
東京大学 理系 Part ❸

東大を志望した動機

舘石：高３になる時には東大志望が固まっていました。僕は興味が分散していて、何をしたいかが定
まっていないので、大学生活を送りながら学部を選べる進振りに魅力を感じました。また東大なら研
究環境も申し分ないので、それも志望理由の１つです。
大喜：僕の場合、１つ上の先輩たちがセンター試験を受けた後くらいに「東大を受けよう」と思いま
した。その頃はただ名前だけで東大を志望していましたが、段々理由がはっきりしてきました。僕も
自分の興味が様々な方向にあって、一時期「文転しようかな？」と考えたくらいでした。だから、１、
２年次の教養学部で文理の壁を越えていろいろ学べる点が大きなメリットです。東大なら周囲のレベ
ルが高く、挑戦しがいがあるでしょうから、恵まれた環境だと思います。
納藤：中３の時、親に「大学どうするの？」と聞かれて、何も決めていませんでしたがネタ半分で「東
大に行く！」と答えました。でも、高１までは適当にしか勉強していなくて、大学を真剣に考え始め
たのは高２になってからです。この時、「学校の勉強でどれくらい成績が上がるかを見て志望大学を真
剣に考えよう」と思って勉強したら、理系で学年１位になりました。「これは東大を目指せるかもしれ
ない」と自信がついて、進路を東大に決めました。
高木：私も高１の時に東大受験を決めました。周りには東大に進学する先輩が多くて、「かっこいい
な」という憧れの気持ちがあったからです。ただ、当時は医学部にするか東大にするかでまだ迷って
いる時期でした。結局、生物が好きになれず物理に興味を持つようになり、医学部を断念しました。父
は文系の経済学部だったので、私は経済にも興味があります。だから、大学でもう少し専門的なこと
を勉強してから、理系文系を含めて、改めて進路を決めようかなと思っています。
納藤：僕も進路がはっきり決まっていないので、教養学部で２年間学んでから本格的に進路を決めら
れる東大の進振り制度に魅力を感じました。他大学は入学時に学科まで決まっているので、専門分野
を学ぶ過程で挫折するリスクも高いと思います。その点、東大はそうしたリスクが少ないのではない

僕にとって思い出深いのは添削です。
直前期に提出した答案は、遅れて出したにもかかわらず、ありがたいことに郵送で
自宅に送ってもらえました。「そこまでしてくれるんだ」という驚きがありました。
 大喜 航太郎さん（理Ⅰ・駒場東邦）
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東京大学 理系 Part ❸でしょうか。
大喜：東大の進振り制度はありがたいです。そもそも、「高校生のうちに進路を決めなさい」と言われ
ても、狭い世界しか知らず、知識も少ない僕たちには決め手に欠ける場合もあります。知らない職業
もたくさんありますし……。でも、東大の教養学部で２年間学ぶ中で、面白い人や教授と出会い、様々
な専門分野にも触れれば、自分に最適な選択肢も見えてくると思っています。
舘石：僕は、高２までは真面目に進路を決める気もなくて、ある意味怠けていました。真面目に進路
について考え始めたのは高３の夏前で、「東大でもう２年間勉強してからでないと進路選択は厳しい
な」と思いながら受験勉強に励んでいました。
大喜：僕は、高校時代に世界史を選択して、世界と様々な文化について知りました。その時、日本で
はあまり深く研究されていないけれども、いろいろなものが詰まっていそうなユーラシア大陸に興味
を持ちました。だから、第二外国語をロシア語にしました。大学でロシア語を学ぶことを通して、場
合によっては文転の可能性も出てくるかもしれません。ロシアだけでなく、大陸各地の文化や人と人
との交流についても目を向けてみるつもりです。

入塾のきっかけ

舘石：僕は、「なるべく自分で勉強しよう」と思っていて、高２までは塾に通っていませんでした。で
も、高２の終わりに「英語は一人ではできないな」と焦り始めて、英語を勉強するのにぴったりなグ
ノを選びました。開成の先輩から良い評判しか聞かなかったことと、高１で講習を受けてみた時の印
象が良かったことが決め手です。
大喜：僕もグノに行く前は塾に通っていませんでした。学校の教材をしっかりやればいいと思ってい
たんです。でも、だらしない性格だから、塾に入らないと勉強をきちんとできなくて……。当時は英
語が一番得点できない科目だったので、高１の冬期講習からグノに英語で通い始めました。同じ学年
で塾に通い始めた友達に意見も聞きましたが、曜日変更が柔軟で部活と両立できることも入塾の決め
手になりました。それから、グノの説明会に参加した時、英単語がただの文字の羅列でなく分解でき
ることを知って「面白い！」と思ったのも動機です。
納藤：僕も２人と同じで、高２の９月に英語でグノに通い始めるまで、塾には通っていませんでした。
でも、グノに通っている人が学校に２、３人いて、彼らが僕の隣の席だったこともあって、勧誘され
たんです。入室テストがとても難しいと彼らから聞いていましたが、実際にテストを受けてみたら、
上から２番目のクラスにぎりぎり入れたので通うことにしました。
　高３の夏期講習からは数学と物理と化学も受講しました。英語がとても良かったから、「他の科目も
いいんじゃないかな？」と思ってグノにしました。
大喜：僕も新高３から数学を追加で受講しました。数学の成績がひどくて危機感を覚えていたので、
英語でお世話になっているグノが候補に挙がりました。数学でグノに通っている友達の話を聞いたと
ころ、「自分に合っていそうだ」という印象があったからです。学校内では、英語の塾としてのグノの
評判は抜群ですが、数学の評判はあまり聞きませんでした。でも、数学を受講してみたら、友達の話
から想像していた通りにとても良かったです。
高木：私は高１の冬から英語をグノで受講し始めました。私の学校は皆が高校受験をするので、それ
が終わってから大学受験用の塾を探し始めます。私は最初他塾に通いましたが、宿題が多いし、予習
して授業を聞くのもつまらないし、苦痛になって辞めました。その時、周りの人たちが多く通ってい
るグノが候補に挙がりました。入室テストを受けたら一番上のクラスに入れたのですが、初めて受け
た授業はものすごくスピードが速くて、今までにない緊張感があり、しかも周りの人たちのレベルも
高くて驚きでした。「ここに通い続けたらきっと英語ができるようになる」と思ってグノに通い続ける
ことを決めました。

グノーブルの英語

高木：グノの英語の特徴は単語の覚え方にあります。１つの単語の語源から様々な単語を派生させて、
それらをセットで絵として覚えるような感覚でした。毎回の授業で同じ語源に新しい単語をどんどん
書き足していくスタイルが斬新でした。私は市販の単語帳をたくさん持っていましたが、１冊も完成
させられませんでした。そんな私でも、授業を受けているうちに、苦痛を感じることなく語彙が増え
ていきました。本当にグノの教材だけで大丈夫だったので助かりました。
大喜：高木さんの言う通り、単語を分解して語源をつないで、派生語同士をリンクしてセットで覚え
られるのは楽しかったです。単語の持つイメージを捉えるとストーリーができるので、それが記憶に

高木 祐希さん（理Ⅰ・東京学芸大学附属）
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東京大学 理系 Part ❸残ってとても役立ちました。
舘石：僕は自分の単語ノートを作ることすら全くしませんでした。授業中の解説を聞いているだけで、
たくさんの単語が何となく頭に入っていました。語源を軸に単語を分解することが僕にとって斬新で
興味深く、関連する単語がどんどん登場する授業は常に刺激的だったので、記憶に残りやすかったの
だと思います。
納藤：グノの英語は、授業で扱う英文が面白いという良さもあります。しかも、その英文に関連した
先生の解説もとても面白くて、授業に飽きない構成になっていました。僕が鮮明に覚えているのは、
ハッブル宇宙望遠鏡とその後継になるジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の話を先生がニコニコしなが
ら話していらっしゃったことです。先生ご自身が授業を楽しんでいるのが伝わってきて印象的でした。
大喜：グノの授業では様々なテーマの英文を扱うので、それらを読むことで社会科学の基礎的な視点
まで育めて、現代文の論説文を読む時に役立ったこともありました。英語を通して、いろいろな分野
の知識が身につきました。
舘石：東大形式の演習を繰り返すよりも、様々なジャンルの英文を読んでその背景に触れた方が、結
果的には英語もできるようになると思います。グノではそういう方針があったので、僕はとても気に
入っていました。
大喜：高３の要約では、英文の重要なところとそうでないところをコントラストをつけて読んだり、
ディスコースマーカーに注意して読んだりしたお陰で、論旨を的確に捉える読み方を身につけられま
した。
高木：授業内の演習と添削は、本当にいつも気が抜けませんでした。部活で少し眠い時があっても、
そんなことを忘れてしまうほど集中できる授業でした。いつも全力で取り組んで、とても充実した濃
い時間でした。

英語が伸びた時期

舘石：伸びたと感じたのは、入塾してから半年くらいたった高３の夏です。入塾当初は基礎クラスで
したが、２学期の終わりには一番上にランクアップして、それだけでも伸びたことがわかりました。
急に英語が読めるようになって、英語への苦手意識も吹っ飛んだんです。授業で豊富な教材をもらえ
て英語を読む量が増えたことに加えて、音読というわかりやすい復習方法があったのが伸びの理由だ
と思っています。音読をしていたら楽しくなってきて、英語の勉強時間が一気に増えました。
大喜：僕の場合、２回波がありました。入塾２か月後くらいしてから「英語は嫌いじゃないな」と思
えるようになってきました。入塾時は英語が一番できませんでしたが、グノで授業を受けていくうち
に苦手意識から脱却できて、英語の成績もグッと伸びました。精細に読むことを通して不安定な読み
方を改善できて、英文を安定して理解できるようになりました。でも、その後に伸び悩んでしまい、次
に伸びを実感したのはセンター試験後の最後の最後でした。
納藤：僕も、塾に入る前は英語の勉強の仕方が全くわからなくて、英語が大の苦手でした。でも、グ
ノの先生方が復習方法を教えてくださったので、その通りにやってみたら、高３の４月くらいに伸び
を実感できました。以前の自分と比べて理解度もスピードも格段に上がりました。グノで勧められた
復習方法はとにかく音読です。
　効果が上がる音読の前提には、グノで用意されていた面白い英文があります。解説を聞いて深く理
解できている興味深い英文が豊富にあったから、復習の音読も楽しく取り組めました。
高木：私も音読のお陰で、高２の秋に「読めるようになった」と実感できました。その時は、先生に
言われた通りに音読することと、毎週宿題で出される文法テキストにきっちり取り組むことをしてい
ました。そうしたら、長文を読んでいる時に１文１文の意味や文同士の関係がわかりやすくなって、
流れるようにスムーズに英文が頭に入ってくるようになったんです。
　でも、その後、スピードを意識しすぎて雑に読むようになったら、成績が低迷し始めました。伸び
悩みを感じた時、私は「先生に言われた通りに読まないと」と思い、意識的にスピードを落としてゆっ
くり少しずつ読むように音読の方法を切り替えました。先生からはよく「スピードを追いかけてはい
けない。内容を活き活きと読むことに意識を傾けよう。スピードは結果だ」と言われていたんです。し
ばらくして英文全体の構造も見えやすくなって、また伸びを実感できました。
大喜：僕も、１回伸びた後、停滞した時期を経験しました。この時期は、自分に合った音読方法を見
つけられなくて、いろいろなことを試していく時期でもありました。そのうち、「これだ！」というの
が段々明らかになってきて、それが高３の最後でした。過去の教材を引っ張り出して工夫しながら音
読していく中で、本当に最後の最後の１月にまた伸びました。
舘石：僕も途中でまた「上手く読めないな」という感覚が復活しました。受験直前まで上手く読めな

舘石 透さん（理Ⅰ・開成）

納藤 拓哉さん（理Ⅰ・攻玉社）
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東京大学 理系 Part ❸いという感覚が付きまとっていました。でも内容をしっかり理解した上での音読は続けていました。
結果的に、入試本番では英語で困ることはありませんでした。グノの授業で扱う英文の難度が、冬期
講習から直前講習の時期にも上がっていたので戸惑いを感じていただけみたいです。
高木：私も英語がそこまで苦手ではありませんでしたが、グノにいると周りのレベルが高いし、教材
のレベルも高くなっていくので、いつまでも「できない」という思いがありました。でも、グノで先
生を信じて勉強し続ければ、入試には間に合うので大丈夫です。

グノーブルの数学

大喜：数学は好きでしたが、気づいたら点数をとれなくなっていて、新高３になる時からグノの数学
を受講することにしました。特徴的だったのはセルフチェックシートですね。１問１問を大切にしな
がら自分を見つめ直すので、ミスの原因も、自分の傾向も把握できます。自分を分析することは数学
に限らず大事な習慣です。その一連のプロセスを実行できるようになったのが一番の収穫だったと思
います。
納藤：高３の夏前までは自分で問題集をやっていました。数学は好きでしたが、高３の受験勉強にな
るとつまらなくなってきたので、「誰かから教わった方がいいのかな？」と思ってグノの数学を受講す
ることにしました。
　驚いたのは、グノの数学の問題を実際に解こうとすると、全然手が動かなくて解けなかったことで
す。それまでは問題集と似たパターンの問題が解けていただけだったと気づいた瞬間でした。
　グノでは、問題の解法に至る論理的な思考が鍛えられました。そのうちに、自分の中に蓄積された
“解いたことのある問題の個別データ”がつながって、どんな問題にも対応できるようになりました。
それまでは、問題を前に「どの解法を使うんだろう？」と解法探しをしていましたが、グノのお陰で
考え方が整理され、問題を見た瞬間「これを使うんだ！」とひらめくようになりました。

グノーブルの物理・化学

納藤：グノの物理では、問題集などで個別に紹介されている公式の成り立ちを教えていただけました。
成り立ちを知ることは興味深くて面白いことでしたし、公式を忘れる心配がないという安心感も得られ
ました。そして何よりも、少ない問題をじっくり考えるというグノの方針が性に合っていました。僕は、
「わからないけれど、もう少しでわかりそう」という難問をじっくり考えたいタイプだからです。じっく
り考えて解法の糸口を発見した時の喜びは記憶にくっきり刻まれるので、その問題のことを忘れなくな
ります。そういう面白い問題にたくさん触れられたことで、物理がますます好きになりました。
　化学の授業もとても面白かったです。高３の夏から受講したので、演習が中心でした。標準から応
用レベルの問題を僕たちが解いて、先生が丁寧に解説してくださる授業でしたが、授業内容に関連す
る興味深い雑談も多くて授業に引き込まれました。テキストの問題には授業で扱う４問と宿題の６問
があり、宿題も含めてしっかり予習復習すれば、理論も有機も無機も十分カバーできます。３、４週
間ごとに同じ単元を繰り返すカリキュラムになっていて、定期的に復習の成果を確認できたのもモチ
ベーションになりました。化学に苦手意識があって、高３の夏からは化学中心に受験勉強をしました
が、グノのお陰で乗り切れました。

グノーブルの先生

高木：入塾直後の私でも、先生方はすぐに名前を覚えてくださってびっくりしましたし、一人ひとり
を見てもらえるのは本当にうれしかったです。ボーッとしていると当てられるので、全然気が抜けな
くて、ずっと頭を使いながら集中して授業を受けられました。
納藤：生徒との距離が近いというか、本当の意味で生徒に優しいというか、常に生徒のことを考えて
いらっしゃるというのが先生方全員の印象でした。
大喜：先生方が生徒一人ひとりをきちんと見ていてくださったのは、ありがたかったですね。生徒一
人ひとりの特徴やミスの傾向などを踏まえてアドバイスをくださいました。数学の場合、セルフ
チェックシートのコメントにもそれが反映されていて、的確なアドバイスばかりでした。
舘石：質問対応も親身でした。他塾だと、先生方は授業後にすぐ帰ってしまいます。グノの先生方は、
授業が終わった後でもずっと質問に付き合ってくださいます。僕は最初、「くだらない質問で時間をと
らせるのは申し訳ない」と思っていましたが、先生方はそんな僕の質問にもとても丁寧に応えてくだ
さいました。直前期はその場で応えてくださるだけでなく、メールでもすぐに返信がいただけたりと、

大喜 航太郎さん（理Ⅰ・駒場東邦）

高木 祐希さん（理Ⅰ・東京学芸大学附属）
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東京大学 理系 Part ❸時間との闘いになる受験生にとってありがたい限りでした。
納藤：僕も、授業外でずいぶん先生方にお世話になりました。化学の直前講習を受けている時、19時
頃に授業が終わった後、先生に化学の質問をしつつ雑談をしていたら22時半くらいまで話し込んで
いて……。受付の方が「時間ですよ」とやって来るまで気づきませんでした。そんな僕の話に付き合っ
てくださった先生には心から感謝しています。
高木：先生方の教養の深さにも感動させられました。私は社会で倫理政経を選択していましたが、グ
ノでの英語の勉強が倫理政経の勉強にもつながっていることが多くて、多方面に知識が広がっていく
のを実感しました。それから、先生方がとても楽しそうに授業をされているので、こちらもとても楽
しい気分で勉強を続けられました。受験期はどこの塾でも生徒が暗い顔をしていますが、グノだけは
全員楽しそうにしていたのは、先生方のお陰だったと思います。
納藤：先生が楽しそうなのは、担当科目への愛があるからだと思います。先生自身が楽しみながら教
えてくださるので、僕にもその楽しさが伝わり、そのお陰で、ストレスが全くない状態で受験期を乗
り切ることができました。生徒が自分から勉強したくなるように指導していただけたので、苦手だっ
た英語にも「自分から触れてみよう」という気持ちになれたんです。
大喜：生徒への思いも科目への熱意もすべて、先生方の行動に表れていました。授業が終わった後も
熱心に教えてくださるし、数学のセルフチェックシートのコメントから伝わってくる熱も半端ではあ
りませんでした。
高木：もちろん英語の先生方もとてもエネルギッシュでした。先生方は毎日５、６時間休みなく授業
をしているはずなのに、最初から最後まで走り回るように授業をされます。だから、私は「ちょっと
疲れているな」と思って教室に来ても、先生方のお姿を見て「疲れてなんていられない！」と気持ち
が奮い立ちました。
大喜：先生同士が共通の理念の下、同じ指導方針で授業をしてくださったので、英語のクラスが変
わっても授業についていきやすかったです。それに、僕たちに接してくださる姿勢や、僕たちのもの
の見方や思考の深さを育んでくださる姿勢などは、どの科目のどの先生にも共通していたと思います。
先生方の指導方針も科目ごとの連携もバラバラな塾もあると聞いていたので、グノで本当に良かった
と思っていました。

グノーブルの環境

高木：通常授業も講習も振替ができたので助かりました。ほとんどの塾で講習は振り替えられなかっ
たので、グノは本当に生徒の都合に合わせてくれる塾だと思います。それから、グノだと、19時過
ぎからの授業もあるので、18時まで部活があった私にとっては通いやすかったです。
舘石：振替制度には僕も感謝しています。僕の場合は学校行事ばかりやっていたので、高３になって
も授業に出られないことが多かったからです。授業を自由に振り替えられたことで塾と学校行事との
両立ができて、最後までグノを続けられました。
　それから僕は、押し付けられる勉強が嫌いで、なるべく自分のやり方で勉強したいと考えていまし
た。でも、ひとりよがりになって成長がとまってしまうのも嫌でした。そんな僕の方針にぴったり
合っていたグノは最高の環境でした。
大喜：僕にとって思い出深いのは添削です。直前期に提出した答案は、遅れて出したにもかかわらず、
ありがたいことに郵送で自宅に送ってもらえました。「そこまでしてくれるんだ」という驚きがありま
した。
高木：グノ全体がアットホームな雰囲気で、自分の居場所になっていました。違う学校の友達も何人か
できて、一緒に帰ったりすることもあって楽しかったです。私は人見知りで誰にでも声を掛けられるタ
イプではありません。でも、先生が生徒の名前を呼ぶし、授業中には先生と生徒のやりとりが頻繁なの
で、生徒がお互いを何となく知るきっかけになって、優秀な人たちとも自然と仲良くなりました。
納藤：塾全体に、生徒一人ひとりを大切にする文化があるなと感じていました。先生方は全員が話し
かけやすく、授業も居心地が良くて、ガチガチに勉強しているというストレスを感じたことがありま
せん。質問しに行けばいつも優しく丁寧に教えてくださるので、何度も質問に行きました。受付の
方々もまるでホテルの受付のように親切かつ丁寧でした。グノの環境はとてもありがたかったです。

後輩へのアドバイス

納藤：グノの先生方は、授業で復習の仕方を教えてくださいます。これを忠実に実行すると伸びます。
中途半端な勉強を幅広くやっても不安要素が増えるだけなので、焦らず復習を丁寧にやっていくと良

舘石 透さん（理Ⅰ・開成）
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　一度解いた問題を二度目に解いた時に間違えないようにする心構えも大切です。「同じ問題を何度
も間違えるのは恥ずかしい。だから、同じ問題が出てきたら絶対解くぞ！」という気持ちで復習した
ら、復習内容もしっかり記憶に残ります。こういう自分を追い込む気持ちも大切だと思います。
大喜：グノの英語では、高１から高３までたくさんの英文が提供されます。それらの英文を飽きるほ
ど読み込んで初めて伸びると思います。飽きたからといって中途半端に終わらせず、１つ１つの英文
をどこまでも深く読み込むんです。
　それから、英語に限らず、学力は指数関数的に伸びるものです。勉強をすればするほど勉強の仕方
も上手くなるので、そうした中で自分の勉強法を確立すると一気に成績が上がります。
　生徒の伸びをたくさん手助けしてくれるグノの環境をしっかり活用してください。
舘石：僕の場合、高３で英語ができていないように感じた時期に、かなり音読のやり方を見直しまし
た。先生の言った通りにやれば大枠はできますが、「自分でどうするか？」も大切になってきます。グ
ノの先生のアドバイスを活かしつつ、自分の勉強法を積極的に改善していく姿勢がとても大切です。
高木：東大を目指すなら、特定の教科が圧倒的にできるよりも、苦手が少なくてどの教科も平均的に
できる方が安定しやすく、受かりやすいと思います。苦手をつくらず、落ち着いて自分のペースで
ゆっくり勉強すると良いと思います。
　グノでも学校に行っても圧倒的にできる人がいますが、そういう人を見て落ち込むのではなく、「自
分は自分」とマイペースに勉強を続けてください。その際の心の拠り所となるのがグノの先生方です。
先生方を信じて、自分ができる範囲でがんばることをお勧めします。それから、睡眠時間を削ると精
神的につらくなるので、十分な睡眠時間を確保することも大切です。

納藤 拓哉さん（理Ⅰ・攻玉社）
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