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保護者の皆様こんにちは。私は長年高校受験合格に向けて中 3 生に受験指導

をしている工藤と申します。 

 

受験までいよいよですね。これまでを振り返るといろいろありました。内申

点のために子供にヤキモキさせられた中 1・中 2 時代。提出物は出したの？

ちゃんとワークはやった？テストはどうだった？復習したの？と、その都度

口うるさく言って、少し言い過ぎたかと反省して、それでも抜けているから

また言って…の繰り返しでなんとかやりくりしてきた 2 年間。 

 

そしてようやく部活が終わった中 3夏からは、今度は偏差値の数字に一喜一

憂することになります。ちゃんとやることやったの？受験生なら普通はもっ

とやれるでしょう。ほかの人はもっとやっているよ、その学校に行きたいな

ら何倍も努力しないとこのままでは抜かれるよ。本気になりなさいと。 

 

そうやって褒めてなだめてすかして怒って子供と接してきて、ようやく年が

明け本番まであとわずかとなりました。 

 

この頃になると、だんだん子供よりも親の方が不安になってきます。母親が

圧倒的に多いです。もう居ても立っても居られない、自分が受験するわけで

はないけれど自分が子供に何かしてやれることはないかしら…と思ってあれ

これお世話するのですが・・・これが悪い方に出ることもしばしばありま

す。 

 

よくスポーツで勝利するためには心技体が重要だと言われます。私は受験も

これと同じだと思います。 
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「技」、つまり内申点や偏差値は十分越えていて、「体」、こちらは入試直前と

当日の体調になりますがこちらも十分で、それなのに残念ながら不合格にな

る人がたまにいます。こうなると原因はケアレスミス多発か、または「心」

＝不安症のために本番でパニックになったとしか考えられません。 

 

大学受験をする 18 歳にもなると、ある程度大人なので「心」が入試に与える

割合は少なさそうです。しかし 15 歳はまだまだ子供です。私がいくら本番で

は落ち着いて、冷静にと言ってもそんなものでは平常心にはなれません。 

 

やはり、親の態度や言動、家庭環境による影響が大だと思います。しかしこ

れはなかなか外からは分かりません。残念ながら結果が出た後から分かる性

質のものです。 

 

何年も前の話。 

 

中 3 の D 君は、入試の 1 か月前まで内申点上も偏差値上もボーダーラインを

大きく超え、合格判定も S で、合格は 100％確実だろうと思っていました。

しかし、ラスト 1か月を切った頃からなぜか D 君に立て続けに不思議なこと

が起こりました。授業の予想模試で珍解答を連発するのです。その解答は内

容があまりにも荒唐無稽なので、私もクラスのみんなもその答えに大笑いし

ました。ところが本人はいたって真顔です。 

「本気でそう思っていたの？なんで守護地頭が江戸時代やねん！」 

漫才のツッコミのように私がツッコむ。D 君はボケ担当のように真顔。これ

にクラスがまた大爆笑。こういうやり取りが 2 週間ほど続きました。私は初

め、D 君はクラスの笑いを取りたくてやっているのかなと思いました。クラ

スには受験を目前にしてカチカチに固まっておびえ切っている女の子たちが

多数います。その子たちを和ませようとワザとボケているのかなと。 
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そもそもの学力が不足しているならこうは思いませんでしたが、D 君が本当

に知識不足で誤答をしているとは夢にも思いませんでした。だって偏差値上

はボーダーを 7 ポイントも上回っています。プラス 3あればほぼ確実に受か

らせてきた私にとって、D 君はどう考えても落ちない生徒です。だからまだ

大船に乗ったつもりで構えていました。 

 

ラスト 2 週間、D 君が友達と話しているとき、彼の口からポロッと思わぬセ

リフを聞きました。「昨日の数学のテストのとき、手汗がビッショリでさ…ペ

ンを持てないほどだったんだ」 

 

周りは「え～っ」「そんなことある～？」「持てないほどって大げさな」と笑

いました。私はなんとなく気になって会話に混ざりました。「部活も活発にや

っていたお前がどうして？倍率が出て急に不安になったのか？」 

「自分でも…わ…かりま…せん」 

D 君はロボットのようにぎこちなく答えました。「おいおい大丈夫かよ。しっ

かりしろ」 

彼は中空を見つめたまま答えませんでした。 

D 君といえどもみんなと同じように緊張しているんだな。今はあまり追い詰

めない方がいいだろう…。実力のある子だし、そっとしておこうと私は思い

ました。 

 

残りの 2 週間も不思議なミスは続きました。自分では「ウ」と書いたつもり

なのに、なぜだか解答欄には「ア」と書いたと聞いたときは、D 君の体を揺

すって言いました。「おい、しっかりしろよ！あと 2 週間だぞ！いったいどう

してしまったんだ！」 

 

それでも入試は合格すると信じていました。偏差値というのはそのぐらい 
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信頼度の高いものなのです。 

発表当日、同じ志望校を受験したほかの 3 人はボーダーラインギリギリで私

にとってはこちらの方が不安でした。しかし 3 人から無事合格したとの報を

受けて胸をなでおろしました。（よかった、よかった…あとは D 君からだが

…あの 3 人よりもメッチャできるからまあ問題はないだろう） 

 

しかし夜 7 時過ぎ、お母さんからいただいた電話は「残念ながら…」という

ものでした。 

「え…」私は声が出ませんでした。 

 

しばらく無音が続いた後、お母さんは言いました。「主人がかなり落ち込んで

いまして…。今から塾に行って先生のお話を聞きたいと言っています。息子

も行くと思います。どうぞよろしく」 

 

1 時間後、お父さんと D 君が教室に現れました。 

肩を落としているD 君。「すいません…落ちました…」 

元気がないながらもしっかりした口調で結果を伝えてくれました。「いや…悪

かったな…こっちの方が」 

そう言いながら、チラッと初対面のお父さんを見たときドキリとしました。

顔から完全の血の気が引いていて目も虚ろだったのです。「あ、どうも初めま

して。塾長の工藤と申します。このたびは…」 

その間もお父さんは茫然自失。目の焦点が合っていませんでした。 

 

その後、奥の部屋へ案内して向かい合って腰かけました。「改めましてこのた

びは…」深々とお辞儀して顔を起こしたときお父さんはボソッと言いまし

た。「なんででしょうね…」 

「ハイ、すいません…私の実力不足で…」言葉が出ませんでした。この 1 年
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の D 君の軌跡が思い起こされました。成績が上がって喜んだ顔、友達と楽し

そうに話す笑顔、真剣に問題を解く姿…。申し訳ない、ただただ申し訳ない

…。 

 

（お父さんから何を言われるんだろう…）私は空気が重たくなっていくのを

感じました。そこから 5 分…いや 10分位お互いに無言の状態が続きました。

いっそのこと、ののしられて怒鳴られた方がマシだと思いました。（お父さん

…なんでも言ってください…私に話があってきたんでしょう） 

 

不合格当日の晩に保護者の方（ほぼお母さん）が教室に見えたのは過去にも

何回かあります。そういうとき、私たちは上と同じように毎回大変心苦しく

思って出迎えるのですが、お母さん方からはむしろ感謝されるケースが多く

あります。「結果はダメでしたが本人が目標に向かってここまで頑張れたのは

先生方のおかげです」 

 

私たちはそれを聞いてすぐさま「いえいえ…このたびは…」と返すのです

が、今回のように父親が来るのは初めて。まして 10 分も無言というのは刑の

宣告を待つ受刑者の気分というか息が詰まる思いでした。 

 

時が止まった状態の中で、私はチラ…と目線を上げてお父さんの様子を伺い

ました。相変わらず、絶望の淵に立たされたような表情のままのお父さん。

完全に魂が抜けています。 

 

私は次に、横に座る D 君に視線をやりました。彼も肩を丸めてうつむいてい

ます。当然ですよね。つい先ほど合格発表があったばかりなのですから。ど

んなに精神的にタフな人でも当日の当日は落ち込むに決まっています。 
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だからこそ私は早く励ましたい気持ちでした。「D 君、残念だったな…でもお

前は毎日よく頑張ったよ」と言って肩をポンポンやりたかった。でも目の前

のお父さんのことを思うとそれはできません。だから早くお父さんから何ら

かの形で刑を言い渡されたかったのです。 

 

お父さんはようやく口を開きました。 

「私もですが、ウチの家内も相当落ち込んでいます。なんでこの子がダメだ

ったんだろう…と」 

「ハイ、そうですね…数字上は確かなはずだったのですが…」 

 

私が申し訳なさそうに答えると、お父さんは D 君を見てうなだれて言いまし

た。「なあ、どうしてダメだったんだろ…」 

「・・・」答えに詰まる D 君。 

その後もお父さんは D 君に詰め寄りました。集中できなかったのか？分から

ないところが多かったの？だからあれほど○○をやれって言っただろ…。 

 

このやり取りを見ているうち、私はだんだん腹が立ってきました。 

（お父さん！違うだろ！D を見ろよ！落ち込んでるだろ！あんたが励まさな

くてどうするんだよ！） 

 

もし自分がD 君の父親だったら、絶対にこんな D 君の胸にしこりを残すよう

なことは言いません。「いや～あんなに成績が良かったのになぁ。やっぱり受

験って厳しいものだな。まあ私立に行くことになるのは仕方ないけど、こう

なったらしょうがない。オレがもっと働くから。受験が甘くないことが今回

よく分かったろ。お前は今回のをバネにして高校行ってからも頑張れよ！」 

 

お父さんは何度もため息をついていました。「お前はやっぱり社会だよな。 
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直前にオレがネットから引っ張ってきた社会の問題、全然解けなかったもん

な…」「お母さんが出した問題も解けなかったよな…このままで本当に受かる

のか、二人で相当心配したんだけどな…思った通りになった…」 

D 君はガックリと肩を落としたままときどきうなずくだけでした。 

 

私はこのとき雷に打たれたように悟りました。 

（これだ…思えばD 君が入試の一か月前から急にトンチンカンな答えを言い

出したのはこれが原因だったんだ…。すなわち、ご両親の重圧。不安という

名のダブル重し。大丈夫か…大丈夫か…これをやれ…あれをやれ…ダメじゃ

ないか…できてないじゃないか…このままでいいのか…その巨大な重しが D

君の心を押しつぶしてしまって、問題文を見ているようで見ていない状態に

してしまったんだ。） 

 

入試直前、母親が不安になるケースは割とあります。大丈夫…？ちゃんと見

直しした？もうそろそろ寝ないと…。朝型に変えないとダメよ…。このサプ

リ落ち着くらしいから飲んで…。 

 

反抗期を迎えている生徒ならこれに正しく反発できます。「大丈夫だって！ち

ゃんとやってるから！」 

またはご主人がブレーキ役になっているかどうかも重要です。「お前な、ちょ

っと過保護すぎるって。合格圏なんだから少しは遠くから見守ったらどうな

んだ」 

 

ところがこのご家庭は違いました。D 君は根が真面目で素直でとてもいい子

なのです。以前塾でちょっとしたトラブルがあったときも親が解決してくれ

て感謝していました。私なら、いちいち出てこなくていいからとストップす

るところですが。 
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さらに父親も母親に輪をかけて不安症でした。この日の対応を見ればわかり

ます。子供の心理状態を考えて慰めたり励ましたりするよりも、自分の不安

が的中した方を大きく嘆いているのですから。 

 

せめて入試前にこのことを知っていたら結果が違っていたかもしれないのに

…。私は面談後心底悔いました。そこを見抜けなかったという意味では私は

まだ経験が浅かったのかもしれません。 

 

でも今は違います。数字上は必ず受かる人が入試直前に急にロボットのよう

になったり、珍解答を連発するようになったりしたら、失礼ながら家庭に何

らかの原因があるのかもしれないと考えます。 

 

不真面目で勉強をこれっぽっちもやらない子供なら、怒ったり脅したりする

のも手かとは思いますが、マジメでやることをちゃんとやっている生徒に、

本当に大丈夫？と不安をあおるのは逆効果です。 

そこのところをくれぐれもご注意いただきたいと思います。 

 

親御さんの不安な気持ちはよく分かりますが、入試直前期は、どうかおだや

かに笑顔でお子さんを見守ってあげてください。高校入試は「心」で決まる

部分も決して少なくないので。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

最後に、生徒の「心」をベストの状態に持っていくために、私が塾で心掛け

ていることをお伝えします。 

 

それは、「笑い」です。 
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人間は心が不安な状態では笑えません。カチコチに固まった氷を解かすには

「笑い」が一番だと思います。 

 

以下、過去ブログからいくつかご紹介しますが、私はユーモアをとても大切

にしています。どうかご家庭でも親子でぜひ笑いあってください。心から笑

いあえる人が身近にいるというのは大変心強いものです。どうか笑顔でその

日を向かえてください。 

 

最後になりますが、お子さんの合格を心よりお祈りしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習塾ハイパーラーニング 

代表取締役塾長 工藤 豪 
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★2018/3/5『受験直前』 

今日は、中 3 授業はないけれど、明日の入試本番に向けて自習に来ている生

徒を励ますために教室にやって来ました。さっそく「先生～」と弱々しい声

で女子生徒。 

お、さっそくきたな。前日で不安でしょうがないんだろう。すると… 

 

その子は小さい紙をよこして言いました。 

 
「これにアジア全部まとめてください。特に入試に出るところ」 

「え？なにこれ。入試の休み時間に見るためか？」 

「ハイ…。こないだ先生に教えてもらった歴史、すっごい分かりやすかった

から地理も…」 

「こんな小っちゃい紙にアジアをまとめろと？(笑)」 

「あ…ハイ…。無理ですか？」 

「これに…アジア全体をね…。よし、やってみましょう」 

「ありがとうございます！」 

「で、中国といえばまずは二つの川。分かる？」 

「一つは分かる！長江！え～とあとは…こ…黄河だっけ…」 

「そう！その通り！」 

https://blog-imgs-120-origin.fc2.com/h/y/p/hyperlearning/DSCN3578.jpg
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「やった～」 

「あとはここに経済特区。大丈夫？農業は南が綿花で…（紙に書く）」 

「ああ、分かってきた！」 

「で、東南アジアがこうで…これらが経済的に協力したのは何といったか

な」 

「え～と何だっけ…アセアン？」 

「すごい！これは出てこないよ！」 

「そうですか(笑)？」 

 

 
 

「じゃあ西アジアもいこう。ここの国は？この四角い国」 

「え～と…」 

「これは分かってほしいな～…ほら、サで始まるほら…」 

「サウジアラビア？」 

「正解ッ！受かるよ！」 

「フフフ」 

「この湾知ってる？これは難しいかな～」 

「ちょっとそれは…」 

「だよね、ペルシャ湾っていうんだけどね。ここで採れるものは何かな？西

アジアは何といってもこれナシには語れないんだけどさ…」 

https://blog-imgs-120-origin.fc2.com/h/y/p/hyperlearning/DSCN3589.jpg
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「え～と、え～と…」 

「日本も大量に輸入しているよ。生活必需品」 

「えっと～…真珠？」 

「（オイオイ…）惜しいっ！きっと三重県の英虞湾と間違っちゃったかな～。

OPEC って言えば分かるかな？ほら、これの値段が下がるのを防ぐために作

ったんだけど」 

「英語が出てきたらわかんない…」 

「（う…自信を無くさせるのはマズい）正解は…ほら、今もストーブつけてる

けどさ…あとは車が走るときにも使う…」 

「分かった！石油だ！」 

「そう！天才！」 

「ハハハ、それはない」 

 

 
 

「じゃあ明日の休み時間にはこれを見て頑張って！（小っちゃい紙だけど

(笑)）」 

「ハイ、頑張ります！」 

 

 

https://blog-imgs-120-origin.fc2.com/h/y/p/hyperlearning/DSCN3582.jpg
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★2018/3/3『最後は笑って』 

 

では今日は最後の授業だな。お前たちとこうして向かい合うのももうないだ

ろう。 

まずこれ。Ｗが書いた英作文。これに点数を付けるとしたら何点だ？みん

な、自分が採点者だと思ってこれを採点してみて。 

（シーン…） 

 

 
 

オイオイ、このミスみんな発見できないのか？ 

（しばらく沈黙の後、Ｇがポツリと正解を答える） 

そう！ここはこうしないといけないよね。って、これは基本も基本だろう！ 

オイ、Ｗ！なんでこんなモノが分から…って、やめとこう(笑) 

これが 12 月だったら『なんでここが分からねえんだよ！』ってやるところだ

けどもう入試直前だからな。キミたちを傷つけちゃあいけない。ということ

で… 

 

う～ん…そっかぁ。これはなかなか難しかったかもしれないね（生徒笑） 

でも大丈夫。これからちょっとずつでいいから改善していこう（生徒笑） 

https://blog-imgs-120-origin.fc2.com/h/y/p/hyperlearning/DSCN3553.jpg
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大丈夫。ちょっとずつ。入試までまだ日があるから（生徒爆笑） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

この国語の作文！あ～腹痛い！ 

あのさ～…カミングアウトするのはどうなんだろうね(笑) おい、Ｋ！ 

『僕は中 2 の頃、授業中寝ていました。そのせいで内申点が悪くなりまし

た。だから後輩の皆さんには授業を真面目に受けることをおススメします』

ってオイ！最後まで笑わせてくれるやっちゃなあ（涙） 

そしてＮも！ 

『私は中 3 の秋まで毎日ゲームをやっていました。そのせいで成績が悪くな

り後悔しています。だから後輩の皆さんは真面目に…』ってさあ。 

あんまり入試の作文で自分の悪いことを書かない方がいいって。採点する人

からしたら、寝てた？毎日ゲーム？ってビックリしちゃうよ。 

ウソでもいいから、「充実してた」とか「悔いはない」としてもらえる？あ～

ホント…情けない(笑) 

 

最後は笑ってリラックスさせたい。 

私もやっていてとても楽しい授業でした。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

★2019/1/31「テストが終わって号泣し…」 

 

今朝は、私立高校の入試がありました。 

みんな疲れていると思うけど、塾では来たる公立入試に向けてテスト形式の

実戦問題を、時間を測って解かせます。 
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その授業後― 

 「お前はなんて書いた？」 

「ここは結局どうやるの？」と問題解決に走る男子たちに対して… 

 
  

答え合わせで思いのほか間違っていたことに気がつき、うう～…と泣き崩れ

る女子がいました。 

 右「ああ～なんでこんなミスばかり…エエ～ン 」 

左「大丈夫だよ！泣かないで～」 

 これを見て、なぜか私はワハハハハと大笑い。 
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そこへお友達が来て優しく手を差し伸べました。 

パープル「大丈夫だよ…結果はまだ分かんないよ」 

グレー「ねえ大丈夫～？」 

 私は引き続きなぜだか大笑い。「アハハハ！」 

  

 
  

これは面白い！と、ホワイトボードの影からその様子を撮影していると、私

に気がついた女子陣から猛クレームが飛んできました。 

  

泣き女子「うわ～ン！先生、撮らないで～」 

  

友達 A「ダメですよ！泣いてるじゃん！」 

友達 B「先生、なんでさっきから大笑いしてんの！」 

友達 C「ほんと、ド S！」 

友達 D「だから女子に嫌われるんですよ！」 

  

だから嫌われるってなんだよ。だって面白いじゃんこれ。アハハハ！  
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A「サイッテー！」 

B「可哀そうでしょ！」 

C「そんなに笑うこと？ヒドイ！」 

D「だから女の人にモテないんだよ」 

  

ちょ、ちょっと待て！ 

オレが人の不幸を楽しんでるとでも？ 

 女子一同「そうでしょ！」 

 違～～う！ 

お前らは全然分かってない！ 

あのね、この人は偏差値も内申もはるかに超えてんの！ 

  

オレの中では絶対に受かることになっている。 

今回前期で受かるかどうかは分からないけど、後期も含めたら必ず受かるか

ら。何も心配してねえよ。 

 これがもし、ボーダーギリギリの子でその子が号泣してたらオレも寄り添う

よ。「大丈夫、これからだから…」って優しくね。ハイ、今キモイと思った

なコノヤロー。 

  

もう一回言うけど、当落線上の人なら絶対にこんな笑うことはしない。 

  

当たり前だろ！ギリギリの人が泣いていて、そのそばでゲラゲラ笑うってど

んだけ性格悪いんだよ！ 

まさかオレがそんなひどい人間だと思ってんの？ 

  

（こくりとうなずく女子たち） 

 バカ！そんなわけないでしょ！オレの心は仏レベルだっつうの！ 
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 それに、大笑いしたのはもう一つ理由がある！ 

  

この子は絶対受かると言ったけどさ。 

 強いて言えばそうだな…、 

 

この落ち込みが後期試験まで尾を引いて精神的に参っちまったらそれこそ危

険信号。受かるものも受からない。 

  

だからこんなの笑い飛ばせばいいんだよ！ア～ハッハッハ！ 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  

「おい H！写真撮れ！」 

H「あ、ハイ～」 

 女子「ヤメて！撮らないで～」 

友達「あ、逃げた(笑)」 

 「オラ、こっちこい！座れ！」 

女子「やだ～！絶対撮られたくない！」友達「ド S！」 

 「いいからほれ、オレがお前の質問に答えるシーンだ」 

女子「ヤダ！何も教わってないもん！」 
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「いいから早く座れよ。オレの中で今日のブログのストーリーが出来たん

だ。泣いているお前を最後は優しく慰めるシーンね」 

 女子「絶対イヤだから！」 

 
 「いいから早く。このパズルのピースが埋まればオレの作品は完成するん

だ。ハイ、ここの直線 AB はね…」 

  

女子「教わってないもん！聞いてない！」 

友達「ヤラセだこれ（爆笑）！」 

  

 

はあ～…長い一日だった。 
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結果はまだわかりませんが…、 

受験生の皆さんは後期もあると思ってしっかり勉強しましょうね！ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

★2019/1/25『制限時間にご注意を』 

 

昨日の塾では中 3生に、国数英 3 科目の本番予想テストを実施しています。 

  

これは来週から始まる公立高校前期入試や私立高校一般入試を見据えたもの

で、いわば「時間対策」の意味合いを持っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://ameblo.jp/kudo-hyper/image-12435497334-14344974705.html
https://ameblo.jp/kudo-hyper/image-12435497334-14344888435.html


子供に本番で 100％の力を出させる親の対応 |   

 

 
 

 学力はあっても、時間がなくて失点してしまう生徒がいますよね…。彼らい

わく、 

  

・長文を読むのに時間を取られて最後の問題まで行けなかった  

 

・国語で書いては消してを繰り返しているうちにだんだん時間が…  

 

・関数に時間をかけすぎて図形に突入した時は残り 5分だった…  

 

・あとから見直そうと思って序盤をサッとやったら、意外にその時間がなく

て… 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

この制限時間に関する悩みは、普通に問題集を解くだけでは解決できませ

ん。 

  

「制限時間付きテスト」をやらせるのが一番の解決法です。 

生徒は一人一人タイプが違うので、そのような場を設けてたくさん経験を積

ませるのです。今回こうしてみて良かった、次はあのようにしてみようとみ

んないろいろ工夫してほしいと思います。 
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最後にちょっと保護者さん向けアドバイスを。 

  

もしお子さんが一生懸命勉強している生徒なら… 

  

親がするべき一番大事なことは「普通の日常を演出すること」です。 

  

力はあるのにプレッシャーから力を出し切れない生徒がいますが、そういう

場合、親が特別なことをしているケースが少なくありません。 

  

例を挙げると… 

  

・ウチは私立には絶対行けないからお願いねと切実に懇願する 

→1，2 年のときにそれを伝えるならまだしも、直前期はいけません。生徒

は、そう言われても…と困惑したり、逆に肩に力が入り過ぎたりしてしまい

ます。 
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 ・それ（夏野菜）は体を冷やすからダメ、風邪をひかなくなるからこれ（生

姜）を、DHAは頭が良くなるよと言って特別なサプリを飲ませるなど。 

→それらをそっとやる分にはいいけど、いちいち理由を言うとプレッシャー

になります。 

 ・ネット情報を信じて、○○校はこのように採点するらしいわよ、このプリ

ントもできないようではダメとあったからこれをやってみてなどのお節介 

→その噂やそのプリント、本当に確かなものでしょうか。焦る気持ちは分か

りますが、不安は伝染するので気をつけましょう。 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  

昨日、その辺を確かめるべく東北大医学部に現役合格したＯクン（大学 2

年）に話を聞きました。直前期、キミの親はどう接していた？ 

  

すると、何もしていなかった。 

  

特別な何かをするわけでも用意されるわけでも… 

  

いたって普通で、家は唯一ホッとできる場所だった…とのこと。 

  

彼は受験直前、かなりストレスを抱えていて、自律神経の方に影響がきてい

たそうです。具体的には起立性低血圧と平熱の上昇です。 

  

級友の中には、家に帰ると親にあれこれ言われるから帰りたくないという人

もいたそうです。しかし、自分にとっては家はリラックスできる場所で、そ

の環境を整えてくれた家族には今でも感謝していると語っていました。 
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「でも逆に親があれこれうるさく言って受かった人もいるので…どっちがい

いんでしょうね。私は自分で勉強できるのでいいですが、自分でやれない人

は…(笑)」 

  

「だね…。鬼と言われようが叱咤激励して関わらないと。ウチは受験直前で

もさっぱりやらなかったから毎晩説教だったよ…（笑）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


