うことがわかることは，みんなにとって，と
ても大きなことじゃないかと思います。みん
なに次のような文をおくります。
ミスした時に
なか

かずお

中 一夫
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試験を前にキンチョ―しているみんなに，今
日はボクの試験の思い出を書いてみることに
しました。それはそれは恥ずかしく、またお
かしくうれしい思い出です。ボクが教員採用
試験を受けた時のことです。
※

ある教員採用試験受験記
☆ ミスって， だれでもすること
試験がだんだんせまってきて，みんなの中
にも緊張感が高まってきているように思いま
す。あれだけいろいろ考えてきた「高校受験」
が目前にせまってきているのですから，緊張
するのも当然だと思います。
以前，こんなことを書いてきてくれた女の
子がいました。
私，なんだか本番でミスしちゃいそうで，と
っても不安になってきちゃった。私って，と
ってもおっちょこちょいで，いつもいっぱい
失敗しちゃうし････。何だか，そんなことを
考えたら，勉強も手につかない感じなんで
す････。
なんだか，そんな不安，とってもわかる気
がしました。
「当日，ミスしちゃって，自分だけが失敗
してしまうんじゃないか」…つい，そう思え
てしまうんですよね。まわりの人はミスしそ
うもなく，自分だけがミスをしてしまいそう
に見えるし，思えるのです。
けれども実は，誰だってミスはするもの。
「自分以外の人もミスをするのだ」「ミスを
しても終わりということじゃないんだ」とい

※ ※

先生になリたかったボクは，東京，山梨，
島根の３つの県の「教員採用試験」をうけま
した。不勉強がたたって，山梨、島根は一次
試験(筆記試験）でダメ。奇跡的に東京だけ二
次試験（面接）まで進みました。
その二次試験でのことです。ボクは着なれ
ないス－ツを着て試験にのぞみました。とこ
ろが，会場についてさっそく入口で首をかし
げてしまったのです。なぜなら，入っていこ
うと思っても、どこにもスリッパが用意して
ないのです。「スリッパはどこ？」とキョロ
キョロするボクのそばで、次から次へと、ス
リッパをカバンから取り出して中ヘ入ってい
くス―ツ姿の人たち････。ボク以外の受験生は
全員，スリッパを持ってきていて，それに履き
かえて中に入ってくのです。
「みんな用意がいいなあ」と感心しながら、
スリッパを持っていないボクは受付の人に頼
み ます。「 スリッパ を貸 してもら えません
か？」
････丁寧に聞いたのに，その人は「受験生のく
せにスリッパを忘れたの！」とボクをしかり
ます。「スリッパを持ってくるなんてどこに
も 書いてな いくせに 、し かること ないだろ
う！」と心の中で文句を言います。
その時点では，僕は自分がどれほど大きな

失敗をしていたのか，全く気づいていなかっ
たのです。
とにかくスリッパを借りて控室に入ると，
そこでは採用になった時のための書類書きを
していました。渡された書類を見て，ボクは
「変だな～」と，思いました。
東京都教職員採用ナン卜カカン卜力
氏名
写真添付欄
住所
※裏に名前を書いて
本籍

のりづけすること。

etc

「本籍」なんて忘れたよ。……「写真添付欄」
があるけど、どこで写真とるのかな？……ボク
はそんなノン気なことを考えていました。
そのうち係の人の説明があります。
「いま渡した書類は採用を決めるとても大
事な書類ですから，記入の間違いのないよう
にして下さい」
「写真はここにノリがありますから，それ
を使って貼って下さい」
ボ―ゼンとするボクをしり目に，ノリのまわ
りは写真を片手にした受験生でいっぱいになり
ます。そんなバカな……。どうしてみんな写真
を持ってんだ？ 別の通知が後から来たんだろ
うか？……ボクはだん だん自分の顔から血の
気が引いていくような気がしてきました。
あわてながら力バンの中から今回の試験の
通知（ハガキ）を取り出します。裏にはたし
かに日時と場所が書いてあり，大学の成績証
明書（これはちゃんと用意していった）が必
要だということしか書いてありません。……あ
せってパ二ックになりつつハガキの表を見た時，
ボクにはすベてがわかリました。
頭の中で「ガ～～～ン!!」
という鐘の音がこだまする
ようでした
ウッソ一!! そんな－!!
ボクはこの注意書きを一個も
読んでない！……もうだめ
だ，落ちた……。
ボ―ゼンとしつつも，

この手紙を受け取った時のことが思い出され
てきます。裏に書いてあった「１次試験合格」
の文字に有頂天になったボクは，その手紙を
裏にしたまま柱に押しピンでとめていたので
す。ボクがいつも見ていたのは，「合格」の
文字と，２次試験の会場と，「成績証明書持
参のこと」という、たった一つの注意事項だ
けだったのです。
バカバカバカ……。いまさら遅い。
５分ぐらいボ－ゼンとして時間が過ぎていき
ます。「ボ―ゼン」といいつつ，頭の中では，
いろんな思いががけめぐります。
「外ヘ出ていって，写真屋ヘ行って，すぐ
写真をとってもらおう！
……朝の９時なんかにあいてるわけないよ
な―。
「知らんぷリして，写真をはらずに出そう
か！？」…そんなこと，それだけでダメになる
に違いないよな。
「あきらめて，帰ろうか？」……せっかくこ
こまで来たのに････。
落ちても来年うける時のために，―度は面接
を経験しといた方がいいよな―。それにしても，
オレって，何て，バカなんだろう……バカバカバ
カ……。
そのうちやっと，「まあ，しかたないよ」と
いう気になってきます。
意を決して手を上げました。「あの～，す
いません。写真を忘れてしまったんですけど…
…」。その―言の反響の大きさ！
あっという間に，その場にいた係の人がい
っせいにボクのまわりに集まってきました。
そしてボクを無視して真剣にその人たちだけ
で話しあい始めます。
「どうしよう？」
「でも，この書類は絶対に写真ないといけ
ないよ」
………………ボクは穴があったら入リたいよう
な気持ちで聞いていました。さっきの決心がす
ぐに崩れて，「もういいです。ボクのミスで
すから，もう帰ります」と言いたくなりまし
た。

そのうち結論がでました。「しかたないか
ら，受験票の写真をはがして，ここに貼って
もらうことにしよう！」
ボクはその人たちが探してくれたボクの受
験票の写真をミジメな気持ちではがしました。
その時のミジメさのせいか，
うまくはがれなくて，受験票がやぶれてしま
いました。とてもとてもミジメでした。
そして，その写真を例
の書類に貼った時，ボク
のミジメさはピ―クに達
しました。こんなはずか
しい思いをしたのに…。
正直，泣きたくなりました。ボクは「不合
格」を確信しました。
そしてそのあと，写真のない，破れた受験
票 を持って 面接に向 かい ました。 その結果
は？
※ ※ ※
そうです。その結果，今ボクがここにいる
のです。
結果は，Ａ採用！ （東京では「Ａ採用」
「Ｂ採用」「不合格」という採用基準があり，
ボクはいわば一番優秀なグル―プ）。そう，ボ
クは，みごと（？）試験に合格したのです！
自分でも不思議な気持ちになってしまいま
すが，いくつか思いあたる点もあります。とに
かくこれだけス夕―卜から失敗したボクは，も
う「落ちるに決まっている」と腹がすわって
いたのです。ですから，面接でのいくつかの
質問などにも，あまり「模範回答」を意識し
たりすることなく，けっこう思ったとおリの
ことを言えたのです。
さらに，「受験票はどうしたんですか？」
という当然の質問にも，「写真を忘れてしま
ったので，受験票の写真をはがして貼ったん
です。 ほんとにこういうところがボクの欠点
です」などと笑いながら答えたりしたのです。
そのボクの笑いにつられてか，試験官の偉い

人たちも―緒になって笑ってたりしました。そ
んなことで，かえって，ボクらしさが出たのか
もしれません。
けど，やっぱリ，「マグレじゃないか？」
という思いはすてられません。そりゃそうだ
よね。マネしたりしないでね。
※
※
※
もし東京都に採用にならなかったら，ボク
は今頃，女子高校の先生です（なかば決まっ
ていました）。
「そっちの方がよかったかな～？」 という思
いもありますが，考えてみれば不思議なもの
です。女子高の先生になっていたら，今，中学
生のみんなと―緒にいるなんてことはなかった
んだもんね。人生先のことはわからないもの
です。失敗なのか，成功なのか―「その時は失
敗だと思っても，長い人生の中で見たら実は成
功だったなんてことがたくさんある」と，心
から思います。
いや，「失敗したからこそ，新しい自分を
発見するチャンスになった」ということがあ
るのです。
こんな恥ずかしい失敗をしたボクだもの，
みんなにえらそうに言えないよね。けど、一
つだけ，この経験でボクが気づいたことだけ
は、みんなにも知っておいてほしい気がする
のです。
自分で「あっ，ミスしてしまった！」と思っ
た時は，「あ～ もうダメ！」って落ち込む
けど，ミスしたことを隠したり，あわてるよ
りも、まず「ミスしてしまった」ということ
を自分でしっかり認めるといいと思うのです。
そうすると、ちょっと落ちついて、
「どうやったらそのミスを挽回できるか？」
って考えられてもくるようです。そもそも，
とりかえしのつかないミスはそんなにないの
です。

ミスのおかげでかえってカシコクなれたり，
前よりスバラシイ道が 開けたり、そして、ミ
スなんか自分が気にしてるだけで結果には影
響なかったり…いろんな場合があります。
※

※ ※

今でもボクはいっぱいミスをします。ミス
したことで，あせって体が震えそうになる時
もあります。けど，そうやってあせっている
間，またそのミスが挽回できなかった時でも，
今のボクは心の中で一つの言葉を繰り返し自
分に言い聞かせるのです。

どっちに転んでもシメタ！
…そして，「ほんとにそうだなあ」と強く思う
のです。〔「どっちに転んでもシメタ」という
のは，『発想法かるた』（板倉聖宣著，仮説
社）という本の言葉（原文は「どちらに転ん
でもシメタ」）です〕

●おわりに
この文は中学３年生には毎年，紹介するこ
とにしています。最初に「ミスしたらどうし
よう，不安だわー」と述べていた女の子は，
この文を読んだあと，こんなふうに書いてき
てくれました。
この失敗した話を読んで，おもしろくて笑
ってたりしたんだけどもし，私が同じように
大きな失敗をしてしまったらと考えると，気
がどうてんしてしまいそうです。でも，この
お話を知って良かったなって思います。私が
失敗をした時，おろおろせずに少し勇気がわ
いてくると思います。面接試験がもうそろそ
ろになってきました。「どっちにころんでも
シメタ！」って，心の中でくり返してのぞみ
たいと思います。

彼女の感想を，なんだかとってもうれしい
気持ちで読みました。みんなの不安やあせり
が，ちょっぴりでも減ってくれるとうれしい
と思っています。

