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第 8回 ヒントは、失敗を失敗のままで終わらせない（2020.12.21） 

 

皆さんこんにちは 

長崎大学人、河野茂です。 

 

いよいよ今年も残すところあとわずかとなってきました。コロナに振り回され

通しの 1年でした。 

皆さんも、思うようにキャンパスライフを送れず、ストレスの溜まる 1年では

なかったかと思います。 

 

医療の面から見ますと、長崎は、現在、危機的な状況になってきています。 

県内の多くの医療機関に多くの患者が入院しており、今後も、増え続ける可能

性が高い状況です。 

以前と比較すると、長崎県外にでていない、県外の方とも会っていない、とい

う患者さんも確実に増えています。 

ご存じの通り、学内においても感染者が報告されています。 

医療現場は、今が正念場だととらえており、これ以上の感染者をださないこと

が強く望まれています。 

 

そのためにも、帰省をする人もしない人も、大学から示されているガイドライ

ンをもう一度確認し、健康管理システムの入力と、COCOAのインストールと稼

働を行い、健康管理と予防対策をしっかり取ってください。 

「ダメ」ばかり、と思うかもしれませんが、裏返せば、きちんと対策さえ取っ

ていれば OKということでもあります。 

前向きに捉えましょう。いま、前例のないことが起きている中で、立ち止まる

こと、つまりチャレンジを止めることは、状況を悪くすることはあっても、良

くすることはありません。 

前例がないということは、見倣うことができる対応、対策もないということで

すから、より一層、深く考え、数多くチャレンジをしなければならないので

す。 

もちろんチャレンジには必ず「失敗」が付きまといます。 

しかし、この閉塞感いっぱいの日常を少しでも良い状態にするために、とにか

く一歩でも前に進む、そういう意識を常に持ってください。 

「Who Dares Wins（挑む者にしか勝利はない）」です。 
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そして、コロナ禍によって、社会が勝手に変わってしまった、と傍観するので

はなく、貪欲にこの変化をどうプラスに変えるかという意欲と視点を持って欲

しいと思います。 

 

そしてチャレンジをするにあたり、一つだけ皆さんに意識して欲しいことがあ

ります。 

ただ当たって砕けろ！とやみくもにチャレンジを繰り返すのでは、実はなかな

か突破口は開けません。 

大切なことは、失敗を放置せず、なぜ失敗したのかを考えることです。 

古い言葉ですが「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」という

言葉があります。 

亡くなった野球監督の野村克也氏がよくインタビューで使っていたので聞いた

ことがある人もいるかもしれません。 

これは松浦静山（まつらせいざん）という、肥前國、今の長崎県の平戸の藩主

で剣術の達人の、「剣談」という書に出てくる言葉です。 

論理的に説明できない勝ちはあるが、負けは必ず説明できる、ということで

す。 

失敗も同じです。失敗には何か必ず理由があります。その理由を必ず明確にす

ることを、新年からの習慣にしてみてはどうでしょうか。 

失敗の原因が整理されれば、現在のような閉塞感のある状況下においても、突

破口は見つけられるものです。 

成功や勝利から学ぶこともありますが、失敗や負けから学ぶことも多いという

こと、すなわち失敗や負けは大きなチャンスなのです。 

 

皆さん、良いお年をお迎えください。 

 

「これまでの私からのメッセージの英訳版は、以下のリンク先にアップされて

います。 

留学生等へも共有をお願いします。」 

 

http://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M748633&c=23867&d=2835 

パスワード：President_message2020  
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Greetings! This is Shigeru Kohno, of Nagasaki University. 

  

At last, the waning days of 2020 are upon us. It was a year dominated by the 

Coronavirus. I am sure campus life this year was not at all how you pictured it would 

be, and that this was a source of great frustration for all of you. 

  

From a public-health standpoint, Nagasaki currently faces a grave crisis. Hospitals and 

clinics across the Prefecture are filling with patients and those numbers are expected to 

continue rising. In a departure from earlier this year, many of those who have recently 

contracted the virus have not left Nagasaki Prefecture and have reported no contact with 

anyone from other prefectures. 

  

As you know, there have been diagnosed cases from within the university community. 

In the view of public health experts, our medical facilities are stretched to the breaking-

point, and it is crucial that we limit the further spread of the virus. 

  

I urge all of you, those who plan to go home for the holidays and those who do not, to 

review once again the university guidelines, to continually update your health condition 

on the university health management system, to install and use the COCOA, and to take 

every precaution to protect yourself from infection. 

  

Perhaps it seems like all you hear these days is “don’t!” but think of it as keeping 

yourself healthy will make everything “OK!” 

  

Try to think positive. Although we continue to face an unprecedented crisis, standing 

still and abandoning your dreams is not an option. If you give up trying new challenges, 

it can only lead to disappointment and regret. Therefore, stay engaged! 

  

Unprecedented as this crisis is, we have little to guide is in terms of previously effective 

responses and measures, but that is all the more reason for us to try bold, persistent 

experimentation. Inevitably, experimentation involves trial and error. However, as we 
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struggle with being cooped up and isolated, the only way forward is to take one step at a 

time, so please try to look ahead with purpose. 

  

“Who Dares Wins” 

  

At this point,  I would like you to have the motivation and perspective on how you can 

change this in a positive way, rather than sitting on the sidelines believing that society 

has changed arbitrarily due to the corona problem. And there is one thing I want you to 

be aware of when taking on this challenge. 

  

In fact, it is difficult to make a breakthrough by blindly repeating the challenge, just 

attacking it directly. The important thing is not to leave the failure, but to think about 

why you failed. 

  

There is an  old saying, "there is a mysterious victory in winning, and there is no 

mysterious loss in losing." The late Katsuya Nomura, who was a baseball manager, 

often used it in interviews, so you may have heard of it. This saying appears in the book 

"Kenjutsu" by Matsura Seizan, the lord of Hirado in Hizen Province, now Nagasaki 

Prefecture, and a master of swordsmanship. 

  

There are wins that cannot be explained logically, but losses can always be explained. 

The same goes for failure. There is always a reason for failure. Why not make it a habit 

from the New Year to always clarify the reason? 

  

 If the causes of failure are sorted out, breakthroughs can be found even in the current 

situation of obstruction. Sometimes we learn from successes and wins, but we often 

learn from failures and losses, that is, failures and losses are great opportunities. 

  

Have a good year, everyone. 

  

  

  

"The English translations of my messages so far have been uploaded to the link below. 

Please share it with international students." 

  

http://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M748633&c=23867&d=2835 

http://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M748633&c=23867&d=2835
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