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本気の失敗には価値がある－これからの自分の財産にする－
校長 辻 成一郎
鳥ではない「こうのとり」を知っていますか？
昨年の 8 月 19 日に地球に帰ってきた、宇宙ステ
ーション補給機「こうのとり」9 号です。この日に
大気圏に突入して静かに役目を終えました。
この「こうのとり」は、ＨⅡ型ロケットにより打
ち上げられる無人宇宙船です。宇宙へ約 6 トンの物
資を運び、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）とドッ
キングして物資を届け、ごみを受け取り、大気圏で
ゴミと共にほとんどが燃え尽きます。
この「こうのとり」9 号をコントロールしていた
リーダーは、内山崇さんという方です。
彼は、小学生の頃に、
スペースシャトルの分解
事故に衝撃を受けながら
も、次の打ち上げを成功
させた宇宙航空技術に感
動し宇宙飛行士を目指すようになりました。
ところが、彼が大学院に入った年を最後に、JA
XA（宇宙航空研究開発機構）の宇宙飛行士募集は
行われず、宇宙事業を扱う企業に就職しました。
そこでは最初あこがれの日本版スペースシャトル
「ＨＯＰＥ」の設計を希望しますが、スペースシャ
トル事業は中止となり、落ち込む中で出会ったのが
「こうのとり」の仕事でした。
就職して１０年がたち、内山さんが 32 歳の時で
した。JAXA の宇宙飛行士試験が行われることにな
りました。世界で初めてのドッキング方式を採用し
た「こうのとり」は NASA（アメリカ航空宇宙局）
から期待され、開発に夢中の時でした。
そんな中で、内山さんは挑戦することにします。
合格後の訓練期間等を考えると、体力的年齢的に、
今が最高の時期だと思ったからです。
試験の合格者は２～3 人。応募者は、史上最多の
963 名。10 か月の選考で合格者が決まります。
まず、書類選考と英語の試験が行われ、これに合
格した者 230 名が、1 次試験を受けます。内山さ
んは、１次選考に続き、2 次選考者 50 人に残り、
7 日間の様々な検査や面接の後、1８日間に及ぶ最
終選考者 10 名に選ばれました。
最終選考では、１０日間を 10 人で隔離されて暮
らし、様々な課題をクリアする閉鎖環境試験、集団面
接、心理面接、泳力試験を受け、その後、約１週間の
NASA での操縦訓練、ロボットアームの操作訓練、

面接試験、船外活動（EVA）訓練､追加で医療検査
や面接も受けました。
いずれも、どんな状況でも「信頼」される人間で
あるか、宇宙飛行士としてどんな状況にも動じない
「覚悟」があるかを問われる厳しい試験でした。
しかし、内山さんは合格できず、後に国際宇宙ス
テーション（ISS）で活躍する油井亀美也さんと大
西卓哉さん、金井宣茂さんが選ばれます。
ショックは大きかったといいます。最終選考まで
残ったのになれなかった悔しさ、目の前まで届いて
いた夢が突然無くなる悲しさ、そして、急に応援す
る側になった戸惑い…。
彼はこの心の傷がいえるまで 10 年かかったと、
著書の「宇宙飛行士選抜試験―ファイナリストの消
えない記憶―」(ＳＢ新書)に書いています。
そんな傷心の内山さんを支えたのは、戻ってきた
彼を温かく迎えた「こうのとり」のスタッフ、実は
過酷な訓練や危険な宇宙に行くことを心配し、なら
なくてよかったと思っていた母等、励ましてくれた
様々な人たちでした。その後、彼は、合格した 3 人
の仲間を始め、ＩＳＳの命を支えることになる 9 回
の「こうのとり」の打ち上げのフライトディレクタ
ーを務めます。3 号機からはリーダーになり、5 号
機ではＩＳＳに滞在する油井さんと、7 号機では金
井さんと「こうのとり」でドッキングするなど、大
きな役割を果たすことになりました。
そんな中で、内山さんは、立ち直っていきます。
漫画『宇宙兄弟』に出てくる、
「本気でやった場合に限るよ。本気の失敗には価値
がある。」
というフレーズは、後悔しそうになる彼の背中を押
し、「こうのとり」に向かわせてくれ、やるだけの
ことをしても出なかった結果を、いつまでも悔やむ
のではなく、次に自分のできることを考える気持ち
にさせてくれたといいます。
3 年生は、高校入試を終えて、今ホッとしている
ことでしょう。いい結果が出た人、思うようにいか
なかった人、それぞれだと思います。
今も、これからの人生においても、望んだ通りの
結果ではなかったとしても、このセリフが自然に出
てくるようであってほしいなと思います。
卒業まで、あと少し、次は、みんなですばらしい
卒業式をやりましょう。

１月２８日、２９日の両日で、２学年では食育の授業を実施しました。保健体育の「保健」の分野に栄養士の深津さんが講師と
なって、日々の食生活や中学生として必要な栄養の摂り方を学びました。栄養のバランスガイド（農林水産省）を用いて、自分に
見合った摂取カロリーをとるためには、どんな料理をどれだけとる必要が
あるかを検証してみました。食に関心を持ち、食の楽しさを感じ、食の自
己管理能力を育て、自分の生活習慣を見直すきっかけになることを目的と
して実施されました。

実施が延期されていた「オリンピック・パラリンピッ
ク教育講演会」が２月１６日（火）に実施されました。
視覚障害の柔道指導者である仲元歩美さんから、青年
海外協力隊時代のお話から、パラリンピック視覚障害
柔道選手の育成まで、多岐にわたるお話をいただきま
した。リモートによる講演会でしたが、普段の生活では、なかなか聞くことのできない内容に生徒たちは興味津々でした。仲元さ
んが指導されている選手たちからも、メッセージをいただきました。このような中でも必死に頑張る選手たちが、今回の東京オリ
ンピック・パラリンピックで活躍をすることを願っています。

２月１３日（土）１５時から令和３年度新入生保護者説明会を本校アリーナにて開催いたしました。１２０名を超える保護者の
皆様方にお越しいただきました。入学式は４月７日（水）になります。

２月１５日（月）の放課後に西田小学校の６年生が松溪中学校を訪問してくれました。
西田小学校６年１組では、書き損じ葉書や古本、切手、ペットボトルのキャップなどを集め、難民
救済資金にするとのことでした。
また別のグループは使い終わったランドセルをアフガニスタンに寄付し、学校へ行くきっかけ作
りに貢献しようとしています。本校の生徒会役
員が、小学生からの説明を受け、全校にお知ら
せをしました。ＪＲＣ部も同様の活動を行って
いますので、児童・生徒間の「小中連携」を成
功させていきましょう。

３月３日（水）の１～３校時に本校アリーナにおいて、演劇鑑賞会を行います。これは文化庁主催の「令和 2 年度子供のための
どうけ

文化芸術体験機会の創出事業」に本校が応募し、実現する体験型プログラムです。福岡県太宰府市より「ＮＰＯ法人劇団道化」の
方々をお呼びします。演目は「知覧・青春

アイ・アム・ヒア」です。

新型コロナウィルスの感染予防から、アリーナでの鑑賞は３年生のみとし、１・２年生は教室でリモート視聴となります。ま
た保護者の皆様方には後日、ユーチューブ（限定公開）でお楽しみください。

「知覧・青春 アイ・アム・ヒア」のあらすじ
天寿を全うして天国へやってきた香月今日子は、天国の受付係に「尋ね人」の依頼をする。彼女が探したい人
は、太平洋戦争において１７歳で特攻隊として飛んでいった柳川良彦。ところが、天国の死亡登録簿に彼の名前
はない・・・。驚く今日子に、係員は「消息検索機」を使って、今日子に良彦の消息を検索してみせる・・・。
戦後、中学校の英語教師となり、自立した女性として生きてきた今日子の７９年の人生を通して、「人間の滑稽さ、
素晴らしさ」「戦争の悲しさ」を考える青春物語。

第２学年は１月に予定していた長野県菅平での移動教室（スキー教室）が、新型コロナウィルスにより、中止になりました。２
月中に日帰りでのスキー教室も企画しましたが、緊急事態宣言により、実現できませんでした。
そこで、２学年の先生方が来年度の修学旅行（奈良・京都）につながる場所を選定し、３月１８日（木）に鎌倉校外学習を実施
することになりました。現地までは貸切バスで移動し、班行動を行いながら、古都鎌倉を散策します。日帰りですので、鎌倉での
滞在時間は短いですが、感染予防に十分に気をつけながら、実施いたします。

日ごろの授業での作品や部活動で制作した作品を展示する「文化発表会展示の部」。今年は３月８日（月）から１３日（土）まで
校内で展示されます。新型コロナの関係から、保護者の方々の見学は中止とさせていただきますが、学年別競技会（運動会）と同
様に、学校支援本部の方々のご協力により、展示するすべての作品を撮影し、インターネット上に限定公開いたします。

３月１３日（土）に実施予定でした文化発表会「舞台の部」
（合唱コンクール）ですが、緊急事態宣言延長により、３月２３日（火）
に延期いたしました。緊急事態宣言が解除されてからの合唱練習では、日数が足りないとの判断でした。
今回は「密」にならない工夫をしながらの開催になります。アリーナで合唱しますが、ステージ上では合唱せずに、フロアにて
可能な限り距離を保ちながら合唱します。合唱を行う学年以外は教室にてリモートによる鑑賞になります。
また今回はコンクール形式をとりません。順位を決めることよりも、このような状況下でも「心を一つにして、みんなで歌う」
ことに意義があり、大事なことだと考え、開催することになりました。
保護者の方にも参観していただきたいのですが、
「密」になる恐れがあることから、当日の様子はユーチューブ（限定公開）にて
ご覧になってください。何卒よろしくお願い申し上げます。
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大地讃頌

１日（月） 朝礼（リモート）
２日（火） 都立高校一次・前期発表
３日（水） 演劇鑑賞会（１～３校時） 専門委員会
４日（木） 中央委員会
５日（金） 文化発表会展示の部準備（６校時）
８日（月） 生徒朝会、 文化発表会展示の部（始）
９日（火） ３年卒業式練習
１０日（水） 都立高校二次入試 ２年球技大会
１１日（木） ３年狂言鑑賞教室 ２・３年いのちの授業
避難訓練
１２日（金） ３年卒業式練習
１３日（土） 文化発表会展示の部鑑賞（５～６校時）
３年球技大会（１～４校時）
１５日（月） 振替休業日

進太朗
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１６日（火） 都立高校二次発表 展示片付け（１校時）
３年セーフティ教室 いのちの授業（１年）
３年能楽鑑賞教室
１７日（水） ３年卒業式予行（３～４校時）
保護者会（全学年）
１８日（木） ２年校外学習（鎌倉）
１年球技大会（１～４校時）
３年百人一首大会（３～４校時）
１９日（金） ３年卒業式練習 ３年奉仕作業
２２日（月） ３年お別れ会 １・２年大掃除（６校時）
２３日（火） 文化発表会舞台の部（１～４校時）
卒業式準備（５～６校時）
２４日（水） 卒業式
２５日（木） 修了式
２６日（金） 春期休業（始）

