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2022年東京大学・医学部合格者インタビューをお
届けします。

膨大な情報量になっていますが、グノーブルを活
かして最大の効果を上げるためのヒントがぎっしり
詰まっていると思います。これから大学受験をされ
る皆さんには、マーカー類を片手に、気になる発
言や参考になりそうな箇所に印をつけながら全編
に目を通すことをお勧めします。

勉強を進めていく時に大切なことは、先輩の体験
や先生の助言を参考にしながら、徐々に自分に合っ
た勉強法を確立していくことです。このグノレッ
トの中に、お手本にできることがあれば、ぜひ、お
試しください。

また、勉強に行き詰まったり、気持ちが折れそうに
なったり、迷いが生じることもあるでしょう。そ
んな時には、改めてこのグノレットを開いて先輩た
ちの声に耳を傾けてみてください。きっと勇気をも
らえると思います。

2022年 6月　グノレット編集部
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た。３か月だけ他塾にも通ってみま
したが、宿題が多いのと、単語帳を
暗記する勉強が嫌でした。一方、グ
ノは面白い英文をどんどん読めるの
が楽しくて、嫌になることは全くあ
りませんでした。

中村：学校の同じクラスの子が塾で
も同じクラスで、「今日はサミング
アップ＊の点数、ちゃんと取れるか
な？」とか、「今日の英文の内容は何
かな？」とか、よくグノのことを話
題にしていました。英語を学べるだ
けじゃなくて長文の内容も楽しめる
ので、いつもワクワクしていました。
渕上：高２までは授業後も残って、
先生や友達とよく喋っていて、それ
が楽しかったです。もちろん授業も
楽しみでした。だから、塾に通う時
は「コミュニケーションを取りた
い」という気持ちが強まって、「今日
は何を話そうかな？」と考えていま
した。
高３からは受験モードになったの
で、「今日は何を身につけられるの
かな？」とか「英語力がどのくらい
伸びるのかな？」とかが楽しみにな
りました。知識が身につくことや、
実力がついていくのがうれしくて、
グノの日は燃えていました。
前田：学校も渋谷に近かったのでグ
ノの渋谷校に通っていました。友達
と一緒に通っていたので、行き帰り
ではよくグノのことを友達同士で話
していました。グノの授業中もお互
いにライバル視していて、それがい
い刺激になっていたと思います。
やはり、サミングアップのことは
よく話題にしていました。
W.S.：私もサミングアップの点数
は気になりました。真剣に向き合え
る課題でしたし、英語力を測るのに
良い指標になるとも思っていました。

それから、グノの英語の授業は長
時間ぶっ続けなので、コーヒーを
買って気合を入れて授業に臨みまし
た。でも、時間の過ぎ方が学校と塾
とで全然違いました。グノの授業は
いつもあっという間でした。
前田：確かにグノの授業を受けてい
る時間は一瞬でした。楽しいと時間
がすぐに過ぎてしまうんです。
英文の内容は身近な話題も多く、
心の底から感心してしまう内容のも
のもよくありました。
演習の時にも楽しみながら読めて、
英文自体に興味が湧いたので、解説
の時間もいつも真剣になれました。
授業中はずっと集中力が途切れるこ
とがありませんでした。
渕上：授業の初めに演習があって、
それから先生の解説をすぐに聞ける
仕組みだったし、興味深い題材が毎
回用意されていたので、グノの授業
が長いと感じることはありませんで
した。

中村：「英語が伸びなくて」と悩ん
でいる人にグノのチラシを渡したら、
その人もグノに入ってくれました。
しかも、いつの間にかその人がクラ
ス分けテストで私より点数が良く
なっていてびっくりしました。
学校の同じクラスでグノに通って
いる子が多くて、よく LINE で話し
たり、サミングアップの点数の比
べっこもしていました。
渕上：グノの話はよくしました。
「宿題終わった？」などもありまし
たが、何より先生の話が一番多かっ
たです。先生が学園祭にいらっしゃ
るという情報を聞いて、当日は先生
を探していたのもいい思い出です。
W.S.：私の学校にはグノに通う人
がたくさんいたので、毎日グノの話
で盛り上がりました。

先生のダジャレまでみんなで共有
して静まり返ったり、クラス分けテ
スト後はみんなで集まって「やばい、
やばい」と言い合ったりもしていま
した。
サミングアップのこともよく話題
にしていました。サミングアップの
ひどかった点数を友達に言ったら、
友達が予想外の高得点なのにショッ
クを受けて、ガーンとなったことも
あります。
前田：友達同士で知っている先生の
モノマネをしていました。
でも、やはりサミングアップのこ
とが一番よく話題になりました。そ
れだけ一生懸命になれる教材でした。
自分たちで点数をつけ合ったり、お
互いにダメ出しし合ったりするのも
楽しかったです。

W.S.：私は中学に入ってからずっ
と英語に課題を抱えていました。
入学直後は、帰国子女や英語をす
でに習っている人がいっぱいいたの
に、自分はアルファベットからのス
タートだったので、大きな差が初め

グノーブルに通う時の気持ち

学校でのグノーブルの話題

英語力の伸び

W.S.：高２の１月に英語で入って、
その後に数学、直前に国語を受けま
した。きっかけはすでに通っていた
友人の勧めでした。
高１からグノに入っていた友人は

英語が得意になっていて、その友人
を見て「これはすごい。自分も頑
張ってみよう」という気持ちになっ
たのも大きかったです。
数学は別の予備校に通い始めまし

たが、そちらは大人数の授業で、先
生はマイクで解説、生徒は黙って聞
くというスタイルで、自分には合っ
ていませんでした。
数学も、グノは先生と生徒の距離

が近いという友人の話を聞いてグノ
に移りました。
前田：僕は中学３年生の冬に、「そ
ろそろ英語の勉強に本腰を入れよ
う」と思って塾を探し始めました。
その時に友達が誘ってくれたので、
冬期講習を受けてみました。
すぐに、「グノーブルはすごい」と

感動して、そのまま受験までずっと

グノです。
渕上：私は小学５年生の時に中学受
験グノーブルの白金高輪校に入りま
した。中学受験する予定はありませ
んでしたが、「外部生に負けたくな
い」と思ったのが入塾のきっかけで
す。
入塾当初は数人のクラスで、みん
な兄弟姉妹みたいに仲が良くて、と
てもリラックスして勉強していまし
た。
グノの雰囲気自体が好きだったの
で、中１になる時にスタートダッ
シュ講座＊１を受けて、そのまま大学
受験グノーブルに通い始めました。
中学受験との違いはもちろんありま
したが、「やっぱりグノは楽しい」と
思い続けてきましたし、大学受験が
近くなると生徒の人数は多くなりま
したが、それでも先生との距離の近
さは変わりませんでした。
中村：私は皆さんと違って高校受験
をしましたが、高校受験の勉強をし
ていた頃から、グノが英語で有名な
のを知っていました。知り合いに英
語ができる東大生がいて、「グノが

良いよ」と言っていたのも覚えてい
ました。
それで、高１になる前のフレッ
シャーズ講座＊２を受けて、そこから
通うようになりました。先生が一方
的に講義をするのではなくて、高校
受験の塾みたいに先生と生徒のやり
とりがあるのに驚きました。
実は他塾を試した時期もありまし

グノーブル入塾のきっかけ

英語は正しい練習の積み重ねです。単語帳だけをコツコツ覚えても、ひたすら問題

集をやっても効果的ではないと思います。英単語は英語のイメージのまま身につけ

て、文法も英語の発想を軸に理解して、自分でたくさん読み、聞いて、書いて、話

さないと英語の実力は伸びません。グノの英語を通してこのことを強く実感しました。

W.S.さん（文 I・女子学院）
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文 系
東京大学

Part1

＊  SUMMING-UP LABORATORY：高 3の英語（読解）で毎回実施される英文の要約演習。一人ひとりの答案は担当講師が添削・採点して返却。音声教材も完備。
知的にレベルの高い「読解力」の土台を築けるばかりではなく、「聴解力」「作文力」「話す力」や「プレゼン力」も鍛えるグノーブル独自の仕組みです。

＊１　スタートダッシュ講座：新中１対象の講座（２～３月に開講）。
＊２　フレッシャーズ講座： 新高１対象の春期講習。

渕上 友結さん（文Ⅰ・白百合学園）

中村 真実さん（文Ⅰ・筑波大学附属）
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からついていると感じていました。
定期テストの勉強も中学生の頃か

ら真剣に取り組んでいましたが、そ
れでも学年平均くらいでした。GTEC
を受けたら学年平均を下回っていま
した。
ですから、東大を受験できて、合

格をいただけたのは、高２の１月か
ら通ったグノのおかげです。グノで
英語が大きく伸びたのは確かです。
あんなに真剣に取り組める、あれ

だけの量の教材を、毎週自分で用意
するのは絶対不可能でした。グノの
授業の密度は濃かったし、復習の仕
組みも整備されていました。グノで
過ごした時間はとても貴重でした。
渕上：私も中学のスタートはとても
不安だったのを覚えています。小学
校の時は周りが英会話に通っていた
のに、私は英語で数も数えられない
ほどだったからです。
でも、中１でグノに入ってからは、

不安がすぐに消えて、中２くらいで
いつの間にか英語が得意になってい
ました。グノに通っているうちに、
一般的に「難しい」といわれる東大
の英語でさえ、気づいたら得点源に
なっていました。

W.S.：英語は正しい練習の積み重
ねです。単語帳だけをコツコツ覚え
ても、ひたすら問題集をやっても効
果的ではないと思います。
英単語は英語のイメージのまま身
につけて、文法も英語の発想を軸に
理解して、自分でたくさん読み、聞
いて、書いて、話さないと英語の実
力は伸びません。
グノの英語を通してこのことを強
く実感しました。
生まれ変わったら、私も絶対に中
１からグノに通います！
前田：僕はグノの音読を真面目に毎
日やるようになってから英語の力が
大きく伸びました。早く終わらせよ
うと思って散漫に音読してもダメ
だった経験もあります。
中村：私は元々英語を小学校から
やっていて得意科目でした。高校に
なってからも、中高一貫の人もいる
けれど、「英語は多分大丈夫」と自信
を持っていました。だから、元々の
英語力を、グノでさらに伸ばせたの
だと思っています。
私の英語にはちょっと、ちゃらん
ぽらんなところがありました。でも、
グノで毎週出合えた英文と、先生の
深い解説のおかげで鍛えられ、文法
も英語的な考え方でちゃんと積み上
げられたので、私の英語に論理性が
備えられたと思っています。

前田：僕は中学３年まで、SVOな
どで区切ったり、括弧で括ったり英
文を和訳しながら読んでいて、解釈
にとても時間がかかっていました。
でも、グノで前から読んでいくこと
を教わって、それを毎回演習で実践
していたら速読の力が身につきまし
た。
実は、高３の途中までは前から読
めていませんでしたが、音読を続け

ているうちに、英語の語順のまま、
和訳せずに英文を解釈できるように
なりました。
中村：単語帳を使わないで、語彙力
を伸ばせたのはグノのおかげです。
グノでは英単語に日本語の意味を
対応させて教えるのではなく、「こ
の単語はこんな語源で、こんなイ
メージがあるからこういう意味に派
生していく」というのを教えてくれ
ます。
長文の中で出てくる新しい単語は
例外なく語源や本来のイメージから
説明してもらえるので、聞いていて
興味深いし、文脈の中でその単語が
どんなふうに使われるのかも自然に
身につきました。英語圏の人の頭の
使い方まで分かってきて、効果的に
語彙力を高められました。
渕上：語源を何回も説明してもらえ
たので、いつの間にか身についてし
まいました。いろいろな単語の成り
立ちを知っていれば、初めて見る単
語でも、その成り立ちと文脈から何
となく意味を推測できるようにもな
りました。
前田：高３の初めのことですが、強
く印象に残ったことがありました。

グノーブルの英語

授業中に当たって、ある英文を和訳
し始めた時に、先生が「英単語に日
本語を対応させて覚えていても、う
まく解釈できないことは多いよ」と
おっしゃって、黒板に一部が重なっ
ている円を２つ描きました。ほとん
どすべての単語の概念が、英語と日
本語ではずれていてぴったり一致す
ることのほうが珍しいと先生が説明
してくれました。
このことを強く意識し始めてから、
英語ができるようになったと思いま
す。
W.S.：私は英語が得意ではなくて、
受験英語で得点できることを目標に
グノに入りましたが、いつの間にか、
英語圏の文化、特にキリスト教の背
景知識も分かってきて、先生が英文
の解説をされる時にも、そういう話
がとても面白くて必死に聞いていま
した。「大学に入ってからも英語を
頑張りたい」と思うきっかけになり
ました。
中村：大学に入ると、英語を学ぶだ
けでなく、英語で論文やニュース記
事をたくさん読まなければならない
と思うので、グノの英語が活きるは
ずです。
グノでは、アカデミックな論文も、
内容の深い考察も、感動できる文学
も扱われました。扱う英文は時事的
な話題も多くて、毎年使い回しされ
ている英文ではありません。
実用的な英語を読ませてもらえた
ので、高校生のうちから英語で学ぶ
経験ができました。大学の授業だけ
でなく将来の就職にも役立つと思い
ます。
グノの英語は受験のためだけの英
語ではなくツールとして使える英語
でした。
特に、グノは音読を重視していて、
英語を声に出すのが大事だと思う私
はとても共感できました。東大生で
も、受験英語だけをやってきて、英

会話が全然できない人は多いかもし
れません。私はそういう人に絶対に
なりたくなかったので、GSL＊１を大
切にして、リスニングや音読にも真
剣に取り組んでいました。
渕上：私もグノの英語を将来に活か
せると思います。英作文はたくさん
添削していただきましたが、カジュ
アルな英作文もたくさん書いている
うちに、近所の外国人とも英語で喋
れるようになりました。英作文の添
削やGSL のおかげで、英会話の力
も自然と身についたようです。

渕上：演習量が大切な科目ですから、
宿題は結構多かったのですが、素晴
らしかったのは、それらすべてに先
生が目を通してくださったことです。
数学的な考え方が学べただけでは
なく、答案の書き方も指導していた
だけたので、良い答案を書けるよう
になったと思います。
先生はコメントをたくさん書いて
くださって、それを見るとやる気が
出たりうれしくなったりしました。
的確なアドバイスをいただけて、
「ここは気をつけよう」と印象に残
りました。
W.S.：グノで数学の授業を受けた
のは高３の４月からでした。他塾の
授業とは全然違うのでびっくりしま
した。
数学の考え方を日本語で捉えられ
るように指導していただけたので、
超文系人間の私は自分に「ぴったり
だ」と思いました。
自分で問題集を解いたり、他塾で
授業を受けたりしても、設問があっ
て模範解答があって、数学嫌いな人
間からすると「そうなんですか」で
終わってしまいます。
一方、グノの授業では、「こういう
問題はこういうふうに思考していく

んだ」と日本語で納得できました。
それからセルフチェックシート＊２

も良かったです。セルフチェック
シートを提出すると先生がいろいろ
アドバイスをくださいます。人に見
られていると思うときちんと取り組
めますし、自分がどこでつまずいて
いたのかを日本語で分析できます。
数学が苦手で、できない問題も解説
を見て「へー」で終わっていたのが
劇的に変わりました。

渕上：中学３年で現代文を受けまし
た。
国語は自信があって定期テストの
点数も良かったのですが、それまで
現代文を勉強したことはなくて、勉
強法が分かっていませんでした。グ
ノの国語では添削を受けられたので、
独り善がりな考え方から抜け出して、
現代文をきちんと勉強するきっかけ
になりました。
前田：僕は高校２年で古文、高校３
年で東大国語を受けました。
古文は高１と高２の合同ですが、
高校１年で通っていた友達が古文の
成績を上げていたので、僕も高校２
年のタイミングで取ることにしまし
た。担当の先生は具体例が分かりや
すく、古文が身近に感じられて大き

グノーブルの数学

グノーブルの国語

＊２　 セルフチェックシート：高２文系数学、高３数学で生徒自身が宿題終了後に記入するシート。解けた問題には「どう解いたか」、解けなかった問題には「何が
できなかったか」などを記入。自分の傾向や理解度を分析して客観視し、次のステップへとつなげるグノーブル独自のツール。担当講師が目を通しコメント
をつけて返却しています。

Ｐ５＊１　 Gnoble Sound Laboratory：中１から高３までの６学年すべてに毎週用意されているオリジナル英語音声教材。合理的練習法（ワークアウト）も確立
されており、英語が得意なグノーブル生の土台を築いています。

前田 直毅さん（文Ⅰ・駒場東邦）

中村 真実さん（文Ⅰ・筑波大学附属）

W.S.さん（文Ⅰ・女子学院）
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を休まざるを得ません。本当に何の
フォローもないと「１週間を無駄に
した」という気持ちになって、その
後の復習の質がどんどん落ちます。
グノではそういうことが全くありま
せんでした。
渕上：私は教室に魅力を感じました。
どこの校舎も同じ雰囲気で、教室が
きれいで勉強に集中できました。違
う校舎でも「いつものグノだ」とい
う雰囲気があって、落ち着いて授業
を受けられました。
中村：席は自由なので、私はいつも
絶対に一番前に座っていました。そ
のほうが先生の話を集中して聞ける
し、緊張感があったからです。
高２の初めの頃はコロナ禍でグノ
に行けませんでした。でも、グノは
間を空けることなく映像授業を用意
してくれて、メールでの添削対応も
ありました。勉強のペースが崩れず
に済みました。
当時も「グノの授業は絶対に受け
るぞ」という気持ちがあって、オン
ライン対応は本当にありがたかった
です。
しかも、高３になっても通常の授
業に加えて映像も配信してもらえた
ので、もう一回やり直すことができ
るメリットもありました。
それから、直前期には過去問の添
削をしていただけたのも印象的でし
た。夜の 10時に要約の添削を送っ
たら、11時には返ってきてびっく
りしたこともありました。添削の対
応からも先生の熱が伝わってきまし
た。

渕上：グノーブルのクラス分けテス
トをうまく活用してください。短期
的な目標がないとだらけたりやる気
がなくなったりするので、まずはク
ラス分けテストに向けてきちんと復

習するのがいいと思います。
GSLも含めて、グノの復習の継続
は大切です。グノを信じてグノの勉
強を積み重ねていけば合格は近づい
てきます。
前田：新しい英文をわざわざ読むく
らいならグノの教材を復習しましょ
う。授業を受けて、GSLを聞いて、
音読することを繰り返していけば、
どんどん力がついていきます。グノ
の英文はそのくらい素晴らしいもの
ばかりです。
中村：東大文系に関していえば、ほ
ぼほぼ英語で決まると思います。だ
から、英語の勉強はきちんとしてお
いたほうが良いです。
私は過去問を２、３年分しか解い
ていませんが、グノの英語の授業を
受けて復習しただけで力がつきまし
た。しかも、グノの英語についてい
くと、合格だけでなくその先につな
がる英語力も伸びていると実感でき
ます。英語は受験だけの勉強にとど
めてはいけないと思います。
W.S.：中村さんの言うとおり、東
大文系は英語で決まると思います。
グノには英語力を上げる教材と仕
組みがそろっています。授業で解説
されてしっかり理解できている英文
を１週間毎日触れるのを大切にして
ください。
私は直前期に過去問を解きながら、

「グノで学んだことが活きている！」
と何度も納得しました。グノの先生
を信頼してついていけば大丈夫です。

後輩へのアドバイス

く伸びました。受験直前期の古文の
勉強は、忘れてしまった古文単語を
復習するくらいで良かったので、と
ても楽でした。
高校３年では、ペースメーカーと

してグノの国語を利用しました。特
に現代文は自分で何をやったらいい
のかが分からないので助かりました。
現代文の難しい文章を丁寧に解説

していただけて、内容が分かるよう
になったのがうれしかったです。
先生は「現代文は、哲学者とかが

難しい言葉を使って簡単なことを書
いている」とよくおっしゃっていま
した。そして、先生が好きなジャ
ニーズなどの具体例で、難しいこと
を分かりやすく解説してくださった
ので、現代文も身近に感じられまし
た。
W.S.：私は信頼できる先生に添削
していただきたくて、直前期に国語
を取りました。
授業のテンポが良く、明るく接し

てくださって、素晴らしい授業でし
た。添削も点数をつけてくださって、
コメントも書いてくださったので、
とても参考になりました。
共通テストでいろいろあって

ショックを受けていましたが、直前
講習が共通テストの次の日には始
まったので、そこでペースを取り戻
せたのも大きかったです。

中村：どの先生もすごくテンション
が高くて、明るくはきはき喋ってく
ださって、こちらのやる気を引き出
してくださいました。
教室が大きくなく近くで先生の表
情も見られるので、先生のエネル
ギーは私たちに直接伝わってきまし
た。先生たちはいつも生徒の目を見
て授業を進めてくださって、安心し
て授業を受けられる環境でした。
それから、質問しようと思っても、
いつもむすっとしている先生には質
問しづらいものです。グノにはそう
いう先生はいらっしゃいません。い
つも気軽に質問したり、コミュニ
ケーションを取ったりできました。
渕上：中村さんの言うとおり、明る
くて質問もしやすくて、きちんと生
徒のことを考えてくださっているの
が伝わってきました。
そして、先生がすぐに顔を覚えて
くださるのがグノならではの特色で
す。講習しか取っていなかった先生
がずっと覚えていてくださったり、
中学の時に教わっていた先生から受
験期にも声をかけていただいたりし
ました。
グノの先生には相談させていただ
くことも多く、いつも親身になって
いただけたので、安心して勉強を続
けられました。
ちなみに、私が「東大を受けたい」
と決意したのは、中学の頃に教わっ
ていた数学の先生がきっかけです。
人生に良い影響を与えていただいた
ことにも感謝しています。
前田：先生方から担当科目への愛が
伝わってきました（笑）。
英語の先生は、毎日長時間の授業
をやっているのに、どの授業でもエ
ンジンがかかっていて、僕はいつも
「すごい」と思っていました。
国語の先生からも本当に教えるの

が好きなのが伝わってきて、「自分
も頑張らないといけない」と思って
いました。
やる気のない先生に教わるとなあ
なあになりますが、グノの先生に
限ってそういうことは絶対にありま
せん。
W.S.：グノだと、目の前に先生が
いらっしゃったらその場で質問でき
ます。わざわざ講師室に行って並ぶ
必要はありません。メールでも質問
にも相談にも乗っていただけるのは
すごいです。他塾のようにアドバイ
ザーが別にいるのではなく、いつも
教えてくださる先生が相談に乗って
くださるのが良かったです。

中村：振替制度が大きかったです。
グノには休まずに受けられる仕組み
が整っていて、私も最後まで休まず
に通塾できました。
前田：僕も、１コマから振替できて、
自分のスケジュールに合わせて授業
を受けられるのが良かったと思いま
す。
対面で授業を受けられなくても、
映像授業があって、添削も先生にお
願いできたのでブランクをつくらず
に授業を受けられました。
体育祭の直前などはどうしても塾

グノーブルの先生

グノーブルの環境

渕上 友結さん（文Ⅰ・白百合学園） W.S.さん（文Ⅰ・女子学院）

前田 直毅さん（文Ⅰ・駒場東邦）
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髙橋：中２の春に母から勧められて
最初は英語で入塾しました。母は
「グノーブルは英語がとても強い」
という評判を聞いていたようです。
藤井：僕も最初は英語がきっかけで
した。
高２の春、緊急事態宣言下で学校

が休校になって、剣道部の活動がい
つ再開されるかも分からず、引退の
時期もうやむやになってしまったの
で、「この機会に塾を探そう」と思い
立ちました。
剣道部の帰国生の友達がグノ生

だったので、「帰国生が通う英語の
塾なんだから相当良い塾だろう」と
思って調べてみたら、とても評判が
良く、講習を受けてみたらその評判
どおりだと納得できました。
岩間：高２になる頃、それまでの塾
の方針が合わないと感じて別の塾を
探していた時に、仲の良かった学校
の友達が、グノの魅力をたくさん教
えてくれたのがきっかけです。
講習を受けてみたら、グノの先生

は生徒との距離が近いし、クラスに
は一体感もあって、「これはいい塾
だ」とちょっと感動しました。
少人数で教室の大きさもちょうど
良く、教壇もないので先生が上にい
る感じがありません。先生と生徒が
一緒に授業をしている雰囲気が自分
に合っていました。

岩間：グノの英語の授業は、高３に
なると結構長いのですが、回を重ね
るうちにどんどん楽しくなって、授
業の時間はあっという間に過ぎてい
くようになりました。
毎回楽しみで仕方なくなった要因
として、自分の英語力が上がってい
くのを実感できたのも大きかったと
思います。英語力が伸びただけでな
く、グノの授業を受けているうちに
集中力も上がりました。
東大入試の本番でも、国語や社会
は 150 分ですが、グノで培った集
中力を活かせました。
藤井：僕の場合は、授業中に当てら

れる経験から成長できたと思ってい
ます。
人前で喋るのに緊張する性格だっ
たのですが、グノでは先生と生徒の
やりとりで授業が進行します。だか
ら、授業中に当てられることに不安
があり、きちんと答えられるように
予習と復習をしてからグノに向かっ
ていました。

グノーブル入塾のきっかけ

グノーブルに通う時の気持ち

先生からはいつも「演習や練習段
階の失敗は良いことしかない」と言
われていましたが、緊張がほぐれて
慣れたのは高３の夏休み明けです。
この頃は自分が成長している感じが
あって、自信を持って塾に向かえる
ようになっていました。
同時に、失敗をたくさん経験した
ことで、失敗に慣れたというのもあ
ります。「間違えるからこそ成長で
きる」と自覚できた時期でした。
髙橋：グノの授業は、中２で入塾し
てから卒業するまで楽しい印象しか
なく、行かされている感は皆無でし
た。
高２の冬から始まった英語のサミ
ングアップ＊は点数が全然安定しな
くて、たまに満点を取れても次の週
に０点になるようなことも多く、そ
のたびに一喜一憂していました。
でも、解説に入るたびに先生が

「今の失敗は将来の成長につながる
から、良いことしかありません」と
言ってくださるので、切り替えてい
つでも前向きに授業を楽しめました。
先生のポジティブな言葉は大きかっ
たと思います。

髙橋：仲の良い友達が何人もグノに
通っていたので、学校でもよくグノ
の話をしていました。
英語の授業で扱う英文は興味深い
ものや感動させられるものが多かっ
たので、英文の内容についてもあれ
これ話していました。
友達同士で「すごい解釈だね」と
褒め合ったり、逆に「こんな解釈も
できるんじゃない」と言い合ったり
して刺激を受け合っていました。
藤井：サミングアップの英文が難し
かった時は、他のグノ生と「どう
だった？」「ここはこう解釈するん
だよ」とよく話題になりました。違

うクラスのグノ生も多かったのです
が、みんなで積極的に情報を交換し
ていました。
岩間：駒東はどのクラスにも５～
10人はグノ生がいました。僕のク
ラスは９人でした。
だから、学校に行くと必ずグノの
話題になりました。クラス分けテス
トのあとは廊下でグノ生が集結して
とても盛り上がっていました。
それから、僕のクラスにいるグノ
生のうち３人は同じ路線で通学して
いたので、一緒に帰る時にグノの授
業を振り返って話していました。先
生に当てられてトンチンカンなこと
を答えたこととか、今日は７回も発
言したとか、そんなことでも話題に
するのが楽しかったです。
特に仲の良い友人が、学校もグノ
も同じクラスで、互いにライバル視
しながら、競って授業に積極的に参
加していました。「もっとたくさん
発言しよう」という意識が芽生え、
良い刺激になりました。

岩間：駒東はとても行事が多く、行
事に熱心に参加する生徒が多数派で
す。でも、グノなら100％両立が可
能です。
まずグノの授業は宿題が中心では
なくて、授業に来てからの演習と復
習が中心なので、行事で忙しい時に
も授業からたくさん得られるものが
あります。
それから、グノには振替システム
があって、これは大きなメリットで
す。僕も、行事があるたびに振り替
えさせていただきました。
それから、体育祭の時は１週間以
上本当に忙しくて、勉強が厳しい状
況になります。この時期は塾に行け
ないし、振替すらできませんでした
が、添削物を担当の先生にメールで

送って添削してもらえるシステムが
あります。メールで質問や相談もで
きました。
このように手厚くサポートしてく
れる環境が整っていたので、短期間
で終わる行事も長期間準備が必要な
行事も塾と両立できました。
藤井：グノは宿題の量が多くなかっ
たので、学校の勉強や部活動と両立
できるだけの時間的な余裕がありま
した。「宿題の量が多くて部活に行
けない」というようなありがちな悩
みはグノでは心配ありません。
僕は学校の勉強も大事だと思って
いて、定期テストにも真剣に臨んで
いました。そういう時は学校のテス
ト勉強をしつつグノの勉強もしてい
ました。
グノは、勉強を強制することがな
くて、生徒の自主性を重んじている
感じで、そこも好印象でした。
髙橋：私は高１、高２で部活の練習
が割とありました。東大推薦に評定
が必要なため、学校の成績も取らな
ければならず、意外と大変でした。
でも、グノの英語で推奨されてい
る音読を使った復習で、とても効率
良く英語を勉強できました。高３に

学校でのグノーブルの話題

学校と塾の両立

体育祭の時は 1 週間以上本当に忙しくて、勉強が厳しい状況になります。この時期

は塾に行けないし、振替すらできませんでしたが、添削物を担当の先生にメールで

送って添削してもらえるシステムがあります。メールで質問や相談もできました。

手厚くサポートしてくれる環境が整っていたので、学校行事も塾と両立できました。

 岩間 悠さん（文Ⅰ・駒場東邦）

岩
い わ

間
ま

悠
ゆ う

さん（文Ⅰ・駒場東邦）

髙
た か

橋
は し

聖
せ い

奈
な

さん
（文Ⅲ［学校推薦型選抜］・光塩女子学院）

藤
ふ じ

井
い

聡
そ う

一
い ち

朗
ろ う

さん（文Ⅲ・麻布）

文 系
東京大学

Part2

＊  SUMMING-UP LABORATORY：高 3の英語（読解）で毎回実施される英文の要約演習。一人ひとりの答案は担当講師が添削・採点して返却。音声教材も完備。
知的にレベルの高い「読解力」の土台を築けるばかりではなく、「聴解力」「作文力」「話す力」や「プレゼン力」も鍛えるグノーブル独自の仕組みです。

岩間 悠さん（文Ⅰ・駒場東邦）

髙橋 聖奈さん
（文Ⅲ［学校推薦型選抜］・光塩女子学院）
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なると地歴に時間を割きたくて英語
を後回しにしがちですが、音読はス
キマ時間にサクッとできて、しかも
短時間でできるのにたくさんのメ
リットがあります。
音読を推奨するグノだからこそ塾

と学校だけじゃなく、他の科目の勉
強とも両立できました。

藤井：グノで英語を勉強するように
なって、学校の実力テストの順位が
安定しました。
いろいろ理由はあると思いますが、

グノの音読は特に効いていたと思い
ます。
高２の頃に、先生から「お風呂で

の音読はおすすめです」と教わって、
実際にそのとおりに音読するように
なってから伸びました。
入浴は習慣なので、音読も毎日の

習慣になって、そのうちに、英文を
一読して内容をつかめるようになっ
て、読むスピードも上がりました。
岩間：グノの先生が何度もおっ
しゃっていたのは「ねばり強く続け
ていると、ポンと伸びるポイントが
ある」でした。
本当にそのとおりで、僕もジャン

プポイントを３回経験しました。１
回目は高２の夏、２回目は高３の秋、
３回目は二次試験の10日前です。
１回目は、グノに入ってから音読

での復習を実践していたら、一気に
伸びました。α３＊１からのスタート
でしたが、次のクラス分けテストで
一気にαに上がりました。このジャ
ンプポイントを迎えられたのは大き
かったです。
２回目は、社会の勉強も始めた時

期で、英語がこれ以上伸びるか心配
でした。でも、先生のおっしゃるこ
とを信じて音読を続けたり、授業に
積極的に参加して復習をすることで、

「あれ？　最近ちょっとサミング
アップの点数が良いな？」と感じる
ことが多くなって、そこから一気に
グーンと伸びました。
３回目は自分でも衝撃的でした。
本番が近づいてきた頃に、「これ以
上は伸びないのかな？」と不安にな
ることもありました。それでも今ま
でやってきたことを信じて勉強を続
けていたら、いきなり英文がさらに
スラスラ読めるようになりました。
先生のおっしゃる「ねばり強く続け
ているとポンと伸びる」は本当でし
た。２月に入ったばかりの時期と二
次試験の10日前では過去問を解い
ても10点くらいの差が生まれまし
た。最後のジャンプのおかげで本番
も安心して受験できました。
グノレットに書かれていた「グノ
の勉強を信じていれば最後まで伸び
る」という先輩の話を以前は信じて
いませんでした。でも、実際に経験
して、改めてグノのすごさを実感さ
せられました。
髙橋：私は地歴で通っていた塾で、
英語の体験授業を無料で受けたこと
がありますが、英文の内容には注目
せずに、SVOなどを区切って文法
的に解説していく授業でした。
グノの英語の授業は、文法の解説
もありますが、とにかく書かれてい
る内容を楽しめる授業です。英語を
勉強しながら、英文の内容から、多
くの教養や英語的な考え方が学べる
授業なので、いろいろな発見もあり
ますし、様々なことを考えさせられ
る刺激がたくさんあります。
東大文学部の推薦入試で提出論文
を書く時にも、グノで扱った英文や
その時の解説からたくさんの材料や
ヒントをいただきました。

岩間：音読を通して伸びたのは英語

力全般です。
１つ目は、音読では返り読みしな
いので、英文を行ったり来たりせず
に速読できるようになります。
２つ目は、GSL＊２をリスニング
教材として活用することを前提とし
て音読するので、当然リスニング力
も伸びます。
３つ目は、英文を日本語に訳さず、
英語を英語のまま自然と読めるよう
になって、日本語を使わないので、
英語のまま生き生き読めるという意
味で読解力が向上します。
４つ目は英作文力です。繰り返し
音読すると、英語が自分の頭の中に
フレーズとして入ってきます。これ
が英作文で役立ちます。「ここは in
か？　onか？」とか「ここは定冠詞
か？　不定冠詞か？」とか、そうい
うのも文法だけから考えると厳しい
ですが、音読によって自然とフレー
ズが頭に入ってくるので、英作文力
の向上にもつながります。
速読と精読、英作文とリスニング
のすべてがグノの音読で伸びます。
藤井：最初は「音読で英語力が伸び
るのかな？」と半信半疑でした。
ところが、「迫真の演技で、相手に

グノーブルの英語

音読の効果

伝えるつもりで音読しなさい」とい
う先生の言葉を意識しながら、自分
がスピーチしているつもりで音読し
ているうちに、「どうしてここでこ
の表現を使っているのか？」に、確
信が持てるような気がしてきました。
高３の秋くらいでした。
さらに、内容的に分かっていな
かったところが分かるようになった
り、分かっていたところは自分が使
える表現として入ってくるようにな
りました。
初見の英文でも、著者とつながっ
ている感じがしてきて読解力が上が
り、英作文にも応用できるようにな
りました。
ただやみくもに音読するだけでは
ダメで、誰かに聞かせるつもりで音
読するのが大切です。
髙橋：何よりも効率良く英語に触れ
られるのが音読のメリットです。
高３になると、英語以外の科目に
時間を割いて英文に触れられなくな
りがちです。でも、寝る前に 30分
とかお風呂や電車移動の時とかに、
スマホ片手にGnoTube＊を聞きな
がらサクッと音読すれば、それが英
語の復習になります。
そういう時間を有効活用して、

「１日にトータルで１時間は英語に
触れる」といったノルマを自分に課
しておくと、英語の力が総合的に伸
びます。

藤井：僕は元々文法についてそんな
にしっかり理解していなかったので、
英文を読んでも内容がつかみきれな
いという状態でした。
内容がつかめないと、「とにかく
問題をたくさん」と思いがちです。
でも、グノでの勉強で、「土台を固め
る」「同じ英文を何度も読み込む」と
いうことの大切さが分かりました。

英文法の根本にある考え方や、ネ
イティブの人たちの感じ方をグノで
学んでから、グノで用意された英文
を何度も読み込む経験を積んだこと
は大きかったです。
例えば英文では倒置や省略はよく
ありますが、そういうところからも、
筆者の考えや意識が読み取れるよう
になって、英語が身近に感じられる
ようになりました。
岩間：グノに入る前の自分の勉強や
他塾や学校の勉強だと、英語という
ひとつの言語を、日本語を使って解
釈する勉強という意味合いが強いよ
うに思います。
一方、英語を英語として学ぶ側面
が強いのがグノの特徴です。高３の
読解の先生はいつも、「読む、という
行為は筆者と読者の対話」だとおっ
しゃっていました。英文を読みなが
ら、こちらも疑問を持ったり、納得
したり、気持ちも動くようになった
ら、英語を英語として読めるように
なりました。
それから、グノの授業はただの英
語の授業ではなくて、英語を読むの
に必要な前提知識や教養もたくさん
教えてもらえました。
例えば、英語はヨーロッパ系の言
語でキリスト教を背景にしています。
このことに関連する文章もたくさん
読めたので、世界史選択の自分は世
界史の知識も融合しながら、英文を
読む土台になる知識を増やしていけ
ました。これが読解でとても役立ち
ました。
もうひとつの大きな特徴はやはり
英単語の指導です。特に高３の前期
で、単語が段々とイメージを伴って
覚えられるようになっていきました。
その結果、私大の問題で単語帳に
載っていない難しい単語が出てきて
も、グノで教わった知識から推測で
きました。知らない単語も、グノで
学んだことを活かして語源をもとに

分解して考えていくと、特に私大の
問題は記号選択中心なのですぐに正
しいものを選べます。
単語を語源から学ぶのはグノのす
ごさです。
藤井：グノで学んだことの中では、
僕も日本語を介さずに英語で読める
ようになったのが一番です。
日本語を介するとどうしても英文
を読むのが遅くなりますし、作者の
意図もつかみにくくなります。英語
のまま英文を読んでいくと、速く読
めて、作者の意図も一読でつかめま
す。
それから、接尾辞や接頭辞、語根
の知識を教えてもらえたのも本当に
良かったです。単語帳中心の勉強に
なりがちな英語の勉強を変えてくれ
たのがグノでした。大学では第二外
国語を学んでいきますが、その勉強
にも適用できる勉強法です。
髙橋：１回の授業で扱う文章量が多
いのもグノの特徴です。学校だとひ
とつの長文を２週に分けるといった
感じで進度が遅いのに対して、グノ
は１日に５つぐらいの長文を扱いま
す。
怒涛の勢いで進んでいきますが、
生徒が置いてけぼりにされるわけで
はありません。英文の内容が興味深
く、先生が生徒を授業に巻き込んで
くださるので頑張ってついていけま

独特な英語の授業

＊１　（クラス設定について）この学年の高２時の英語は、α（最上位）から、α１、α２、α３、α４の設定。
＊２　 Gnoble Sound Laboratory：中１から高３までの６学年すべてに毎週用意されているオリジナル英語音声教材。合理的練習法（ワークアウト）も確立され

ており、英語が得意なグノーブル生の土台を築いています。

＊ ：SUMMING-UPの英文（年間45本）を音声と流れるようなスクリプト画像をセットにしてYouTube で配信しています。（サミングアップは塾生限
定公開）

藤井 聡一朗さん（文Ⅲ・麻布）

岩間 悠さん（文Ⅰ・駒場東邦）
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す。
英語だけでなくグノの勉強全般の

話になりますが、やはり毎週添削し
ていただける経験はすごく貴重だと
思います。私は一喜一憂しやすい性
格なので、点数を見て悲観的になっ
たり、「本当に自分の勉強法が合っ
ているのか？」などと不安になった
りしがちでした。
でも、毎週添削していただけたお

かげで信じて継続することができま
した。ひとつの目標に向かって習慣
化することや繰り返していくことが
どれだけ大切かを中高６年間かけて
学べました。受験勉強を通して自分
が強くなったと思いますし、その強
さに一番密接につながっているのが
グノです。

髙橋：グノーブルの国語は高３の１
年間お世話になりました。担当の先
生には一般入試の対策に加えて、推
薦入試の対策でもとてもお世話にな
りました。
東大の一般入試の文章は難解なも

のが多くて、特に第４問は何を言っ
ているのかが分からないことも少な
くありません。でも、一見ただの雑
談のような先生の話を踏まえて文章
に立ち返ると、「そういうことだっ
たのか！」という気づきがあって、
知らないうちに自分の中で文章が理
解できているという経験がよくあり
ました。
推薦入試の一次選考では提出論文

や志願理由書などをいろいろ用意し
ます。これらの書類に関して、内容
も形式も先生にチェックしていただ
きました。面接の練習にも毎日のよ
うに付き合っていただきました。本
当にお世話になりました。
藤井：僕も東大国語を受講しました
が、グノの授業は、一見雑談のよう

な話を通して、文章に対する具体例
を提示するという授業方法です。自
分にとっても身近な話題を話してい
ただけるので、難解に見える現代文
もイメージをつかめます。
解答の書き方もグノで学べました。

「本文を読んでいない人でも分かる
解答の書き方を意識しなさい」と先
生はよくおっしゃっていました。そ
れを意識して答案を書くようにして
から、自分の答案を客観的に判断で
きるようになって、現代文の点数が
安定しました。
それから、先生が提示してくださ
る解答がとても分かりやすかったの
が印象的でした。高校生が背伸びし
ても書けないような答案なのではな
くて、僕たちのお手本になるような
答案を用意してくださるのを先生ご
自身も意識していらっしゃったのだ
と思います。
岩間：僕も季節講習でグノの国語を
受けました。国語の授業も、グノの
精神を引き継いでいて、楽しい雰囲
気は英語と同じでした。
藤井君の言うとおり、高校３年生
がつくれる語彙力や表現力の範囲で
答案が提示されて、とても参考にな
りました。よくある解答は変に格好
をつけていたり難解すぎたりして、
「こんな言葉は使えないだろう」と
いうような二字熟語や四字熟語も見
られます。グノの解答はそうではあ
りませんでした。僕たちでも書ける
解答で、一番お手本になりました。

岩間：僕が最終的に、「数学が得意
だ」と思える状態で入試に臨めたの
はグノのおかげです。
グノの数学は他のどことも違って
いました。数学を、日本語を使って
論理的体系的に学習できる授業に
なっていて、そこで培われる論理的

な思考をもとに数学を解いているう
ちに、どんどん問題が解けるように
なりました。
グノで数学を受講し始めたのは高
２になってからです。高１までは数
学は微妙でしたが、グノの授業を自
粛期間に受けたことで成績が飛躍的
に上昇しました。２か月しか受けて
いないのに全国模試の偏差値が 15
くらい上がって、「これはすごい」と
自分でもびっくりしました。
セルフチェックシート＊について
は講習の時から聞いていて「これは
良い」と思っていました。自分の出
来の評価と、解いた時の思考のプロ
セスを書いていきます。それによっ
て「自分がどういう思考のプロセス
で解答に至ったのか？」が整理され
て、数学の力が大きく伸びます。「数
学は解くだけだ」と思われがちです
が、実はその解くプロセスに一番重
要なところがあると気づかされます。
先生はセルフチェックシートをも
とに授業内容を構成してくださいま
す。生徒一人ひとりのセルフチェッ
クシートを念頭に置いて授業がつく
られるので、誰にとってもとても効
果的な授業になっています。
セルフチェックシートをもとに一
人ひとりに的確なアドバイスもして
くださって、家庭教師と同じように
手厚く見ていただける授業でした。

グノーブルの国語

グノーブルの数学

藤井：僕も高２からグノで数学を教
わっていました。一番良かったのは、
多面的な見方ができるようになった
ことです。
例えば、曲線が直角になっている
ことはベクトルや幾何で多面的に表
現できます。ひとつの事象に対して
いろいろな方向から見られるように
なったことで、持っている知識をど
んどん活かせるようになりました。
セルフチェックシートでは自分の
思考プロセスを書くので、「どこで
詰まっていたのか？」を洗い出すの
に役立ちます。数学の勉強では、分
からない問題があると、解答を見て
「ああ、そうなんだ」と分かった気に
なって終わりがちです。でも、分か
らないところを分からないままにし
てしまうと、次に似たような問題が
あっても解けません。セルフチェッ
クシートを書くことで、「どこが分
からなかったのか？」を再確認でき
て、次に問題を解く時に活かせます。
それから、「口頭で相手に説明で
きるか？」を基準にして、その問題
ができたかできなかったかを判断す
る方法も学びました。自分で「解け
た」と思っていても、意外と説明で
きなかったり、「どうしてここはこ
うじゃないの？」と聞かれると返答
に困って考え込んでしまったりしま
す。だから、口頭で説明するのは良
い練習になりました。
高３の夏休み明けからのテスト演
習では、80分で４題を解きます。最
初は戸惑いましたが、テストの場数
を踏んで集中力がつきましたし、自
分の解き方を意識したり、自分に適
した解き順を見つけたりするきっか
けになりました。

岩間：グノは、どの先生にも熱い思
いがあって、そこがグノの絶対的な

強みだと思います。
授業に出てみれば、先生が本当に
熱心なのが伝わってきます。だから、
「こちらも頑張りたい」という気持
ちになります。
どの先生も最初の授業で生徒の顔
と名前を覚えてくださいます。初回
の授業なのに名前で呼んでいただけ
ると、「自分はもう認識されている
んだ」とうれしい気持ちになります。
先日の受験報告会でも、２年前に
たった４回の授業しか受けていな
かった先生が、「ここに座っていた
よね」と僕のことを覚えていてくだ
さって、とても感動しました。
髙橋：本当に熱意あふれる先生方で、
まさに「全身全霊」という言葉が
ぴったりの熱心さに感動したことも
ありました。
グノの授業は講義型でなく、生徒
の名前やキャラクターまで覚えてい
て巻き込んでいく授業スタイルが特
徴です。
とても面倒見が良い先生ばかりで、
質問や相談がしやすいのもありがた
かったです。
高２の冬に先生が変わる時、「こ
れまでずっとαだったけれど、高３
でクラスが落ちたらどうしよう？」
などと不安になって、訳もなく悩ん
でいた時期もありました。この時に
も新しく担当になったばかりの先生
が長い時間を取って面談してくだ
さって、一つひとつ不安要素を解決
して緊張を和らげてくださいました。
生徒の精神的なサポートもしっか
りしてくださる良い先生がそろって
いる塾です。
藤井：二人の言うとおり、生徒の名
前をすぐに覚えてくださる先生ばか
りで、とても良い塾です。
教材として用意してくださる英文
も、英語として学ぶのにふさわしい
ばかりじゃなくて、内容が僕たちの
興味を引くもの、受験に向かう僕た

ちに役立つものを用意してくださる
など、生徒の目線になって考えてく
ださっていて、授業もそういう組み
立てになっているのをいつも実感し
ていました。

髙橋：私は有名な進学校出身ではあ
りません。東大を受験する生徒も毎
年４、５人しかいなくて、学校の中
だけで勉強していると、自分の全国
的なレベルを把握しにくくて東大受
験をためらうことも何回かありまし
た。
そんな時に「グノの英語でαを
キープできたから、英語は全国的に
大丈夫なはずだ」と自信を持てたの
は大きかったです。英語という科目
に自信が持てたことで東大受験を貫
けたと思っています。進学校でない
人でもグノを信じていれば東大を目
指すことができます。
東大の推薦入試に関しても、私の
学校では初めての出願でした。「私
でいいのかな？」という不安が出願
の時にありましたし、出願したあと
も「推薦の準備のために、一般受験
生に後れを取ってしまうのでは」と
いう焦りがありました。でも、グノ
の先生方が誠心誠意助けてください
ました。

グノーブルの先生

後輩へのアドバイス

＊ セルフチェックシート：高2文系数学、高3数学で生徒自身が宿題終了後に記入するシート。解けた問題には「どう解いたか」、解けなかった問題には「何ができ
なかったか」などを記入。自分の傾向や理解度を分析して客観視し、次のステップへとつなげるグノーブル独自のツール。担当講師が目を通しコメントをつけて
返却しています。

髙橋 聖奈さん
（文Ⅲ［学校推薦型選抜］・光塩女子学院）

藤井 聡一朗さん（文Ⅲ・麻布）
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一般入試と推薦入試を併願する後
輩の方々には、決して天才だけが合
格する入試ではないことを伝えたい
です。しっかりと志や熱意を持って
努力すれば、推薦入試も決して手に
負えない受験ではないので諦めない
でください。
藤井：一番大事なのは、グノの先生
のおっしゃることを信じてやり切る
ことです。模試を受けて結果が良く
なかったり、他塾の人を見て「こん
なに過去問をやっているのか」と
思ったりしても、焦ることなく、グ
ノの先生のおっしゃることを信じて
勉強したら最終的に合格しました。
迷って他の勉強法に手を出すとロ

スが生じるので、グノでやってきた
勉強法を信じてやり遂げるべきです。
岩間：どんな時でも諦めないことが
大切です。自分自身は、２月の私大
が終わった時や、東大入試の１日目
で国語や数学が難しかった時、くじ
けそうになりました。でも、終わっ
たことは変えられないので、「次に
何をするか、そして今何をすべきか
が受験においては大事だ」と自分に
言い聞かせて、最後まで諦めません
でした。これが合格につながったの
だと思います。
グノの授業に集中して積極的に参

加し、帰ったあとも丁寧に復習して
音読を続けるサイクルで勉強すれば、
絶対に実力がつきます。グノを信じ
て頑張ってください。

【座談会出席者】（五十音順、本文中敬称略）
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さん 中
なか

村
むら

太
たい

陽
よう

さん 堀
ほり

尾
お

日
ひ

菜
な

さん 山
やま

田
だ

哲
てつ

士
し

さん
（理Ⅰ・桜蔭） （理Ⅰ・早稲田） （理Ⅱ・駒場東邦） （理Ⅲ・桜蔭） （理Ⅰ・駒場東邦）

石
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稜
りょう

馬
ま

さん 佐
さ

々
さ
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き

慎
しん

太
た

郎
ろう

さん 千
ち

原
はら

大
だい

知
ち

さん 藤
ふじ

掛
かけ

沙
さ

耶
や

さん 藤
ふじ

本
もと

悠
ゆう

佑
すけ

さん 山
やま

本
もと

英
ひで

昂
あき

さん
（理Ⅰ・芝） （理Ⅱ・暁星） （理Ⅱ・麻布） （理Ⅱ・女子学院） （理Ⅰ・麻布） （理Ⅰ・筑波大学附属駒場）

※特別対談　中楯さん×兵頭先生（中学受験グノーブル）を21ページに掲載！
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小澤：中１になる３月に、自宅と学
校の双方から通いやすいお茶の水の
塾を探していて、他塾とグノの講習
を受けてみました。グノに決めたの
は、グノの授業に、「受験での合格を
目指す」というよりも、「勉強するこ
とは楽しい」という雰囲気があった
からです。
それから、グノは少人数で、先生

を近くに感じられました。授業も、
一人ひとりの生徒の理解に合わせて
進んでいきました。これらが決め手
となって、グノに英語と数学で入塾
しました。
川島：高１の春に大学受験を意識し
て塾を探し始めましたが、僕は少数
派のほうが好みというのもあって、
学校の人がたくさん通う他塾は避け
ました。
グノの講習を受けてみたのは、友
達が楽しそうに通っていたからです。
授業を受けてみて、僕もグノの自由
な雰囲気が気に入りました。その時
は英語、高２からは数学と化学、直
前期には東大国語を受けました。
竹内：僕も同じく高１の４月に英語
で入りました。中３の期末テストで
英語が最下位クラスになり、初めて
大学受験に危機感を覚えました。そ
こまでは全く受験を考えず、塾にも
通っていませんでしたが、「英語が
ヤバイから、とりあえず英語の評判
のいい塾に入ろう」と思いました。
川島君と同じで、周りには他塾に
通う人ばかりいましたが、その塾は
宿題が多過ぎるようでした。僕は野

球部に所属していたので、「宿題が
少ない」と聞いていたグノにしまし
た。
中楯：僕は小学校から高校まで附属
校だったので、高校までは受験があ
りませんでした。それでも、小学校
の時に中学受験グノーブル（自由が
丘校）には通っていました。その流
れで新中１のスタートダッシュ講座＊

から大学受験グノーブルに入りまし
た。

中楯：特に高３の英語の授業は毎週
ウキウキしながら受けるくらい面白
かったです。気楽というか、ありの
ままの自分で授業に積極的に参加で
きました。
数学の授業は僕には難しくて、

「よし、やるぞ！」という精神的準備
が必要な授業でしたが、「先生が全
力だから自分も頑張ろう」という気
持ちでした。
竹内：グノの授業には程良い緊張感
があって集中できました。大人数の
隅のほうで黙っていれば、ただ時間

グノーブル入塾のきっかけ

グノーブルの授業

中１の４月に、自宅と学校の双方から通いやすいお茶の水の塾を探していて、他塾

とグノの春期講習を受けてみました。グノに決めたのは、グノの授業に、「受験での

合格を目指す」というよりも、「勉強することは楽しい」という雰囲気があったから

です。 小澤 桃子さん（理Ⅰ・桜蔭）

小
お

澤
ざ わ

桃
も も

子
こ

さん（理Ⅰ・桜蔭）

川
か わ

島
し ま

遼
りょう

也
や

さん（理Ⅰ・筑波大学附属駒場）

竹
た け

内
う ち

絃
げ ん

さん（理Ⅰ・筑波大学附属駒場）

中
な か

楯
だ て

然
ぜ ん

さん（理Ⅰ・筑波大学附属）

理 系
東京大学

Part1

＊スタートダッシュ講座：新中１対象の講座（２～３月に開講）。

が過ぎていくような環境だとボーッ
としてしまいます。
でもグノでは、ボーッとする間が
ありません。毎週先生が一人ひとり
の答案をその場で添削してくださる
し、解説は生徒とやりとりしながら
進んでいきます。発言の機会が回っ
てくるので気が抜けません。
川島：竹内君の言うとおり、緊張感
のある授業でした。だからといって、
塾に行くのが嫌だとか憂鬱だとか、
そういう気持ちになることは全くな
く、最後まで楽しく通えました。
小澤：私も「塾に行くのが嫌だ」と
思うことは全然ありませんでした。
グノは「大学受験」とついています
が、受験勉強に特化しているわけで
はありません。英語は受験科目とし
てではなく、英語力そのものを引き
上げていただけますし、生物や物理
は、受験勉強の範囲外のことにまで
踏み込んで教えていただけました。
そういうところがグノの魅力でした。
竹内：グノは授業の振替ができて、
それは本当に大きかったです。文化
祭の準備で学校に残らなければなら
ない時も、映像授業のおかげで塾と
両立できました。授業が受けやすい
環境が整っていたと思います。

川島：文化祭で忙しかった高３の２
学期は特に、映像授業が充実してい
たおかげでグノの授業に穴をあけず
にすんで、本当にありがたかったで
す。
中楯：部活の日にはグノの授業を入
れるのを避けていましたが、それで
も部活が入る時があって、そういう
時にスマホでグノの授業を振り返る
ことができてありがたかったです。
小澤：グノは授業中に集中すること
で効果が上がる塾です。大量の宿題
もないので、学校の授業中に塾の内
職をする必要がなく助かりました。

小澤：中学生の時は英語が苦手で、
「単語を暗記していないからかな？」
と思っていました。
でも、高１でGSL＊１をちゃんと
やり始めて、その時から英文を読む
スピードが格段に上がりました。
英文を読む時は、頭の中で音読す
るから時間がかかります。でも、
GSLを使うと、音声のスピードが速
くて待ってくれないので、自分の理
解が追い付かなければいけません。
そういう速さに慣れることで読むス
ピードが上がったのだと思います。
それから、中３と高１の時のグノ
のテキストには英文法の用例とその
和訳が載っていて＊２、その英訳をた
くさんやったら、自分の中に英文の
ストックが増えました。
川島：グノでは単語帳を使わないの
で、英単語を日本語訳で覚えてすま
すという勉強はしませんでした。
グノの授業で語源に興味が湧くよ
うになったので、自分から単語を調
べにいく姿勢も身につきました。英
英辞典からネイティブの感覚を感じ
取るのは興味深くてモチベーション
が上がったので、そこでも英語の力
が伸びたと思います。

単語帳を使わないことに不安はあ
りませんでした。語源を意識するグ
ノのやり方を信じて、実際に英語が
できるようになっていったので、正
しい勉強法だったと思っています。
竹内：僕は、最初はグノを信じ切っ
ていなくて単語帳をやっていました。
だから、単語の日本語訳は知ってい
て、高１、高２の頃は先生に「これ
どういう意味？」と聞かれてすぐに
答えられました。
ところが、「この文章は全体でど
ういう意味？」と聞かれると「は
あ？」となることが増えてきて、高
３になってようやく「英単語を日本
語訳で覚えるだけではいけない」と
気づきました。表面的に訳せること
と、全体の流れをつかんで内容を理
解するのは別だということです。
英文の内容をちゃんと理解してか
らの音読も、先生から口酸っぱく言
われてやるようになりました。以前
は英文を読んでもトンチンカンだっ
たのが、高３の秋から「見えるぞ」
となって、英文を読むことが本当に
楽しいと思えるほどに成長しました。
中楯：僕も英語の伸びを実感したの
は高３の秋です。急に伸びた理由は
毎日の音読の効果が出始めたからだ

グノーブルの英語

＊１　 Gnoble Sound Laboratory：中１から高３までの６学年すべてに毎週用意されているオリジナル英語音声教材。合理的練習法（ワークアウト）も確立され
ており、英語が得意なグノーブル生の土台を築いています。

＊２　Sentences for Workout：必要な文法事項を頭の中にストックして自在に活用できるようにする例文集。耳も口も鍛える音声教材（GSL）もそろっています。

小澤 桃子さん（理Ⅰ・桜蔭） 川島 遼也さん（理Ⅰ・筑波大学附属駒場）

竹内 絃さん（理Ⅰ・筑波大学附属駒場）



18 19

Part

東
京
大
学

理
系

1

16期生 合格者インタビュー

と思います。
グノに通っている学校のみんなが

音読しているのを見て、「自分より
できる人もやっているのに、自分が
やらないのは絶対にダメだ」と感じ
て、頑張って音読していました。そ
れが習慣になって、寝る前に 10分
くらい音読しないと気持ち悪いくら
いになった時、英語が伸び始めまし
た。
僕は中１からグノに通っていたの

で、英文法を例文としてストックで
きていたのも大きかったと思います。
知識として「こういう構文がある」
ではなく、「そういう意味だよね」と
いう例文がいつの間にかストックさ
れていました。そういう根本的な力
が中学時代に身についていて、それ
が高３で一気に花開いたのかもしれ
ません。
竹内：グノの音読は授業とセットで
す。授業で理解していない英文を音
読しても意味がないと思います。
特に高３のサミングアップ＊１の
音読は効果が抜群でした。
川島：音読は効率良くインプットも
アウトプットもできる勉強法だと思
います。音読は口を動かしますし、
目で読み、自分の声を耳で聞きます。
他人に伝えるように読んでいると、
どこを強調するかなども分かって、
ライティングにも良い影響がありま
す。どんどん英語を使えるように
なっていくのを実感できます。
グノではいろいろな分野の英文を

扱うので、飽きることなく毎週音読
を楽しめました。
小澤：音読と黙読は違います。黙読
だと、ちょっと分からないところが
あっても飛ばし読みしてしまいます。
音読だと飛ばし読みができません。

少しでも引っかかるとすぐに気づけ
ます。効率良く、緻密に復習ができ
ました。

高３の先生が「英語は身体的なト
レーニングだ」とおっしゃっていま
したが、高１の頃の私は全然口が
回っていませんでした。音読で口が
回るようになってから、体も反応す
るようになりました。それで英語の
力が大きく伸びたと思います。
中楯：「音読だけで伸びるのか？」
と思いますが、１日 10分ネイティ
ブのスピードで英文を読むことで、
本当に鍛えられます。GSLくらいの
スピード＊２で読むと、英文をいちい
ち日本語に訳している時間がなくて、
英語を英語のまま前からどんどん解
釈していく必要があります。
毎日やっているうちにいつの間に
か、「英語の頭の処理ってこんな感
じかな？」という感覚が身につきま
した。自分の中に日本語脳と英語脳
のふたつが搭載されていく感覚で、
英語を読む時には自然と英語脳に切
り替わって、日本語に訳していくの
ではなく、英語のまま意味がとれる
ようになりました。
でも、１日 10分毎日音読するの
は結構大変で、自分自身でも「偉い
な」と改めて思います。授業中に先
生が毎回のように言ってくださった
ので、「めんどくさいな」と思う時で
もその言葉を思い出して続けました。
そうしたら、いつの間にか習慣に
なっていました。

小澤：グノは教材も特徴的です。い
ろんなジャンルの英文を読めるのが
楽しみで、私は特に、科学の話題が
好きでした。
時には内容が難しくて、演習の段
階では全然理解できないと感じるも
のもありました。ところが、博識な
先生の解説を聞くといつもすっきり
理解できました。英語で教養を深め

たり広げたりできるという面でも楽
しく授業を受けられました。
川島：直前期には、それまで授業で
扱った英文を復習でもう一回読み直
しましたが、その時でも内容が面白
く、英語の勉強という名目でしたが、
読み物としても楽しませてもらって
いました。大学受験だけを意識した
ものでないからこそ、興味深く読め
たのだと思います。
中楯：僕も英文の内容自体を楽しめ
ました。でも、それがいつの間にか
東大受験の対策にもなっている感じ
でした。
竹内：グラマーブック＊３もすごく
まとまっていて便利でした。他の教
材や文法書だと分厚さにやる気が失
せますが、グノのグラマーブックは
程良くまとめられています。英文法
がスカスカだった僕は、量が少ない
ことに励まされて、「やるぞ」という
気持ちで取り組めました。
中楯：グノは、授業と家での勉強が
有機的にリンクしているのも特長で
す。授業で完全に理解して家での復
習で定着させるというスタイルが、
扱った教材を自分のものにしていき
やすかったです。

英語の教材

＊１　 SUMMING-UP LABORATORY：高３の英語（読解）で毎回実施される英文の要約演習。一人ひとりの答案は担当講師が添削・採点して返却。音声教材も完
備。知的にレベルの高い「読解力」の土台を築けるばかりではなく、「聴解力」「作文力」「話す力」や「プレゼン力」も鍛えるグノーブル独自の仕組みです。

＊２　 GSL のスピード：SUMMING-UP LABORATORYは 180wpm（words per minute: １分当たりの単語数）程度で、CNNニュースとほぼ同じスピード。
2022年度共通テストのリスニングは140wpm程度。

＊３　 Grammar Book：グノーブルの文法書。前出のSentences for Workout も収録されているので、受験学年になってからでも文法理解を再確認しながら身
につけられます。

他塾の英語を見ていると、宿題が
大量にあるなど１週間に勉強する量
は一見すると多いです。でも、英語
の試験の点数に関してはサッカー部
で僕が一番だったので、量をこなす
よりもグノのやり方のほうがいいな
と思いました。
グノは１回の授業で得るものが多
く、定着度も高いから、それがアド
バンテージになっていたのだと思い
ます。授業で扱う教材を100％身に
つけられるのがグノの良いところで
す。

中楯：理系数学を教わった先生の頭
の良さを、僕はずっと尊敬していま
した。
数学では天才の発想が大事といわ
れることもありますが、「どうやっ
たら思いつくの？」という発想を先
生はいつも、見事に僕の手の届く範
囲にして解説してくださいました。
先生が天才の発想をかみ砕いて言語
化して「こういうモチベーションが
あるから、こういう変形ができたり、
こういう発想が生まれたりするよ
ね」と解説してくださったおかげで、
僕も徐々にできるようになりました。
１年前には、「こんなのできない」
という絶望感に打ちひしがれたもの

でも、「到達可能な範囲内だ」と思え
るものに変わりました。
それから、セルフチェックシート＊。
最初は「めんどくさい」と思いまし
たが、セルフチェックシートがある
と、誤答分析をせざるを得なくなり
ます。自分の思考を言語化したり、
間違えた理由を考えたりできるので、
「これができなかったんだ」という
気づきを次に活かせました。
解けた問題についても、セルフ
チェックシートで分析しているうち
に、「出題者はこれを聞きたいんだ」
と考えられるようになりました。
川島：僕もセルフチェックシートは
かなり書きました。過去問を解く時
も、自主的にセルフチェックシート
のようなものを書くようにして、自
分が間違えたところを意識しました。
そのおかげで、同じミスを繰り返す
ことが減っていきました。
それから僕は、数Ⅲの先生が手書
きでみっちり書いてくれた解説を自
分のものにしてしまおうと思ってい
ました。問題を振り返る時の道筋や
考え方がまとめてあったり、ある問
題が他の問題につながっていく要素
を抜き出してくださったり、そうい
うのを読んで数学への取り組み方が
変わりました。
小澤：先生の手書きプリントは本当
に多かったのですが、整理整頓が苦
手な私でも、グノのプリントだけは
整理したいと思えるものでした。
私は「数学が得意だ」と考えてい
ましたが、感覚的なところがあって
無意識的に解くことが多かったです。
でも、グノの数学は、頭の中でフ
ローチャートを進んでいく感じで、
論理的な授業でした。私は突っ走る
ことがありましたが、冷静に考えら
れるようになって、ミスがすごく減
りました。
セルフチェックシートは、「でき
た、できなかった」で終わらせない

のが良い点です。思考を言語化する
ので、ミスの原因など、無意識を意
識に変えられました。自分が考えた
ことはもちろん、考えることができ
ていなかったことも明確になりました。

小澤：中３から国語の授業を受けて
いました。
古文でも現代文でも、先生は身近
な例とかご自身の体験談とかを交え
て説明してくださいます。「雑談か
な？」と思って楽しく聞いていたも
のが突然目の前の文章と関連づけら
れて、それがとても面白かったです。
先生の話を聞いているうちに、自
分がすでに持っていた知識と、新た
な知識が体系的につながっていくの
で、国語の復習まで手が回らない私
にとっては、授業内で完結するグノ
の国語はとても効率的でした。
川島：高３で東大国語を受けました。
「理系なので国語は必要ないか
な？」と思いましたが、１週間に１
回記述問題を解く習慣ができて、本
番でも国語に自信を持てました。
国語は自分で勉強しづらい科目で
すが、授業を受けることで自分の勉
強のサイクルに国語を組み入れられ
て、国語も安心感のある状態で受験
できました。

グノーブルの数学

グノーブルの国語

＊ セルフチェックシート：高２文系数学、高３数学で生徒自身が宿題終了後に記入するシート。解けた問題には「どう解いたか」、解けなかった問題には「何ができ
なかったか」などを記入。自分の傾向や理解度を分析して客観視し、次のステップへとつなげるグノーブル独自のツール。担当講師が目を通しコメントをつけて
返却しています。

中楯 然さん（理Ⅰ・筑波大学附属）

小澤 桃子さん（理Ⅰ・桜蔭）

川島 遼也さん（理Ⅰ・筑波大学附属駒場）
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川島：化学もグノの授業らしく、暗
記中心ではなく、公式や原理を考え
させてくれることが多い授業でした。
物質の構造、相互作用や反応につい
て、「こうだからこういう原理があ
るよ」とか「だからこういう式が成
り立つ」という先生の深い解説が聞
けて、根本から考える力が身につき
ました。

小澤：以前の私は「物理は公式を暗
記して数学を使って計算するもの」
と誤解していました。ところが、グ
ノの物理は、受験問題を解けるよう
にすることよりも、現象の理解に重
きを置いていました。
高２の１年間の授業は、問題を解

くというよりも公式の導出や実験の
解説が中心で、ノートを取り続けな
がらも「これで受験問題は解けるよ
うになるのか」という疑問がありま
した。
高３の春になって、２日間集中し

て物理の問題に向かったことがあっ
て、その時に、グノの方針の正しさ
が分かりました。高２の１年間で
取ったノートがめちゃくちゃ役立っ
たんです。「現象の理解が大切」と気

づいて、そこからさらに先生の話に
真剣に耳を傾けるようになりました。

小澤：生物は高１と高３の時に通っ
ていましたが、生物がとても好きに
なる授業でした。
高１の時は受験が差し迫っていな
いので、テキストの内容が高３より
も詳しく書かれていました。高３の
授業は問題演習がメインでしたが、
私は高３の時も高１のテキストを
ずっと読んでいました。読み物とし
てとても面白いものだったからです。
生物の先生からは、生物がめちゃ
くちゃ好きなんだということがこち
らにもひしひしと伝わってきました。
ご自身が撮ってきた植物の写真や博
物館の展示物の写真をスライドで見
せてくれたり、自分の専門のちょっ
と詳しめの話もしてくれたりして、
受験対策だけでなく、「大学以降で
私は何をしたいのか？」を考える上
でも勉強になりました。

小澤：どの先生からも担当教科への
愛をすごく感じました。受験範囲で
なくても教えてくださって、「受験
に出るから教えてあげるよ」ではな
く、「面白い話だから聞いてよ」とい
う雰囲気があって、だから私はグノ
が好きでした。
実は、以前の私は GSL を全然
やっていませんでしたが、英語の先
生が根気強くGSL の良さを授業の
時間を使って語ってくださったので、
私も根負けしました（笑）。高３の
ゴールデンウィークから毎日やるよ
うになって、英語を大きく伸ばせま
した。先生の熱意は私にとって本当
に大事でした。
川島：熱意という意味では、数学の

先生は真冬でも汗だくになって授業
をしてくださいました。
中楯：僕はそういう先生の数学オタ
ク感がとても好きでした。先生を見
ていると元気が出て、「もうちょっ
と頑張ろう」と思えました。
グノの先生には、どの先生にも熱
意があって、その熱意が僕にも浸透
して「復習も頑張ろう」と背中を押
してくれました。
竹内：グノの英文の教材は本当に秀
逸でしたが、僕たちが楽しめる教材
をあんなにたくさん用意するのは、
先生に熱意がなければ絶対できない
ことだと思います。

小澤：私は先生にめちゃくちゃ質問
して、分からないことを全部聞いて
いました。質問も、相談も、添削の
依頼もグノの先生は快く受けてくだ
さいます。後輩の皆さんもうまく活
用してください。
川島：「グノの英語は、直前期に１
日30分くらいGSLを使って復習す
るくらいで良くて、他の時間は他の
教科に回せるので強い」と先生が
おっしゃっていました。これは本当
にそのとおりでした。グノや先生方
を信じてついていけば大丈夫です。
竹内：僕もグノとグノの先生の言う

グノーブルの化学

グノーブルの物理

グノーブルの生物

グノーブルの先生

後輩へのアドバイス

ことをとにかく信じてほしいと思い
ます。特に先生が口を酸っぱくして
勧めてくださる音読は絶対にしたほ
うが良いです。間違いなく、英語の
力が伸びます。
中楯：僕も、音読やGSL は四の五
の言わずにやってみる姿勢が大事だ

と思います。グノを信じ切ることは
大切です。
でも、一方で、自分に足りないも
のを考えて勉強することも必要です。
それから、グノの宿題は一見量が
少ないように見えますが、復習を考
えると絶対量は決して少なくありま

せん。授業を受けただけでやった気
になっていると、せっかくの教材が
活かせません。「絶対にやり抜く」と
いう意気込みで、教材を完璧に自分
のものにするつもりで復習してくだ
さい。

兵頭：東京大学合格おめでとうございます。中楯君が
中学受験グノーブル自由が丘校を卒業してもう６年も
経つのですね。
中楯：ありがとうございます。その６年間、まるまる
大学受験グノーブルに通っていました。
兵頭：大学受験グノーブルでは何を受講していたので
すか。
中楯：英語と数学です。
兵頭：大学受験の勉強は大変でしたか。
中楯：もちろん驚くような難問に出合って打ちひしが
れるような時もありましたが、グノーブルの授業は本
当に楽しくて毎週ウキウキしながら受けていました。
先生方の熱意がすごくて、その熱意が僕にも浸透して
「もっと頑張ろう！」と思えたのも大きかったです。
兵頭：小学校時代はサッカー部で忙しそうでしたが、
中高も部活はサッカー部だったんですか。
中楯：そうです。そのためどうしても塾に行けない日
もあったのですが、欠席した授業の振替や映像でも授
業を視聴できたので助かりました。 
　筑附小に通っていて中学受験をしない自分が中学受
験グノーブルを選んだのも、５年生時は週２日の通塾
でサッカーと両立できそうだったのがきっかけでした。
そういう意味でもグノーブルにはずっと学校生活を応
援してもらってきたと思っています。

兵頭：中楯君は最初から内部進学の予定でしたが、６
年生の最後までしっかり通ってくれましたよね。小学
校当時のグノーブルでの勉強の印象はどうだったので
しょうか。
中楯：当時の勉強も楽しみながら考えることができて
いたので、単純に頭が良くなっていくなあ、という思
いを抱いていました。自分はよく発言するタイプだっ
たこともあって、活発なグノーブルの授業と相性が良
かったと思います。先生との距離も近く、疑問に思っ
たことをその場で聞ける雰囲気も大好きでした。
兵頭：周りは受験する友達ばかりでしたが、その点で
苦労はありましたか。
中楯：受験をした仲間に対しては、自分がしなかった
ことを成し遂げたという点で尊敬のような思いが今で
もあります。また、受験する友人たちと切磋琢磨した
ことによって、今の自分にあぐらをかかず、学習には
どん欲さやハングリーさも大切だということに気づく
ことができました。今思うと、こうした小学校時代の
学習経験を通して、学ぶことの基礎体力のようなもの
を身につけられたと感じています。
兵頭：中学受験グノーブルでの経験がその後の大学受
験での学びに活かせられたのなら、本当にうれしく思
います。この先の中楯君の活躍に期待しています。ぜ
ひこれからも頑張ってください。

中学受験グノーブルを通じて、学ぶことの基礎体力を身につけられました！
2022 年度入試で、筑波大学附属高校から東京大学理科一類に合格した中楯然君と、中学受験
グノーブル自由が丘校通塾時代に国語の指導を担当していた兵頭徹治先生との対談です。

中学受験
グノーブル

大学受験
グノーブル 東大竹内 絃さん（理Ⅰ・筑波大学附属駒場）

中楯 然さん（理Ⅰ・筑波大学附属）
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堀尾：小学時代に父親が病気になり
ました。すぐに治療していただけて
大した影響はありませんでしたが、
この時の経験から、医師という職業
に憧れを持ちました。
後にオープンキャンパスへ行き、

「疫学をやりたい」と思って医学を
志望しました。今は、研究職を目指

しています。

堀尾：中学１年の夏に英語を受講し
ました。他塾は宿題が多く、どんど
ん早く進んでいくのが合いませんで
した。一方、グノは宿題が多くなく、
それでも大学受験を視野に入れた勉
強もできるので、それが決め手にな
りました。
山田：中学の頃に勉強不足で不安を
感じていて、中３最後に「塾に入ろ
う」と思いました。
英語が苦手だったので、基礎の文
法から教えてくれて、周りの評価も
高かったグノに興味を持ちました。
EGGS＊１という講座に入ってみ
たら、英文法が頭の中にきれいに整
理できたので、そのまま継続しまし
た。
中村：「グノは英語がすごい」とい
う評判は以前から聞いていましたし、
親からの勧めもありました。
中学の時に英語が不得意になって

しまったので、実際に身近にいる友
人や先輩がグノに入って成績を伸ば
していたのを見て、「僕も入ろう」と
思いました。高１の４月に入塾を決
めました。
田中：僕も中学生の頃に勉強をサ
ボってしまい、成績がよろしくあり
ませんでした。
高１の春にいろんな塾を親が調べ
てきました。いろいろ体験してみる
つもりで、最初に行ったのがグノの
フレッシャーズ講座＊２で、英語と数
学と古文を取りました。比較的少人
数のクラスで、グノの雰囲気も気に
入ったので、「ここにしよう」と思っ
て決めました。結局、他塾の体験に
は行きませんでした。
澤田：高１まで他塾の英語に通って
いましたが、宿題が多いのでやめて
しまい、そこからは塾に通っていま
せんでした。英語は得意なほうだっ
たので、宿題が少ない塾で「英語は
忘れない程度でいい」と思って高２
の冬にグノに入りました。
でも、実際は「忘れない程度」以上

理科三類を目指したきっかけ

グノーブル入塾のきっかけ

数学の授業ではパターンに応じた解き方を、押し付ける感じではなく、「こういう考

え方がもとになって解くんだよ」という形で授業中にサラッと大切なことを教えて

くださいます。

グノの授業を受けていたので、いつも根本からの発想ができるようになり、自然と

解けるようになっていきました。数学の指導方針も本当に素晴らしいと思います。

 堀尾 日菜さん（理Ⅲ・桜蔭）

澤
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だ
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さん（理Ⅰ・桜蔭）
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さん（理Ⅱ・駒場東邦）

堀
ほ り

尾
お

日
ひ

菜
な

さん（理Ⅲ・桜蔭）
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さん（理Ⅰ・駒場東邦）
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＊１　 English Grammar Green Session for newcomers：中３冬期～新高３冬期の季節講習で行われる、基礎力が不足している方を対象にした英文法基礎講座。
４回の授業と音声教材化された365本の基本例文のトレーニングで基礎力を固めれば、その後の“伸び”が大きく変わります。

＊２　フレッシャーズ講座：新高１対象の春期講習。

の大きなものをグノで得られました。

澤田：授業中の演習やその場での添
削に意欲が持てたので、「今日も頑
張ろう」という意気込みがありまし
た。答案が返される時はドキドキで
したが、自分の成長を毎週確認でき
るのは良かったです。
田中：グノに向かう時には、「何を
教えてくれるんだろう？」と楽しみ
でした。
暗記が苦手な僕は、暗記は最小限
で、理論を使って応用していくグノ
の勉強法がとても気に入っていまし
た。
「勉強はこんなに楽しいんだ」と
いうのをグノで教えてもらえました。
小学生の時の塾とは違って、高校生
になって通い出したグノには「大変
だ」という印象はありませんでした。
気合を入れるというのともちょっ
と違って、いつも楽しいことに向か
う気持ちでグノに通っていました。
中村：同じ曜日に通う学校の友人も
多くて、塾に行く時は僕も楽しかっ
たです。
「いい点数をつけてもらいたい」
とか、当てられたら「いい答えを言

いたい」という気合がありました。
「学校の友人の前で間違えたら嫌だ
な」と思うこともありましたが、そ
れでもグノに向かうのは楽しみでし
た。
山田：僕も友達と通っていて、特に
卓球部は人数が多くて、一緒に通う
人がいっぱいいました。数学と英語
に通っていて、どちらも楽しかった
のですが、元々好きだったことも
あって、数学がいつもとても楽しみ
でした。授業後には充足感も感じて
いました。
堀尾：特に数学が「今日はどんな問
題に出合えるかな？」と楽しみでし
た。授業後は「今日はここがダメ
だったな」と反省することも多かっ
たですけど。

堀尾：入塾した頃は、学校のテスト
でも全然点数が取れていませんでし
た。その時期から考えると、よく伸
びたと思います。
グノに入って少したったら、学校
のテスト準備には単語をちょっと見
ておくだけで何とかなるくらいに、
英語の基本ができあがっていました。
グノの授業で教わったことをきち
んとこなしていただけですが、英文
を前から読む力が早いうちに身につ
いたのがポイントだと思います。
山田：中学の頃の学校での成績は下
から数えて４分の１くらいの成績で
した。グノに入って、高１、高２に
なると、上から数えて６分の１から
７分の１くらいにまでどんどん伸び
ていきました。
僕もグノから言われたとおりに音
読などの復習をしていただけで、勝
手に模試の点数も伸びていくのを実
感しました。
中村：僕も伸びました。先生が授業
中に背景知識を教えてくださるのが

大きかったです。
以前は英文を読んでも、表面的に
日本語に訳していただけでしたが、
それが、「英文の内容を生き生きと
読む」という感覚が分かるように
なって、読み方が大きく変わりまし
た。
田中：グノでは「前から読む」と
「英語を英語のまま読む」を強調さ
れますが、実は、「英語を英語のまま
読む」を自分でもできていると思え
たのは入試直前の 12月でした。そ
れまでも「前から読む」はできてい
たのですが、ちょくちょく日本語が
入っていました。
でも、「英語を英語のまま読む」を
理解した 12月頃から、本当に英文
の見え方が変わりました。後輩には
「英語を英語のまま読む」を意識し
てほしいと思います。
「前から読む」だけだと、前から意
味で区切っていって、その後に区
切った意味をわざわざ日本語に訳し
て解釈することになりがちです。返
り読みはしていませんが、「英語を
英語のまま読む」わけではありませ
ん。
一方、「英語を英語のまま読む」を
意識した時、まずは「日本語を思い
浮かべるのをやめよう」と思いまし

グノーブルに通う時の気持ち

グノーブルの英語

澤田 恵里さん（理Ⅰ・桜蔭）

田中 陸登さん（理Ⅰ・早稲田）

中村 太陽さん（理Ⅱ・駒場東邦）
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た。日本語を一切使わずに英語のイ
メージだけで読むようにしました。
最初のうちは頭が痛くなりましたが、
そういうのを続けているうちに「見
え方が変わったな」と思う瞬間があ
りました。
この時の助けになったのは音読で

した。
澤田：私も英語の力をグノで大きく
伸ばせました。グノで用意される英
文が興味の持てるものばかりだった
のが良かったです。

澤田：例えば、検定教科書の英文は、
正直なところ、「何度も読もう」とい
う気持ちになれるほどには興味が持
てません。
グノで用意されている英文は、２

回目、３回目に読んでも面白い英文
ばかりでした。繰り返して読んでい
ると新たなことに気づいたり、より
深い意味が見えてきたりする奥行き
のあるものもありました。音読する
時も気持ちを込めて読めました。
堀尾：グノではかなり大量の英文に
出合えましたが、どの教材の質も良
かったと思います。
いろいろな著者の英文を読むこと

で様々な考え方や話の展開に対応で
きるようになりました。
田中：グノの英語教材は、ありきた
りな受験英語や過去問にとらわれて
いません。世界で今起こっている時
事的なトピックを含め、興味深い
テーマの英文ばかりでした。
文理を問わずいろいろなジャンル
にわたる教材を、英語の知識の解説
はもちろん、英文の背景的なことま
で面白く解説してくださる先生方の
教養の深さと熱意に、いつも引き込
まれてしまう授業でした。どの先生
も心から尊敬できました。
澤田：グノの教材は、量も質も妥協
していないレベルでした。内容が面
白く、自分の教養を試される英文ば
かりでした。英語を学んでいるとい
うよりも、英語でその分野について
学んでいる感じがありました。

澤田：音読は他塾でもよく言われま
す。でも、グノの音読は気持ちを込
めて読むことを大切にするので、こ
れは新しい考え方だと思いました。
一つひとつの英文を、自分が書いた
かのように、強弱をつけながら読む
のが新鮮でしたし、本当に楽しく読
めました。
田中：音読は英語を英語のまま読む
ことにつながります。日本語を介し
て書かれていることをイメージして
いると生き生きと読むことはできま
せん。
英語で書かれている概念や気持ち
を直接イメージしながら音読して初
めて生き生きと読めます。そういう
練習が英語学習の助けになります。
ただ英語を口に出しても練習にはな
りません。
中村：僕が音読を本当に毎日やるよ
うになったのは高３からです。
部屋でやっていた音読を、お風呂

場での音読に変えて、シャワーヘッ
ドをマイクに見立てて雰囲気を出し
ながら音読していたら、スピーチ感
が出て「楽しい」と思えるようにな
りました。
そこからまた成績が伸びました。
GSL＊と音読を組み合わせることで
リスニング力も発音も向上します。
山田：黙読だとどうしても戻れてし
まいます。音読だと強制的に前から
読むことになります。
それから、発音で詰まった時に調
べて正しい発音どおりに読むと、そ
れが頭に残って、リスニング力も上
がります。
授業で解説された英文を理解した
状態で音読するので、授業でやった
知識を定着させる復習としても有効
です。
堀尾：「どこで意味が切れるか？」
を理解できないとうまく音読できま
せん。音読で詰まった時は「ここが
分かっていないな」と分かるので、
自分の理解度を測るという点でも音
読は優れています。私は先生の解説
をもとにもう一度詰まった箇所を黙
読して、その後そこを何度も音読す
ることで理解を深めていました。

英語の教材

音読の効果

＊  Gnoble Sound Laboratory：中１から高３までの６学年すべてに毎週用意されているオリジナル英語音声教材。合理的練習法（ワークアウト）も確立されてお
り、英語が得意なグノーブル生の土台を築いています。

田中：単語帳の暗記が必要なかった
ことも大きかったです。
グノの教材を使って、グノで教え
てもらった語源や語法でイメージを
つかんでいくので、最後まで単語帳
はいりませんでした。
今ではむしろ「単語帳は日本語と
英語を一対一で結びつけてしまうの
で良くないのではないか？」と思っ
ているレベルです。英単語と日本語
の単語の、概念がぴったり一致する
ことはほとんどないと、先生もよく
おっしゃっていましたが、そのとお
りだと思います。
グノの教材を使うグノのやり方が
単語帳よりも断然効果的でした。
山田：以前国語の文章で「言語に
よって世界の切り取り方が違う」と
いうのを読みました。
英語と日本語では世界の切り取り
方がまるで異なると思います。グノ
で語源から英単語を学ぶことで、こ
の切り取り方の違いがより明確に分
かりました。 
田中：グノで語源や語根の説明を聞
いていて、僕も、「言葉はその文化圏
に根差している」「言葉は思考や感
情に大きく影響する」と思いました。
キリスト教的な発想など、自分た
ちの生活している文化圏とは違うイ

メージを持っている地域のことを英
語の勉強を通して学べました。
堀尾：私たちは普段キリスト教や経
験論などを意識しませんが、グノで
学んでいると、自然とそういうのを
意識するようになります。言語に
よって前提とする知識が異なること
を実感しました。
中村：僕も、グノの英語を通して、
今まで特に意識したことのなかった
言語の特質を意識できるようになり
ました。こういう発想は、今後どの
言語を学ぶ上でも役立つと思います。

田中：グノは英語が有名で、「独自
に練られた指導法がある」といわれ
ています。
実は数学も他塾とは全然違うと思
います。問題をバシバシ解かせてパ
ターンを覚えさせるやり方ではあり
ません。
数学も根本の考え方から解説され
て、受験の数学が頭の中に体系化さ
れていくように指導されます。それ
を演習で応用していくという数学の
解き方が僕の好みでした。最小限の
演習でも応用力のつくグノの数学は、
全受験生にとってすごくいいものだ
と思っているくらいです。
算数や中学数学は解きまくった経
験値がものをいいます。一方、高校
数学はそれとは違います。高校数学
でも初等幾何のように経験がものを
いう分野もありますが、ほとんどの
分野はグノで教えてもらえる理論を
軸にするやり方が王道だと主張した
いです。
山田：グノでは、「どうしてその解
法に至るのか？」とか「どの解法が
有利なのか？」を説明してくださる
ので、応用する力が身につきます。
グノの数学を受けるようになって
から、一問一問について「次の問題

にどうつなげるか？」を意識できる
ようになったので、それが大きかっ
たと思います。
堀尾：パターンに応じた解き方を、
押し付ける感じではなく、「こうい
う考え方がもとになって解くんだ
よ」という形で授業中にサラッと大
切なことを教えてくださいます。
私は数学がそんなに得意ではあり
ませんでしたが、グノの授業を受け
ていたので、いつも根本からの発想
ができるようになり、自然と解ける
ようになっていきました。
グノは、数学の指導方針も本当に
素晴らしいと思います。
田中：それから、セルフチェック
シート＊は、演繹的な発想を鍛える
のにとても役立ちました。
野性的な勘に従って解いていたの
では、理論的な思考方法が頭の中に
体系化されることがありません。成
績も安定しなくなってしまいます。
そういう状態からの脱却に、「自
分で何をやっていたのか？」をいつ
も振り返ることのできるセルフチェッ
クシートがとても役立ちました。
セルフチェックシートのおかげで
凡ミスも減らせました。「自分はこ
ういうミスをしやすいんだ」と理解
できて改善できました。
山田：自分がやっていることをもう
一つ上から見るメタ認知をやりやす

英単語の学習
グノーブルの数学

＊ セルフチェックシート：高２文系数学、高３数学で生徒自身が宿題終了後に記入するシート。解けた問題には「どう解いたか」、解けなかった問題には「何ができ
なかったか」などを記入。自分の傾向や理解度を分析して客観視し、次のステップへとつなげるグノーブル独自のツール。担当講師が目を通しコメントをつけて
返却しています。

堀尾 日菜さん（理Ⅲ・桜蔭）

山田 哲士さん（理Ⅰ・駒場東邦）

澤田 恵里さん（理Ⅰ・桜蔭）

田中 陸登さん（理Ⅰ・早稲田）
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いのがセルフチェックシートです。
田中君の言うようにミスがなくなる
効果もあります。
それから、グノのテスト演習では

時間配分などをメモっていく欄が
あったので、「自分がどこに何分か
けたのか？」「どんなもったいない
ことをしたのか？」などが分かり、
「次はこういうふうにしよう」と対
策を練られました。苦手分野をあぶ
り出すのにも役立ちました。
堀尾：確かにセルフチェックシート
のおかげで、自分がどこでミスしや
すいのかが可視化されました。自分
がどういう考え方をするのかも意識
化できました。
解いた問題をいつも振り返る習慣

は、新しい問題に向かう時に応用が
できて役立ちます。
澤田：私はグノで数学を受講してい
ませんでしたが、受験期にはグノ生
に数Ⅲを仕上げる問題集を配付して
いただけて、これがとても役に立ち
ました。直前期にはこれを１日数問
ずつ解いていき、計算力の底上げに
つながりました。

田中：高３で受けた東大国語が本当
に良かったです。
現代文では難解な文章を扱います

が、先生が面白いエピソードや具体
例に置き換えてくださると、難解な
文章が、「それはこういうことだっ
たんだ」「筆者はこういうことを言
いたかったんだ」と身近なものに変
わって、本当に魔法のような授業で
した。
東大国語という講座だけあって東
大対策に集中していたので、「こう
いう問題が出た時は、こういうこと
を考えて、こういうことを書けば点
数がもらえる」という戦略的な話も
してくださいました。
授業中のトークやエピソードが面
白くて、受験勉強の息抜きになるレ
ベルでの楽しさもありました。
堀尾：私は小論文を受けましたが、
「こういう型を使えば書ける」とい
うのをまず提示されたので、何も分
からない状態から、すぐに一定のレ
ベルの書き方が分かるようになりま
した。
試験直前に小論文の練習をした時
も、授業からブランクはありました
が、「こういうふうに書けば大丈夫
だろう」と自信を持つことができま
した。テキストには参考になる具体
例も書かれていて役立ちました。

澤田：グノの先生に対して、私は本

当に「この先生についていけば大丈
夫」と思えました。先生を信頼して
やっていけば結果に結びつきます。
田中：英語、数学、国語。どの科目
も充実していて主体的に学べる塾で
した。グノを選んだ時点で「東大受
験に勝てる」と思います。
勉強を好きになる機会をグノは必
ず与えてくれるので、それをつかん
でほしいです。自分とグノを信頼し
てどっぷりグノメソッドに浸かって
くれればいいなと思います。
中村：受験に関しては、正しい努力
をすれば必ず結果が出ます。自分も
地頭が良かったわけではありません
が、グノの授業を受けてしっかり理
解して音読するというサイクルを繰
り返すことで結果が出ました。グノ
を信じてコツコツ努力してください。
山田：質問したら気軽に答えてくだ
さる先生ばかりなので、しっかり活
用してほしいと思います。英語では
授業で解説された英文を音読して復
習したり、数学ではセルフチェック
シートを利用してメタ認知に基づい
た自己分析をしたりするといったグ
ノの勉強を大事にしてください。
堀尾：英語も数学も本当に素敵な授
業と素晴らしい先生方がそろってい
ます。そういうグノーブルの環境を
大切にしながら、自分を信じて勉強
していってください。

グノーブルの国語

後輩へのアドバイス

山本：中１のスタートダッシュ講座＊１

の英語からです。
姉が通っていて、「英語の力がつ
くよ」と勧められたのがきっかけで
す。「いい先生ばかりだし授業のレ
ベルが高い」という話も聞いていま
した。中学３年間は英語だけで、数
学、物理、化学、国語は高校になっ
てからです。
藤本：高１の夏に、初めは数学だけ
で入りました。
数学が得意だったので、さらに伸
ばしたいと思っていたところ、同じ
学校のハンドボール部の同輩がどん
どんグノに入っていったので、「ど
んな塾かな？」と思って入りました。
数学の授業が気に入ったので、英
語と化学も受講しました。
藤掛：私は新高１のフレッシャーズ
講座＊２から入りました。周りの友人
たちの多くが、他の部活の子も含め
て、高１になる時に塾に入っていっ
たのがきっかけです。
母が学校のお母さん同士が集まる

会で「グノーブルの英語は有名でい
いよ」という情報を聞いてきました。
「それなら講習に行ってみよう」と
いうことで講習に参加して、授業の
進め方が気に入りました。
千原：中学受験グノーブル（自由が
丘校）でお世話になっていたので、
英語の評判がいいのは当時から知っ
ていました。中学受験の頃から、先
生が一人ひとりの生徒をしっかりと
見てくださっていたのでグノーブル
は気に入っていました。
それで、中３の夏からはグノリン
ク＊３に通って､ 苦手な二次関数を教
わりました。
大学受験グノーブルには、中３の
冬期講習で英語と数学を同時に受け
てから入りました。
佐々木：僕は高１のフレッシャーズ
講座からです。
「高校生になったし、塾に行こう
かな」と思い、文系でも理系でも大
事な英語の塾を探しました。
母が「グノーブルが有名だ」と勧
めてくれましたし、英語ができる友
達がグノに通っていたのもあって、

講習に参加してみたら、とても良
かったので、他塾と比較することも
なくそのまま入りました。
石田：僕も高１のフレッシャーズ講
座から英語で入って、９月から数学
も始めました。
同じ学校の人たちがたくさんグノ
に通っていて、英語の評判がとても
良かったです。実際に僕も講習に参
加してみたら、授業の雰囲気と、先
生の近さが気に入りました。

グノーブル入塾のきっかけ

高１で古文、高２で現代文、冬期講習で漢文、高３は東大国語を取りました。

現代文は教えてもらわないと勉強の難しい科目なので助かりました。先生が身近な

話から文章の背景を解説してくださったので、文章理解に必要な予備知識がどんど

ん蓄積されて、難解な文章でも全体を捉えて読めるようになりました。

 山本 英昂さん（理Ⅰ・筑波大学附属駒場）
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＊１　スタートダッシュ講座：新中１対象の講座（２～３月に開講）。
＊２　フレッシャーズ講座：新高１対象の春期講習。
＊３　 グノリンク：個別指導グノリンク。対象は小学生から大学受験生まで。難関中、医学部、難関大学受験に向けた学習指導だけでなく、内部進学を目指す方も

全面的にサポートしています。

中村 太陽さん（理Ⅱ・駒場東邦） 山田 哲士さん（理Ⅰ・駒場東邦）

堀尾 日菜さん（理Ⅲ・桜蔭）
石田 稜馬さん（理Ⅰ・芝）
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石田：とても楽しくて、気が乗らな
い経験も全くありませんでした。
特に英語は授業の内容が面白くて、

毎回通うのが楽しみでした。
佐々木：グノはアットホームな感じ
だったので、緊張感はありませんで
した。もちろん気が進まないことも
全然ありませんでした。
千原：僕も二人と同じで、英語も数
学も、最後まで楽しく通えました。
藤本：グノの授業は先生と生徒のや
りとりで進んでいきます。
最初は「当てられて、恥ずかしい

間違いはしたくないな」と思ってい
ましたが、「実は恥ずかしくない」
と段々分かってきて、しばらくする
と、授業が終わったあとの達成感の
ほうが勝って、間違えることの恥ず
かしさはどうでも良くなってしまい
ました。
それからは本当に楽しく通ってい
ました。
藤掛：高３になってからの英語は、
読解と文法・作文を同じ日に取って
いたので、学校が終わってから、も
うひとつ別の学校に通っているくら
いの気持ちでした。朝からのことを
考えると本当に長時間だったし、特
に金曜日の授業を取っていたので、
授業が終わったあと、１週間の達成
感がすごかったです。
帰り道で友達と「頑張ったね」と
話すのが楽しかったです。英語の力
がついているのが実感できたからこ
そ頑張れたし、授業前には毎回気合
が入りました。
山本：グノの授業では毎週、その場
で担当の先生の添削を受けられるの
で、「先週より何とかいい点を取れ
るようにしよう」と思いながら通っ
ていました。

石田：高１でグノに入って、その直
後の模試で良い点数を取れて「めっ
ちゃ伸びたな」と思いました。
そこからずっとグノの復習をして
いたら、さらに伸びました。ポイン
トは音読です。音読を始めてから、
英語の成績が大きく変わりました。
とにかく英語については、グノに
入ってからずっと得意だという意識
を持てていました。
佐々木：英語の伸びで効果的だった
のは、僕の場合もやはり音読でした。
それ以外にも、グノの授業の充実
が挙げられます。

毎週授業で、読みがいのある、難
度が高くて興味深い英文に集中して
取り組み、すぐに解説を受けて深い
ところまで理解できます。そのサイ
クルだけでも英語力を上げられます。
他の塾は授業内での演習よりも、
宿題にゆっくり取り組みがちです。
それに比べてグノは授業中に集中し
て読めるので良い影響がありました。
千原：元々読むのがとても遅かった
のですが、速読力が必要な東大受験
でも心配せずにすむくらいに速く
なったのは大きかったです。
それから、グノは語源で単語を解
説してくださるのも良かったです。
単語帳を覚えるのが苦手で、最後ま
で単語帳をほとんどやりませんでし
たが、入試で分からない単語がほぼ
ないというくらいまで語彙を増やせ
ました。
藤本：グノの授業は演習をしている
時も、先生とのやりとりで進む解説
の時も集中力が途切れません。
そこがポイントだと思います。英
語の力はかなり伸ばせました。
藤掛：私は高３の春に他の科目に課
題を抱えていて、そちらを優先して
受験勉強を進めていました。そのせ
いで英語の成績が下がってしまう経
験もしました。
でも、共通テストが終わったあと
の１か月で、高３で扱ったグノの英
文を全部復習したら、直前期には英
語を以前よりさらに伸ばすことがで
きました。
石田：それから、添削を毎週しても
らえるのは大きかったです。
サミングアップ＊の答案作りは本
当に悩みましたが、添削で一人ひと
りにコメントがもらえるのが参考に
も、励みにもなりました。コメント
の内容について、授業後にすぐ先生
に直接相談できるのも助かりました。
英作文の添削では、答案に対して
の先生のコメントを参考にしていく

グノーブルの授業

グノーブルの英語

＊  SUMMING-UP LABORATORY：高３の英語（読解）で毎回実施される英文の要約演習。一人ひとりの答案は担当講師が添削・採点して返却。音声教材も完備。
知的にレベルの高い「読解力」の土台を築けるばかりではなく、「聴解力」「作文力」「話す力」や「プレゼン力」も鍛えるグノーブル独自の仕組みです。

ことで、ずいぶん上達できたと思い
ます。コメントで大切なことに気づ
くことはよくありました。
藤掛：私も、毎回の英作文やサミン
グアップの添削はありがたかったで
す。添削していただけることで意欲
が持てましたし、悪い点数でも、「次
に向けてまた頑張ろう」と思えまし
た。
直前講習のサミングアップで満点
をもらえたのは本当にうれしかった
です。

山本：中１からグノに通っていたの
で、英語で不安になることはありま
せんでした。知らない間に英語が伸
びていました。
中１から通っていて本当に良かっ
たです。中学生の頃からGSL＊１で
英語の音になじめたし、音読の習慣
がつきました。
音読で、読解の力が伸びたのはも
ちろんですが、英作文力もつくので
おすすめです。英作文の時に英文が
パッと出てくる感じになれます。
東大入試は問題量が多いので、英
作文を素早く書く必要があります。
そういうところでも音読の効果を実
感していました。
音読すると読むのが速くなるし、
内容を生き生きと理解しながら楽し
んで読めます。総合的に力を伸ばせ
るのが音読です。
千原：僕は高２までほとんど音読し
ていなくて、GSLもあまり聞いてい
ませんでした。
高３になってGSL を活用しなが
らネイティブの音声をまねしていま
した。そうしたら、自分で発声して
いなくても、ネイティブの発音が脳
内再生できるくらいまでになりまし
た。ネイティブの発音が丸ごと頭に
入ってきたのは大きかったです。

それだけでなく、音読を習慣化で
きてから英作文が書きやすくなりま
した。英作文は覚えた表現をそのま
ま使えることが多いからです。
直前期でも音読は続けて、そこで
表現を自分のものにしていったのが
プラスになりました。
藤本：復習をする時に、英文を黙読
していると適当に読んでしまいます。
理解できていないところでも読み飛
ばしてしまって気づけません。
グノで教わる音読の方法だと、内
容を聞いている人に英語のまま伝え
る気持ちで声を出していくので、適
当には読めません。単語レベルでも、
内容でも、理解できていないところ
ではつかえてしまうので、きめ細か
な復習には音読が絶対にいいです。
佐々木：僕も、先生が授業中に提示
してくださったやり方で音読を続け
ていました。嫌でも最後まで英文に
意識を向けなければならなくなるの
が音読のメリットだと思います。
音読をしていたら、英語の文節が
簡単に見つけられるようになりまし
た。そうすると、英文の構造を速く
把握できるし、前から読んでいくの
にも慣れたし、英語のまま内容を理
解できるようになって速読力が上が
りました。
藤掛：私も音読を始めたのは割と遅
かったです。
高３の春に「読むスピードが遅い
ので、どうすれば速くなります
か？」と先生に質問したら、「まずは
音読」と言われました。その時に
伺った話で、音読のやり方を改善で
きました。音読の時間を増やして続
けていたら、実際に読むスピードが
格段に上がりました。
私も、英作文の時にパッと表現が
出てくるようになるのを実感してい
ました。
石田：英作文で活かせたり、表面的
な解釈に終始するのではなくて、英

文の内容に注目できるようになるの
が音読の利点です。
音読していると、文法の理解も深
まりました。「ここは三単現になっ
ているから、主語はこういうこと
か」などと気づくセンサーが鋭くな
りました。
GSL でネイティブの音声を聞け
たのも良い経験でした。「こんな感
じで文章を読むんだ」とか「ここで
区切るんだ」とかを学べました。
山本：スクリプトを見ながら音声が
聞けるGnoTube＊２をよく利用して
いました。
今は誰もがマスクをしているので、

グノーブルの音読

＊１　 Gnoble Sound Laboratory：中１から高３までの６学年すべてに毎週用意されているオリジナル英語音声教材。合理的練習法（ワークアウト）も確立され
ており、英語が得意なグノーブル生の土台を築いています。

＊２　 ：SUMMING-UPの英文（年間45本）を音声と流れるようなスクリプト画像をセットにしてYouTube で配信しています。（サミングアップは塾
生限定公開）

佐々木 慎太郎さん（理Ⅱ・暁星）

千原 大知さん（理Ⅱ・麻布） 藤本 悠佑さん（理Ⅰ・麻布）

藤掛 沙耶さん（理Ⅱ・女子学院）
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GSL を聞きながらシャドーイング
しても道行く人にばれません。学校
やグノの行き帰りでひたすらシャ
ドーイングしていました。

佐々木：グノは英文の内容が面白く、
人に思わず話したくなるようなネタ
が豊富でした。例えば、「自分が子育
てをする時のためにもぜひ覚えてお
きたい」と思える英文に出合ったり、
著名な物理学者のエッセーを読んだ
時、その人のお父さんについて「尊
敬できる人だ」と思ったりしたのを
よく覚えています。
藤本：英文の内容はとても良かった
と思います。いろいろな分野の「こ
れは知っておくべき」という話題か
ら、ちょっとマニアックな面白い話
題までありました。
山本：グノでは英語を学びつつ、英
文の内容からいろいろな分野の教養
も自然に学べました。
藤掛：環境問題や文化論といった現
代的な話題からニュートンの古典的
な話まで学べました。テレビの
ニュースを見ていた時、「どこかで
聞き覚えがある」と思ってそれにつ
いてよくよく考えたら、実はグノで

読んだ英文だった、ということもあ
りました。

山本：数学は先生がいっぱい手書き
プリントを作ってくださいます。
「本番で解答用紙に何を書けばいい
か？」を具体的に学べ、とても参考
になりました。
藤本：プリントには解答だけでなく、
その問題のテーマや類題まで書かれ
ているなど、応用できる情報が満載
でした。
千原：グノのプリント教材は問題の
選び方もすごくて、「これをやれば
全範囲大丈夫だ」という安心感が持
てました。僕は数学で他に何もやら
ず、プリントをひたすら何周もやっ
て力をつけました。
佐々木：数Ⅲのプリントには定石ア
プローチが書かれていて、「なぜそ
れが定石なのか？」という理由がよ
く分かりました。そのおかげで、「同
じ理由で今、この定石を使えるん
じゃないか？」と応用が利くように
なって、基本的なスタンスが確立で
きました。
石田：僕も、プリントに対して「こ
れをやれば大丈夫」という気持ちを
持っていたので、何回も解きました。
手書きのプリントからは先生の熱意
が直接伝わってきて、「先生の熱に
応えたい」という思いに駆られてや
る気になりました。
それから、いろんな悩みや相談も
メールで乗ってくださって、安心感
を持って勉強ができました。

石田：他にもセルフチェックシート＊

が役立ちました。
ただ解いていくだけだと、それぞ
れの問題のどこが要点なのかをつか

みそこねます。解答を出すたびにセ
ルフチェックシートを書いていると、
「これが要点なのか」と分かってき
ます。
さらに、先生がコメントを書き足
してくださるので参考になりました。
佐々木：確かにセルフチェックシー
トは役に立ちました。
解いた問題について、「そもそも
この問題は、こういう条件を与えら
れて、こういう答えを出さなければ
ならない」という状況分析と、それ
に基づいて「どういうアプローチを
すべきか？　その結果どうなったの
か？」を言語化できました。
勘で解いていると訳が分からなく
なってしまいますが、言語化するこ
とで解法などを頭に残せて、それが
実戦でも役立ちました。
千原：セルフチェックシートではす
ぐに振り返るので、記憶に残ってい
るうちに自分の思考のプロセスをま
とめられます。
自分の考え方が分かっていると、
同じ問題をもう一回解いた時にちゃ
んと記憶がよみがえります。セルフ
チェックシートを書いていないと、
忘れてしまっていてまた同じミスを
してしまいます。
藤本：数学において、解き終わった
あとにすぐ自分が間違った点を書い
ておくことは大切です。それをあと

英語の教材

グノーブルの数学

セルフチェックシート

＊ セルフチェックシート：高２文系数学、高３数学で生徒自身が宿題終了後に記入するシート。解けた問題には「どう解いたか」、解けなかった問題には「何ができ
なかったか」などを記入。自分の傾向や理解度を分析して客観視し、次のステップへとつなげるグノーブル独自のツール。担当講師が目を通しコメントをつけて
返却しています。

から見直すことで、自分の間違いや
すいポイントが頭に刻まれていきま
す。
しかも、セルフチェックシートは、
書いたことに対する先生のコメント
もあるので、その間違いを修正する
方向性も明確になります。
山本：僕は数学があまり得意ではな
かったので、途中で力尽きることが
多かったです。
セルフチェックシートには、「で
きたこと・力尽きたこと・できな
かったこと・次にやらなければなら
ないこと」を区別しながら書いてい
き、それが大事な指針になりました。
セルフチェックシートの考え方は
応用範囲が広いので、似たようなこ
とを他の教科でも自主的にやってい
ました。

山本：物理はαクラス＊で、グノー
ブル独自の教材から物理を捉えて、
それを踏まえて大学受験にアプロー
チする授業内容でした。
問題は見たことのない独創的なも
のばかりでした。計算が難しいとか
ではなく、本質を捉えないと解けな
い問題ばかりで、最初はびっくりし
ました。
でも、東大の過去問を解き始めた

時に、「グノの物理の方針は東大の
問題への最適なアプローチ法だ」と
気づきました。
ある物理現象と、それとは別物に
見える物理現象が結局は同じで、共
通の物理法則によっている、となる
のが東大の問題です。難しそうな見
た目に惑わされずに問題の本質を読
み解く力をつけることが大切です。
グノの物理ではこのような問題へ
の対応力が鍛えられました。

山本：化学の授業では、先生から、
知識の有無を聞かれることはありま
せんでした。
例えば、実験をする時のある手順
に関して、「どうしてこういう手順
はあるの？」と聞かれました。この
ような質問に対しては、化学全般を
横断的に考えられないと答えられま
せん。その場で考えて素早く答える
力が、グノの授業中の先生とのやり
とりで自然に身につきました。
授業中の質問と同じような問題が
東大の化学では出題されます。大切
な考え方の習慣が、授業に出席して
いるうちにいつの間にか鍛えられて
いく授業でした。

山本：授業がとても楽しくて、元々
国語が好きだったのがさらに好きに
なりました。
高１で古文、高２で現代文、冬期
講習で漢文、高３は東大国語を取り
ました。
古文は何も知らない状況から学び
ましたが、何回も全訳をやっていた
ら、古文を自力で読めるレベルに達
しました。
古文の面白さに気づかせてもらえ
たので、読みやすい古文の全集を自
分で買って読むほどになりました。

現代文は教えてもらわないと勉強
の難しい科目なので助かりました。
まず、先生が身近な話から文章の
背景を解説してくださったので、文
章理解に必要な予備知識がどんどん
蓄積されて、難解な文章でも全体を
捉えて読めるようになりました。
設問に対しても、先生が用意して
くださる問題に向き合っているうち
に考える力が養われました。
授業を通して、「つまり、これが聞
きたいんだな」と逆算して思考でき
るようになって、点が取りやすくな
りました。
藤掛：「駆け込み古文」という４日
間の講習を受講しました。
私は学校の授業を真面目に受けて
いたので、学校のテストの成績は良
かったのですが、模試では全く点数
が取れないという状況から抜け出せ
ないでいました。
学校のテストは文章を丸暗記すれ
ば解けるので、初見の文章を読む力
は身につきませんでした。でも、グ
ノの講座で、問題の解き方や考え方
について、「こういうところを注意
して読むと読みやすい」などと教え
てもらえました。
講習は４日間でしたが、その後
メールで「これから塾には行かない
で東大を目指すのに、どういう勉強
をやればいいですか？」と質問した

グノーブルの物理

グノーブルの化学

グノーブルの国語

＊ グノーブルの物理はν（ニュー）とα（アルファ）に分けられている。ν（ニュー）クラスでは厳選された入試問題を掘り下げながら物理法則の理解を深めていく。
α（アルファ）クラスでは歴史的な物理実験や科学者のたどった推論を元にしたオリジナルの教材を使い、科学者たちの研究を追体験しながら理解を深めていく。

山本 英昂さん（理Ⅰ・筑波大学附属駒場）

石田 稜馬さん（理Ⅰ・芝）

千原 大知さん（理Ⅱ・麻布）

佐々木 慎太郎さん（理Ⅱ・暁星）
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ら、先生が丁寧に答えてくださって、
とてもありがたかったです。

石田：教えてくださった先生は皆さ
ん親しみやすく、親身に相談に乗っ
てくださったので感謝しています。
パワフルな先生の授業に引き込まれ
ていました。
佐々木：先生が生徒全員の名前を覚
えてくださるので、認識されている
感じがして、支えていただいている
のを実感していました。
千原：熱心な先生ばかりで本当にお
世話になりました。少人数だったの
で、いつも先生とのつながりを感じ
ながら授業を受けられたのは大き
かったと思います。
藤掛：高１から何人かの先生に習っ
てきましたが、どの先生も分かりや
すいし、親身になってくださいまし
た。
東大入試本番でとても緊張した時、

ふとグノで習ったいろんな先生のこ
とを頭に思い浮かべていたら、安心
してきて落ち着けました。
藤本：どの先生も、授業を延長して
熱心に教えてくださったので、仕事
として授業をやっているというより、
本当に僕たちの学力を伸ばしたいと
思ってくださっているのが伝わって

きました。
安心して頼れる先生方ばかりでし
た。
山本：生徒一人ひとりを人として尊
重してくださり、親身なアドバイス
をくださいます。
授業の内容はもちろん素晴らしく
て安心感がありました。

藤本：グノの先生がくださるアドバ
イスや、先輩の体験談を自分で試し
てみて、早めに自分に合った勉強法
を見つけてください。
山本：勉強法に加えて、自分で目標
を立てることも大切です。
グノに通いながら、具体的な目標
に向かってやるべきことを達成して
いくと、確実に力がつきます。
石田：グノの教材の質は間違いなく
高いので、復習を欠かさず続けるこ
とが成長の鍵です。
佐々木：グノの復習をきちんとやっ
てさえいれば、高いレベルまで引き
上げてもらえます。
グノを信じて復習していれば大丈
夫です。
千原：グノに通っていれば、他の教
材は全くいりませんでした。グノの
教材を完璧に自分のものにすること
で合格につながります。

藤掛：諦めないことが大切です。
私も、グノのクラス分けテストで
クラス落ちしてショックを受けまし
た。本番も１日目で失敗して落ち込
みました。それでも合格できました。
皆さんにも最後まで諦めないでほ
しいと思います。
グノなら絶対に大丈夫なので、グ
ノの先生方を信じて頑張ってくださ
い。

グノーブルの先生

後輩へのアドバイス 【座談会出席者】（五十音順、本文中敬称略）
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（千葉大・海城） （東京医科歯科大・開成） （慶應義塾大
・豊島岡女子学園）

（筑波大・武蔵）

＊ 入学後にメールをいただきました。「今日（4/22）筑波大学で合格者の点数の発表があり、合格者最高点で受かっていました。これも先生方の手厚い指導のおか
げです。改めてありがとうございました」

藤本 悠佑さん（理Ⅰ・麻布）

藤掛 沙耶さん（理Ⅱ・女子学院） 山本 英昂さん（理Ⅰ・筑波大学附属駒場）
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渡辺：祖母が、足を芝刈り機で切っ
てしまったことがあり、その時に治
療してくださった医師のことが祖母
の心に強く残ったようで、僕にも繰
り返しその話をしてくれます。
今は「祖母を助けてくれた医師の

ようになりたい」と思っています。
現場で患者さんに寄り添う道を歩む
つもりです。
谷口：小さい頃から医師という職業
に興味がありました。
高２で将来のことを考えていた時

が、ちょうど新型コロナウイルスの
感染拡大の時期にあたりました。医
師だけでなくいろんな職業について
メディアを通して知ることになりま
したが、その中で、「自分は何も特技
がないけれど、大人にならなければ
ならない」と実感すると同時に、「医
学部に入って医師を目指せば、これ
まで勉強したことも全部つながる」
と思って決意しました。
田辺：僕は小学生の頃から医師を志
していました。中学や高校の時、医
師に話を聞きに行く経験があり、改

めて医師にやりがいを強く感じまし
た。
栗山：高２の冬に父がコロナに感染
してしまいました。かかりつけの医
師の方が、父の治療だけでなく、家
族のメンタルにも寄り添ってくださ
る姿に感銘を受けました。「医師に
なって患者一人ひとりのために働き
たい」と思いました。

栗山：中１のスタートダッシュ講座＊１

から通っていました。英語に関して
は父親の強い勧めがきっかけです。
数学もグノ以外に他の塾も試して
みましたが、やはりグノの数学がと
ても楽しくて、グノに勝る塾はあり
ませんでした。
田辺：英語は中１のスタートダッ
シュ講座からです。僕も同じく、
きっかけは父親からの強い勧めでし
た。マンションのお隣の方＊２がグ
ノーブル生で、そのお母さまから
「グノーブルはいいわよ」と薦めら
れたのもありました。
僕自身も、演習を繰り返すだけの

塾よりも、勉強を楽しめるグノのほ
うが身につくと思っていました。
谷口：中１の夏に親から、「グノー
ブルに行ったら」と言われて、夏期
講習の英語に参加したことがありま
した。でも、その頃の自分はまだ塾
に通う気にはならず、学校の勉強を
きちんとやりたいと思っていました。
でも、中３の時に英語の勉強の仕
方が完全に分からなくなって、学校

医学部志望の動機

グノーブル入塾のきっかけ
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グノーブルの先生は「英単語の意味は単語帳や辞書が決めるものではなくて文脈が

決めるものだ」とおっしゃっていましたが、そのとおりだと思います。すべての言

語の学習において、さまざまな文献に触れてその中でどのように使われているのか

を確認していくのが効果的だとグノの英語で学びました。 渡辺 士恩さん（筑波大・武蔵）

医学部
国・私立大学

Part1

＊１　スタートダッシュ講座：新中１対象の講座（２～３月に開講）。
＊２　馬場 愛奈美さん。13期卒業生。グノレット vol.23 東京大学理系Part ３にご登場いただきました。

でついていけなくなってしまい、高
１からグノに通い始めました。姉の
友達でグノに通っている人がいて、
ママ友の間で「グノーブルがいい」
と評判になっていたのが決め手でし
た。
数学は高２の夏にいろんな塾の体
験授業を受けてみましたが、他の塾
は充実感がありませんでした。その
一方でグノの映像授業を取ってみた
ら、すごすぎて「ヤバイ」と思いま
した。それで数学もグノに通うこと
にしました。
渡辺：僕の学校は全然受験対策を
やってくれず、「自分でコツコツ進
めなさい」というスタンスです。僕
は一人でやるのは得意ではないので、
「塾の力を借りよう」と思い通い始
めたのは中３でした。
一番困っていたのが英語で、英語
が伸びる塾であることを第一に考え
ました。グノは英語に定評があって、
合格実績も伸びている最中で、「指
導方針が今の時代に合っているのか
な」と思って入塾しました。
「数学も学校の先取りをやってい
たら後々楽になるのではないか？」
と考えて、数学も一緒に受講するこ
とにしました。

渡辺：週３回部活がありましたが、
グノは好きな曜日を選べたので、部
活との両立に困ったことはありませ
ん。宿題が多くて困ることもありま
せんでした。
谷口：他の塾に通っていて塾のこと
しかできなくなっている子もいて、
私はそうはなりたくありませんでし
た。生徒の面倒をきちんと見てくれ
る学校だったので、「学校も塾もど
ちらもちゃんとできなければ意味が
ない」と思っていて、「両立ができな
ければ塾をやめる」と親にも言って

いました。
結局、最後までグノに通い続けま
した。授業が好きだったので、「グノ
をやめてはいけない」という気持ち
にもなっていました。
グノで指導してもらえた英語の勉
強の仕方は画期的でした。本当に感
謝しています。グノに通っていなけ
れば、どんどんダメになっていった
と思います。
田辺：グノは授業の質が高いので、
授業後に成長を実感できたし、成績
も伴っていました。
運動会の時はそっちを優先してし
まいましたが、クラス分けテストは
きちんと受けたし、運動会の前後は
きちんと授業に参加していました。
グノの授業は１回１回の時間が長く、
サポートもしっかりしてくれるので、
運動会練習後の時間の授業だけでも
十分効果がありました。
栗山：グノに通うのが本当に楽しみ
でした。英語は知的好奇心をくすぐ
られました。数学も楽しみながら演
習できました。英語の先生は話がと
ても面白かったし、数学は別解をた
くさん用意してくださって、いつも
楽しみでした。
学校の定期テストの前は振替をよ
く利用しました。でも、受験直前期
は、グノの授業のほうが面白いので、
できるだけグノを優先しました。

栗山：中１から通っているので、英
語が伸びたというよりも、ずっと上
の水準をキープしていました。
でも、高３になってからは、英語
に対する意識がずいぶん変わりまし
た。英語を日本語に変換しながら読
んでいく必要がなくなり、授業内の
演習量が増えたこともあって、おか
げで速読の力がつきました。
田辺：僕の場合は順調ではなくて、

高１の頃に成績が落ちて、高２は悲
惨でした。でも、グノで受けた文法
の説明が面白いと思えるようになっ
て身につき始めたのと、英文を毎日
少しずつでも読む習慣がついて、そ
れでまた浮上することができました。
渡辺：僕は中３から通っていました
が、ただ通っている状態が続いてし
まい、クラスも真ん中からちょっと
下でした。
高２になって、宿題をする習慣が
つき始め、高３になって、先生から
「音読！」と言われ続けて、音読を実
際にやり始めたら、クラスが２つく
らいポンポンと上がりました。
英語に関しては、宿題と音読で
しっかり実力が上がるのを身をもっ
て実感しました。
グノの授業は、先生と生徒のやり
とりで進みます。だから授業中には
当てられて発言することになります
が、僕はそれが好きではありません
でした。でも、当てられるシステム
だから、最後まで集中できて、一回
一回の授業を実りあるものにできた
んだと思います。
谷口：中３の頃の英語は本当にダメ
ダメで、それで焦って高１でグノに

学校と塾の両立

グノーブルの英語

栗山 壮樹さん（千葉大・海城）

田辺 優太さん（東京医科歯科大・開成）
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入塾したので、そこからの伸びはか
なりのものでした。
それでも、高３の授業では演習の

時間が足りなさすぎて、まともに読
めるのは半分くらいの時期が続きま
した。その読めなかった文章を、解
説を聞いたあとに家で復習して身に
つけようと頑張りましたが、結局、
一週間ずっとグノと付き合い続ける
ことになりました。
でも、英文の内容自体が面白いも

のが多くて、それを復習するのは結
構楽しかったです。時間をかけてま
ともに復習するようになったら、時
間をかけた分実りも大きくて、最後
は英語の成績も安定しました。
栗山：授業で扱う英文には、読んで
いて「そうなんだ！」となる面白い
文章ばかりで、僕もグノの英文を読
むのがとても楽しかったです。
谷口：他の国の価値観などについて
書かれた内容には、特に刺激を受け
ました。英語で触れないと感じられ
ない見方も多く、「日本にいるから
触れなくてもいいや」ではなく、「触
れないといけない」と実感させられ
ました。
一人で読んでいても触発されるこ

とはなかったかもしれませんが、解
説をしてくださる先生が博識で、機
知にも富んでいらっしゃって、知識
の幅も奥行きも広がっていくのを実
感できる授業でした。

谷口：私は高１の時から、「音読を
やろう」と思ってやる期間と、「もう
こんなのダメだ。できない」と思っ
てやめる期間を繰り返していました。
そもそも英語がダメダメすぎて音
読できず、声に出して読めないので、
「やってもダメだ」と思って諦めて
いたところがあります。
高３から継続して音読し始めたの
は、音読の素晴らしさを先生が毎回
授業でおっしゃっていたからです。
「これは絶対にやるしかない」と思
い、４、５、６月は無理やり続けま
した。
でも、いったん慣れてしまったら
音読が嫌ではなくなり、むしろ英語
がスラスラ読めるのが楽しくなって、
「音読は本当に大切だな」と実感し
ました。
渡辺：音読の効果は絶大です。
以前は、英文を一文読むのに、き
ちんと構造を考えて、意味を日本語
で考えながら読んでいました。でも、
音読を始めてしばらくしたら、英語
のまま流れるように読めるようにな
りました。日本語ほどスラスラ読め
るようになったわけではありません
が、以前との差は格段です。
音読には、GSL＊１のついているサ

ミングアップ＊２の英文を使っていま
した。授業でしっかり解説を受けて
いますから内容は分かっています。
音読では後ろに返って読めないので、
前からザーッと意味を取っていくこ
とになって、自然と速く読む力がつ
きました。
田辺：高２までは音読は全然やって

いなくて、リスニングも壊滅的でし
た。高３で音読を始めたら、リスニ
ングがとても伸びて、共通テストで
もリスニングは満点でした。
サミングアップの音読では、リー
ディング力も、リスニング力もどち
らも育成できるのを実感していまし
た。
栗山：GSL だと目と耳と口のすべ
てが英語になじむし、英文を英語の
まま理解することになるので、表面
的な理解ではなく、英語の感覚とい
うものが自分の中に育っていく感じ
がありました。
英語の語順のまま読めるようにな
ると、英語独特のリズムも体の中に
入ってきて、目に見えないところで
英語の力が使われて、速読を助けて
くれる感じがしました。
ただ英文を日本語に直しながら解
釈したり、ただ英語を聞いたりする
だけだと、英語は身につかないと思
います。
英語圏で暮らせば周りからいろん
な刺激を浴びることになるのでしょ
うが、日本にいながらも最大限のこ
とができるという意味で、GSL を
使ったグノの音読は、学習法として
とても優れていると思います。

栗山：英語の速読力が養われたのに
は、知らない単語の推測力が培われ
たのも大きいです。
英単語の意味を直感的に推測でき
るようになったのは、英語の流れの
まま解釈できるから文脈をしっかり
踏まえられるようになったのと、グ
ノで教わった語源の知識が身につい
たからだと思います。
渡辺：グノでは、英単語の意味は、
接頭辞や接尾辞、語幹などに分割し
て説明してもらえます。英単語がア
ルファベットの羅列ではなくて、単

英語の教材英語の教材音読の効果

英単語の学習

＊１　 Gnoble Sound Laboratory：中１から高３までの６学年すべてに毎週用意されているオリジナル英語音声教材。合理的練習法（ワークアウト）も確立され
ており、英語が得意なグノーブル生の土台を築いています。

＊２　 SUMMING-UP LABORATORY：高３の英語（読解）で毎回実施される英文の要約演習。一人ひとりの答案は担当講師が添削・採点して返却。音声教材も完
備。知的にレベルの高い「読解力」の土台を築けるばかりではなく、「聴解力」「作文力」「話す力」や「プレゼン力」も鍛えるグノーブル独自の仕組みです。

語ごとに表情を持ったものに見える
ようになりました。
加えて、例文や英英辞典の定義が
板書されたり、絵が描かれたり、先
生がその動作を体を使ってやって見
せてくれることもありました。ネイ
ティブの人がどんな概念やイメージ
をその単語に持っているかに触れて
いく授業を通して、「英単語と日本
語を一対一で覚えるのは、これから
膨大な量の英文を読んでいく上で意
味を成さない」と実感しました。
これは英語に限った話ではなく、
どの言語に触れていく上でも大切な
ことです。
グノーブルの先生は「英単語の意
味は単語帳や辞書が決めるものでは
なくて文脈が決めるものだ」とおっ
しゃっていましたが、そのとおりだ
と思います。すべての言語の学習に
おいて、さまざまな文献に触れてそ
の中でどのように使われているのか
を確認していくのが効果的だとグノ
の英語で学びました。

栗山：中学生の時は、本当に興味を

そそる内容で「数学は楽しいんだ
よ」と教えていただき、数学が大好
きになりました。
高校生になってからは受験を意識
した授業で、「どう考えればいい
か？」を徹底的に教えていただきま
した。「ひらめきや突拍子もないア
イデアなどに頼るのではなく、しっ
かり順序立てて、論理的にこういう
条件だからこういう解き方をする」
という方針が立てられるようになっ
たので、初見の問題に対しても妥当
なアプローチができるようになりま
した。
渡辺：学校の先取り勉強ができて、
演習量も増えるのが塾に通うメリッ
トだと考えていました。実際、中３
からグノに通っていただけで受験で
はアドバンテージになりました。
グノではたくさん演習ができまし
た。レベルも質も高いものばかりで
した。解いたあとに、先生が一人ひ
とりに講評を述べてくださるのです
が、正解していると、授業に対する
モチベーションが上がりました。
先生は演習中から僕たちのことを
見ているので、緊張感があり、安心
感もありました。
谷口：私がグノの数学を取ったのは
高２の夏からでしたが、初めは、先
生が生徒の様子を見て回って「ここ
は合っている」とか「ここはこうす
るといい」とおっしゃっているのを
聞いて、周りがすごすぎて圧倒され
るばかりでした。
それでも、毎回の解説から、「数学
はセンスがなくても、頭の使い方で
上達できる」と考えられるようにな
りました。
私は、先生の手書きプリントを熟
読していました。それに則って解け
ば、それなりのレベルに近づけると
実感できたし、それで伸びた部分が
たくさんありました。
渡辺：セルフチェックシート＊がある

ことで、宿題でどこが分からなかっ
たかを具体的に頭に入れた上で授業
に臨めました。
「どこが分からなかったか？」を
明確にしないまま授業に来ても、授
業で得られることは少ないと思いま
す。
「ここの計算式が分からなかった」
とか「この考え方をうまく活かせな
かった」とかを書いてから臨むこと
で、授業を受ける姿勢が大きく変わ
ります。僕にとってはセルフチェッ
クシートは授業に集中するための
ツールでした。
谷口：セルフチェックシートが大好
きでした。初めは時間がかかるから
「めんどくさい」と思っていました
が、あれを書くことで問題に向かう
時、他人事にならず、細かな点まで
自分の頭でしっかり考えられるよう
になりました。
化学や物理でもセルフチェック
シートのようなものを書くようにな
りました。独り言みたいに書くので
すが、気づけることや印象に残るこ
とが多くてありがたかったです。
栗山：セルフチェックシートは間違
えても正解しても書きます。
間違えた問題に関しては、「どう
して間違えたんだろう？」と考える
ので、解説をしっかり理解できます
し、頭にも残りやすかったです。

グノーブルの数学

＊ セルフチェックシート：高2文系数学、高3数学で生徒自身が宿題終了後に記入するシート。解けた問題には「どう解いたか」、解けなかった問題には「何ができ
なかったか」などを記入。自分の傾向や理解度を分析して客観視し、次のステップへとつなげるグノーブル独自のツール。担当講師が目を通しコメントをつけて
返却しています。

谷口 玲奈さん
（慶應義塾大・豊島岡女子学園）

渡辺 士恩さん（筑波大・武蔵）

栗山 壮樹さん（千葉大・海城）
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合っていた問題に関しても、「ど
ういう考え方をしたか？」を言語化
することになって、その解法が一般
化されて頭の中に入っていく感覚が
あります。一般化された考え方が頭
に入っていると、他のいろんな問題
に応用できます。

渡辺：αクラス＊で物理を受講して
いました。
αクラスでは、歴史的な物理実験

や物理学者の考え方をたどっていき
ますから、一見、「これのどこが大学
受験に活かせるのか？」という内容
を扱うことになります。
ある物理現象に対して、例えばガ

リレオがどのような実験装置を使っ
てどのような観察をしたのかを自分
で考えてみたり、ガリレオの観察を
追体験してみたり、というような授
業です。
ただ公式を覚えて、それを使って

問題を解くのではなくて、「どの物
理法則をどのように活かすべき
か？」を、科学者の視点に立って考
える姿勢が身につきました。
こういう授業を受けてきていたの

で、「受験勉強を始めよう」となった
時、受験問題から大学側が求めてい
るものも見えてきて、非常に取り組

みやすいと思えました。

渡辺：グノの化学も、ただ単語や公
式を覚えるのではなく、「どういう
考え方をするのか？」を教えていた
だける授業でした。
授業中に先生から聞かれることも、

「この単語を知っている？」ではな
くて、「なぜこういう現象が起きる
のか？」というようなことでした。
暗記科目としての化学ではなくて、
化学的な視点と考え方が身につく授
業だったので、授業中の先生とのや
りとりが、大学受験で出る論述問題
に活かせるものでした。

谷口：どの先生も名前を覚えてくだ
さったり、当ててくださったりして、
集団授業だからといって一方的なと
ころがありません。
私は先生との距離が近すぎるのも
苦手なのですが、グノの先生は遠い
存在ではないけれど、毎回グイグイ
迫って来るわけでもありません。い
つも程よい距離感で、自分から先生
のところに行くのは簡単でした。必
要な時に質問しやすい雰囲気があっ
てありがたかったです。
田辺：いろんな先生がいて個性豊か
でしたし、「興味深い」という意味で
も「おかしい」という意味でも、全
員面白い方々でした。笑える授業も、
知識の深さと豊かさに感動できる授
業もありました。
それから、どの先生も生徒思いで
した。ですから、相談にもいきやす
かったですし、相談にいけば、先生
と話しているうちに前向きな気持ち
になれました。
栗山：十人十色の様々な個性の先生
方がいらっしゃると思っていました。

人として魅力のある先生たちでした。
渡辺：模試の結果に執着する先生が
いらっしゃらないのが意外でした。
模試の結果を見せにいっても、先
生方は「課題が分かれば、その結果
に喜んだり落ち込んだりする必要は
ない」というスタンスでした。

田辺：グノの教室には適度に引き締
まった緊張感が授業前にも、授業中
にもありました。先生たちも熱心だ
し、周りも一生懸命やっているので
集中できました。
谷口：授業中の空気感もそうですが、
授業が始まる前もみんな座っていて、
周りの人を「すごい」と感じるのが
心地良かったです。授業開始前から
「ちゃんとやろう」と思える環境は
魅力でした。
渡辺：大人数が入って行われる授業
が好きでなかったので、それとは対
照的なグノの授業はリラックスして
落ち着いて集中できました。

渡辺：グノの授業はいろいろな大学
のカリキュラムに対応できるように
組まれています。そのため、「医学部
だから特別なことをしなければいけ

グノーブルの物理

グノーブルの化学

グノーブルの先生

グノーブルの環境

後輩へのアドバイス

ない」という不安や心配はいりませ
ん。グノの授業にしっかりついてい
けるようにすれば医学部も大丈夫で
す。
谷口：周りの人たちの多くは大学別
の直前講習などに通っていました。
でも、私はそういうのに通わなくて、
グノできちんとやっていたら、いろ
んな問題に対応できて合格しました。
実は、国立の受験校を医科歯科大
に決めたのは共通テストが終わって
からです。しかも、私立の医学部の
受験が終わってから国立の受験まで
一週間くらいしかない中で初めて、
受ける大学の過去問をやるという状
況でした。
特に医科歯科の英語の出題は独特
で、問題を解いてみるまでは不安し
かなかったのですが、やってみたら
ちゃんと対応できて合格をいただけ
ました。
グノで英語の授業を受けてきちん
と復習をしていれば、どの大学の医
学部を受験しても大丈夫です。
田辺：高３初めのクラス分けテスト
でやらかしてしまい、α４＊の点数
でした。それでもグノの勉強を真面
目に続けて医学部に合格できました。
そんな僕から伝えたいのは、諦めな
いで英語に向き合ってほしいという
ことです。
グノでは授業内演習で、医学関連
の英文もたくさん扱ってくれます。
医学部に特化した単語帳を使う必要
がありません。焦らずに、気負わず
に普通にきちんとグノの勉強をする
ことが大切です。
栗山：グノの英語に通っていると不
安になることがあるかもしれません。
例えば「単語帳を買わなくていいの
か？」とか「早くから過去問をやら
なくていいのか？」とか考えること
もあると思います。
でも、医学部志望の人は英語や数
学などで底力をつけていくのが大切
です。そして、グノは底力をつけて

くれる塾なので安心して大丈夫です。
英語の場合、音読やGSLを信じて
続ければ、単語帳も使わなく済みま
す。グノを信じて勉強してください。

＊この学年の高３時の英語は、α（最上位）から、α１、α２、α３、α４、α５の設定。＊  グノーブルの物理はν（ニュー）とα（アルファ）に分けられている。ν（ニュー）クラスでは厳選された入試問題を掘り下げながら物理法則の理解を深めていく。
α（アルファ）クラスでは歴史的な物理実験や科学者のたどった推論を元にしたオリジナルの教材を使い、科学者たちの研究を追体験しながら理解を深めていく。

田辺 優太さん（東京医科歯科大・開成）

谷口 玲奈さん
（慶應義塾大・豊島岡女子学園）

渡辺 士恩さん（筑波大・武蔵）
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宮﨑：中学３年の時に腕を骨折して
手術を受けました。この時、痛みが
きれいに取れた医師の処置に感銘を
受け、「大学で本格的に医学を学び
たい」と思いました。
私は全身麻酔を２回受け、２回と

も吐き気に悩まされました。母にも
全身麻酔の経験がありますが、全く
吐き気は起こらなかったようです。
同じ麻酔だったのに、人によって差
が出ることにも関心を持ちました。
青木：私は中学の調べ学習で再生医
療に興味を持ったのがきっかけです。
「自分もこういう研究をしてみたい」
「現在は治せない病気を治す方法を
見つけたい」と思いました。
今のところ研究に興味があります

が、将来は臨床に行きたくなるかも
しれません。

青木：私は中学入学前のスタート
ダッシュ講座＊１から通い始めまし

た。母親に勧められて参加して、授
業の雰囲気やスタイルが気に入った
のでそのまま通い続けました。
私は小学校から女子校ですが、学
校にはわいわいする雰囲気がありま
せんでした。一方、スタートダッ
シュ講座ではとても盛り上がって、
「楽しいな」と思いました。
宮﨑：高１の９月に英語で入塾しま

した。青木さんと同じく両親の勧め
がきっかけです。
実は高校に上がる前にフレッ
シャーズ講座＊２を受けました。フ
レッシャーズ講座は少人数で、先生
がバンバン当ててくれたのが気に
入って、入塾を決意しました。ただ、
９月までは運動会で忙しく、腕の骨
折もあったので、「通うなら秋から」
と思っていました。
他塾の講習も受けたことがありま
すが、グノは授業が始まるとすぐに
夢中になれるし、解説が丁寧で明快
でした。授業後の達成感が違いまし
た。

宮﨑：「今日も集中して頑張ろう」
と気を引き締めて通っていました。
高３の運動会の時は大変でしたが、
グノは休みたくなかったので、遅刻
しても通っていました。振替制度は
本当に助かりましたし、コロナ禍で
出席できない人のための映像授業も
活用していました。

医学部志望の動機

グノーブル入塾のきっかけ

グノーブルに通う時の気持ち

青
あ お

木
き

杏
あ ん

奈
な

さん

（東北大［AO 入試Ⅱ期］・白百合学園）

宮
み や

﨑
ざ き

克
か つ

洋
ひ ろ

さん（東北大・開成）

グノに全幅の信頼を置いて本当に大丈夫です。

英語は先生に言われたとおりにきちんと音読して、数学は与えられた課題にきちん

と取り組んで復習してください。そうすれば必ずできるようになります。成果が出

るまでには数か月かかることもありますが、絶対にできるようになります。

 青木 杏奈さん（東北大［AO 入試Ⅱ期］・白百合学園）

医学部
国立大学

Part2

＊１　スタートダッシュ講座：新中１対象の講座（２～３月に開講）。
＊２　フレッシャーズ講座： 新高１対象の春期講習。

青木：６年間続けて、グノにはいつ
も楽しく通っていました。
中学生の頃は、初めての単元を学
べる楽しさや、できなかったことが
できるようになるのもうれしくて、
毎回楽しみでした。
高校生の頃は、毎週先生が用意し
てくださる英文にバリエーションが
あって、「今週はどんな文章を読め
るのかな？」とワクワクしながら
通っていました。

宮﨑：あの問題が難しかったとか、
グノのクラス分けテストのことはよ
く話題にしていました。
青木：私の学校にはグノ生が多く、
グノ生同士が廊下に集まって盛り上
がることが多かったです。
高３の時は、サミングアップ＊１が
話題の中心で、「今週のは難しかっ
たよね」と話したり、点数が悪かっ
たら慰め合ったりしていました。

宮﨑：グノに通って英語は本当に伸
ばせました。その理由はグノの音読
だと思っています。
音読を習慣化できたことで、まず、
英語の語順のまま前から解釈できる
ようになりました。読むのが格段に
速くなりました。
音読といっても、グノで勧められ
るのはただの棒読みではありません。
授業の解説でしっかり理解できてい
る英文を、自分がスピーチするよう
に意識しながら読むのが大切だと言
われていて、GSL＊２も使いながら
頑張ってやっていました。
音読は口に出す作業が増える分、
黙読よりも頭を使うので、これも良
かったと思います。結果として、速
読できる上に内容を精読できるよう

になって、力がついたのを実感しま
した。
高３になると、グノの場合、毎週
英作文の添削をしてもらえるので、
このおかげで英作文の力もグッと伸
びました。全国模試の第１回でライ
ティングがボロボロだったのに、第
２回ではスペルミスの減点くらいで
済みました。将来論文を書く際にも
有利になると思っています。
青木：私の場合、中１からずっとグ
ノで習っていたので、急に伸びたと
いう時期はありませんが、いつの間
にか英語が得意科目になっていまし
た。
私も、速く正確に読めるように
なったのは音読の習慣化のおかげだ
と思っています。
それから、英単語のイメージを大
切にするという覚え方も良かったで
す。グノでは、単語の語源や日本語
との違いも解説してもらえるので、
英語を生き生きと読めるようになり
ました。
高１から受け始めた全国模試でも
結果が出ていましたし、それから、
高２で英検準１級を受けた時、対策
する時間がなくてぶっつけ本番でし
たが、問題なく受かりました。
今は大学の課題で、英語で書かれ
ている生物の教科書を読んでいます。
グノで習った接頭辞や接尾辞、語幹
の知識がすごく役立っています。未
知の単語でも推測しながら読めるの
で助かります。
単語帳は学校で配られて定期試験
に出るので、「やらざるを得ない」と
思ってパラパラと見ましたが、グノ
で身につけたことの確認をする程度
でした。ですから、単語帳は今でも
きれいなままです（笑）。
他塾に行っている人たちが分厚い
単語帳を必死でずっと見ているので、
「私は大丈夫かな？」と思ったこと
もありました。でも、グノできちん

と授業を受けて復習していたら、そ
ういう子たちに後れを取っている感
じにはなりませんでした。
語彙力を上げるというと、多くの
単語を覚えればいいと思いがちです
が、語源を意識していくことが大切
なのだと思います。単語の成り立ち
が分かっていると、英語としてのイ
メージもつかみやすくなるし、いろ
んな単語がつながっているのも見え
てきます。
宮﨑：高１までは単語帳を使った勉
強をしていましたが、単語帳は覚え
ても片っ端から忘れるし、グノでの
勉強で効果が上がると実感できたの
で、高２からは使わなくなりました。
学校から配られた単語帳の単語が定
期試験に出るので、パラパラと見る
くらいはしましたけど。
受験した東北大の英語は、「単語
帳の暗記では太刀打ちできない」と
青本に書かれていますが、グノで教
わるような語源や文脈からの類推力
が大切なのだと思います。大学側は、
誰も知らない単語の知識を聞いてい
るわけではないと思います。
青木：グノでの勉強は、受験英語を
超えて役立つのを今実感していると

学校でのグノーブルの話題

グノーブルの英語

＊１　 SUMMING-UP LABORATORY：高３の英語（読解）で毎回実施される英文の要約演習。一人ひとりの答案は担当講師が添削・採点して返却。音声教材も完
備。知的にレベルの高い「読解力」の土台を築けるばかりではなく、「聴解力」「作文力」「話す力」や「プレゼン力」も鍛えるグノーブル独自の仕組みです。

＊２　 Gnoble Sound Laboratory：中１から高３までの６学年すべてに毎週用意されているオリジナル英語音声教材。合理的練習法（ワークアウト）も確立され
ており、英語が得意なグノーブル生の土台を築いています。

青木 杏奈さん
（東北大［AO入試Ⅱ期］・白百合学園）

宮﨑 克洋さん（東北大・開成）
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ころです。
私はAO入試だったので、今は、

大学の入学前研修で多文化や他民族
について学んでいます。アフリカの
大学の先生が授業をしてくださるの
ですが、グノで読んだ文章と重なる
内容があって、「これはグノでやっ
たことだ」と知識がつながっていき
ます。
海外の文化は学校の普通の授業を

聞いているだけだと分かりません。
でも、グノでいろんな種類の文章を
読んでいたおかげで、そういう海外
の話を聞いた時もすんなりと理解で
きます。
宮﨑：グノで扱った英文はいろいろ
なジャンルにわたっていたので、い
つも「今日はどんな話題だろう」と、
授業を受けるのが楽しみでしたが、
それだけでなく文章に関連した雑談
も大好きでした。
先生たちは、英文の背景の話も生

き生きと話してくださるので、それ
でクラスのみんながクスッと笑った
り、「おぉ」と思ったりできて、緊張
感のある中でも楽しめる授業でした。

宮﨑：セルフチェックシート＊１が
特徴的でした。
学校の宿題で数学の問題を解くと、

できたかできなかったかで○×をつ
けて終わってしまいます。
一方、グノのセルフチェックシー

トだと、「ここまでできて、ここで計
算ミスをしてしまった」というよう
に振り返ることができます。「自分
がどういう計算ミスをしやすい
か？」といったミスの知識を集積で
きて、それを次に活かせます。
自分の思考を客観視できることの

大切さが実感できたので、同じこと
を化学や物理でもやっていました。
物理の先生からも、問題を解いたあ

と、それを自分で説明できるかどう
かをチェックするようにと言われて
いました。グノでは数学でも物理で
も同じ指導方針なのだと思います。
青木：グノの数学で一番印象に残っ
ているのは先生の手書きプリントで
す。先生のプリントは全部手書き
だったので、先生の頭の中がプリン
トに書かれているんだと強く思えま
した。
高３の夏まで模試の数学の偏差値
がひどくて、「数学を諦めなくては」
と思ったほどでした。でも、「これま
でのプリントをもう一回全部やって
みよう」と決意してやり直したこと
で変われました。
やり直すにあたっては、自分なり
にフローチャートを作って、「こう
いう問題に対してはこういう武器」
と作戦を練っていきました。そのう
ちに、自分が突破しなければならな
い関門が具体的に見えてきて、戦略
的な思考が鍛えられました。
セルフチェックシートには、先生
がアドバイスをたくさん書いてくだ
さいました。シートが真っ赤になる
くらい、私が自分では気づけないこ
とを指摘してくださったし、アドバ
イスは次に活かせるものばかりでし
た。
グノの数学はクラスの人数が多く
ないので、全体に向けての解説と一
人ひとりへの解説の両方が発信され
て、とても充実していました。
グノは数学もとても良いので、い
ろんな人におすすめしたいです。
宮﨑：本当にそのとおりで、グノの
数学はおすすめです。
先生がクラスごとに全員分のセル
フチェックシートを確認して、宿題
の出来状況や、後期のテスト演習の
答案の出来状況を見た上で、解説を
変えてくださいます。例えば、みん
なができているところはさっと解説
して、みんなができていないところ

は丁寧に解説するなど、臨機応変に
対応してくださいました。
私も手書きプリントの解説には助
けられました。パソコンで打った文
字とは違う趣がありましたし、何よ
りも分かりやすかったです。見た目
の印象から、パソコンで作られた解
説の５倍くらい分かりやすさが違い
ます。
青木：手書きだと、先生が強調した
いところも分かりやすいです。例え
ば、繰り返されているところがある
と、「先生はここを強調したかった
んだ」と伝わってきます。

宮﨑：本当に物理は苦手でしたが、
ν（ニュー）クラス＊２で受講して、
物理の力を根本から伸ばしてもらえ
ました。
先生は一人ひとりの苦手なところ
を把握してくださって、問題を解説
する時には、その分野を苦手にして
いる生徒が根本から理解できるよう
に工夫してくださいました。苦手問
題の時にはよく当てられましたが、
そういう授業だったからこそ、土台
がしっかり整いました。
授業の題材では入試問題が網羅さ
れていたし、もちろん解説も充実し
ていたので、応用力もつきました。

グノーブルの数学
グノーブルの物理

＊１　 セルフチェックシート：高２文系数学、高３数学で生徒自身が宿題終了後に記入するシート。解けた問題には「どう解いたか」、解けなかった問題には「何が
できなかったか」などを記入。自分の傾向や理解度を分析して客観視し、次のステップへとつなげるグノーブル独自のツール。担当講師が目を通しコメント
をつけて返却しています。

たまに、α（アルファ）クラス同様
に物理の歴史を絡めて説明してくだ
さることもあって楽しめましたし、
とっつきやすかったです。

宮﨑：メールでも質問や相談ができ
たし、授業後に質問しにいっても、
嫌な顔ひとつせずこちらが分かるま
で教えてくださる先生ばかりでした。
受験では「この先生についていけ
ば大丈夫だ」という人がいるのとい
ないのとで全然違います。そういう
意味ではグノの先生は全員信頼でき
ました。安心して受験できたのは先
生たちのおかげです。
苦手分野でひどい答案を提出した
としても、先生がいつも「粘り強く」
とコメントを書いてくださって、そ
れが本当に励みになりました。
過去問の添削も丁寧で、受験にも
安心感を持って臨めました。
青木：私は６年間通ったのでいろん
な先生に出会いました。どの先生も
個性があって、それぞれのスタイル
をお持ちでしたが、アットホームで
生徒思いのところは共通でした。い
つも、「一人ではない」という気持ち
にしていただけました。
特に中学の数学でお世話になった
先生は、「今日はどうだった？」とか
「学校はどう？」などと話しかけて
くださったのがうれしかったです。
数学は決して得意ではありません
でしたが、中学からずっと好きだと
思えたのはグノの先生たちのおかげ
だったのだと思います。

宮﨑：受付に入るといつでも温かい
雰囲気でした。気持ちよく挨拶して
もらえると、「今日も頑張るぞ」とい
う気持ちになれます。

講習のたびに受講クラスを変更し
ていましたし、追加の申し込みをす
る時にも、いつも気持ちよく対応し
ていただけて、感謝しかありません。
青木：私も事務の方が親切だったの
が印象的でした。授業後に雨が降っ
ていて傘を借りに受付にいった時も
本当に快く貸してくださいました。
皆さん本当に親切でした。

青木：グノに全幅の信頼を置いて本
当に大丈夫です。
英語は先生に言われたとおりにき
ちんと音読して、数学は与えられた
課題にきちんと取り組んで復習して
ください。そうすれば必ずできるよ
うになります。
逆に、ちょっとでもサボると周り
と差がついてしまいます。きちんと
言われたことをしていれば、成果が
出るまでには数か月かかることもあ
りますが、絶対にできるようになり
ます。
宮﨑：分からないことを分かるよう
になるまで先生に質問しまくってく
ださい。勉強の質問だけでなく、不
安なことでも何でも相談すれば、先
生方が励ましてくださいます。
生徒一人ひとりを先生が見てくだ
さるのはグノだからこそです。それ
を徹底的に活用しましょう。

グノーブルの先生

グノーブルの受付

後輩へのアドバイス

P42＊２　 グノーブルの物理はν（ニュー）とα（アルファ）に分けられている。ν（ニュー）クラスでは厳選された入試問題を掘り下げながら物理法則の理解を
深めていく。α（アルファ）クラスでは歴史的な物理実験や科学者のたどった推論を元にしたオリジナルの教材を使い、科学者たちの研究を追体験しな
がら理解を深めていく。

青木 杏奈さん
（東北大［AO入試Ⅱ期］・白百合学園）

宮﨑 克洋さん（東北大・開成）
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■英語だけでなく全教科のグノ、が正しいです！　グノが大
好き♡ （一橋（商）／晃華学園）

■学園祭や部活で忙しくても柔軟に日程変更ができ、充実し
た学校生活と塾通学を両立できました！ （九州大（工）／芝）

■数学の楽しさを知れた！　数学“も”面白い先生がたくさん
います。 （北海道大（歯）／芝）

■大嫌いだった英語をGnobleのおかげで得点源にすること
ができました。 （東北大（法）／筑附）

■授業を含めた先生との“対話”からたくさんの感動と発見
があります！ （京都大（経）／浅野）

■先生と生徒の距離が「密です！」な塾。 （慶應（経済）／浅野）

■大量の課題をただ出すのではなく、質の高い課題を適切な
量与えていただけました。 （お茶の水女子（文）／桜蔭）

■楽しく勉強するならGnoble一択です！ （慶應（理）／白百合）

■毎回授業に行くのが楽しみでした！ （北里（医）／白百合）

■グローバルな教養を授業のたびに身につけられた。 
（東大（文Ⅰ）／駒東）

■授業を受けて努力すれば必ず効果が上がる塾！　迷ったら
行こう。全力で努力しよう。 （東大（理Ⅱ）／芝）

■親身になってくれる先生が多くてとにかく居心地が良かっ
た。 （早稲田（政経）／暁星）

■「英語への興味」や「英語が好きな心」を失うことなく伸
ばしてくれた。 （上智（国際教養）／学習院女子）

■ただただ楽しく勉強に取り組むことができました。 
（早稲田（文）／フェリス女学院）

■必ず成長を実感させてくれる塾！ （慶應（経）／城北）

■受験のための小手先の技術ではなく、深い思考力が鍛えら
れる。 （東工大（工）／渋渋）

■全体的に演習中心で、ずっと集中して授業に取り組めた。 
（千葉大（医）／海城）

■先生との距離が近い、安心感のある塾。 
（東京慈恵会医科大（医）／東洋英和）

■合格に最短経路でたどり着ける塾！ （東大（理Ⅰ）／麻布）

■やる気があり受け身でない生徒が多く、刺激になりました。
（東大（文Ⅲ）／豊島岡女子）

■英語を武器にしたい人にオススメな塾！　英語が得意でも
苦手でも大丈夫！ （信州大（医）／巣鴨）

■生き生きと英語を読む楽しさを教えてくれた。 
（東京医科歯科（歯）／筑附）

■Gnobleは頻繁に先生が生徒に問いかけながら授業を進め
ていく双方向の授業。 （国際教養（国際教養）／吉祥女子）

■洗練されたプロの講師陣による、分かりやすく親しみを持
てる指導を受けられる塾。 （大阪（医）／駒東）

■どの先生も教養に溢れていて、授業が本当に有意義！ 
（上智（外）／田園調布雙葉）

■楽しくない英語の勉強は嫌いだけど、ちゃんと受験で通用
する実力も伸ばしたい人のための塾。 （東大（理Ⅰ）／筑附）

■先生のことを信頼して努力すれば、自分が感じる以上に確
実に実力を伸ばせる塾。 （東大（理Ⅱ）／女子学院）

■教科を問わず素敵な先生がたくさんいらっしゃって、英語で
有名だけど数学も素晴らしくよいです。 （東大（理Ⅲ）／桜蔭）

■僕はGnobleに全教科でお世話になっていましたし、とに
かくGnobleの先生方のおっしゃる通りに勉強していました。
ちょっと大げさかもしれませんが、Gnobleに背中を預けれ
ば合格できると思います。 （東大（理Ⅱ）／筑駒）

■高校生のうちだけでなく、将来にも役立てることのできる知
力が得られる塾。 （東大（理Ⅰ）／駒東）

■とても楽しくて、先生の熱量も強く、あっという間に授業が
終わってしまうほど集中して勉強できる、最高の大学受験
塾です。 （東大（文Ⅰ）／駒東）

■面倒見が良く、先生がやる気と実力を引き出してくれる塾。 
（東大（文Ⅰ）／駒東）

■英語に対する見方を根本から変えてくれる塾。 
（一橋大（法）／豊島岡女子）

■帰国子女の私でも、たくさん刺激を受けさせていただける
ようなハイレベルな英語の授業でした。 （慶應（法）／白百合）

■「先生方と生徒の距離の近さ」と「周りの生徒の熱量や知
識量からの刺激」という、個別塾と集団塾の両方の良さを
持ち合わせた塾だと思います。 （慶應（法）／東洋英和）

■生徒一人一人に熱く向き合って下さる塾。必ず行って良かっ
たと思える塾。 （東大（文Ⅱ）／桜蔭）

■どんな大学にも通用する英語力が身に付く塾。英語が有名
ですが国語も最高です！　日本の全高校生にオススメした
い！ （慶應（法）／女子学院）
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■先生とコミュニケーションを取りながら授業が進んでいくの
で、積極的に授業に参加出来ました。 （上智（法）／鷗友）

■受験対策として有効な塾であるのはもちろんのこと、受験に
とどまらずその先の段階まで見据えた本質的な学習方法を
教えてくれる塾だった。 （京都大（工）／駒東）

■入塾してすぐに、先生方が私の名前を覚えてくださったこ
とはとても印象的です。１クラスあたりの人数も比較的少
数なので、授業中に気軽に質問をすることができるのも、
Gnobleの良いところだと思います。 

（慶應（文）／明治大学付属明治）

■大学受験を通して知的教養を身に付けられる塾。 
（東大（理Ⅰ）／麻布）

■どの先生も自分のことをしっかりと見ているということが実
感出来ます。何よりも嬉しく役に立ったのは、メールや授業
後に一対一で納得いくまで質問出来たことです。 

（京都大（経）／広尾学園）

■使う教材が良すぎる。教材の量はあまり多くないのに、大
事なことがぎゅっと凝縮されていてそれさえやれば、成績
も上がるし、自信もつく。 （上智（外）／田園調布雙葉）

■きわめて熱量の高い、きわめて熟達した先生の下で、深く
勉強して自分の世界や視野を拡げ、実力もつけてくれる塾。

（東大（理Ⅱ）／両国）

■日本一の塾。 （東大（文Ⅲ）／光塩女子）

■グノ!! しか!! 勝たん!! （東大（文Ⅰ）／晃華学園）

■英語が得意教科！と言えるくらいにまで自分の英語力を楽し
く伸ばしてくれた！ （早稲田（政経）／渋渋）

■努力が実る塾！　Gnobleでの勉強は大変だったけど、模
試や入試でその成果がはっきりと出て嬉しかったです。 

（早稲田（文）／吉祥女子）

■期待以上のものが毎週かえって来る塾。 （早稲田（理）／海城）

■塾嫌いでも好きになれる塾！ （一橋（法）／豊島岡女子学園）

■フレンドリーな塾。スパルタではないのに、成績が上がる塾。
（東大（文Ⅰ）／白百合）

■とにかく楽しい塾だと伝えたいです！　先生との距離が近
く、周りにも高い目標を持った仲間がたくさんいる環境での
学習は、単なる受験勉強にとどまらない、大学での学習や
実社会でも使える生きた英語力を身につけることができる
最高の機会です！　ぜひ一度授業を受けてみてください！ 

（東大（文Ⅰ）／筑附）

■Gnobleは、生徒に大量の宿題を課して強制的に勉強をや
らせるのではなく、生徒たちを主体的な勉強へと導き、勉
強の本質、主体的な勉強の大切さを教えてくれる塾だと思
います。単なる大学受験のための勉強ではなく、受験の後
の人生も見据えた勉強をさせてくれた塾です。 

（早稲田（理）／雙葉）

■授業後に教室ですぐに先生に質問することができ、先生と
の距離が近い塾です。 （慶應（経）／山脇学園）

■英語が好きになる塾。英語が得意な人がさらに伸ばすこと
のできる塾。 （慶應（法）／三田国際）

■どの授業も楽しく、通うのが嫌にならない塾でした。自分
がそうですが、どの教科も受験勉強のスタートが遅れてい
る人がなんとかするのにとてもいい塾だと思います。 

（東大（文Ⅱ）／開成）

■どの先生もキャラが立っていて、生徒思いで温かさのある
授業でした。問題と本質的に向き合う頭が鍛えられました。

（慶應（法）／雙葉）

■グノーブルが授業で取り扱う英文は英語の勉強として役立
つだけでなく、深く読み込むことで教養として身につけられ
るものばかりで授業のたびにハッとさせられました。先生た
ちの知識量がとても豊富で深く、授業中にいつも感動して
いました。 （慶應（文）／普連土学園）

■毎週扱う英文や文法、作文の教材量がとても豊富で、授
業を受け復習をするだけで知らぬ間に英語力がついていた。
ここまでの量の教材を十分に扱いきれるのはGnobleならで
はだと思います。 （京都大（理）／駒東）

■少人数で、いい意味で緊張感をもって集中して授業に臨め
ました。 （東大（文Ⅱ）／桜蔭）

■教養を英語とともに学べる塾！　特に東大英語の対策をし
たい方には強くお勧めできる塾だなと感じました。 

（東大（理Ⅱ）／洗足学園）

■特に何をしたというわけではありませんが、グノーブルの授
業を受け続けていたら英語が得意になり、心の支えになり
ました。読む文章が面白かったです。 （東大（理Ⅰ）／筑附）

■毎回の添削演習で、自分の足りないところが明確になる上、
解説も幅広い背景知識を用いたものなので、本当に得るも
のの多い授業でした。先生との距離も近く、質問がしやす
かったことも良かったです。 （東大（理Ⅱ）／駒東）
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本物の知的体力がますます求められています。
その知の力を伸ばすのに最も大切な要件は、
前向きになれる、知的刺激にあふれた環境で学
ぶことです。授業形式、教材、そして、教職員の
接し方に至るまで、皆さんが意欲的になれる環
境を整備し、難関大学・学部を目指す皆さんを
しっかりサポートしていきます。

最新の入試傾向に対応したカリキュラム、精選さ
れたオリジナルテキストを基に、経験豊かな講師
陣が一人ひとりに向き合った双方向の授業を展開
し、難関中を目指す子どもたちを導いていきます。
学習したい教科や志望校別のクラスが選択でき
るなど、中学受験に関するさまざまなご要望にお
応えしていきます。

生徒一人ひとりに心を配り、その子の持つ可能性
を追求します。学習状況に合わせて、講師１名に
生徒２名、あるいは生徒１名の完全個人指導体制
を提供します。中学受験・大学受験グノーブルと
並行して通うことも可能です。グノーブルオリジナ
ルテキスト等も併用しながら、個別に対応します。

さまざまな楽しい英語体験を通して、聞く、話す、
読む、書くの４つの力を伸ばします。先生２名に生
徒は８名程のクラスで、ネイティブの英語に触れ、
親しむことができます。ご家庭での学習も配慮し
た教材で、継続的な学習を無理なく行うことがで
きます。

Gnoble グループ　各校舎所在地

知の力を活かせる人に
私たちは、生徒の皆さん一人ひとりと誠実に向き合います。

皆さんが、将来にわたって活躍できる土台となる、

有機的知識・思考力・判断力・コミュニケーション能力・心の強さを

身につけていくことを常に念頭に置いた指導をお約束します。

何より、皆さんの意欲や好奇心といった心の中の火を

無味乾燥な受験勉強で消してしまわない、

活き活きとした環境を提供していきます。


