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国語の参考書では、「そんなの絶対に書けそうにない」という解答例が多く見られます。
先生はいつも、私でも頑張れば手が届きそうなレベルで解答例を示してくださったので、
お手本にしやすかったです。 鹿野 友美さん（理Ⅱ・晃華学園）
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入塾のきっかけ

伊藤：『高校への数学』でグノの広告を見たことがきっかけです。「英語を英語のまま、言語として学
ぶ」という内容のことが書いてあって、「どんな塾なのかな？」と心惹かれるものがありました。そこ
で、中３のときに夏期講習を受講しました。
　当時は英語が苦手で「英語を何とかしよう」と思っていたこともあり、大手予備校や他の塾など５、
６箇所比較検討しました。グノは他と違って、先生と生徒の距離が近かったのが好印象でした。先生
が、夏期講習しかとっていない僕の顔も名前も覚えていて、授業中も指名してくれました。先生との
コミュニケーションがうれしくて、僕はグノへの入塾を決めました。
鹿野：私は、中１からグノの講習に参加していました。小学生の頃から英語塾に通っていたので、中
学校の英語だけでは物足りなかったからです。学校の英語の授業はアルファベットから始まります。
さすがにそれは書けたので、「文法や英単語、フォニックスなどをきちんと教えてもらえるところで学
びたい」と思っていました。
　そんなとき、父が「グノの英語がいい」という評判を聞いて、私をグノの講習に参加させてくれま
した。英語が大好きな私は、受験を意識することなく、「もっと英語を楽しみたい」という気持ちで講
習に参加していました。
　本格的に通塾するようになったのは中３の秋からでした。予備校とも比較しましたが、グノが英語
を学ぶのに最適な環境だと思ったのです。グノの先生は発音がとてもきれいで、そのことが「グノに
通いたい」という動機にもなりました。
平岡：僕は、受験勉強を始めようと決意した高２の夏、「英語を伸ばしたい」と思って英語に強い塾を
探しました。ネットでいろいろ調べた塾の中で、英語の評価が一番高くて、「楽しい」という声が多い
のがグノでした。英文を前から読んでいくのも斬新で興味を持ちました。

伊藤 雄吾さん（理Ⅱ・栄光学園）
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東京大学 理系 Part ❸学校での評判

平岡：小石川生は皆、受験のことをあまり考えていなくて、高１までは塾に通っている人がほとんど
いません。高２くらいで「受験勉強をどうしよう？」となったとき「他の人も入っているから、自分
も大手予備校に入ろう」と考える人が多いですね。
　だから、小石川では、グノを知っている人はほとんどいません。自分以外の小石川生でグノに通っ
ている人がいると知ったのも入塾後です。
鹿野：晃華学園も大手予備校に通う人が多いです。グノに通う人は何人かいましたが、片手で数えら
れるくらいです。
　グノと他の予備校では、英語の勉強法が根本的に違います。グノは音読重視で私も音読していまし
たが、その話を周りの人たちにすると「音読？何それ？」という反応をされました。「皆も音読すれば
いいのに」と私は思っていました。
　それから、他の予備校に通う人たちは、学校の授業中に内職していました。予備校の宿題が多かっ
たのだと思います。それに比べてグノは宿題が多くないので、内職する必要がなくて助かりました。
伊藤：栄光は神奈川にあって東京からは遠いので、皆が通っている塾は横浜が中心です。逆に僕は渋
谷から栄光に通っていたので、グノの渋谷校が通いやすかったですね。
　僕たちの上の学年には、多分グノに通った人はほとんどいなかったと思います。でも、うちの学年
だけ多くて、10 人ぐらいいて全員英語が得意でした。知名度も高くて、「英語でトップレベルの塾」
と評判でした。

グノーブルの英語

伊藤：音読を推奨してくれたのが良かったです。音読のお陰で読むのが速くなったし、リスニング力
もつきました。聞き取りにくい単語も、自分で発音できるようになると次からは聞き取れるようにな
ります。
鹿野：音読をきちんとやっておくと、英文を速く読み進められるようになります。学校の授業中も、
どうやら私は周りの人よりかなり速く読めているようでした。入試本番で緊張していても、英文を読
み始めれば内容が頭に入ってきたので落ち着けました。それぐらい実力を養えました。
　でも、グノでは常に刺激を受けていました。高１の頃、私は「英語が好きで得意だ」と思っていま
したが、最上位のαクラスに入ったら、私よりできる人がたくさんいました。そして何より、グノの
先生の解説には深みがあって、「自分はまだまだだな」と気づかされていました。
　「好きなことで負けたくない」という一心で一生懸命勉強しました。文法を復習し直したり、感覚で
訳していた単語を辞書で調べたりしました。音読もますますがんばって、英語が安定して得点源にも
なりました。
平岡：僕がまずうれしくて感動したのは、「市販の単語帳を使わなくていい」と最初の授業で言われた
ことです。単語帳を使っての勉強がとても嫌でした。やっていても、「これは意味のある勉強なのか
な？」といつも感じていました。
　そんな僕にとって、グノの英単語の解説は、聞いていても楽しかったし、先生がその動作をやって
くれたり、黒板に単語イメージを絵にしてくれたりするときは、ワクワクして見入っていました。１
つの単語と関連付けていくつもの単語に広がっていったり、ある単語がどのように意味を派生してい
くかの解説には、ちょっとしたドラマを感じて、記憶にも残りやすくなりました。
　学校では、単語帳を暗記している人たちが多かったです。「単語帳をやらなくて不安にならない
の？」と彼らに言われたこともあります。でも、「グノのやり方で大丈夫」という確信があったので、
まったく不安になりませんでした。むしろ、休み時間に必死で単語帳をめくっている人たちを見なが
ら、「時間がもったいないな」と、優越感に浸っていました（笑）。
鹿野：グノの単語の覚え方は、語根から語彙を広げていく方法です。同じ語根でも、接頭辞によって
いろいろな単語に分かれていきます。先生が黒板を使って一つの語根を中心にどんどん広げてくださ
ると、私も毎回見入って感心していました。
　この覚え方だと、しばらく出会っていなかった単語を見てもパッと意味が浮かんできます。これま
で知らなかった語でも同じ語根の単語を思い出してイメージを広げ、その場で推測もできます。多義
語の場合でも、その語の成り立ちと文脈からだいたいの意味は分かります。単語帳を使って英単語と
日本語の意味を一対一で覚えていたらまずできないことです。
伊藤：単語帳の暗記は、学校でテストがあったのでそれだけはやりました。ただ、「単語帳だと応用が
利かない」と実感していました。新しい単語に出会ったとき、その語が単語帳に載っていないもの

鹿野 友美さん（理Ⅱ・晃華学園）
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東京大学 理系 Part ❸だったら、意味が全く分からなくなってしまいます。でも、語根から単語の意味を推測するというグ
ノの方法なら、知らない単語の意味を推測できたり、ど忘れした単語の意味を思い出せたりします。
　多義語と言われている単語も、語源から捉えずに丸暗記するなんて、本当にやっていられません。
語源を考えれば、一見バラバラに見える意味がつながって、すぐに覚えられるだけじゃなくて、
ちょっと感動的なものになります。
平岡：単語の覚え方以外にも、英文を前から解釈していくのも魅力でした。もちろん、最初のうちは
上手く解釈できませんでした。でも、グノの読み方が自然だと思っていたので、抵抗はありませんで
した。少し慣れたら、英文を読むスピードが格段に速くなったという手応えがあったので、「これでい
ける」と確信しました。
鹿野：英文を前から解釈していくことに慣れれば、返り読みよりも圧倒的に速く読めるし、内容を確
実に理解できます。特に倒置や強調構文、省略のある英文だったら、前から解釈していかないともの
すごく苦労すると思います。
　難しい英文を和訳する問題でも、語順通り読んでおおまかな意味を把握して、それからきれいな日
本語に直す方が効率的です。
　でも、最初の頃の私は、英文を前から理解することができませんでした。グノの授業で先生に当て
られたときも、日本語らしい順番に入れかえて訳していって、「ちょっと待って」と何回も注意されま
した。
　そういう状況だったので、初めは英文を２、３語くらいずつぶつ切りにして、無理矢理解釈してい
きました。日本語としては意味がぐちゃぐちゃになっても気にしないようにしました。
　こうしているうちに、頭の方がこの語順での解釈に慣れて、２、３語ずつより長い区切りでも理解
できるようになり、そのうち長いままで前からきれいに解釈できるようになりました。
　もちろん、テストでは前から訳した日本語をそのまま書けないので、訳が成立するようにきれいに
整理しますが、その作業はすごく簡単でした。
伊藤：僕の場合は中３からグノのお世話になりましたが、当時、学校の英語は文法がメインでした。
そのため、グノで英文解釈をスタートした形になって、前から意味を取っていくことにはすんなりな
じめました。
　ただ、そのやり方に慣れ過ぎていたために、僕の場合は日本語としての順序がひどいことになって、
模試の和訳問題でかなり減点されることがありました。英文の意味を把握することはスラスラできて
も、それを日本語らしく直す作業にむしろ苦労しました。

英語の勉強法

鹿野：最初の頃の私は、「この文章はこういうことを言っているんだろうな」という推測に頼って解釈
していましたが、高１になって文章が難しくなってくるとそれでは対応できなくなりました。
　そのことを当時の先生に相談して、いただけたアドバイス通り、あいまいな単語の意味は紙辞書で
調べつくして、文法的な構造もしっかり捉え直し、その上で音読にしっかり取り組みました。徐々に
英文を論理的に読めるようになりました。受験までまだ時間があって余裕もあったので、かなりの時
間をかけていました。
　なかでも音読の効果は絶大でした。先生は「１日 10 回は音読しよう」とおっしゃっていたので、そ
れを実行しました。登下校でバスに乗っている時間が長かったので、その間マスクで口元を見えない
ようにしてブツブツ音読しました。学校の昼休みなど、時間のあるときにも音読しました。一日中音
読できなかったときは寝る前に取り組みました。２､ ３回しか音読できない日もあれば、２､ 30 回
の日もありましたが、１日平均 10 回くらいにはなりました。
平岡：高２の夏にグノに入ってから音読を続けていた結果、高２の１月には英文を読むスピードが速
くなっていました。その頃気づいていたのが、ただ情報を読み取ればいい科学系の英文はかなり正確
に読めても、深みのあるエッセイとか、論理構成をしっかり追う必要がある英文だと、内容が全然頭
に入ってこないということでした。
　「このままじゃだめだ」と思っていたその頃に、中山先生が授業中にピアノの練習に例えてくださっ
た話がすごく参考になりました。
　毎回の授業で用意される英文を練習曲の楽譜とすると、最初の演習は初見での演奏です。僕たちが
うまく弾けないのは当たり前です。先生が解説のときに読んでいくのは、お手本演奏です。先生は、

「コンサートピアニストほど上手くは弾けないけど、一応先生なんだから正しくは弾ける」とおっ
しゃっていました。先生の解説を聞いて「こんな曲だったんだ」と僕たちが分かったら、家でスラス
ラ弾けるまで練習するのです。英語の場合、その練習の中心が「音読」です。

平岡 健央さん（理Ⅰ・小石川中等教育）
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東京大学 理系 Part ❸　そこで、僕も「先生の真似をして読もう」と決めました。授業の解説を思い出して、細かな前置詞
のイメージにまで気を配り、パラグラフごとのつながりのような大きな枠組みに至るまで意識して音
読しました。トピックセンテンスを読むときには、「今からこんなことを話します」という意識を持っ
て、抑揚をつけながら音読を続けました。
　これの継続で英文を深く読めるようになったと思います。高３の冬までには、東大でよく出る文学
的な文章も読解できるようになりました。
鹿野：私は特に要約の文章を音読するようにしていました。私も、先生の解説を思い出しながら、「ど
こが大事か？」「この文章は何を伝えたいのか？」を意識して、聞いている人にそれが伝わるような読
み方を心がけました。強調したいところの前後で間をあけて読んだり、一番大切な文章をちょっと
ゆっくり読んでみました。私はスピーチコンテストにも出ていたので、グノの英文でコンテストに出
場するつもりで、「この読み方だったら、コンテストで優勝できるな」と思えるくらいまで読み込んで
いました。
　２､ ３回目くらいまでは発音や行替えでつかえて気持ちが入っていきません。でも、７､ ８回目く
らいになると、「ここは抑揚をつけ損ねた」とか「大事なところはここだったのに、コンマの区切りを
間違えた」とか、そういうところを完璧にしたくなっていきます。10、11 回目くらいでようやく自
分で納得できる読み方ができて、そうすると達成感も味わえて楽しかったです。
伊藤：英語力の伸びを一番実感できたのは受験直前です。高３では本当に音読しかしなかったので、
音読のお陰で伸びたと思います。高１の頃、英語ができなくて苦しんでいろいろなものに手を出しま
した。それらを全部捨てて音読だけに絞ったら成績が上がりました。
　先生が「プレゼンするつもりで英文を読むといい」とおっしゃっていたので、僕も挑戦したところ、
この読み方が僕に合っていました。
　それから、GSL ＊を聴きながら、その音声に自分の発音を近づけるようにして音読をしました。そ
の結果、実際に話してみても、スムーズに英語を話せるようになりました。かなりいい感じになった
と思います。
＊ 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。

鹿野：GSL と自分の発音を比べながら音読すると、イントネーションがよくなりますし、英会話にも
効果的です。相手が何を言っているのかを何度も聞き返さなくても１回で聞き取れたり、いろいろ一
気に喋られてもそこから何を言いたいのかを掴んだりできるようになりました。
　日常的な英会話なら、英語の勉強を本格的にはしていない人でも、自分の言いたいことを身振り手
振りで相手に伝えられます。でもディスカッションになると、それでは言いたいことが言えません。
だから、「こう言いたいときはあの文章でああいう言い回しをしていたな」とか「ここを強く言いたい
のだからこういう言い方をすればいいんだな」とか、いい表現をストックすることが大切です。その
ためには、いい文章をたくさん音読するのが一番です。
平岡：英文を前から読むことに慣れると、話すときも英語のまま考えられるので、言葉が出やすくな
りました。修学旅行で海外に行ったとき、僕の友だちは日本語で考えてから英語に直すので、言葉を
発するまでに時間がかかっていました。僕は結構スラスラと言葉が出てきました。

グノーブルの数学

平岡：高校２年のとき、英語と一緒に数学も受講しました。
　田部井先生に教わったのですが、「こんな授業があったんだ」と、分かりやすさと、深い理解ができ
ることに本当にびっくりしました。
　それまで受けてきた授業では、各単元の要点を教えられて、後は演習を重ねて解き方を身につけて
いくだけでした。田部井先生の授業は、本当に根本から「なぜこうなるのか？」という原理を解き明
かしていく授業だったので興味深かったし、興味が持てることは深く理解できます。僕は数学が得意
ではありませんでした。でも、田部井先生の授業を受けてから、数学が本当に好きになりました。
　１月からの長澤先生の授業では、「数学における行動すべてに理由を付けて動きなさい」と何回も言
われました。「今の自分の問題は何か？それを解決するには何が必要か？そのために今の自分に必要
なのは何か？」を常に考えさせられる授業でした。
　数学では、問題を解くための道具をいろいろそろえていくことになりますが、「この問題にはこの道
具」と機械的に組み合わせを覚えて計算しているだけでは、思考力を鍛えていることにはなりません。

「自分が何をしようとしているか」、「なぜこの道具を選ぶのか」といったことに意識が向かい、その意
味を捉えられて、説明もできるようになるにつれ、数学は面白くなります。そして成績も伴います。
　こういう姿勢は、数学だけでなく、さまざまな場面で役に立つと思います。実際、国語の論説文へ

伊藤 雄吾さん（理Ⅱ・栄光学園）
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東京大学 理系 Part ❸の向き合い方も変わってきて、国語の成績も上がりました。
　セルフチェックシートも役立ちました。まず、常に自分のできないところを見つめることが習慣化
されました。自分で解決の糸口に気づきやすくもなりました。シートを書くことを通して、そのとき
解いた問題だけでなく、もっと一般的な視点も持てました。方針の立て方や対処の仕方などにおいて、
洞察の質も上がって、物事を深く考えられるようになったと思います。

グノーブルの国語

鹿野：かつての私は、「日本語を書くのが面倒くさい」と思っていて、国語が好きではありませんでし
た。でも、吉田先生に出会って変わりました。
　高１の時点で理系に進む意志は固まっていたので、「早いうちに国語をやっておこう」と思って受講
し、そこで、吉田先生に出会えました。
　先生はフレンドリーで面白く、とても親身に教えてくださいました。先生の授業を受けたかったか
ら絶対休まなかったし、予習復習にも力を入れました。先生に「伸びている」と思ってもらいたくて、
答案にも面白いことを書こうとがんばりました。その成果が表れて、１年で古文が得意になりました。
　高２、高３では、季節講習で東大国語を受講しました。
　他の塾や参考書では、「そんなの絶対に書けそうにない」という解答例が多く見られます。吉田先生
は、受験生の目線で、「この文章のここからそのまま言葉を利用しました」とか「ここに着目したから
この言葉遣いになっているんです」という説明をしてくださいます。実際に自分で答案を作れなくて
も、「ここに着目すれば良かった」とか「ここをもっと強調して答えを作れば良かったんだ」とか、次
にどうすべきかが分かりました。先生はいつも、私でもがんばれば手が届きそうなレベルで解答例を
示してくださったので、お手本にしやすかったです。
　今年の東大入試は、古文で『源氏物語』が出題されました。先生の勧めで『源氏物語』の漫画を全
巻読んでいたので、ストーリーはしっかり頭に入っていました。そのお陰で、東大入試でも古文は点
が取れていたと思います。

グノーブルの先生と環境

鹿野：中学時代のグノの先生方はとてもフレンドリーで、着ている T シャツのキャラクターとか、授
業に関係ない話題でも盛り上がりました。とにかく楽しい授業の雰囲気を作ってくださいました。
　高１でお世話になった関田先生のことは、楽しかった授業とともに、他にも印象に残っていること
があります。先生には「違うものは違う」「ダメなものはダメ」という厳しさがあって、自分の甘いと
ころと向き合うきっかけになりました。
　吉田先生は、いわゆる「先生」というよりは、「本当に国語ができて教えてくれる友達」みたいな存
在でした。
　中山先生の最後の授業が印象に残っています。先生は「問題になっている英文で点が取れたとして
も、英文に書かれていることを受けとめたり、味わったりすることは別」というお話をされました。受
験がゴールではないことを私たちに伝えてくださったのだと思います。
　グノの先生方とは、受験という意味だけではなくて、人生の中で出会えて本当に良かったと思って
います。
伊藤：僕は、中山先生の“怖さ”に感謝しています。口調が怖いとか理不尽だということとは違いま
す。むしろ、解説は面白いし、話題も豊富なので楽しい授業です。先生には、添削や授業中のやり取
りで見透かされているように感じていましたから、先生の要求に応えるために必死に復習する必要が
ありました。それで実力もついたし、本番ではその実力が発揮できたので、“怖さ”に感謝しています

（笑）。
平岡：僕は、高３の読解の授業で最初に行われる要約の演習が好きでした。先生がすぐに点数とコメ
ントをつけて返却してくれるので、いつも懸命に取り組んでいました。
　自分がどれだけ深く読めているかの感触と、先生がつけてくれる点数はほぼ一致していて、「浅くし
か読めなかった」というときは低い点数、「自信作！」というときは高い点数でした。音読をがんばっ
て実力が上がってくるに従って高得点で安定するようになりました。
　自分の成長を点数や先生のコメントで実感できていたことで、自信にもなりましたし、先生がずっ
と見守って応援してくれていることへの感謝も感じていました。
　受付の方たちも、僕たちを応援してくれているのはグノの特長だと思います。授業の振替とか、結
構無理なお願いを何度かしましたが、いつも親身に対応してくださったので助かりました。

鹿野 友美さん（理Ⅱ・晃華学園）
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東京大学 理系 Part ❸伊藤：僕は高３の夏まで野球をしていて、前半の授業に間に合いませんでした。でも、後半の 19 時
15 分からの授業に振り替えてもらえたお陰で、遅刻せずに全部の授業を受けられました。学校生活
との両立はグノでしかできなかったと思います。
鹿野：私も部活との両立で振替のお世話になりました。グノの受付の方は、マニュアル通りの大手塾
とは違って、とてもフレキシブルに対応してくださいました。たとえば、国語の添削を先生に手渡せ
ないとき、代わりに受付の方が渡してくださいました。ファックスや郵送で答案を送ってくださった
こともありました。こちらが申し訳ないくらい親身に対応してくださって、いつも感謝していました。

後輩へのアドバイス

伊藤：英語に関しては、グノを信じるべきです。他の参考書などには手を出す必要はありません。先
生の言う通り、音読をして、予習と復習もきちんとやれば、必ず英語力が上達します。英語はグノだ
けで大丈夫です。
鹿野：グノは素晴らしい塾だし、先生方も最高です。
　でも、自分から積極的に授業に参加したり、先生のおっしゃることを主体的に実行するべきだと思
います。グノは、向かっていけば向かっていくほど自分に返ってくるものがある塾です。だからこそ、
自分からコミットしていってほしいと思います。
平岡：グノは、受験勉強以外からも得られるものが多い塾です。先生方の話から興味の幅を広げたり、
自分自身を見直すきっかけを得たりと、たくさんのことを吸収してほしいです。グノで学んだことは
大学進学後も活きてくるはずです。

平岡 健央さん（理Ⅰ・小石川中等教育）
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