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なぜ 「面接試験」 か？
面接試験を 大学（将来の 就職する際 は企業でも） が課すのは なぜだろうか 。１５分か ２０分程で
は あるが、そ の短時間に表 れる受験生 の 「ひととな り」=「どんな人物 か」を知り たい のだ。こ の
受 験生は必ず 本校で活躍す る、是非採 りたい――と いう印象を そのやりとり の中で持っ てもらうこ
と が面接では 大切といえる 。
「 事柄」で語る な
面接指導が 始まる前、必 ず面接シー トを書いても らう。質問 項目毎に自分 の答えとな るポイント
を 書き留める ものだが、実 際に面接練 習を始めると 、このメモ レベルでやり とりが終わ ってしまう
こ とがよくあ る 。「この 学校の○○ のカリキュラ ムに引かれ ました 。」「きっか けは○○で、 将来は
○ ○の職業に 就きたいので この学部学 科を選びまし た 。」「３年間部活 に打ち込み 、部長でした 。」
― ―しかし、 よく考えて見 て欲しい。 これらは同じ 学部学科を 目指す受験生 なら誰もが 考えてくる
受 け答えであ る。もっと言 うならこれ らは「事柄」 を述べたに 過ぎない。つ まり、いく ら事柄を並
べ ても面接官 の印象には残 らない。な ぜなら、それ はその人だ けのものでは ないからだ 。では、面
接 ではどのよ うに話せばい いのか。
どんな自 分をアピール したいか
私の第一志 望大学に入り たい、私は この学部学科 で学ぶにふ さわしい人物 だ、と伝え たい。
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「可 能性を阻害す るもの」
時折、同じ スポーツに取 り組んでい た昔の仲間た ちと集まる 機会がある。 昨年の暮れ にもそのよ
う な集まりが あり、現役時 代の懐かし い話をするこ とができた 。
その中に 、競技の本場 であるアメ リカで活躍す るようにな っている選手 がいた。彼 と話をするの
は 初めてだっ たが、すぐに 打ち解けた 。彼と私は、 １０年以上 前の同じ年に 新人選手が 出場するト
ー ナメントの 大会にエント リーしてお り、そして同 じ相手に敗 北する、とい う共通の過 去を持って
い たからだっ た。
その敗北 をきっかけに 、私は選手 としての活動 を中断して 教員採用試験 の勉強を開 始した。自分
の 選手として の可能性に、 限界を感じ たからだ。そ れから１年 近くが過ぎ、 夏にある教 員採用試験
が 終わった頃 、インターネ ットのニュ ースで彼が新 人の頃に敗 れた相手と再 戦し、勝利 したことを
知 った。それ からも浮き沈 みはあった ものの、彼は 立ち止まら ずに選手とし てのキャリ アを積み、
前 進し続けた 。そして当然 、私が活動 を再開する頃 には手が届 かない存在に なっていた 。
海外の試 合で、日本人 選手が勝利 することは難 しい―少し 前まで、あら ゆるスポー ツにおいてそ
う 言われてい た時代があっ た。そうい う難しさをア メリカでの 試合で感じた ことはない のか、と彼
に 聞いてみた 。すると彼は こんなこと を言った。
「環境 やトレーニン グ理論の遅 れ、フィジカ ル面でのハ ンディキャッ プ、海外選 手との対戦経 験
の 乏しさ、日 本人が勝てな かった理由 は色々と言わ れているけ れど、俺はど れも違うと 思う。 一番
の 原因は、海外 で日本人は勝てない と 思い込 んでい た 、選手自身の 心の中にあ った と 思うんだ 。 だから
俺 は、勝手に 無理だと思い 込まないよ う、常に自分 に言い聞か せるようにし ている 。」
彼は今の ところ、海外 の試合で勝 ち星を挙げら れてはいな い。その現状 を考えると 、私のように
キ ャリアの途 中で職業を持 つ選択をし たことと、ど ちらが正解 だったかは分 からない。 ただ言える
こ とは、彼は 自分自身に限 界を作らな かった、とい うことだ。 そして今でも 挑戦し続け ている。競
技 者としての 時間は残り少 ないが、彼 が海外で選手 として成功 しないなどと 、誰が言い きれるだろ
う。
豊多摩の 進学実績は伸 び続けてい る。これは素 晴らしいこ とだ。年々受 け継がれて きた努力を怠
ら ないという 姿勢が、実を 結んでいる 証と言える。 しかし、少 しだけ内省し てみてほし い。 自分は
西 高ではなく 豊多摩だから 、国公立大 学ではなくこ のレベルの 私立文系大学 がふさわし いだろう、
と 心のどこか で思い込んで はいないだ ろうか。 五教 科全ての勉 強をしたり、 難関と呼ば れる試験に
挑 戦すること に、自ら歯止 めをかけて しまってはい ないだろう か。
西高生も 豊多摩生も、 生まれ持っ た頭の出来な ど変わらな い。十数年程 度の人生で 、それほど思
考 力に差がつ いていること もない。何 らかの差がつ いていると すれば、それ は成功体験 があったか
な かったか、 ということだ 。そして成 功体験を呼び 込むのは、 挑戦すること に対する継 続的なバイ
タ リティだ。 数式で表して みると、こ のことの重要 性がよくわ かる。合格判 定が50%しかない難 易
度 の大学があ るとする。し かし、これ と同程度であ る４つの大 学を受験し続 けると、全 ての大学に
落 ち続ける確 率は1/2の４乗だ。 パーセンテー ジに改めて みるといい。 合格しない 方がはるかに 難
し い、という 結果が鮮明に 見えてくる ことだろう 。（あくま でも数式上の 話だが）
「弱気は 最大の敵」― 名投手であ った野球選手 の、座右の 銘である。こ れは単なる 精神論ではな
く 、思い込み を捨てて継続 的な挑戦を 促す訓示だと 捉えること もできる。最 後に、１０ 年前に新人
選 手だった際 、指導者から 教えられた 二つの言葉を 記しておく 。 「一切の戦 略が立たな くとも、ま
ず は走れ。」
（ 遠藤）

「打つ手は 常にある。 見えていない だけだ。」

至言として 、心にしま ってある。

