
医 学 部 Part ❷

「グノの先生は信頼できる」と思えたことも大きかったです。
英語の勉強方法にこっちに迷いがあっても、先生から明快な指示がいただけると本当に安
心できました。先生方に迷いがないので、僕も迷わずに先生方についていけました。
 濱田 伸彦さん（東大・駒場東邦）
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医学部を志望した動機

谷川：これからはますます高齢者の方が増えていきます。老後と言われる時期が長くなりますが、「不
健康になったらやりたいことができない」という話をよく耳にします。幸せな老後を過ごすには「健
康第一」だと思いますし、その健康を守れる職業に就きたくて医師を志望しました。
因間：私の場合は、人とつながって人と話せる仕事に就きたいというのがまず基本にありました。中
学に入学してから理科の勉強に興味を持ったことがきっかけで、「理系に進みたい」と思うようにな
り、「理系で、しかも人と話ができる仕事は何かな？」と考えた結果が医師でした。
　高２の夏に病院見学をした際、『国境なき医師団』でも活躍されてきた女性のお医者さんからお話を
うかがいました。その方は自分の仕事に誇りをお持ちで、患者さんからの信頼も厚い方でした。その
お姿に感動した私は「自分もこうなりたい」と憧れを抱きました。私も医者になったら、国内にとど
まらず、海外でも医療提供をしていきたいです。
秋元：僕は２､ ３歳のときに病気で手術をして、その治療が小学生まで続きました。「もし病気が見つ
かっていなければ、今頃どうなっていたか分からない」と親に言われたことがあって、このときに「医
師はすごいな」と漠然と思ったのがきっかけで医学部を目指し始めました。僕の家族に医者はいませ
んが、学校の友達の家族に医者が多かったのでその影響もありました。
髙橋：私は子どもの頃に家族についての作文を書いたことがあります。「弟が 100 歳になったら家族
全員で一緒に天国に行きたい。だから、それまでは皆が元気でいられたらいいな」という内容です。こ
のときから「自分が医者になれば、家族の病気を治せて、作文に書いたことが実現できる」と思うよ
うになって、何となく医師を目指すようになりました。
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秋元 賢介さん（東京医科歯科大・暁星）

因間 朱里さん（東京医科歯科大・桜蔭）
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医 学 部 Part ❷　父が医師なので、その背中を見る機会も多くて、成長するにつれて医学部への思いはどんどん強ま
りました。
内田：私の祖父は産婦人科医で、私を取り上げてくれたのも祖父でした。難産だったため、帝王切開
だったそうです。母から「昔だったら生まれてこられなかったかもしれなかったよ」と聞いたことが
あって、「医師ってすごいな」と憧れを抱きました。
　だから、高１になって進路を考えたとき、「医師になりたい」と思ったんです。高校時代に物理の研
究をやっていたので、研究の楽しさも知っています。もし自分のやりたい研究があれば研究医への道
も考えるつもりです。
森：家族に医者が多くて、幼い頃から「医者に」という無言の圧力を親から感じていました。それに
流されるのは嫌だと思いながらも、とりあえず勉強はしてきました。結局、高３で進路を決めるとき
に、将来やりたいことが具体的に思いつかなくて、「それなら医者になろう」と決めました。臨床も研
究も幅広いので、医師になってやりたいことを見つけて、それを続けていくつもりです。
濱田：僕は研究医を目指しています。現在、医学ではさまざまなことが解明されています。そうした
研究への興味があって、その一端を担いたいと思っています。開業医の父の姿を見てきたので、臨床
も魅力的だとは思いますが、今のところは研究の道に進みたいです。

入塾のきっかけ

髙橋：親の勧めに従って、新中１のスタートダッシュ講座＊で英語と数学を受講したのがきっかけで
した。
　もともと私は算数が苦手だったこともあり、負の概念が入ってくる数学で混乱して、講習３日目く
らいで先生に質問しに行きました。このとき「講習に来たばかりの生徒に質問されたら、先生は嫌か
もしれない」と思いましたが、そんなことは全くありませんでした。先生がとても優しく丁寧に教え
てくださりました。
　質問対応だけでなく、先生は生徒の顔と名前をすぐに覚えてくださるので、グノにはとても温かい
印象がありました。「ここなら勉強を続けられる」と確信した私は、「グノに通いたい」と親に頼んで、
正式に入塾させてもらいました。
＊新中１生対象の講座（２～３月に開講）。

森：中学受験が終わった後、僕は何も分からないまま別の塾に入りました。でも、勉強を全然しな
かったので落ちこぼれました。中３になって「これはヤバイ！」と焦った僕は、親と話し合いながら
塾探しをして、グノの説明会に参加しました。雰囲気が気に入って、英数でグノに通うことになりま
した。
　グノの授業は、初回の授業で先生が顔と名前を覚えてくださって、アットホームな感じがありまし
た。以前通っていた塾にはそういう感じはなく、放置されると遊んでしまう僕には合いませんでした。
一方、グノならサボらずに続けられそうだったので入塾を決めました。
谷川：僕も中１のときから別の塾に通っていましたが、英語があまりにもできなくて、その塾の先生
からは暗に退塾を勧められていました。それでも半年くらいその塾にしがみついていましたが、どう
にも耐えられなくなって転塾することにしました。
　グノには友達が何人か通っていて、全員英語ができていました。彼らが羨ましかったし、「英語さえ
できれば」という思いもあったので、グノに決めました。当時の僕は、「問題を解くのが英語だ」と思
い込んでいて、英語の勉強法がよく分かっていませんでした。そんな僕の思い込みを変えてくれたの
がグノでした。
秋元：僕も中学までは他の塾に通っていましたが、「英語の力が伸びない」と感じて転塾を考えるよう
になりました。そこで、いろいろな塾で体験授業を受けて、新高１の春に英語と古文でグノに入塾し
ました。
　他塾では、宿題を家でやって塾ではその解説です。グノでは、塾に来てからまず問題演習、その場
で答案を添削してもらえ、直後に解説を受けられるのでやる気が湧きました。解説も楽しくて充実し
ていて、それまでの塾とは全然異なるグノの授業が魅力的で、強く惹かれました。
　古文の授業もインパクトが強くて、思わず引き込まれてしまい、英語と一緒に継続していくことを
決めました。
因間：私も新高１のときに英語で入りました。もともと他塾に入ろうと思っていたのですが、母に

「とりあえずグノに行ってみなさい」と言われて、フレッシャーズ講座＊に参加することになったんで
す。講習初日、いきなり配られた問題を解いたらボロボロの点数が返ってきました。このことが悔し
くて、「ここでもっといい点数を取れるようになりたい」と思ったのが入塾の一番のきっかけでした。

内田 莉央さん（千葉大・小石川中等教育）

髙橋 和子さん（順天堂大・光塩女子学院）
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医 学 部 Part ❷　私が行こうとしていたのは、多読できる塾でしたが、グノではそれも叶えられると分かりましたし、
添削でパッと目に見える結果がすぐ返ってくるので、それがうれしくてモチベーションアップにつな
がりました。
＊新高１生対象の春期講習。

濱田：「塾に行かないと、定期テストはできても、受験では取り残される」という体験談をよく耳にし
ました。だから、高１のときに「英語の塾に入ろう」と思って、英語が強い塾を探しました。このと
き、グノが候補になりました。合格体験記に惹かれるものがありましたし、グノに通っている友達も

「いい塾だよ」と言っていたので、入塾を決めました。
　僕の学校では、何人もの先輩たちがグノに通っていて、グノに対する安心感がありました。他塾に
通う人たちは、大量の宿題に圧迫されて部活でも辛そうでした。自分もそうなるのは嫌だったので、
グノにして正解だったと思います。
内田：中学時代から他の塾に通っていて、他科目には苦手意識はなかったのに、英語だけは本当にで
きませんでした。高２の夏前、グノのことを見つけてきた母と一緒にグノの説明会に参加して、そこ
で転塾を決めました。
　入室テストで受かったのは、みごと E

エ ッ グ ス

GGS ＊１でした（笑）。夏とその先の数週間は EGGS で文法を
一通り勉強し直し、高２の終わりにα４＊２に上がれました。α４では秋

あき

好
よし

先生の授業に感動しました。
そこからようやく英語が離陸しはじめました。

＊１　 English Grammar Green Session for newcomers：英語が苦手になってしまった一般生のための、通常クラスに入る前に英

文法の基礎を補完する講座。

＊２　当時の通常授業は、α（最上位）、α１、α２、α３、α４、α５の設定。

グノーブルの英語

内田：EGGS で文法の基礎を学んでも、すぐに長文が読めるわけではありません。本当に短い英文で
ないと、その先は頭からあふれ出してしまう状態だったのです。
　読解の秋好先生が、即効性はないけれど確実なやり方として、音読について教えてくださいました。
毎回の授業で扱う要約の英文には GSL ＊がついています。それを使って、「耳と口を慣らして何度も
音読」ということだったので、物は試しにと思って、家では音読し、電車の中では GSL に耳を傾け
ていました。
　半年くらいかかりましたが、頭がだんだん英語に慣れてきて、高３の夏頃にやっと、長文を最初か
ら最後まで読める英語の体力が身につきました。すごくうれしかったです。
　それから、私は市販の単語帳がどうしてもだめでした。暗記が苦手なわけではなくて、生物の用語
だったら結構簡単に覚えられるんです。でも英単語だけはお手上げ状態でした。たとえば、ex で始ま
る単語がすべてゴチャゴチャになっていました。
　そんな私にとって、グノの単語の覚え方に出会えたのは、救世主に出会えたようなものでした。
＊ Gnoble Sound Laboratory：中１から高３までの６学年すべてにオリジナルの英語音声教材を用意しています。

秋元：グノ以外のどこでも単語帳の暗記が常識だと思います。以前通っていた塾でも、単語帳を暗記
してテストというのが当たり前でした。
　グノでは、単語帳の暗記は全くありません。語源からどんどん語彙を広げていく方法で単語を覚え
ていきます。この覚え方は、慣れるととても分かりやすいし応用も利きやすいんです。未知の単語と
出会っても、「この語根があるからこういう意味かな？」と推測できるからです。
　高２になると単語の勉強がさらに深まりました。このときから、語根を中心にして関連語をまとめ
た「語源ノート」を作り始め、受験本番でもそれを見直していました。
森：確かに、グノでは単語帳の丸暗記がなかったので楽でした。授業で扱った文章の単語については、
何度も音読していると自然に頭に入り、気づいたら語彙が大幅に増えていました。
髙橋：単語だけでなく、文法でも同じことがいえます。学校では、例文とその説明が羅列された分厚
い参考書が配られて、そこに載っている例文を暗記しなくてはいけません。
　グノは、そういう暗記ではなくて、文法もしっかり理解することを大切にします。本質を教わって
いるんだと思えますし、どうしてそういう規則が生まれたのかをグノの先生から聞くと、いつも
ちょっと感動するので、自然に頭の中に入ってきます。
　それから、グノでは大切な文法事項は、Sentences for Workout として例文にまとめられていて、
中学生の頃に耳で覚えてしまうんです。頭で理解して、体にも馴染ませていきます。
濱田：僕は、前から読むのが印象的でした。英語を日本語に訳さずに英文のイメージで解釈していく
のがとても新鮮で、できるようになってくると楽しかったです。グノでの経験は、大学受験を超えて

谷川 俊樹さん（北海道大・海城）
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医 学 部 Part ❷役に立つ力になりました。
森：そもそも中３まで英語を全く勉強していなかったので、グノが英語のスタート地点でした。英語
を頭から読んで解釈していくやり方に自然に馴染めたのはとても良かったと思っています。「英語は
そう読むものなんだな」と思っていたし、英文を前から読む読み方に抵抗はありませんでした。
秋元：医科歯科大の英文はかなり長いので、英語の語順のまま読める速読力がないと厳しいと思いま
す。
因間：私も高１からグノに通っているので、グノの英語の勉強スタイルが当たり前だと思っていまし
た。あるとき周りを見たら、ほとんどの人たちが単語帳をやっていて、逆に「あれ？どうしたんだろ
う」と思っていました。
　私はもともと英語が一番得意で、学校の勉強では物足りなかったんです。だからといって、ただ多
読するだけの塾だと、読みっぱなしで終わってしまい、楽しいだけで何も残りません。
　グノは、多読するだけでなくきちんと問題も解くし、先生の深い解説も聞けます。英文の内容を楽
しめる一方で、受験を超えてこの後も使える英語を学べ、さらに受験のためにもなる練習も充実して
います。
髙橋：頭から読むことと語源のイメージを把握することの２つを駆使すれば、入試問題もスラスラ読
めるようになります。実際、私は本番で制限時間よりもかなり速く読めました。

先生とのやり取り

谷川：僕はもともと勉強が好きでなかったので、高１の頃はサボっていました。だから、先生に指名
されても、「答えられません」ばかりでした。それを３週続けたら、授業が終わった後、先生に「ちゃ
んと復習してきてください」と言われたのです。このとき納得するものがあって、それ以来勉強する
ようになりました。そうしたらクラスも上がって、英語の成績が安定しました。
　高３になってからも、勉強が足りずに要約で０点や２点を連発していたら、答案の下に先生から

「最近復習時間が取れていないんじゃないですか？」と書かれてしまいました。そうしたコメントを見
ると、「先生はずっと見ているんだ」と再確認して、またやる気が出ました。
因間：先生方は私たちのことを本当によく見てくださっています。添削のときには、答案の出来がい
いと褒めてくださるし、伸びているときにはこちらの成長をいっしょに喜んでくださいます。克服す
べき課題があるときには細かく丁寧にコメントを書いてくださいました。
　先生が私たちをよく見てくださるのは分かってはいましたが、私は当てられるのはあまりうれしく
ありませんでした（笑）。ただ、そのうれしくない気持ちをきっかけに、逆に食らいついてがんばりま
した。他の人が当てられて答えるまでに自分の中で答えが出てくるかを常に意識しながら授業を受け
ていました。
秋元：僕も復習すれば答えられることに気づいてから、「復習しよう」というモチベーションが芽生え
ました。周りの人たちのレベルが高かったので、それがさらに刺激になりました。
内田：復習をしていると答えられる問題も増えてきて、そうなってからは当てられるのがうれしくな
りました。
髙橋：私も当てられるのが好きでした。小学生で英語を習っていた頃、英語を苦手にしてしまったの
で、中学校で心機一転「英語をがんばろう」と決意してグノに入りました。グノで英語が楽しくてよ
く勉強するようになって、成績も順調に伸びました。当てられることも含めて、グノの授業が大好き
でした。
濱田：高３の後半になると、先生の当て方が変わっているのに気づいていました。よりレベルの高い
問いかけを先生がして「分かる人は合図して」と僕たちを促すんです。そんなときに答えられるとと
てもうれしかったです。逆に、他の人に先に答えられると、「やられた！」という気持ちになっていま
した。

英語の勉強法

秋元：高２の夏前までは、クラス分けテスト前に復習するくらいでした。でも、それだときつくなっ
てきて、春休み後のクラス分けテストはひどい点数でした。このとき秋
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先生に個人的に呼ばれて、
アドバイスをいただきました。それからは授業ごとに復習するようになりました。具体的には、毎日
音読して、語源ノートも毎回しっかり作りました。
森：僕も中３から高２までは、テストの前にガーッと勉強しました。文法の小冊子を細かいところま
で全部読んで、知らないところをチェックして全部覚えました。授業で読んだ英文は全部読み直して、

森 俊博さん（東京医科歯科大・筑波大学附属駒場）
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医 学 部 Part ❷忘れている単語を確認しました。それだけでもそこそこのクラスにいられたので満足していました。
　でも、高３になったら、授業で扱う英文がどんどん難しくなって、「これではマズイ！」という危機
感から、毎日音読に取り組むようになりました。英文を覚えてしまうぐらい読み込むと、「英語が得
意」という自信を持てるようになって、力もついてきました。
谷川：入塾直後は、「音読なんて読めばいいんだろ」という気持ちで、何も考えずにただ読んでいまし
た。それでも、テスト前にそこそこ勉強すれば点を取れていたので、危機感はありませんでした。自
分で言うのも変ですけれど、僕の当て勘は鋭くて（笑）、それでテストでも点数が取れてしまうんです。
　でも、高３でαに上がって、それまでのいい加減な勉強法が通用しなくなりました。授業内演習で
ボロが出るし、英文のレベルがどんどん上がってついていけていない現実に向き合わざるをえなくな
りました。このとき、「きちんとやろう」と決意しました。先生から音読のやり方を一から聞き直して、
その通りにしたら、授業内演習での手応えが大きく変わっていきました。
内田：私も音読を続けていました。授業で先生がおっしゃったことを全部プリントに書きこんで、音
読するときに一緒に目を通していました。「寝る前に絶対に音読してから寝よう」と決めていて、毎日
部屋を歩き回りながら音読しました。
　それから、語源ノートも作っていました。そういう勉強を続けていたら、高３の 11 月頃にようや
く模試で英語の成績が良くなりました。私の場合、高３の 10 月頃も英語の成績が振るわず、伸びた
のは本当に最後の最後でした。
　１年前のレベルを考えると、私は音読をしていなかったら絶対合格はなかったと思います。音読を
しているうちに英単語も文の中で生き生きとしてきました。英語のリズムで英語らしい流れで読める
と内容を把握しやすいと思います。
髙橋：英語はずっと好きで、ある程度の成績も取れていました。でも、高２の途中から長文をスラス
ラ読めなくなりました。その頃は進路で悩んでいて、勉強に身が入らなくなっていました。
　高３になって授業のレベルが上がったときに、「英語はやっぱり面白い」と思い、もっと楽しむため
にがんばろうと思いました。勉強の中心は音読です。特にがんばったのは夏休みでした。夏休み前の
タームで扱ったすべての英文を、単語や語源も確認しながら、帰宅後には毎日１時間かけて授業１回
分の音読をしました。その復習を３度ほど繰り返した後に受けた夏休み明けの模試で、英語の成績が
急激に上がりました。音読の効果を再確認して、その後もずっと音読を続けました。
因間：グノに入ったときから、紙の辞書で単語を調べるようにしました。調べた単語に印を付けると、
忘れてしまう単語にはどんどん印が増えていきます。同じ単語に３回以上印が付いたら、それを単語
カードに書き写して、電車の中などで何度も見直しました。紙の辞書を引くのが遅いのに、分からな
い単語が多くて大変でした。でも、引くスピードは上がりました。それに、紙の辞書を引くと、調べ
たい単語の周りの単語も目に入ってくるので、「こんなのもあるんだ！」と楽しみながら読んでいまし
た。
濱田：読解の勉強では、要約を中心にしていました。要約で失敗すると、「今回ダメだったから次回が
んばろう」という気持ちになりましたが、問題はどうがんばるかです。
　もちろん、英文が読めていないと要約はできませんから、語彙の復習や文法的なことも復習する必
要があります。表面的に英文が読めても、筆者の主張と全体構成が分からなければ要約できません。
英語の語順のまま読めていないと、筆者の息づかいが聞こえてこないので主張を誤解することすらあ
ります。こっちに充分な教養や思考力が欠けていると、内容がまるでつかめないこともあります。
　毎回、先生の解説を聞きながら「英語は奥が深い」と感心していました。先生のレベルに少しでも
近づけるよう、解説を全部吸収してから音読するように心掛けていました。
　作文の中心は自由英作文の宿題で、書いた英作文を期限までに自分で手直しして、完璧になったも
のを提出していました。自分の答案についていろいろ考えて、自分がベストだと思うまで添削を繰り
返すことで、英作文を書くのが速くなって質も向上しました。

グノーブルの英語で学んだこと

秋元：医学部専門の塾だと、医学部入試に特化した英文しか扱わないし、医学に関連した単語ばかり
を覚えさせられます。グノではそういうことがなくて、いろいろな知識を入手できました。受験期は
あまりニュースを見なかったので、グノで時事的な情報にも触れられたのが良かったです。
因間：グノでは自然科学系の英文をたくさん扱いましたから、それに対する抵抗がなくなったのは、
医学部受験のことを考えても、これからのことを考えてもとても良かったです。
　グノではエッセーや小説を英語で読む機会も多くありました。英語でものを考えたり感じたりして
いる人たちの世界観にも触れられて、それがとても面白かったです。特定の分野だけでなくさまざま

濱田 伸彦さん（東大理Ⅲ・駒場東邦）
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医学部 Part ❷な分野の文章を覗けて、「英語をこれからもがんばろう」と思えるきっかけになりました。
森：振り返って見ると、グノでは高３になってから本当にたくさんの英文を読みました。英語に対す
る抵抗感がなくなったお陰で、自分でも興味のあるニュース記事などを英文サイトなどで読むように
なりました。読むことに関しては自信がつきました。
谷川：僕が受験した北海道大学は、英語が難しくないので、他の受験生ほど必死に音読しなくても大
丈夫です。でも、将来を見据えたとき、英文を速読できるスキルは必須です。だからこそ、グノで音
読してきた経験は貴重だったと思います。
　グノは、魚をくれるのではなく、魚の釣り方を教えてくれる塾です。大学受験の枠を超えて英語を
勉強できたことに感謝しています。
内田：英語がもともと苦手だったこともあり、時間を置くとどんどん英語ができなくなるのが悩みで
す。グノの教材を全部保存していて、今でもときどき音読しています。
　医学の専門に入ると英語から遠ざかると思います。そういうときこそ、英語を学ぶ機会を自分で
作っていかないと、また前の状態に戻りそうで不安です。どうやって英語に触れていくかはまだ具体
的には考えていません。でも、医師になったら英語を使うはずなので、グノで学んだことを基礎に、こ
れからも英語の勉強を続けるつもりです。
髙橋：医学を中心とした自然科学系の英文しか出題されない大学があります。そういう大学を志望す
る友達は、普通の受験生が使う単語帳以外に、医系の単語帳も一生懸命暗記していて大変そうでした。
　グノではさまざまな文章を扱うので、医学の単語もよく出てきます。そのとき、「医学部志望者はこ
の単語も覚えてね」と先生がおっしゃってくださるので、先生に言われた通りに覚えるだけで充分で
した。それに、文脈と語源から単語をみるグノのやり方に慣れていればスラスラ読めるので全然大丈
夫でした。
濱田：問題を解くための対策として英語を勉強していると、時間をかけているにもかかわらず、英字
新聞すら読めないと思います。大学受験用の単語帳に載っていない語彙は不必要だと考えてしまいま
すし、設問になっているところにしか頭を使わなくなります。
　グノの英文では、受験に出そうにない英単語も普通に扱われていました。それに先生はよく、設問
に答えるのは二の次で、まずは英文を正確に読もうとおっしゃいます。
　これから論文を読んでいくときに必要なことは、自分で問題点を見つけていくことです。そのため
には、英文全体を踏まえて誤解も曲解もしないで論点を理解しなくてはいけません。それがなければ、
批判的に考えることもできないと思います。グノではこういう姿勢を鍛えていただけたのだと思って
います。

グノーブルの数学

髙橋：中１からお世話になった纓
お

田
だ

先生はとても面白くて、質問にも快く応じてくださる優しさがあ
りました。宿題をたくさんやって提出すると褒めてくださるので、褒められるのが好きな私にはうれ
しかったです。がんばればがんばるほどテストでも点数を取れるようになって、それもモチベーショ
ンになりました。とにかく数学が楽しくて、好きで続けてきました。
森：僕も、中３から纓田先生に教わりました。纓田先生は、説明会でも強いインパクトがありました。
その時の模擬授業を見た僕は、「面白そうだな」と思って数学を受講しました。
　通い出してみると実際に楽しくて、毎週ワクワクしながら通いました。問題を授業中に解いてその
場で丸を付けてもらう授業でしたが、できたらうれしいし、間違えたら「絶対にできるようにしてや
る」という気持ちになりました。積極的に勉強できる環境でした。
　解きがいがあって効果が上がるように問題は選び抜かれていたのだと思います。楽しく解いている
うちに、計算力を含めてその後の土台ができました。
谷川：僕は高２から高３まで、田部井先生と長澤先生に数学を教わりました。先生の個性としてはか
なり違いますが、方法論の確立という点の厳しさは共通でした。
　「この問題を解くときにどの方法を使うか、それはなぜか」という解法選択については、グノの数学
についていくと自信を持てるようになります。
　グノの数学には、セルフチェックシートがあって、これには効果があります。普通だと、間違って
も「できなかった」で終わり、すぐに正しい解き方に目を移してしまいます。
　セルフチェックシートに自分のミスを分析して書いていくと、「できなかった」という事実を突きつ
けられます。でも、最初のうちは「ミスした」という程度しか書けませんでした。それが、「どうして
そのミスをしたのか」を突き詰められるようになり、そのうちに自分の傾向が分かり、気をつけるべ
きことや補うべき課題が明確になっていきます。

秋元 賢介さん（東京医科歯科大・暁星）
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医学部 Part ❷グノーブルの古文

秋元：「医学部に行くなら苦手の古文は要らない」と思っていましたが、よくよく考えたら、国立を志
望するならセンター試験で必須だと気づきました。そこで、「苦手科目は早めに完成させて、後半は理
系科目に集中しよう」と思って高１で古文を受講しました。
　宣伝文句通り、古文を一年で完成させられました。何よりも授業が楽しかったです。吉田先生がと
てもアクティブで、体を使って単語を表現したり古文常識を説明したりと、理解が深まる工夫をして
くださいました。
　全然読めなくてつまらなかった古文が読めるようになって、テストの点数も良くなり、それがモチ
ベーションになって勉強を続けられました。
森：僕も高１のときに古文を受講しました。「できる人は高１でグノの古文を習う」という話をどこか
で聞いていたことがきっかけでした。確かに、１年間通っただけですが、そのときの記憶がずっと
残っていて、センター試験で役立ちました。
髙橋：私も、高１で吉田先生に古文を教わりました。もともと古文が好きで、「楽しいからもっと勉強
しよう」と思って受講しました。
　学校の古文の授業は、先生が黒板に文章を書いて文法事項を書きこむだけでした。吉田先生の授業
は、それだけにとどまりません。先生が古典常識について話してくださったり、イメージしにくい単
語を現代的なたとえで説明してくださったりして、グイグイ引き込んでくださいました。古文の授業
は毎週楽しみでした。

グノーブルの先生

谷川：以前は、塾の授業を受けるとき一番後ろの席に座っていました。壁一枚隔てて見ている感じが
好きだったからです。でも、グノの授業を受けたことがある人には分かると思いますが、グノには、圏
外にいるのが許されない雰囲気があります（笑）。先生が一番後ろの席にいる僕の名前を呼んで巻き込
んでくるからです。
　「それならば」と思って一番前の席に座ってみたら、かなり説明のダシに使われました。「これもい
いな」と思い、仲間＊と３人で英語の時間は常に一番前の席を占拠するようになりました。自分たち
が例にされた解説なら絶対に忘れないですし、自分たちも舞台に上がっている感覚を持てます。
　とにかく、生徒が「いっしょに参加している」と思える雰囲気作りをしてくれる先生ばかりでした。
＊長
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さん。Gno-let 今号「東京大学 文系 Part １」にご出席いただきました。

森：僕も前の方に座ろうとしていましたが、いつも２列目でした。谷川君たちが一番前にいたからで
す（笑）。
髙橋：私もグノに入った頃から前の方に座っていて、よく当てられたし、自分を例に出されることも
多かったです。グノの授業では、巻き込まれていないときがほとんどありませんでした。巻き込まれ
ることは全然嫌じゃなかったし、やる気になれて楽しかったです。
　それから、グノの先生方は全員、熱意のある先生ばかりでした。纓

お

田
だ

先生は声がとても大きくて、廊
下にいても声が響くくらいでした。最初は纓田先生だけかと思っていたら、他の先生方も意外に声が
大きくて（笑）。熱意をひしひしと感じました。
内田：グノの先生方からは、熱いだけでなく、いつも生徒を見守る温かさも感じられました。英語が
伸びなくて悩んだ時期、「こんなことで悩んでいます」と添削用の答案に書いたら、先生がコメントや
電話をくださいました。こういう形で支えていただけて、とても心強かったです。
濱田：復習もしていて懸命に考えているのに、要約で点数が全然取れない時期があって、３週連続で
授業が終わってから先生のところに相談に行ったことがありました。その後、満点を連続して取れる
までにレベルアップしたら、答案の下に先生がコメントを書いてくださっていました。ずっと気にか
けていただいていたことがうれしかったし、そのコメントの内容から、すごく自信もつきました。
　「グノの先生は信頼できる」と思えたことも大きかったです。英語の勉強方法にこっちに迷いがあっ
ても、グノの先生から明快な指示がいただけると本当に安心できました。先生方に迷いがないので、
僕も迷わずに先生方についていけました。
森：僕にも、精神的な面で不安定になったとき、授業後に先生と話したことがありました。先生と話
していたら不安が吹っ切れて前向きな気持ちになれました。先生が明快な話し方をしてくださいます
し、普段から見てもらえているから、「本当に大丈夫」と思えるのだと思います。
秋元：僕も先生の温かさに随分救われました。先生に質問したりメールしたりすると、的確で温かい
返事をいただけました。実際に相談しないときでも、本当に困ったらグノの先生がいると思えて心強

因間 朱里さん（東京医科歯科大・桜蔭）

内田 莉央さん（千葉大・小石川中等教育）
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医学部 Part ❷かったし、授業や勉強方法など、全面的に信頼できたので安心して勉強できました。
　医科歯科大の過去問も何年も先生に見てもらいました。医科歯科の要約は自分一人だと対策を立て
るのが難しいと思いますが、先生からいただける丁寧なコメントを参考にしながら本番への準備が整
いました。
因間：やはり、グノの先生は初日から顔と名前を覚えてくださることが衝撃的だし、同時に本当にう
れしかったです。
　私は、過去問の添削など、演習とは別にプラスαのお願いをたくさんしました。英作文の添削でか
なりの無理難題をお願いしたときにも、先生は「いいですよ」と笑顔で応じてくださいました。医科
歯科大の英答問題と要約の添削を何年分もお願いしましたが、とても丁寧に見ていただけました。
　先生方が私のためにいろいろしてくださるのがうれしくて、「先生方の期待に応えなきゃ！」という
モチベーションになりました。先生方に恩返しするとなると、私にできることはいい結果を持ってい
くことだけです。だからこそ、「ここで自分が、がんばるしかない！」と思っていました。

医学部の面接

谷川：医学部の面接で大切な柱は４つで、具体的には「なぜ医者になりたいのか？」「なぜこの大学な
のか？」「学校の出席状況はどうか？」「部活は何をしていたか？」です。
　この４つについては、答えを準備しておいた方がいいです。それ以外は「分かりません」でも問題
ないと思います。僕は北海道大と順天堂大を受験しましたが、即答できることしか聞かれませんでし
た。
髙橋：順天堂大の面接では、「自分のやってきたことに関連してアピールできるものを持ってきてく
ださい」という指示があったので、いろいろ持っていっていろいろ突っ込んでもらいました。他の私
立大学の面接でも、高校時代のことを中心に質問されました。
　不思議だったのは、大学の志望理由がどこでも聞かれなかったことです。定番の質問がなくて、「落
ちるのでは？」と不安になったくらいです。こういう想定外もありましたが、結果からすると、落ち
着いて答えられさえすれば、合格をいただけるのだと思いました。
　千葉大は３人の面接官から課題について質問されます。それで時間が余ったら個人的なことを聞か
れます。私は話が長いので、課題が終わるのが遅過ぎて、個人的な質問は１つか２つだけでした。そ
れでも、再度面接に呼ばれることもなく、「自分は必要とされていないのかな」と思いましたが、こち
らも合格をいただけました。
内田：順天堂大の面接では、私は日本物理学会主催の発表会＊で最優秀賞をいただいていたので、そ
れについてかなりいろいろ聞かれました。でも、そのことしか聞かれませんでした。
　千葉大は３人の面接官と面接しました。医学部の面接では、答えの内容ではなく、「どう答えようと
しているか」とか「きちんとコミュニケーションが取れるか」などの姿勢を重視している、という話
を聞いたことがあります。だから、どちらの大学も特に対策はしませんでした。
＊ 2016 年度 日本物理学会 第 12 回 Jr. セッション：中高生による物理的内容を含む理科の研究発表

濱田：慶應大と昭和大は面接がありました。慶應大の面接では結構きわどいことを聞かれました。気
になっているニュースを聞かれたので、トランプ大統領のことを答えたんです。そうしたら、「なぜト
ランプ大統領が当選したのか？」と聞かれて、「格差社会だから」と答えたら、「格差社会をなくすに
はどうすればいいか？」とさらに突っ込まれました。答えは、新聞記事を真似して答えました。
　パンフレットに過去の質問内容があったので、それだけは答えられるようにしましたが、他には対
策をしませんでした。
森：慈恵医大の面接は特殊でした。普通の面接の他に、ある資料を２分間考察した後５分間の質疑応
答というのがありました。どんな資料になるかは事前には知りようがありませんから、対策はしてい
ませんでした。
　慶應大と医科歯科大は、過去の質問リストを持っていたので、一通り目を通して、答えにくそうな
質問の答えを予め考えました。
　当日一番困ったのは、慶應大の面接で「慶應大と医科歯科大に受かったら、どちらに行くの？」と
質問されたことです。「どちらもいい学校なので、今の段階では正直決められません。もし受かればそ
れから決めます」と答えました。
因間：私も慶應大の面接で同じような質問をされました。私の場合は、「あなたの両親はどちらの大学
を勧めると思いますか？」という質問だったので、「絶対に医科歯科だな」と思いつつも「慶應です」
と答えました。２回目の面接でも同じようなことを聞かれました。
　対策としては、面接官の質問に対して、質問内容以外のこともくっつけて喋ることだと私は思いま

谷川 俊樹さん（北海道大・海城）

髙橋 和子さん（順天堂大・光塩女子学院）
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医学部 Part ❷した。たくさん喋れば、それ以上掘り下げられずに次の質問に行ってもらえるからです。
　順天堂大は初めての面接でしたが、対策としては事前に過去の質問リストに目を通したくらいです。
面接本番では、「どうしてこんなに学校の成績がいいんですか？」と面接官に聞かれて面食らってしま
い、質問リストのことが頭から吹っ飛んでしまいました。
　順天堂大で苦い経験をした私は、それ以降私大の面接対策をしないことに決めました。
　私大はすべて併願校を聞いてきました。順天堂大のときは正直にすべて答えてしまいましたが、合
格をいただけました。結局何を言っても大丈夫なんだと思います。
秋元：僕も順天堂大と医科歯科大の面接を受けました。順天堂大の面接では、併願校についての質問
で真面目に答えてしまいました。
　それ以外の質問では、家族のことを徹底的に問い詰められました。「母親の好きなところを３つ挙げ
なさい」とか「父親とはどんな話をしますか、３つ挙げなさい」とか、答えに詰まる場面もありまし
たが何とか乗り切りました。
　医科歯科大では、大学の志望動機と医師になりたい理由、高校時代のことを３分間聞かれました。

後輩へのアドバイス

髙橋：医学部受験は一般的に難しいと言われています。でも、グノの教材や勉強方法、熱意のある先
生方を信頼して、授業にもきちんと取り組んでいれば、医学部受験を突破できるだけの実力がつきま
す。１回１回の授業と毎日の復習を大切にしてください。
森：グノで伸びない場合、自分がやっていないか、やり方が悪いか、のどちらかです。グノを信じて
ついていけば、絶対に結果がついてきます。特に、音読は絶対に続けてください。
　それから、医学部受験の場合、苦手を放置していると合格は遠のきます。苦手科目の勉強は誰でも
嫌なものですが、がんばって取り組んでください。
秋元：苦手分野を集中的に勉強するためにも、英語を早めに固めておくと有利です。英語に関しては、
グノの授業をしっかり受けて、しっかり復習して、毎日音読すれば、時間はかかっても絶対に成績が
上がります。グノを信頼してついていけば大丈夫です。
谷川：確かに地方国立大は問題の難度は高くありませんが、できる限り高得点を取る必要があります。
グノの英語はレベルが高くて「こんなの出ないだろ？」と思うときもありましたが、それにきっちり
食らいついていけば、かなりの余裕と自信を持って入試本番に臨めます。
　また、私大を受験することになっても、グノに通っていれば英語の対策をしなくて済みますし、大
学進学後にグノで培った英語力は役立つはずです。グノの高いレベルを「必要ない」と思わないでほ
しいと思います。
内田：音読は絶対にやりましょう。それから、千葉大の場合、英語は全学部共通で難しくありません。
だから、グノで鍛えていると、センター試験が終わってから過去問に当たったときに安心できると思
います。英語については、過去問を早めに解く必要はありません。
濱田：グノは部活と両立できる塾です。お陰で、僕は最後までサッカー部を続けられましたし、部活
からもいろいろ学ぶこともできました。
　勉強以外の学校行事や部活に打ち込むことを、グノは振替のシステムで支援してくれますし、先生
方も応援してくださる珍しい塾です。その環境をぜひ活かしてください。
　それから、グノに通っていれば、英語に関しては何をすべきかをいちいち迷わなくて済みます。目
の前の教材に真剣に取り組んで、その場できちんと吸収することに集中しましょう。
因間：塾に通うだけで頭が良くなるわけではありません。塾に入った後、塾をどう活用するかが合否
の分かれ目になります。その点、グノの先生方は私たちの要望に真摯に対応してくださるので、とて
も活用しがいがあります。そういう環境に身を置くのなら、ぜひ自分に合った勉強スタイルを確立し
てほしいと思います。自分が「これで行く！」と決めた一つのことを最後まで貫いてください。

森 俊博さん（東京医科歯科大・筑波大学附属駒場）

濱田 伸彦さん（東大理Ⅲ・駒場東邦）
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