クラシック音楽が
大好きなので「音楽事務
所でコンサートの企画や
運営 …」
でも、
才能さえあるな
らば、
指揮者や演奏家にな
りたかったかも
（神奈川県）

「医師」
給与、手に職、
世界で活躍！
（愛知県）

「寄席の
お囃子さん」
好きだったし一生できる仕事
なので。教採に受からなかっ
たら国立劇場の養成講座
に応募しようと思った
（東京都）
［回答者］
諸富祥彦
（もろとみよしひこ）
先生：
明治大学文学部教授、臨床心理士、教育学博士。
全国の悩める教師のためのセルフヘルピングや
ネットワーキングを支援する 教師を支える会 代表。
http://morotomi.net/

教師でなければ、
どんな職業に就きたかったですか?
研究者・技術者、市町村職員など公務員を挙げる
先生が多いようです。ほかには… ?

「鉄道マン」
鉄道が好き！
（大阪府）

「研究者」
もともと探求心旺盛で、
何度か適性検査を試しま
したが、適職は
「研究職」
という結果が出ます
（群馬県）

「教師」以外
考えたことがない
（福岡県）

「プロの役者」
になりたいと思っていた頃
がありました。教師になった今
でも、演劇をやっていた頃に身
につけた発声や表現スキル
は、
とても役に立っていると
思います
（兵庫県）

家を
継いでいたら
「八百屋」
（静岡県）

受験でガチガチになるのは、当たり前のこ

ラクゼーションのエクササイズをするのもいい

と。むしろ、ここで緊張しなかったら、いつする

でしょう。３つご紹介します。一つめは、同性

の？というくらい重要な人生の山場です。発

同士二人一組になって、肩叩きやマッサージ

達心理学の見地からは、
「 緊張」や「失敗」
も

のしあいっこ。全員で体を動かすことが大事

一つの発達課題をクリアするために必要なプ

です。二つめは、教師がリードしながら、
クラス

ロセスです。
「壁を乗り越える力」
とか「失敗か

全体で深い呼吸法を行う。まずは、良いもの

ら立ち直る力」
を身につける機会です。心理

を自分の中に取り込むようなイメージで、ゆっ

学ではこの力を「レジリエンス」
と言います。こ

くり１・２・３・４・５と数えながら息を吸い、次に

の力の獲得のためには、緊張や失敗は重要

体中にたまったものをすべて大地に戻してい

な経験となります。せっかくの成長の機会を

くイメージで、ゆっくり１・２・３・４・５と数えながら

奪わないように、
そっと見守っていきましょう。

息を吐く。三つめは、筋弛緩法。これも教師

受験に失敗して落ち込んでいる生徒とは、

「料理人、
カメラマン、
映画監督、雑誌編集、
俳優、小説家」
などクリエイティブと呼ばれる
ような仕事にあこがれた
（兵庫県）

「職人」
自らの手で、
世に残る作品を
残すということに
あこがれがある
（愛媛県）

がリードし、全員で全身にグ〜ッと力を入れ

まず、悔しさを共有する。
「辛いよな」
「悔しい

20秒数え、一気にダラ〜ンと力を抜き30秒

よな」
と。その上で、
「あなたにとって一番良い

数えます。

ところに受かるようになっていると思うよ」
と

これらのエクササイズはいずれもシンプル

言葉をかけて、現実を前向きに受け入れられ

ですが、教師がリードしながらクラス全体で行

るように促すことも必要でしょう。いわゆる不

うと一体感を得ることができ、見守られている

本意入学でせっかくの大学生活を無駄にし

という安心感も伝わります。雰囲気がガラッ

ないためにも、受かった大学の意味を考えら

と変わることもあります。大切なのは、学級の

れるようにできるといいと思います。

中に「安心感」
を育てること。ぜひ、試してみ

クラス全体での緊張感をほぐすために、
リ

授業後のアンケート

リクルートサービスを活用した指導実践例

●今日取り組んだこと、学んだことはどうでしたか？
そのほか

進学事典

説文を抜き書きする︒このあと﹁学校比

を記入︒学べる内容が詳しく書かれた解

分野インデックスから気になる学問分野

んと考えたり調べたりする生 徒が増え

典﹄
のおかげで︑
進路を早い時期からきち

十 人 も 訪れるようになった︒
﹁﹃ 進 学 事

工学院大学附属高校

工学 院 大 学 附 属 高 校は︑
工学 院 大 学

較シート﹂を使って︑学校情報ページから

もうひとつ︑効果を感じているのは選

た︑
と実感しています﹂
という奥津先生︒

1

東京

以外への進学が 割を超えている︒工学

気になる学校を選択︒ワークシートにあ

1

﹃進学事典 ﹄導入後︑ 月以降に
進路相談に来る２年生が増加

大学を受けられるため︑多くの生徒が他

院大学への進学権利を保持したまま︑他

る所在地︑
学費などの項目に沿って︑
学校

7

入後︑ 月以降に２学年の生徒が連日何

大 学 受 験に挑 戦する︒この状 況を踏ま

の特色を書き出し︑
比較する︒
択肢の広がり︒﹁やりたいことにぴったりの

択︑
２学年秋の科目選択に向けた進路学

学校はなかなかみつからないもの︒はなか

え︑進 路 指 導 部では１学 年 秋の文 理 選

この時期 ︑志望校が決まっている生徒

習を実施︒
３学年では志望校選びを納得

校が掲載されている﹃進学事典﹄
をめくっ

らあきらめていた生徒も︑たくさんの学

なのか︑本気で探せばみつかることに気づ

ているうちに︑
自分に一番合う学校はどこ

ジで選んだり︑指定校推薦のリストから

選んでいる生徒が少なくないという︒

は約半数︒しかし学校の知名度やイメー

﹁志望校を決めるには︑まず何を学びた

﹃進学事典﹄
を使った進路学習は数年前

に導入し︑
毎年２学年の１月に行っている︒

結 果 ︑選 択 科 目を変 更する生 徒もいま

くのです︒なかには志望校を再検討した

いくまでサポートしている︒

﹁生徒は秋の科目選択が終わると緊張が

探すという順番で進めるのが理想です︒

いのかを考え︑その学問が学べる学校を

直すチャンスがあって︑
本当に良かったと思

す︒３学年に進級する前にもう一度考え

緩み︑進学に向けたやる気がいったん下が

日頃︑生徒にそのことを伝えようとして

ってしまいます︒科目選択が終わってから

﹃ 進学事典 ﹄を使うのは遅いと考える向

います﹂
と奥津先生︒

を使うと︑
生徒自身が自然に理想の選び

もなかなか伝わりませんが︑﹃ 進学事典 ﹄

工学院大学への進学を志望する生徒

にとっても︑他校を検討する機会をもつ

きもありますが︑やってみると遅いどころ

方に気づきます︒そこがとてもいいです

かその効果はとても大きい︒何しろモチベ

ーションがあがります﹂と進路指導主任

奥津栄介先生

「将来やりたいことが何もない」
という生徒
はよくいます。でもよくよく聞いてみると、心
の底には必ず夢や希望があるもの。時間
をかけて話を聞き、その答えを生徒と一緒
にみつけられたとき、なんともいえずうれし
い気持ちになります。

ことは大事だという︒
﹁早々に附属の大学

進路指導主任

ね﹂
と奥津先生︒

「今回の学習の最中、勉強についていっさい触れていないのに、取り組
み終了後に勉強へのやる気が俄然高まっているのがおもしろいですね。
勉強への意欲につながるような進路学習を、今後も生徒にしかけたいと
思っています」
という奥津先生。

の奥津栄介先生︒

100

（％）

への進学を決めるより︑
他校と比べてもや

80

うが︑勉強への意欲が高まるケースが多い

60

はりココがよいと納得してから入学したほ

40

自分にぴったりの学校を
探そうとする意欲が高まる

20

しています﹂

0

学びたい学問を基準に
志望校を選ぶ大切さに気づく

学問をもっと調べようと思った／
何に向いているか知ろうと思った

極的に経験してほしいという方針で指導

学校を見に行こうと思った

のも事実です︒このため他大学受験を積

学校をもっと調べようと思った

かつて３学年の進路指導が一段落する

もっと勉強しようと思った

進路学習では﹃進学事典﹄
についている

●今日学んだあとにどう思いましたか？

徒は減っていた︒ところが﹃ 進学事典 ﹄導

ためになった

年明けには︑
進路相談室に相談に来る生

ふつう

野選択・決定シート﹂を使い︑
本誌の学問

（ためにならなかった、
全然ためにならなかった、
未回答）

２枚のワークシートを使う︒まず﹁学問分

とても
ためになった

てください。

スクールデータ
生徒数／847人
（男子599人・女子248人）
普通科24学級
進路状況
（2010年度）
／
大学・短大進学86.5％、
専各進学5.2％、
就職0％、
その他8.3％
東京都八王子市中野町2647−2
電話：042-628-4912
URL：http://www.js.kogakuin.ac.jp/
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