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☆県立入試直前の注意☆
●県立一般入試も直前となった︒公立高校を目標
に努力してきた人にとって︑その努力の成果が試
される時だ︒自分の持てる力を十分に発揮して︑
志望校合格を果たしてほしい︒今回は︑直前の注
しいのは事実だが︑すべての問

と！ 県立の入試は︑比較的易

● 解 答 欄 は す べ て う め るこ

確実に解いていくように︒

全問解けなくても慌てないこと︒解けるものから

●数学は︑計算ミスを絶対にしないように！また︑

て︑完全にできるという自信をつけておくこと︒

いけるはず︒他の項目も直前テキストを繰り返し

この部分で失点しなければ︑かなり有利に闘って

数字などの基本的な単語は絶対にでるので要注意︒

ないはずだ︒ただし︑小論文の検査がある人は︑

ぐらいでよい︒二日目の検査では︑余り差がつか

●二日目のことは︑一日目が終わってから考える

とを紹介しておこう︒

格者の中に︑国語七〇点台という人がよくいるこ

来が悪くても︑他の科目で挽回︒例えば︑東葛合

ないことなのだから︒たとえ︑一教科︑二教科出

とだ︒五教科すべてが順調にいくことなどありえ

目があっても︑それを次の科目にひきずらないこ

ことだ︒その際︑気をつけてほしいのは︑悪い科

日が勝負︒五教科の学科試験をしっかり乗り切る

首やほっぺにあてるとすっきりします。

意をしておく︒
題に解答できるはずがない︒当

少し準備をしておいた方が良いかもしれない︒

⑦保冷剤は役に立ちます。頭がボーッとなったとき、休み時間に、

●気合いを入れなおそう︒公立の一般入試は特色
然︑分からない問題もあるはず

●最後に︑テスト当日は三〇分位時間をとって問

るのです。おぼえておいてね。

化入試でうまくいかなかった人が受験する最後の
だ︒そのときは︑得意の勘を働

題を解いてから家を出ること︒そうすることで眠

ち着いて、とれる所を確実に解いて、合格に近づこう。
」と考え

機会です︒それなのに特色化の結果が良くなかっ
かせて答えを書き入れること︒

中が真っ白のはず。だから、
「みんな点は伸びないぞ。自分は落

たことを引きずっている人がかなりいます︒実は

気がとれ︑頭が使える状態になるはずだ︒

林(健)）

もしかしたら正解かも知れないのだから⁝︒

なたもビビります。大事なのは、その先。みんなビビって頭の

これがチャンスなのです︒一日でも早く立ち直っ

失敗したことをひきずらないで、他の教科をきちんと解けるか

●とにかく︑もう目の前まできた︒精一杯の努力

⑧５教科あれば１教科や２教科失敗するのは当たり前。合否は、

●また︑公立入試は︑一日目に五教科のテストを

⑥傾向がかわったら、大チャンス。みんなビビります。当然、あ

て︑もう一度頑張るのです︒歯をくいしばって︑

り、深呼吸をしたり、文房具の手入れをしたり。作業に集中す

をして目標を達成してほしい︒健闘を祈ります︒

ようとしてもムリ。手をさすったり、体操したり、手をふった

し︑二日目に面接や小論文など︑その学校独自の

⑤あがってしまったら、必ず作業する。言葉で自分を落ち着かせ

残りの日を過ごすのです︒やるべきことをやるの

④トイレは早めに行く。テスト開始の直前は混みます。

︵小林 健( ︶)

③定規、コンパスを忘れるな。

検査を実施することになっているが︑とにかく初

②鉛筆、消しゴムはたくさん持っていけ。

です︒そうすれば︑
︵あまり良い表現ではありませ
んが︶ライバルに差をつけられます︒

（小
で決まります。

●ケアレスミスは︑命とり！ 県立の入試は︑問題
が比較的易しいので︑合格のためには高得点が必
要である︒いくら力があってもミスによる失点が
多ければ合格はおぼつかない︒
●字は丁寧に︒紛らわしい字は全て に
×なるとい
うのは︑採点官の話です︒
●問題はよく読め！ ミスをしないためにも︑問題
をきちんと読むことが必要である︒記号で答える
べきものを︑語句で答えたりしないよう十分注意
すること︒
●理社は試験当日まで︑いくらでも伸ばせる！ 弱
い部分があれば︑集中的にやること︒また︑社会
は︑時事問題も忘れずに目を通しておくこと︒
●英語は︑まず︑直前テキストの単語・書き換え・

①腕時計を忘れるな。
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ることで落ち着きます。

貴重な時間

●これを読んでいる中三生へ

●特色化選抜の発表が終わったころだろうか？

合格した人達おめでとう︒今までの頑張りがこ

こで実を結んだのだ︒ひとまずゆっくりして︑

それから高校生になったらどんなことをしたい

か考えてみよう︒

●また︑残念だった人達へ︒私立高校に進学を

決めた人︑特色化選抜で合格した人︑まわりを

見渡すと︑ほとんどの人が進路を決定して︑残

されたのは自分だけ⁝などと思って︑勉強にも

身が入らず過ごしていないだろうか︒確かに︑

学校の雰囲気や授業の様子もどこか受験は終わ

った感じがして︑取り残されているように感じ

ているかもしれない︒

●しかし︑君たちには特別な時間が与えられた

のだ︒いよいよ最後の受験に向かい︑本気にな

って勉強に取り組む機会が与えられたわけだ︒

ほかの人には味わえない時間だ︒今までの時間

とは全く別の時間だ︒集中力︑危機感︑今まで

に感じたことのない感覚で日々を過ごすことに

なる︒

●我々から見ると︑私立高校の受験システムが

変わってきつつある近年︑受験生は緊張感を感

じる機会が減り︑受験勉強もやりにくくなって

いると感じる︒そのような状況でも︑公立高校

一般入試の直前はみな受験生になりきっている︒

そういう意味でこれからの人生においても︑貴

重な時間を体験することができる︒

●特色化選抜が始まる以前は︑大半の生徒が同

じ状況で頑張り︑
そして合格を勝ち取ってきた︒

自分だけではないのだ︑先輩もみな同じ状況で

●塾に来れば同じ状況の友人達が︑ともに目標

しかないだろう︒大丈夫︑やっていける︒

戦ってきた︒この二週間をどう過ごすか？やる
そらく︑何もしないはずだ︒無理矢理協力を求

呼びかけられた時︑あなたはどうしますか？お

んでいる人がいます︒協力しましょう︒﹂こう

二年間︑さぼりにさぼった人を会社に入れて鍛

のだ︒大学という名のつく所を出るまでの二十

自分を鍛えてこなかった人間に来られても困る

ゲームやケータイにうつつを抜かし勉強もせず

していた︒﹁あなたには信用できる人が五人以

●ある新聞で﹁信用﹂をめぐる世論調査を実施

用﹂とは何なのであろうか︒私は考えてみた︒

私たちが責任を負うような印象を受けた︒﹁信

の信用に︑きみ達は答えているだろうか︒偽装

作り︑学費や塾の費用を稼いでくれている︒そ

っていると信用して︑きみ達のために︑食事を

視点を移そう︒きみ達の親は︑きみ達ががんば

●さて︑前置きが長くなったが︑今のきみ達に

を取る覚悟ができているということなのだろう︒

ングの一位は家族だった︒家族はお互いに責任

●新聞の世論調査には﹁信用している﹂ランキ

とができ︑責任追及できるということである︒

いるのに⁝おかしいではないか﹂と言い返すこ

とになる︒商品表示であれば︑﹁安全と言って

る︶ と｣いう意味︒だから﹁あなたはこう言った
ではないですか﹂と相手に責任追及ができるこ

●そもそも﹁信用﹂とは︑﹁信じて任せる 用(い

う言い回しであった︒

である﹃信用﹄が崩壊しつつあるようだ﹂とい

ないという人が多い︑だから﹁社会生活の基本

えが約七十八％という結果であった︒信用でき

められたら︑困ってしまう︒何故ですか？あな

る︒要するに種はインドから取り寄せて︑国内

示の欄外に﹁インド産の〜を使用して⁝﹂とあ

うような表示︒国産のようだが︑よく見ると表

記されていた︒﹁原産地・○○県・○○﹂とい

私は大いに悩んでしまった︒ある野菜にはこう

野菜や肉を買いに出かけたときも︑野菜一つで

●先日︑レバニラ炒めを作ろうと︑スーパーに

ければならなくなった︒

装などの報道を見ると︑細心のチェックをしな

ていたが︑中国製冷凍食品の薬物混入や表示偽

かかる︒かねてから商品の表示には注意を払っ

●このごろスーパーに行くと︑買い物に時間が

あなたが考える信用とは

︵小林 健( ︶)

に向かって頑張っている︒私たちも最後まで応

たにとって大事な問題なのだ︒でも︑そういう

上いますか﹂という質問に対して︑﹁はい﹂と

族や友人そして私たち講師にも相談して︑悔い
あなたでも︑
自分の家族や親友に何かあったら︑

え直すのは大変である︒気の遠くなるような時

の少ない選択ができることを祈っている︒ひと
動揺し懸命になるだろう︒今はそれでもいい︒

たには関係のないことだからだ︒今のあなたに

りで悩み始めると勉強にも集中できないので︑
他者への関心は相手との親疎に応じてグラデー

援する︒あきらめず頑張ろう︒

誰かに相談しよう︒
ションの如く濃淡が分かれるもの︒そして︑こ

答えたのは約八％であった︒﹁いいえ﹂との答

●とにかく︑あと二週間やれることを一つずつ

れから様々なことを学び経験していくことで︑

間と費用がかかってしまう︒︵以下次号︶

確実に進めていこう︒まだまだ︑力は伸ばせる

他者への関心・共感が強くなっていく︑グラデ

はあなたの悩みがあり︑欲求もある︒その悩み

し︑
また集中力の上がったこの時期の一時間は︑

ーションでいえば濃い所が増えていく︒これが

●また︑一般入試の志望校を変更したほうがい

今までの数時間に匹敵する︒あきらめる必要は
望ましい在り方なのだ︒

を解決することと︑欲求を充足することがあな

ない︒

●﹁冷たさ﹂に話を戻そう︒﹁暖かい﹂﹁冷た

いのかなど︑悩みや不安も尽きないだろう︒家

●受験が終わったら富士急に行って思いっきり

い﹂でいえば︑あなたは遠い他者に対しては冷

他者に対して冷たいのと同様に︑他者も社会も

しての社会は︑あなたに冷たいのだ︒あなたが

しれない︒︶その逆も真︒遠い他者は︑集団と

打ちをして︑平気な顔をして生きているのかも

たいのだ︒︵下手すると︑級友にさえひどい仕

︵松永︶

楽しもう

脳が溶ける？ ︵２︶
●最初に質問︒
﹁あなたは冷たい人間ですか？﹂

で成長させたということらしい︒曖昧すぎて私

あなたの愛は子供に届いていますか

あなたに対して冷たいのだ︒あなたに何があろ

−お父さんお母さん

こう聞かれたら︑きっとあなたは︑こう答える

せず︑﹁かたち﹂つまりちゃんとした行動とし

-Sogakusya Books-

が理解に苦しんだのは言うまでもない︒国産か

■愛の壁■

うと︑社会全体は何の関心も示さない︒これが

創学舎の本

はずだ︒﹁自分は冷たくはない︒﹂﹁普通だと

►在籍していた教室までご連絡下さい。

︵松尾︶

て答えているだろうか︒よく考えてほしい︒

料でお送り致します。

外国産かをはっきりしてもらいたい︒﹁原産﹂

も、ご希望があれば創学舎ニュースを無

現実︒これを知り︑認めることが生きる上での

という紛らわしい言葉は使ってほしくないので

ある︒その他にもやたら細かい文字を使ってい

る表示やホームページにアクセスして原料を閲

►卒業や転校等で創学舎を離れた方に

思う︒﹂中には﹁自分は暖かい人間だと思う︒﹂
という人もいるはずだ︒では︑正解は？

出発点となる︒この出発点に立てれば︑自分に
関心をもってくれる人がいること︵あいさつを
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●これらの答えは︑正しくもあり間違いでもあ
る︒
理由は︑
冷たさ暖かさの基準がないからだ︒

覧できるなどなど︒それもチェックしなければ
ならないのか︒

●私はどっと疲れた︒確かに情報公開という点

では信用できるかもしれないが︑どこか信用の

押し売りをされているようで︑かえって不安に

なる︒情報を示しているのに︑見ないで食べた

新星堂他全国書店にて

交わすだけの人でもかまわない︶がどれくらい
有難いか分かってくる︒今のあなたには無理と
しても︑是非覚えておいてほしいことである︒
●で︑ここからが本題である︒社会は冷たいと
いうことを書いたが︑
この社会は︑
享楽的な日々
を送ってきた人を暖かく迎えてはくれない︒特
に企業はそうだ︒更に悪化する経済状況の中︑

好評発売中！！

前記の答えは︑自分の主観で自分を判断してい
るだけなのだ︒ただ一つ言えるのは︑あなたは
﹁残酷な人間ではないだろう︒冷酷でもないだ
ろう︒﹂ということだけである︒
●次の質問︒﹁ホームレスで困っている人達が
います︒何か手伝いましょう︒﹂﹁薬害で苦し

▼▲継続希望の方へ▲▼
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