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『 迷い ながら 、強くなる 』将棋棋士「羽生善治」の言葉
江戸時代か ら続く将棋の 歴史におい て、公式戦通 算優勝回数 歴代単独1位の離れ 業を継続中の 46
歳 天才将棋名 人です。
彼が書いたこ の本では、問 題解決に役 立つ考え方の ヒントを5つの項 目に分類して
①

読み ･････判断力と分 析力を高める 「先を読む力 」

②

リラ ックス･････「い い緊張感」と 「悪い緊張感 」の見極め 方

③

チャ ンスとピン チ･････プレッシャ ーを感じなが ら腹を据え る

④

詰め ･････勝負の世界 は、最後に何 があるかわか らない

⑤

運･････ツ キ、流れ、 バイオリズム について

『 自分の頭で 考えた答えが 、人間を強 くする。溢れ る情報に埋 もれない力、 答えのない 場面でも前
に 進んでいく 力とは･････「迷い やミスがあっ たからこそ 、ここまで来 ることがで きた」
一見、意味 のなさそうな ことでも、 マイナスにし か思えない ことでも、実 は自分に重 要な影響が
あ る。これは 、数多くの対 局が教えて くれた教訓で す。今、何 か問題に直面 していたと して、それ
が 解決できる かもしれない し、残念な がら解決でき ないかもし れません。
し かし、それ を解決しよう と頭を絞っ た経験や過程 というのは 、後々になっ ても自分を 支えてくれ
て 、やがて財 産になるもの だと信じて います 。』 と語ってい ます。
この本で名 人が『進路』 というタイ トルで書かれ た3ペ ージからの抜 粋です。
『 ―「進路」 ―自分のレベ ルに合って いるか、とい う大事な視 点
人生には 、大きな分岐 点がありま す。その一つ が、自分の 進路を決める ことです。 きわめて重
要なことです から、慎重に 考えて思い 悩むものでし ょう。また 、決めた後に こんなはず ではなか
ったと後悔す るケースも珍 しくはあり ません。しか し、飛び込 んでみなけれ ば、決断し てみなけ
れば、わから ない、あるい は見えない ことは山ほど あるもので す。
もっと具 体的なケース で説明しま す。私は「こ の会社(大学)に入ったら 安泰 」、「あの団体 (大
学)に所 属していれ ば、うまくい く」という のは、ありえ ないと思っ ています。現 在ある会社 (大
学)も百 年後にはな くなっている か形を変え ているのが大 部分で、そ れは「諸行無 常 」、自 然の摂
理でもありま す。変化やう つろいは人 の想像力をは るかに超え ているもので すし、その 法則は時
代が変わって も変わらない 普遍的なも のでもありま す。
“類は友を 呼ぶ”という 言葉があり ます。一つの グループに いるというこ とは、多か れ少なかれ
何か共通項が 存在するので はないでし ょうか。そし て、そこに いる人たちも それぞれに 進化を続
けていきます 。極端な例か もしれませ んが、草野球 をしている 人がメジャー リーグの選 手たちの
仲間に入った とします。あ まりに能力 が違いすぎて 、その人に とっては“地 獄”の環境 でしょう。
逆に、メジャ ーリーグの人 が草野球に 参加しても物 足りなく退 屈でしょう。 居心地とい うのは、
能力だけで決 まるわけでは ありません が、一つのグ ループにい たとしても、 人によって “天国”
にも“地獄” にもなるので す。また、 環境は不変の ものでなく 、時間と共に 変わる可能 性もあり
ます 。“地 獄”だと思 っていたとし ても、そのグ ループの中 で自分とほか の人との共 通項をたく
さん見出すこ とができれば 、“天国 ”に変わるは ずです。で すから、自分 の現在の状 態に合った

グループ、進 路を見つける ことはとて も重要なので す。そして 、リーダーシ ップのある 人という
のは、所属し たグループの 人々や本人 も快適な環境 に導くこと ができる人だ と思います 。まさに、
“朱に交われ ば赤くなる” ですね 。』
3年生： 最後まで「基 礎・基本」 の反復学習を 継続して最 後の伸びを信 じることで す。最後まで 学
校 の授業を一番 大切に生活 のリズムを守 った人がき っと成功する でしょう。
2年生： 受験モードへ の切り替え 時期とよく言 われますが 、何も特別な ことはいり ません。進路 を
明 確に意識する 気持ちと普 段の授業への 集中した学 習を見直すだ けです。家 庭学習時間の 確
保 も。
1年生： 2年生 と同様に日々 の授業への 取り組みをし っかりする こと。慣れて しまった学 校生活を生
き 生きと過ごせ るよう少し 先の自分を思 い描いてみ てください。
さて、寒く なり、放課後 廊下で勉強 していると手 がかじかん でくるように なりました 。３年生は
こ の時期、思 ったように勉 強が進まず 、気持ちばか りが焦る人 、焦った結果 、夜遅くま で勉強をし、
朝 起きるのが つらくなって いる人がふ えているので は、と思わ れます。入試 は最後は体 力と気力と
の 戦いです。 朝９時頃から 始まる入試 に、頭の回転 がベストに なるよう（起 床後３時間 後くらいか
ら フル回転に なるとか）６ 時起床を意 識し、きちん と食べ、睡 眠をとり、体 力を温存す るよう心が
け ましょう。 また受験校を 決定し、受 験スケジュー ルを立てる 時期になりま した。この ３月に卒業
し た先輩達の 受験アドバイ スを紹介し ます。先輩達 の生の声で す。きっと励 まされ、参 考になると
思 います。

【 応援してるよ！】メッセージ

by 68期生

・過 去 問を 沢山 解 いて形 式 に慣れ てお いた。
・負 けん 気は 誰にも負 けな いくらい あった。 起 きて いるとき は勉 強 して いた。 全 力 で打 ち 込 めたと
胸 を張っ て言 える。
・セ ンタ ー がダメで も、 一般 入 試には 関係 な い。
・２ 日 連続 は１ 回 のみで 、セン タ ー 利用 な どで 心の ゆ とりを持 てた 。
・先 生 とたくさん相 談 し て悩 みに悩ん で 決めて よか った。 セ ンタ ー ２日 連 続で 、もの す ごく疲 れた
し 精神 的 に参 ってし まって いた から、受 験校 を増 や して いた ら多 分 大変 だった 。
・そ れぞ れの学 校 で 問題 の 傾向 が違 うので 、それ に慣 れるため入 試 と入試 の 間は 1週 間開 けた。
・D判 定 以下 で も合 格す る。 出 願をし てお いて 本当 に良 かっ た。
・第 1志望 の 学校 は最 初 に受けな い よう にする。 他 の ところ で 1回 雰 囲気 を知 ってか らの方 がよ い。
・ダ メもとだったけど 、望みが少 し で もあったか ら受けて 良か った。
・大 学 のレ ベル がだんだん上 がるよ うな 日 程を 組む 。
・テス トの 日 程を 詰めす ぎな か ったことがよ かっ た。
・３ 日 連続 はき つ い。
・最 後 まで あきらめな い で頑 張 った。 1月以 降 からの 追い 上げ がで き た。 受 験日 の 早い 大学 に１ つ
合 格し たことで 、気 持ち に余 裕 ができ て、 落ち 着 いてそ の後 の 試験 に挑 めた。
・徐 々 に難 易度 が上 がるよ うに受 験日 を組 むと良 い。 当 日は 忘れ 物をし な いよ うに十 分 に気をつ け
る。
・私 大 セン タ ー利 用 で 8から9割 取らな いと受 からな い大 学 は、セ ンタ ー 試 験の ための 勉 強をす る
よ り 、個 別入 試 の過 去 問中 心 に、何度 も解 き 直し 勉 強し た方 がよ かった 。
・セ ンタ ー 利 用入 試 と一般 入 試の 受 験料 を払 うタ イミン グがう まく調節 で き ていな くて、 無駄 に受 験
料 を払っ てし まった。

勉 強 時間 を割 いて でも、 きち んと計 画 をたてる ことは重 要だと思 った。

