
３年１組特別進学コース 不定期通信                    令和元年７月 17 日 
負けても楽しそうな人には、ずっと勝てない。 

◎ ３年 1学期が終わり、いよいよ受験生にとって最も大切な夏がやってきます。 

4 月がスタートしたと思ったらもう 7 月・・・。3 年生というのは本当にみんなが実感している通り、時間が

過ぎるのが早いのです。さてこの 3 か月を皆さんは“意味のある時間”として過ごすことができたでしょう

か？1 日は 24 時間。これは誰にも平等に与えられている時間ですが、3 年になると実感として分かってく

るはず。適当に過ごした 24 時間と真剣に向き合った 24 時間というのは同じ時間でも全く違うという事を。 

時間には“深さ”というものが存在し、同じ時間でもその時間が私たちにもたらすものには雲泥の差が

あるのです。実はこれからもっと時間が過ぎるのが早く感じるようになっていきます。（1 日なんてあっとい

う間です。）もうそういう時期に君たちは差し掛かっているという自覚を持ちましょう。気を抜いていると時

間はサーっと流れ行きます。だからいつも言っているように自分から必要な時間を捕まえていくイメージが

大切になります。例えば「この 2 時間で自分はこの教科のこれをこのようにして潰していく！」みたいな感

じで、ハッキリとした目的と目標持って、能動的に時間を使っていくことができる人になることができれば、 

この最も大切な夏を“意味のある時間”にしていくことができるのではないかと思います。 

これからはみんなに同じように与えられた時間をどのように配分していくか、そしてその時間の深さを意

識して“意味のある時間”にして行くことができるかどうかで、今後の合否が決まってくると言っても過言で

はありません。「夏を制する者は受験を制する」という言葉は私が受験生であった時から言われている言

葉ですが、今もそれは正しい言葉であり続けています。 

受験生にとって最も大切な夏を迎えるにあたって、皆さんに考えてほしいことは、いま自分は本気で勉

強に臨めているのか？ということ。そして今までの自分の勉強や生活に対して改善すべき点は何かとい

う事と、秋になって「自分にとってこの夏は一体何だったんだろう。」と後悔しないようにするためにはどう

すればいいかという事です。 

 

去年の勉強合宿の様子。あれからもう 1 年が経つのですねぇ・・・（遠い目） 

 ◎現役生にとって夏休みの意味とは？ 

皆さん現役生は毎日学校があり、もうほとんどの人が引退していますが部活があったりと、受験勉強と

両立をはかりながら日々学校で生活をしているので、あまり自分の自由な学習時間を取ることができませ

ん。ここが浪人生と大きく違うところです。（去年、慶応義塾大学の天沼先輩が言っていましたね。）ですが、夏休みは現

役生にとって自分の自由な学習時間という観点から言うと浪人生と同じ条件で受験勉強ができる貴重な



40 日間なのです。例えば、 

夏休み 40 日間、1 日 14 時間勉強すると・・・。  

560時間もの大量な受験勉強時間が確保できることになります！ 

 

 苦手教科がある人、基礎的事項がまだ完璧にマスターできていない人、 

560 時間あれば自分の弱点を十分に克服できるはずなんです。 

（これだけやればできるようになるでしょ。普通。 しかもあと 1 日は 10 時間も残っているのです） 

浪人生やライバルに追い付き、追い越すことができる最大のチャンスはこの夏にあるのですよ。 

特に私立は 3 教科揃わないと合格はありません。もうこれは全員分かっているはずです。超安全志向の

ために日東駒専以下の大学に今、劇的な変化が起こっていることも皆さんにはちゃんと説明しましたね。 

夏は今までの自分達からもう 1 ランク上の自分達に脱皮していかなければなりません。大量に時間があ

るわけですから、勉強量を増やして自分自身にノルマを課して負荷をしっかりとかけていくべきです。 

だから、今こそ 自分としっかり向き合って 

“最後の夏を意味のある時間にしていく”ことが必要なんです。 

 

きみが練習しない日は、アイツがうまくなる日だ 

by NIKE 久山弘史 

                                   泣くな大関！(笑) 



◎「やればできる」という志向の人は・・・ 

1 組も特に 3 年になってから成績の差というものがこれまでよりもはっきり見えるようになってきました。

1～2 年生の頑張りがカタチになり、模試の成績が崩れなくなった人。（タイプ①）英語はかなり伸びたけ

ど・・・、あるいは歴史は良い成績だけど・・・、3 教科がなかなか揃わない人たち。（タイプ②）段々と勉強

が苦しくなってきて勉強がなかなか手につかなくなってきた人たち（タイプ③）など・・・。これは 41 人もいる

んだから、ある意味当たり前のことです。このクラスが“一つの社会”というものを体現していると考えれば

分かりやすいと思います。 

そして皆さんの中には「自分はやればできる。」と思っている人もいるのではないでしょうか？皆さんの

良く知っている坪田信貴先生は「才能の正体」という本で「やればできる」という思考の人は「できそうにな

いなら、やらない」人。とおっしゃっています。そういう人は世の中に多いし非常に正しく分かりやすい指摘

だと思います。それはつまり「やらない人」ということです。（笑）その考え方、今が改めるチャンスですよ！ 

 

できないことができるようになる為には自分で自分を磨き、鍛え、育てるしか方法はないのです。 

  

夏休みが始まるにあたって、皆さんの多くは「夏は頑張るぞ！」とかって思っているはずですよ

ね。しかしタイプ②や③の人たちのように「どうしたら成績が上がるのだろう？」と伸び悩みの時

期を迎えて悩み始める人もいるはずです。しかしこの時期に不安になって勉強が手に付かないなん

てことは最悪だと思っておいたほうがいいです。成績を上げるために必要なことは実際に勉強す

ることしかありません。成績の伸びが思うように見られない時もガマンして正しく勉強を続ける

しかないのです。 

自分を磨き、鍛え、育てるというその成長の過程というものは必ずしもいいことばかりが起こる訳

ではありません。皆さんも小学生から今までの人生で経験してきているはずです。うまくいかない

ことが起きる度に何かに逃げてしまったり、投げやりになってしまってはその人の成長はそこで止

まってしまいます。 

それに勉強に対して受け身の人は勉強なんて続くわけがありません。絶対に力も付きません。 

「勉強の鬼原則」で板野先生も「受験生の多くは「夏こそはーッ！」と、息巻くものの、夏を頑張

り抜くのはまぎれもない自分自身なんだという意識が希薄すぎます。」っておっしゃっていますが、

それってスゲー共感します。笑。 みなさんは本当に大丈夫ですか？？？ 

 

そして 3年のこの時期からの“セルフハンディーキャッピング”は本当に格好が悪いのでやめてく

ださいね。「自分は昔から要領悪くて・・・」「自分は本当に頭が悪くて・・・」はほとんど思い込

みだから改めるべきですよ。それを言ってると「できなくて当然」みたいな甘えができて、何事に

も真剣に取り組めなくなってしまうよ。 

そしてまた止めに坪田先生の言葉を借ります。「「あの人は経験したことがあるから」「あの子は頭が

いいから」「あの人は進学校に通っているから」といった言い訳は、結局「でも自分はその人たちと違うの

で、できなくても仕方がない」という言い訳につながってしまう。自分が成長するための努力をしないことを

自己弁護しているにすぎないのです。この思考癖があるといつまでも自分の才能に気付くことができませ

ん。 

「結果を出していない」「これから出すんだ」という時に信じなければいけないのは自分です。同時に成

果が出ないときは必ずあり、その間は耐えなければならないということも覚えておかなければなりません。」 

 



「結果を出していない」「これから出すんだ」というあなたに才能があるかどうかは、あなたが決

めること。坪田先生のこの言葉はそれぞれが肝に銘じておくべきことだと私は思います。 

 

夏休みを前にしてもう一度、「磨く 鍛える 育てる」のは自分自身がやるということ。成績を上

げるためには思い悩まず実際に勉強するしかないこと。受け身の勉強なんて伸びるはずがないとい

うこと。これらのことを肝に銘じてつまらない言い訳をする前に死ぬほど勉強してみることを強

くおススメします。君たちの結果は激変するでしょう。今の君たちはまだ質より量が大切ですよ！ 

 

◎今やっている勉強って、たぶん楽しくない。（いいえゼッタイ！笑） 

以前、受験勉強って穴の開いた風呂に水を入れるようなものという話をしたことがありますが、覚えて

いますか？インプットし続けないと水は溜まらないし、適当に水を入れ過ぎてもあふれちゃうし、水を入れ

ないと全ての水が抜けてしまいます。涙。（水を知識と読み替えると分かるね。） 

 

しかも中途半端にインプットした不正確な知識は正確な知識すら曖昧にしてしまうことがあるよ。 

たとえば問題で中途半端な知識があると「あのことを言っているのかも」と余計な詮索をしてしまい、 

かえってマークなどで迷ってしまうことがあったりする。 

中途半端にインプットした不正確な知識は 

“無意味”ではなく、“有害”であるということを知るべき！！ 

風呂の水を溜めるポイントとは・・・ 

「より多くの水を入れること」 ＜ 「より漏れる水を減らすこと」なんです。 

（風呂の穴を小さくする必要があります） 

確かにさまざまな知識に触れていると、自分が「ちょっと頭よくなった感」を味わえるので楽しい。でも

様々な知識になんとなく触れているくらいではテストができるようにはなりません。(T_T) 

 



じゃあ風呂の穴を小さくするためにはどうすればいいのか・・・？ それには 

ただただ愚直に、退屈な勉強（基礎的項目）を「反復＝繰り返し」することが必要なんだよ！ 

この「反復＝繰り返し」は絶対に退屈に決まってるよ！ 退屈だから続かないんだよね。 

だからたいていの人は「反復」が甘い！ （みんなもそうでしょ！！ (-_-)/~~~ピシー!ピシー! ） 

せいぜい 1 度や 2 度復習しただけで分かった気になって、数カ月後にはその記憶は忘却の彼方でしょ。 

（また風呂に水を０から入れ直さないといけないわけです。） 

 

そして、復習のやり方としていちばん間違っているのが、漫然と教科書を何度も読む、というもの。これ

が反復のやり方と勘違いしている人が多いのですが、実はひたすら教科書だけ読んでいても頭には入り

にくい。教科書の知識を復習するもっとも効率的な手段は、問題演習です。いろいろな角度から知識が試

されることで、初めて自分の理解不足が浮き彫りになり、頭に入ってくるのです。そして、 

何度も同じ問題や類題を解く「退屈」な作業をすることで、初めて知識が定着するのです。 

試験はまさに「水もの」。どうなるかは分からないところがあります。でも合格率を高めたいなら、ひたすら

今は退屈な勉強を続けることです。退屈な勉強で身についた知識が自分の道具としてスラスラ出てきて

入試問題をガンガン解けるようになった時、そして大学に行ってその知識を活用することができるようにな

った瞬間からが退屈な勉強との決別＝楽しい勉強が始まるんだということを知ろう。 

 

◎デキル奴の目標設定の仕方とは・・・。 

いま皆さんが受験勉強を頑張っているはずですが、それぞれが目指している大学は、もちろん現在の

自分の学力で入ることができるよりもレベルの高い大学ということですよね。（はるかに高いって人もいま

すね。ポテ大でいいっすか？笑。）  

そしてそれを達成するためには「しっかりとした目標設定」というものが大切になってきます。皆さんも目

標を明確に設定して、その目標実現に向けてやるべきことを細分化して、1 つずつをきちんとクリヤーして

行けばいいなんて学校で言われまくってるから、このことは非常に正しいし、大切だということは分かると

思います。 

しかし、多くの人々が残念ながら目標を達成することができないという現実があります。それはなぜか？ 

努力が足りなかった。目標が高すぎた。到達するための勉強方法が分からなかった。というようにちょっと

考えただけでも理由はいろいろあると思うけど、その重大な理由は、目標を設定するにあたってとても超

大切なポイントを落としてしまっているために設定された目標が達成できないということだと思います。 

その① 

 「できれば早稲田大学に行きたいです。」 こんな人いませんか？ 

言っておきますが、できれば行きたいと思って早稲田に合格する人はいません。 

みなさんは「できれば・・・」という気持ちで目標設定をしてしまってはいませんか？ 

実はこの「できれば・・・」が曲者なのです。これは目標設定の時に心の底ですでに上手く行かなかったと

きの言い訳を作ってしまっているということなのです。     これって前に教えたでしょ。 



 

これって無意識下での究極のセルフハンディーキャッピングですよ！ 

こんな気持ちでは始めから目標達成なんてできる訳がないんです。 

 

目標大学には行くのか行かないのか、本気で決めなくてはいけないんです。本気というのは腹を決めるこ

と＝覚悟を決めることです。自分の人生にとって譲れないポイントだから一度決めたら余程のことがない

限り変えないっていう強い気持ちが大切なんですが、みなさんホントに本気持ってます？？？ 

目標設定で大切なことは「本気であるか」ということです。目標設定というものはただ作ればいいの

ではないのです。その目標に“信念”や“魂”が入っているかが大切なのです。 

その②  

多くの人が目標達成しない中で、目標を達成している人達の共通点として「目標達成の為には、その

目標が途中地点になるように設定しなければならない！ということを実行している」 

ということが言えます。 

 

たとえば 100 メートル走で言えば、最速でゴール（目標）に到達するためには 100 メートル地点をゴー

ルにするのではなく、意識の中で 110 メートル地点にゴールを置いておくと 100 メートル地点で失速せず

に最速で突き抜けることができるということです。（逆にあまりに遠いと果てしなくて失速します。笑。） 

 

 

目標設定はその目標の１０％くらい盛ることが大切といえるでしょう。スポーツの試合で 3 位以内

を目指すのであれば優勝するためのトレーニングを積まなければならないということ。3 位を目指している

うちは、3 位になることはできないということはみんなにも分かると思います。 

これを大学入試に例えると、GMARCH を目標にしているようでは GMARCH ではなく成成明国武に、成成

明国武を目標にすれば日東駒専になんて感じでしょうかね。どうしても人間は目標設定をすると、その範

囲内で何とかしようとしてしまうので、実際に本当の目標に届かないことがよくあるのです。その目標を突

き抜けるくらいの意識の高さが必要なんですよ。 



目標設定のポイントとは、「その目標に“信念”や“魂”が入っているか」ということと、 

「目標は達成すべきラインの 1 歩先、2 歩先で設定する」ということ。 

この 2 点に注意して目標設定をすると目標達成の可能性がきっと高まる事でしょう。 

 

◎「残念な勉強」から卒業しよう！ 

東大生の西岡壱誠さんが東洋経済に掲載しているコラムに皆さんの参考になる指摘がありました

ので紹介します。かなりこの指摘は納得できるのではないでしょうか？  

その 1「白紙に再現」できなければ知らないのと同じ  

毎晩自分で「今日習ったこと、勉強したことを何も見ないで真っ白い紙に再現できるか」を確認することが大切。こうやって再現

できるかどうかをチェックすれば、自分が覚えきれていなかった事項を客観的に理解できるようになります。さらに「白い紙に再

現しなきゃならない」と考えていれば、勉強しているときも「再現できるように」勉強する習慣がつく。「真っ白い紙に再現する」

というアウトプットのお陰で、インプットの質も上がるのです。 →これ本当にその通りだと思います。 

その 2「ゴールを意識」しなければほとんど徒労に終わる 

ゴールの見えていない暗記をしていませんか？「agreeの意味は？」と聞かれて「同意する」と即答できるようになっているとしま

す。しかしそういう生徒に、「じゃあ前置詞 with や on とくっついて熟語になり、『合致』などの意味もある英単語は？」と聞いて

も「？ ？ ？」と答えられないことが多い。答えは先ほどと同じく「agree」なのに、答えられないのです。大学入試では、「こ

の単語の意味を答えなさい」という問題は出題されません。でも、長文の中にある英単語を知らないと問題が解けないから、ちょ

っと捻って単語の知識を問う問題が出題されるから、または英作文問題でその単語を書く必要があるかもしれないから、英単語を

覚えるのです。しかし、そういうことをまったく考えず、「agree=同意する」とただただ丸暗記をしているだけでは、その知識をほ

かに活かせません。どんな agreeも「同意する」だと思ってしまう(ちなみに agreeには「一致・合致」という意味もあり、そう訳



したほうが点が取れることもあります)。agreeが答えになるちょっと捻った問題を解くことができない。つまりは、丸暗記するこ

とに必死で、「ゴールを考えていない」「どういうふうにアウトプットすれば点が取れるのかを考えていない」のです。だから、必

死になればなるほど、成績が上がらなくなる。まさに「残念な勉強」です。「どういう場でアウトプットするために暗記しているの

か」を明確にすることが大切なのです。→この罠にはまっている人いませんか？ 

その 3「自分の頭で考えない」のは寝ているのと同じ 

それまでの僕は、教科書や参考書に書いてあることを鵜呑みにしていました。たとえば「12世紀ルネサンス」という言葉が出てき

たら、「そうか、12世紀にもルネサンスのような文化の発展があったんだな」と、そのまま覚えようとするだけでした。 

でも、これは「考えている」ことにはなりません。 だから僕は、次のように考えるようにしたのです。「なんで 14 世紀に始まっ

たのが『ルネサンス』で、12 世紀が『12 世紀ルネサンス』なんだ？ 普通、逆じゃないのか？」「なんで 11 世紀でも 13 世紀でも

なく、12世紀に始まったんだ？」こういった疑問は、答えにたどり着けることもあれば、どこにも答えが書いてないこともありま

す。でも、たとえ答えが見つからなくても、「自分なりの仮説」を立てたのです。僕はこれを、すべての教科に取り入れました。 

効果は絶大でした。→「自分なりの仮設」、これが映像になると更に効果があるのではと思います。 

 

 
◎では夏はどーすればいいの？ 

・夏休み中までを期限として万全の基礎固めを！ 

（急がば回れ！基礎固め無くして結果の芽は出ない！ 夏は基礎固めの最後の時期と考えろ） 

 ・基礎力完成の後の「応用力養成」と「実践力養成」の段階でも十分な時間が必要なので、夏の

うちに何がなんでも基礎については完成しなければならない。 

 ・基礎に穴があると 2学期以降、得点が必ず伸び悩みます。分かる・分からないをチェックして

穴を丁寧に埋めていくこと。 

 ・学んだ知識を定着させるために何度も繰り返して見直す、解きなおすことを習慣化すること。 

 ・徹底的に今までの学習個所の復習を実行するように。 

 ・単語王は先にどんどん進めておくこと。 



・周りに振り回されず、基礎固めができていない人は夏までに最優先で基礎を固めること。演習は後か

ら追いあげれば本人の猛烈な努力次第で間に合うかもしれないけれど、２学期になって基礎に戻らな

ければならない人はもうその時点で成績の伸びは厳しいということをしっかり自覚して、人は演習をやり

まくってても、夏休みは基礎的事項の習得に命懸けでのぞむべし。無駄に焦らない！焦ってあれこれ

手を出して結局どれも中途半端は一番ダメ！！ 

 

・学習の段階に応じて最適な問題演習を行おう！（解く力を高めるには問題演習が大切！） 

  まだメチャクチャ難しい問題とかは解けなくてもいいので、夏休み中にインプットした知識

を、問題を通してチェックするとともにアウトプットしやすい状態を定着させておくこと。 

 英語の長文は必ず 1日最低 1題は説き続けること。 

・弱点に目を光らせて、見つけたら確実に解消する！（弱点は確実に潰せ！） 

  知識の暗記や問題演習などは何度も復習を重ねて丁寧な学習で弱点をつぶすこと。さらに類題

を解くことで定着度をチェックしてその後、問題のレベルアップを図ろう。一度の学習で自分の

モノにできるほど受験勉強は甘くない。 

・長期目標の達成のための短期目標、週のノルマを決め、今日のやるべきことを確実にやるべし 

（ざっくりした計画というものは計画とは言わない！ 時間の浪費を防ぐために計画は大切！） 

何度も言うけど、計画を立てることを面倒くさがってはいけません。（確かに面倒くさいけど）いつまでに

何をやって何ができるようにならなければならないのかを明確にして、その月にやることを決めて、それ

を週ごとにして、さらに日ごとにすること。今日やることがハッキリとしているというのが計画というもので

す。その時に苦手教科の取り組みのバランスを考えた時間配分を決め、計画の微調整ができるように、

予定を入れない調整日を設けるのも手です。（調整日に今までの計画でできなかった勉強をやればい

いのです） 今日やるべきことが机の前に貼っていないようでは困りますよ。 

学習内容や量は具体的に！あいまいな計画は無意味！ 1.01倍の法則→2ヶ月で 2倍の力に 

 

・完璧主義を反省し計画に柔軟性を持たせよう！ 

  綿密に計画を立てることは大切！しかし計画ばかりに固執して（＝予定をこなすことばかりに振り回さ

れて）本来の目的である「勉強内容を身に付けること」がおろそかになってしまっては全く意味がない。

→今の自分には何が必要か、何をすべきかをこまめに考えて常に計画に反映させて行く柔軟性が大

切。あと、自分に全くこなせない量をノルマにしてムードに酔って全く計画通りにできないのは完全にア

ウトです。 

 

・無駄を徹底的に排除し時間の使い方を最適化しよう！ 

 時間の使い方を全面的に見直ししよう。1 学期の自分の生活スタイルでムダを発掘して改善する

こと。できることから即実行あるのみ。（スマホ時間、テレビ、睡眠時間など） 

 ダラダラと勉強をすることはかえって問題。コスパを考えた教科の時間配分、スキマ時間の活用、

休み中に朝方に変えていくといった生活リズム作りや自己管理もこの時期にやるべきことです。 

 

・苦手教科の克服は本気で！ただし注意も必要！ 

苦手なんだからちょっとやそっとでは好きになることはできません。だから、自分の弱点を見極める意識

を持って勉強することが必要。自分の弱点は知識？理解力？解法？弱点の原因を分析して補強すべ

し。そして苦手の原点までさかのぼってそこから積み上げなおすこと。ただし、弱点・苦手の克服はかか

る時間と成果を考えて無理な深追いをし過ぎて大幅な時間の無駄を生んでしまうことは絶対避けること。



（単なる勉強不足なら勉強すれば伸びるけれど、苦手教科の克服については１００％努力が報われると

は限らない部分もあります。なのでコストパフォーマンスを常に考えて得意教科を伸ばすことと並行して

行うとよいです。） 

いよいよ勝負の夏休みが始まります。残りの貴重な時間で“やりきった”夏を過ごせるように、そして 9

月以降の模試で結果の芽が芽生え、そしてさらに育っていくように、今学期の自分の行動を謙虚に反省・

改善し、上の話を参考にしながらしっかりとした意志と信念を持って夏を乗り切って行こう！ 

夏休みは意外と短いです！ムダな時間の浪費を防いで、取り組む内容の取捨選択を！ 

規則正しい生活を（目指せ朝方！）生活が乱れると取り戻すのに最低 2 日の時間的ロスが生じます。 

そして夏に長時間の勉強のリズムを作り 2 学期以降の安定した勉強量を確保できるようにしよう！ 

  夏に身に付いたことはきっと秋・冬、そして受験本番に必ず生きてきます。  頑張れ 1 組っ！ 

 
以上、色々書いてきましたが、最後の夏に向けて自分のできることは全てやるように！そして 7 月 28 日のマーク模

試、8 月の記述模試は絶対に英語・国語の得点 UPを！しっかりと準備をしておくように。期待していますよ。 

この夏から自分達の進化の物語が始まると思って負荷を少しずつ掛けながら妥協ない毎日を！ 

今回の言葉 

何かに悩んでいる人は、解決策を知らないのではなく、最良の解決策を面倒でしたくないだけだ。（森博嗣） 

 

もう一つ、 勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし。（野村克也 元楽天監督） 

負けや失敗には不運や偶然ではなく必ず原因があるので、あきらめてしまったり、負け惜しみや言い訳をつぶやいたり、嘆いたり、悲しんだ 

り、慰め合ったりしている暇があるなら、特に私たち凡人は敗因を徹底的に分析して頭使って対策を練るべきなのですよ。（ということです。） 

※勉強順調な人は 8 月 26 日に 1 日だけガッツリ遊んでストレスをしっかり解消してから 2 学期にのぞむことも一つの手だと思

うよ！  それでは次は 8 月 31 日（土） 始業式 正装で登校  

元気な姿で会いましょう！（オレが代わりに遊んでおいてあげます。笑） 
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