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「２年生対象進路講演会」について 

 10月18日（火）に、富士大学経済学部・山形大学エンロール・マネジメント部 教授 鈴木 晃彦 先生をお迎えし、

「未来学概論2016～生きることは呼吸することではない。行動することである～」と題して進路講演会を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鈴木先生は、かつて岩手県立大船渡高等学校の校長として勤められていました。大船渡といえば、平成23年に起こっ

た東北地方太平洋沖地震で津波の大きな被害を受けた地域です。鈴木先生はまず、津波がまさしく海から“上ってくる”

映像を紹介しながら当時の学校を取り巻く状況等について話されました。 

まだ余震が続く中で、鈴木先生は、生徒や保護者の安否確認に奔走されます。そして、一つの決断をされました。そ

れは、３月17日を登校日とすることでした。そして、登校日に登校してくる生徒たちを励ますために、大船渡高校にあ

った大きな応援団旗を校舎の正面に掲げ、生徒たちを待たれたそうです。坂を歩いて登校してくる生徒は背中を丸め元

気がなかったそうです。中には制服を流され、私服や家族の衣服を借りて登校する生徒もいたとのこと。しかし、突然

目の前に広がる応援団旗を見た生徒たちは目を輝かせ、改めてお互いの無事を確認し、抱き合う生徒もいたそうです。

そうした光景を目にされた鈴木先生は、「大丈夫。生きていける」と確信されたとのこと。そして、自分自身の心の中に

旗をかかげ、基町高校の一員であることのプライドをもつて生きることをテーマに先生の講演が始まりました。以下は、

講演の中で印象に残った内容についてまとめてみました。 

 

（１） 夢について 

 ある大学の入試問題に次のような文章がありました。 

 There is a wonderful thing about dreams.In some mysterios way that no one fully understands,Ther seem to contain 

the seeds of their own fulfillment. If you dreams something long enough and hard enough,a door seems to open,and 

through that door comes a mysterious power will guide and support you in you efforts to make the dream come 

true. 

 この文章の中で大切なことは、「the seeds of their own fulfillment」、つまり。「夢には最初から実現するという種

が含まれている」ということです。まずは、行動することが大切です。時間は命がけで使う。メリハリのある時間の使

い方が求められます。そして、志のために、努力、執念、辛抱が大切です。 

 

（２） 大学が求めている学生 

① 知的好奇心にあふれた学生 

② 高校までに学んだことを基礎として、新しいことに取り組む意欲のある学生 

③ 自ら問題を発見し、主体的に取り組む姿勢をもった学生 

④ 自分の考えを論手的にまとめあげ、他人にコミュニケートできる学生 

⑤ 社会的・政治的関心を持ち客観的に把握でき、自分の視点をもてる学生 

⑥ 本や新聞を読む習慣をもつ学生 

 

（３） 先生に感謝すること 

  基町高校には、素晴らしい学習環境と素晴らし先生がたくさんいます。 

① 自分の努力と先生方の指導・支援を信頼し、感謝して励めば合格の道は開く。 

② 授業はライブ。ただ綺麗なノートを作るためだったら家でもできる。学校でしかできないことがあるから授業が 

  



ある。 

③ 大学に入るために勉強するのではなく、自分は勉強が好きだから勉強しているのだと胸を張っていえるようにな 

る。自分が生きていること、生きているからこそできることを考えながら行動しないと亡くなった人たちや家族の

人たちにとても失礼ではないか。 

④ ある女子生徒の話。「私は樹木医になり世界中で活躍する。そのために大学も決まっている。絶対にぶれない。登 

山部としてインターハイ優勝。二つの夢をどちらも叶える。そのために、日々の勉強、トレーニングをコツコツと

継続する。そしてよくよく自分を顧みて、日々進化していく。」そして、北海道大学合格、インターハイ優勝。 

⑤ どんなに良い教えを受けても、どんなに良い話を聞いても、その受け止め方、それを自分の人生にどう生かして 

いくのか、その差は天と地ほど開きがある。 

 

（４）自分を鍛えること 

Ｑ：成功する人としない人がなぜ出てくるのか？  

Ａ：努力。ただそれだけの差。 

  

Ｑ：努力する人としない人はなぜ出てくるのか？  

Ａ：努力する人は志がある。しない人は志がない。 

 

Ｑ：志ある人とない人はなぜ出てくるのか？  

Ａ：志のある人は本当に意味で死ぬことを知っている。志のない人は死ぬことを知らない。 

 

① ラグビーのワールドカップで活躍した五郎丸選手は習慣（Routine）を大切にした。家に帰っても制服着用で 

30分学習を行うことを繰り返すこと。 

 ② 心には力がある。その力はプラスにもマイナスにも働く。だから、心を鍛え、心を調えるのだ、そして心を高め 

  るのだ。 

③ 何がなんでも、人に頼る心を捨て、「自分がやる」と決める。そして、どうせやるなら、「一番になるつもり」で

取り組む。この強い志が「万事を成す」。 

④� いつも勉強を欠かさず続けながらも、「もとまち」という青春道場で切磋琢磨する。 

⑤ 勉強の目的は自分をより魅力的にすることである。 

⑥ 勉強量が足りないから、勉強の楽しさが分からない。 

⑦ 将来の事を、夢を見つけることを、それ自体は無限大であるはずの可能性を、「根拠無き消去法」で、どんどん潰 

していってしまっている事に気づかねばいけない。 

⑧ 努力している奴は希望・夢を語り、怠けている奴は不満を語る。責任もとらない。 

⑨ なせばなる なさねばならぬ なにごとも ならぬはひとの なさけなりけり 

⑩ 人生に意味は無いが、人生において意味のない事は一つもない。 

⑪ 受験勉強にせよ何にせよ、ただひたすらに生きている自分を顧みたとき、不思議と今の自分が美しいと感じる 

⑫ いつでも笑っていられるような余裕のある人間になりたい。辛いときに辛い顔をするのは簡単。そのような時に 

笑顔を見せられることが大事である。 

⑬ 努力した者がすべて成功するわけではない。しかし、成功したすべての人はすべからく努力している。 

⑭ 先生方のレベルが非常に高く最後まで生徒に丸投げしないのは教師の鏡と感じた。 

⑮ とにかく学校や学年の“流れ”に100％乗って、脱落したり他の神話的な勉強法に浮気したりしなければ、結果 

はついてくる。 

 

（４） 最後に（資料からの抜粋） 

 “Have you seen a dragon”という言葉を聞いたことがありますか。2011年 3.11東日本大震災後、ブータン国

にワンチュク国王が、被災地の福島県相馬市の桜ケ丘小学校の子どもたちとの交流で発した言葉です。“Have you 

seen a dragon”（龍を見たことがありますか）と尋ねられた子どもたちの驚きと好奇の表情を、優しい眼差しで

包みながら、ワンチュク国王の口から、”I have. A dragon exists inside everyone of you.”（私は見たこと

があるよ。龍は一人ひとりの心の中にいるんだよ。）と、我が子に語るかのように、ブータン国の龍の話を語られ

ました。 

 

 「私たちの心には『人格』という名の龍が住んでいます。その龍は「経験」を食べて成長します。そうやって、

私たちは日増しに強くなるのです。だから、自分の龍を鍛錬して感情をコントロールして生きていくことが大切

です。どうか自分の龍を大きく素晴らしく育てていって欲しいものです。」と話が続きました。 

 



君たちは、千年に一度と言われる大震災を「経験」しました。震災直後から、全世界の人々が、日本人の「人

間として鍛錬された素晴らしい人格」という大きく育った龍を称賛し、心から涙してくれました。日本人の高尚

な精神性と範となる行動、つまり日本人の人格・品性は世界中の人々を魅了したのです。そして、この龍が住む

心こそが、世界平和へのパスポートだと確信している有識者が世界中にいることを忘れないでほしいのです。ゆ

えに、君たちには、世間で言われるような内向きの日本人にはならず、外に発信し世界のリーダーとなる日本人

としての「人格を・心の龍を」育ててほしいと切に思うのです。経験を重ねることが、自分を育てます。これこ

そが、君たちが、今、学んでいるこの「もとまち」でひたすら育んできた人間力です。生きている限り、日々、

経験の連続です。この経験の連続が、知性を磨き、心を豊かにし、価値観を創り出し、慈悲の心、そして無償の

愛を大きく、大きく育んでいくのです。まさに、フランスの思想家であり、哲学者でもある J．J．ルソーの言葉

を借りれば、「生きることは、呼吸することではない。行動することである。」是非、心に刻み込んでほしい言葉

です。 

 心を鍛え、心を揺さぶる言葉には、“言霊”が宿っていると言われています。万葉集に出てくるのですが、日本

国の呼び名として、「言霊の幸ふ国」というものがあります。「言霊が幸福をもたらす国」という意味です。すて

きな呼び名ですね。私が思うに、言霊は、人の心の中の龍が言葉に移る時に生まれます。すると、その言葉は力

をもちます。その言葉が活字になれば、今度は活字が力をもちます。そして、その力はさらに幅広い想いと行動

へと繋がって、より多くの経験を求めてくるのです。このように、人は自分の心の龍をさらに成長させていくの

です。「言霊の幸ふ国」日本に生を受けて、坂本龍馬のごとく志を成すために篤く行動していく君たちの成長の姿

を想像すると、正直、私は君たちにジェラシーさえ感じてしまいます。 

 

 さあ。“もとまちＤＮＡをもつ”君たちよ。この学びやで、己の人格・品格を研磨し、大志を抱き、しっかりと

前を見て、自信を持って、笑って生き抜いていく時間を享受していくのです。これらの人生においても、逡巡す

ることなく、俯瞰的に物事を見て、行動、すなわち生き切っていくのです。社会の理不尽や不条理に負けない逞

しい命を持ってください。もし辛い、寂しい、希望が欲しいと己の心が叫んだなら、Open your eyes!そして、周

りをしっかり見なさい。すると、もとまちの仲間が、先輩が、先生が、お父さん、お母さんが、OB・OG が、そし

て地域の人たちが、優しく包み込みかのように手を差し伸べてくれます。力強い声をかけてくれます。すると、

不思議なことに、勇気、やる気、決断、希望、発想、そして開発力（行動力）がどんどん湧いてくる。もし、ワ

ンチュク国王が君たちのそばにいれば、”Your dragon grows by eating experiences.Your dragon grows bigger 

and bigger year by year.Please grow your own dragon with special care and attention.”と志を抱いて生

き抜いていく力となるメッセージを君たちに送るでしょう。 

 約２時間にわたる講演会でしたが、生徒たちの熱心に鈴木先生の話に耳を傾けている姿が印象的でした。鈴木先生の

好きな言葉は、“凡事徹底（ぼんじてってい）”、“志生夢叶（しせいむきょう）”とのこと。当たり前のことをしっかり取

り組む、そして、しっかりとした志をもつことが夢の実現につながることを教えていただきました。 

 

「総合学力テスト 11月（ベネッセ）」について（１・２年生） 

 11月３日（祝・木）に、以下の日程で、「総合学力テスト 11月」を行います。 

〔１年生〕 

国     語    ８：３０ ～  ９：５０（８０分） 

数    学   １０：００ ～ １１：４０（１００分） 

英    語   １２：００ ～ １３：２０（８０分）（リスニングテストを含む） 

自 己 採 点   １３：２０ ～ 

 

〔２年生〕 

英    語    ８：３０ ～  ９：５０（８０分）（リスニングテストを含む） 

数    学   １０：００ ～ １１：４０（１００分） 

国     語   １２：００ ～ １３：２０（８０分） 

自 己 採 点   １３：２０ ～ 

 

終わりに 

今回の進路講演会の実施にあたっては、教務主任の吉田先生と進路指導部２年生担当の古田先生に関わってい

ただきました。特に古田先生は、事前の折衝、講師の先生への連絡、当日の準備・運営等によく頑張ってくれま

した。古田先生はこれからの教育を支える人材ですが、若い人が汗を流す中で経験したことはきっと大きな財産

になるはずです。                          （文責：進路指導部 池本 邦彦） 


