走らなければいけませんでした。
また，30℃という記録的な暑さで，参加者 68 名中，およそ 34 名が途中棄権し，1 名は倒れた上，
翌日に亡くなったと言われています。
彼は帰国した後，日本のマラソンの発展に尽力します。ストックホルムでの敗因を分析し，考え出
した真夏の房総海岸での「耐熱練習」
，心肺機能の充実をはかる富士登山競争，高地トレーニング，そ
して，孤独な長距離の練習をチームでやろうという「箱根駅伝」の企画，さらには女子体育の奨励な
ど，現在のマラソン界につながるあらゆる試みが金栗の発案でなされました。
マラソンの父と称えられた彼の，唯一心残りだったことはオリンピックの棄権でした。
1967 年 3 月，スウェーデンのオリンピック委員会から，ストックホルムオリンピック開催 55 周
年を記念する式典に招待されることになりました。
実は，ストックホルムオリンピックでは棄権の意志がオリンピック委員会に伝わっておらず、「競
技中に失踪し行方不明」として扱われていました。記念式典の開催に当たって当時の記録を調べてい
たオリンピック委員会がこれに気付き，金栗氏を記念式典でゴールさせることにしたのです。「あな
たはマラソン競技で行方不明になったままなので，ゴールしに来てください」と。
しょ う れい

いき

オリンピックの記録には「棄権」はあっても，
「行方不明」は無いための処置でした。その粋な計ら
いに応え，スーツ，ネクタイ，コートという出で立ちでゴールに向かいます。75 歳でした。
おもむ
招待を受けた彼はストックホルムへ 赴 き，競技場内に用意されたゴ
ールテープを切りました。
記録は『日本の金栗，只今ゴールイン。タイム，54 年と 8 月 6 日 5
時間 32 分 20 秒 3，これをもって第 5 回ストックホルムオリンピック
大会の全日程を終了する』場内にアナウンスが流れた時，万感の想いが
金栗四三氏の胸をよぎったことでしょう。
ゴール後のスピーチでは，「長い道のりでした。この間に孫が５人で
きました」とユーモアあふれるスピーチをしました。
いしずえ

日本のマラソンが発展した 礎 や，正月の風物詩である箱根駅伝など
を作り上げた偉大な人物の，破られることの無い誇らしい記録ではない
でしょうか。彼が残した有名な言葉として，「体力，気力，努力」がよ
く知られています。この物語を知った時，何か心を動かされたような気
がしました。昔，日本にあった粋な心意気を大切にしたいものです。
※いよいよ今週からオリンピックが始まります。今回はオリンピック関連の話を特集しました。

