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名前を覚えていただいただけでなく、先生方との親密な関
わりがたくさんありました。一人の人として見ていただいてい
なかったら、僕は「お客さん」になっていたと思います。
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中村：新中 3 で入塾したのですが、当時の僕は英語が得意ではなかったので、英語
をきちんと学べる塾を探していました。
　そのとき、親がグノを見つけてくれました。いくつかの塾の説明会に参加した親が、
グノの先生方の熱心さに心を打たれ、「規模が大き過ぎないグノなら、先生との距離
が近くて、息子に合っている」と思ったそうです。親の判断が入塾の決め手になりま
した。
　グノは、親の間で評判が高かったようです。学校では、大手予備校の方が認知度
はありました。
　でも、模試の上位層にはグノ生が多く、優秀な人たちはグノを選んでいました。
八尋：僕も新中 3 になったときです。英語に苦手意識があったので、その意識を変え
ようと思って春期講習に参加し、そのままお世話になりました。
　グノに来たきっかけは、開成でグノに通っている人たちが楽しそうだったからです。
休み時間にグノの話で盛り上がっていて、ちょっとうらやましくなりました。仲の良
い友達もグノの勉強は楽しいと話してくれました。そこで春期講習に来てみたのです。
須藤：僕も友達が通っている塾の中からグノを選びました。高 1 の 2 学期から数学
でグノに通い、冬期講習から英語も始めました。
　高1の1学期まで別の塾に通っていましたが、1クラスの人数が多くて、宿題が多く、
部活との両立を考えると、宿題が適量で振替も充実していて、勉強が楽しそうなグ
ノが魅力的でした。
馬場：中 1 で他塾に通っていましたが、宿題の量が負担になりグノに転塾しました。
でも復習や宿題に真面目に取り組まなかったため、成績が全然伸びずに一度退塾し
ました。

入塾のきっかけ

奥永 哲哉さん（理Ⅱ・筑波大附属駒場）

八尋 誠さん（理Ⅱ・開成）
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　高 1までは部活に一生懸命取り組んで、高 2 で勉強にシフトしようしたとき、グノ
に通い続けていた友達の姿が目に映りました。その友達は成績がどんどん伸びてい
たのです。しかも、気がついたら、学校の成績上位をグノ勢が独占していて、グノ
の人気が急上昇していました。新高 2 の春休み、「もう１回真面目にやろう！」とグノ
に入り直しました。
佐藤：中学受験で通った塾では、授業中に先生と生徒との絡みがあり、お互いがお
互いをちゃんと知っている関係がありました。そういう環境が恋しくて塾を探しまし
た。中 3 の春休みにいくつかの塾の講習に参加しました。中でも、グノの先生がフレ
ンドリーで、「絶対ここにしよう！」と思って入塾を決意しました。高 1 から英語と数
学で通塾し、高 2 で物理、高 3 で国語を受講しました。
　駒東のグノ生たちは、集まって先生の物まねをしたり、団結しながら楽しくやって
いました。テストで他塾生に対抗もしていました。
原：僕も親の勧めが入塾の決め手でした。「英語がすばらしい」という評判を親が聞
いていて、英語に不安があった僕は、中1の冬に英語と数学でグノに入塾しました。
　高校進学後、学校でもグノの評判を耳にするようになって、気づいたときには、周
りの人たちも結構グノに通っていました。
奥永：僕は中高 6 年間野球部に所属していました。中学の頃は他塾に通っていました
が、高校になると、週 6日練習や試合をこなす生活なので、時間の制約があります。
一方で、新高 1 で受験を意識するようにもなっていたので、振替可能で、その頃か
ら頻繁に名前を聞くようになっていたグノに変わりました。英語の成績上位者にグノ
生が多かったということもあります。新高 1 から英語と国語、高 2 の夏から物理を受
講しました。
梶塚：友達の誘いがきっかけで、新高 3 のカリキュラムに入るときに英語でグノに入
塾しました。学年 1 位の先輩が僕の友達をグノに誘って、その友達が「一緒に行こう」
と僕に声をかけてくれたのです。
　芝では、グノの評価が年々変わっていきました。高1のときは「グノーブル、何それ？」
という感じでした。
　高 2 から高 3 にかけて英語の成績が急上昇する人たちが出てきて、そういう人た
ちの多くはグノ生でした。こうしてグノは芝でも知られるようになってきました。

梶塚：僕は初めての授業から高 3 カリキュラムだったので、読解と英作文の連続で、
まずは授業の長さの洗礼を受けました（笑）。しかも「休憩がある」と聞いていたの
に、前の授業が延びて実際の休憩時間は 1 分くらい。「話が違う！」と思いました（笑）。
その日はかなり疲れて、家に帰ってすぐに寝てしまいました。
　でも、これほどに「濃い授業」は生まれて初めて受けました。内容の濃さもありま
すが、集中できるので充実感もありました。授業中にはよく当たります。当たるから
こそ僕たちは集中している必要がありますが、先生の方では、生徒とのやりとりを通
して僕たちの分かっているところと、説明が必要なところを把握しています。一方的
な授業とは全然違うのもよく分かりました。
原：先生と生徒との親密な一対一のやり取りには、「丁寧に面倒を見てもらっている」
という安心感がありました。「当てられたくない」という気持ちはもちろんあります。
　でも、生徒が頓珍漢なことを連発しても、グノの先生は笑顔で受け止めてください
ます。先生が生徒を見捨てないどころか、「頑張って！」と励ましてくださるのが嬉し
かったです。
中村：先生と生徒の距離の近さは僕も感じていました。先生方は本当に熱心で、僕た
ちにちゃんと目を向けて授業をしてくださいます。学校でも塾でも、先生と目が合う
授業はグノが初めてでした。これが最後かもしれません（笑）。
佐藤：僕が一番びっくりしたのは単語の覚え方です。普通は単語帳を使ってテストを

佐藤 航智さん（理Ⅰ・駒場東邦）

梶塚 時央さん（理Ⅰ・芝）

グノーブルの英語



2東京大学理系

25

繰り返します。難しい単語のスペルと意味をひたすら一対一の対応で覚えて、使う
機会もなく、使い方もよく分からない単語が蓄積されていくのが嫌でした。
　一方、グノの授業では、長文の中で使われている単語を取り上げて、その語の成
り立ちから本来のイメージを教えてもらえます。そこから意味がどう派生していった
かとか、同じ語根を持っている関連語にはどんなものがあるかがブワーッと膨らんで
いくのです。
　黒板に広がっていく板書にも、言葉と体を使っての先生の解説にもドラマがありま
す。語根から単語のイメージをつかむ覚え方は、ひたすら無機質に覚えるのとは一
線を画していました。語根と接頭辞や接尾辞の組み合わせから、単語のイメージが
イラスト的に頭に浮かぶのが新鮮でした。
八尋：僕も、英単語と日本語訳を覚えさせられる丸暗記が大嫌いでした。単語帳を買っ
て暗記しようとした時期もありましたが、面白くないので全然続かなくて。そんな僕
にとって、「市販の単語帳は要らない」というグノの方針は画期的でした。
　ひとつの単語の意味はたったひとつではなく、さまざまな背景があって幅広い使わ
れ方をします。そうした単語が授業で毎回出てくるので、復習の際に一緒に覚えられ
ます。語彙が飛躍的に増えました。
　単語の使われ方によっては、単語帳に載っている意味で解釈できないものも結構
あります。こういう時こそ、一般的な意味に縛られず、語源を踏まえて文脈に合致し
た解釈をすることが大切です。語源から単語の意味を把握するグノの方法を用いれ
ば、模試の和訳問題も高得点で安定します。
中村：「この単語の語源はこうで、もともとこういう意味があったけれど、今はこうい
う意味に変化した」というストーリー自体が面白いし、面白いものは記憶に残ります。
　それから、グノではたくさんの英文を扱うので長文を読むだけで必要な語彙を網羅
できました。先生が密度の濃い解説をしてくださるのでしっかり理解もできています。
そういう英文の読み込みが復習の中心で、読み込みをしていれば、何度も登場する単
語や表現は覚えます。そして、何度も出てくるのは当然大切な表現です。
　しかも、読み込みをしていればそういう表現は使い方まで頭に残ります。市販の単
語帳の覚え方よりも何倍も効率がよく、英作文でもすぐに使える語彙力が身についたと
思います。
佐藤：他塾の授業は設問重視です。本文の内容よりも、設問への答え方に焦点を当
てて解説していきます。英文の理解も部分的になってしまいます。英文全体の流れ
や主旨もよく分からないまま授業が終わることもよくあります。
　一方、グノは内容重視の授業です。単に「答えが出せればいい」というスタンス
ではなく、「筆者の主張はこれで、こういうふうに話題が展開していく」とか、「このトピッ
クが次の段落にどう影響するのか」とか、本文全体の流れをしっかり押さえていきま
す。英文の文化的なバックグラウンドや学問的背景も解説してもらえます。こうして
背景まで理解できている英文を音読すると、さらに理解が深まって力がつきます。
奥永：僕が以前通っていた塾では、型にはまったマニュアル通りの英語の授業でした。
グノでは、先生と生徒のやりとりから授業がどんどん発展していく感じで、授業が生
き生きしていました。
　ただ、入塾直後はとまどいもありました。グノの英語は、英語の語順で英語のまま捉
えていきますが、以前は、頭の中で日本語に置き換えて訳しながら解釈していたからです。
　でも、グノ式の英語の読み方に慣れてきたら、こちらの方が圧倒的に快適でした。
頭の中で翻訳しながら解釈するよりも、英語をそのまま理解する方がうんと自然な感
じがします。
八尋：グノでは授業中に演習時間を取ってくれるのが良かったです。僕はあまり真面
目ではないので、宿題を解説するスタイルの授業だと、宿題をやらずに時間を無駄に
したかもしれません。その場での演習だと、「さぁ、やろう！」といつも前向きに取り
組めました。

中村 朝陽さん（理Ⅰ・早稲田）

須藤 佑介さん（理Ⅰ・開成）
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馬場：要約をその場で添削していただけるのはやる気につながってありがたかった
です。
　10 点満点の 4 点以下だとがっかりしますが、「4 点以下の人ほど学べることが多い」
と先生がフォローしてくださるので、「頑張ろう！」と思えました。
　上手くできなかった人ほど課題が浮き彫りになっているのだから、そこを補えば成
長につながるということです。
　合格点の 8 点以上だと「もっともっと頑張ろう！」と思えます。結局、何点でもや
る気につながることになります（笑）。
　それから、授業の進行が速いので集中力が途切れません。他塾に通っていたとき
はゆっくり進んだので、他のことを考えてしまっていました。グノの先生はテンポよく
授業が進むし、ほとんど無駄がなくて重要な情報が多いし、うっかりしていると当て
られたときに困ることになるので注意力が持続しました。
須藤：授業だけでなくテキストにもグノらしさがありました。他塾では、最初に分厚い
テキストを渡されます。そうすると、「まだこれしか進んでいないのか」とか「まだこ
れだけやらなきゃならないのか」とか思ってため息が出るし、いかにも「受験勉強やっ
てます」感がつきまといます。
　グノでは、毎回配付されるテキストやプリントに新鮮な気持ちで取り組めるし、授
業で扱った教材がどんどん増えていくにつれ、自分の進歩も実感できました。
中村：テキストやプリントが毎週作られるので時事ネタも英語で読めます。たとえば、
羽生結弦選手の金メダル獲得とか、日本人のノーベル賞受賞や首相官邸のドローン
の話題など、興味はあっても受験生はテレビを見ている余裕もありません。グノの英
語の教材が貴重な情報源にもなっていました。

梶塚：入塾したときは英語が全然できてない状態でしたから、入ってすぐに伸びてい
るという感覚がつかめました。たとえば、部活でプログラミングをしていると、調べ
物で海外のサイトに辿り着くことがあります。
　以前は敬遠していたこういうサイトも、読んでみようと思えるものに変わり、いつの
間にか読めるようになっていました。
原：僕も趣味でプログラミングをしています。調べ物をしていて海外のサイトに辿り着
いても、中学生の頃は読めないのでそこは飛ばしていました。高校生になると普通に
読めるようになりました。
　勉強方法としては、授業で扱った英文の音読です。そのときには授業中にメモした
ものを見直して、知識を確認していました。特に変わったことはやっていませんでし
たが、週に２、３回、気が向いたら音読するというのはずっと続けていました。
梶塚：勉強方法としては僕も復習中心です。授業を聞きながら、先生の話をずっと書
きなぐっていました。解説が速いので、きれいに書くことは考えないでザザザーっと
書いていました。先生が同じ話に触れたときは、ノートをペラペラめくって、「以前に
もこんな話をしていたな」と考えを整理しました。ノートと記憶がリンクして覚えやす
かったです。授業が終わってから次の授業までの 1 週間で、音読をしながらノートに
書いた知識を定着させました。
奥永：高 3 の夏までは野球をずっと続けていて、授業に出席して宿題をやるだけで手
いっぱいでした。音読にも時間を割けませんでした。
　そんな僕でも、高 3 の夏の模試でグノ効果を実感しました。「英語力は落ちている
だろうな」と思っていましたが、周りと比べてビハインドをとっている成績ではありま
せんでした。授業中に集中して取り組んだのと宿題をきちんとこなしたのが良かった
と思います。
　文化祭準備で忙しい 10 月はほとんど塾に来られませんでした。そうしたら、11 月
の模試で英語が相当ひどい成績で…。このとき危機感を抱いたので、11 月以降は音

原 悠輔さん（理Ⅰ・筑波大附属駒場）

馬場 拓人さん（理Ⅰ・暁星）

英語力の伸びを実感した瞬間
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読に力を入れました。結局、夏休みの間と冬以降には音読に励んで、その効果は直
前期に表れ、最後は英語でそこそこには得点が稼げるところまでいきました。音読は、
やればやっただけの効果が出る効率の良い勉強方法だと思います。
梶塚：音読については、入りたての頃は半信半疑でした。でも、続けていると読解スピー
ドが速くなって、自分が変わっていくのを実感できました。
　慣れていないうちは、前から読んでいると、英文の構造がつかめなくて詰まってし
まいます。詰まってそこで悩んでいると前の内容を忘れて、「何の話をしているんだっ
け？」となってますます読解に手間取ります。音読を続けていると、初見の英文でも
そういう詰まり方をしなくなります。
佐藤：僕は初めから音読に力を入れていました。音読のコツは妄想です。3000 人の観
客が詰めかけた会場に立ってスティーブ・ジョブズの気分でプレゼンする、というのを、
親には恥ずかしいのでバレないようにやっていました。数学の勉強でずっと座っていて
疲れたときには、「じゃあ、プレゼンするか」って、息抜き代わりに（笑）。
　アクションをしながら音読するのは単純に楽しいです。「滑らかに読めているな、俺！」
という感じで自分に酔えますし、こういうテンションだと、ずっと音読していても飽きな
いですね。
　高 2 の終わり頃に「英語をスラスラ読めるな」という感触を得ました。学校の実力
試験でも順位が上がり、「学校の模試って大したことないのかも」とさえ思えるように
なりました（笑）。
馬場：グノに復帰した頃は本当に英語ができず、入塾直後のクラス分けテストもボロ
ボロでした。学校の仲間が上のクラスにいる中で僕は焦り、とにかくついていこうと
必死でした。高 2 の 1 学期と夏休みはずっと英語に費やして勉強していたら秋にα※

に上がれました。
　でも、その頃は知識を増やしていくことに重点を置いていて音読は、高 3 の夏が終
わるまであまりやっていませんでした。「やろう」という気持ちはあっても、他科目の
勉強で時間をなかなかとれませんでした。「寝る前の30分」と思ってベッドに入っても、

「明日でもいいや」とそのまま寝てしまって。
　夏休みが終わってから、周りとの差がまた開いていることに愕然としました。特に「ヤ
バイ」と感じたのは要約です。他の人たちは合格点の 8 点を超えても自分はずっと4
点以下。危機感を覚えて、朝と夜の 30 分ずつ音読の時間を作りました。効果は入試
直前に表れました。過去問を解いたり直前講習を受けても、力がついているのを実感
でき、「このまま行ける！」という自信を持って本番を迎えられました。

須藤：僕も入試直前に英語が伸びましたが、音読を始めたのは高 3 の春からです。ぎ
りぎり間に合った感じでした。ほぼ毎日、夜が更けてきた頃に 30 分くらい、その週の
教材を読みました。授業の次の日に音読するとひっかかりますが、1 週間後には完全に
スラスラ読めるようになります。
八尋：中学までは、文法を覚えて、文構造を解析して、単語を逐語訳していく、とい
うイメージで英語の勉強をしていました。この頃は学校も文法メインだったので、学
校の成績も悪くありませんでした。
　でも、高 1 の最初の実力模試で、長文が全然読めなくて衝撃を受けて、焦りも感
じました。それでやっと音読を始めました。急にというわけではありませんでしたが、
だんだん長文を捉えられるようになって、模試の順位もどんどん上がりました。
　僕は、机に向かって勉強するのが嫌いです。特に長期休みの朝はやる気がしない
ので、グノの授業で扱ったプリントを音読しながら、リビングでウロウロしていました。
お風呂の中で音読していて、のぼせて頭がクラっとしたこともあります（笑）。
中村：テストの点数が思っていた以上に取れたり、友達に「英語できるね」と言われた
りしたときに、伸びを感じていました。
　高 2 の夏から音読を始めましたが、音読は一番いい復習方法だと思います。英文の

※この学年の英語は、高1までα（最上位）から、α1、α2、α3の設定。高 2 からα４、α５が順次追加されました。 梶塚 時央さん（理Ⅰ・芝）

奥永 哲哉さん（理Ⅱ・筑波大附属駒場）
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復習をするときの注目点としては、単語や文法事項に始まって、筆者の言いたいことが
何で、それを主張するためにどんな手法を用いているのか、パラグラフの構成が何な
のか、表現の裏にある思いなど、授業で解説されていることは山のようにあります。そ
れを総合的に復習できるのが音読です。
　僕の場合、自分でテーマを決めて音読していました。たとえば、プレゼンしている
気分で思いをこめる、文法事項の確認をしていく、語彙の確認をする、要約をする
つもりで読む、などなどです。テーマを絞ると集中力が切れることはなかったし、結
果として音読が「総合演習」になって英語の実力向上につながったと思います。

佐藤：グノでは英文を前から読んでいきます。この経験が、英語でコミュニケーショ
ンをとっていくときに活きてきました。英語を前から把握する習慣がついていると、
話したり聞いたりする上でも有利です。
馬場：僕は、将来外資系へ行きたいと思っています。海外の人たちとコミュニケーショ
ンを図るときは、ネイティブと同じように読んだり考えたりしなければなりません。そ
のようなスキルをグノの英語で磨けたので、将来につながったと思います。
八尋：僕はもともと英語が苦手だったので、最初のうちは「英語は受験を突破できれ
ばいい」と思っていました。でも、グノが提供してくれる教材には社会情勢のネタが
多くて、ついつい内容に引き込まれていました。英語を通して世界を知ることができて、
自分の世界が広がりました。
梶塚：グノの英文にはさまざまな思想が登場するので、「世界にはいろんな人がいる
な」と感心させられました。「次はどんな考え方をする人と出会えるのだろう？」とい
うのが面白くて、知識や教養が広がっていきました。
須藤：同じく教養を深められたのが良かったです。科学から人文まで幅広いテーマの
英文が教材として用意されたので、自分では絶対に読まないテーマの英文にもよく出
合えましたし、さまざまな角度から世界の出来事を眺めることができました。
奥永：グノの授業で扱う英文は受験問題の枠には収まらないものだったので、海外の
ニュースへの興味も自然に芽生えました。授業後、電車の中で BBCを聴くなど、英
語の世界へ積極的に入って行けました。
原：グノの英語教材は、使い回した古い英文ではなくて、その年の授業のためだけに
用意されたタイムリーな英文だと思います。つい最近起こった出来事を英語で読める
ので、自分でわざわざ新聞を開いたり調べたりしなくても、世界で起こっていること
を知ることができました。忙しい受験生にとって、英語の授業が貴重な情報源でした。
中村：「英語は楽しいな」と思える授業であったことが、とてもありがたかったです。受
験は終わりましたが、さらに英語力を伸ばしたいとますます意欲が湧くのは、グノに通っ
たからこそ得られた一番ビッグな恩恵なのかもしれません。

原：高 1 で古文、高 2 で現代文、高 3 で東大国語を受講しました。古文はすごく面
白い授業でした。先生が体を張って単語の説明をしてくださいました。たとえば、「あ
さまし」の解説では、先生が池に飛び込むふりをするのです。その姿が印象に残っ
ています。単語帳を覚えるよりも分かりやすかったです。
　現代文の授業も独特でした。東大入試の現代文では、抽象性の高い評論が出題さ
れます。そうした評論は、抽象的なまま捉えるのではなく、具体例を頭に思い描くこ
とで読みやすくなります。先生は具体化が上手くて、毎回の授業ではクスッと笑えて
楽しかったし、とても参考になりました。
　また、先生の提示される解答例は、模擬試験などの完璧な答えではなく、高校生で
も作れるレベルの答えでした。簡単な言葉で書かれた解答例だったので、答案作成の
お手本にぴったりでした。

将来に活かせる英語

グノーブルの国語

佐藤 航智さん（理Ⅰ・駒場東邦）
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佐藤：僕は、高 2 で古文、高 3 で東大国語をとりました。
　国語も英語と似ていて、古文単語の覚え方も一対一の対応ではなく、語のイメー
ジを先生が体を張って教えてくださいました。丸暗記ではなくイメージが頭に浮かぶ
覚え方です。
　添削があるところも英語と同じです。現代文の記述も自分では判断が難しいので、
授業の始めに添削してもらえると、解説にも身が入るし、復習の際にもとても役立ち
ました。
　よく分からない抽象論を具体的な話に置き換えての説明が先生は本当に巧みで、
笑えてしまうと同時に、「そういうことか！」と腑に落ちる解説が何度もありました。

佐藤：物理もグノは最高でした！普通の授業は、「こういう公式があるから、それを使っ
て問題を解きましょう」というスタンスが多いのですが、グノの物理では公式そのも
のを自分たちで作るところから始まります。ガリレオの古い実験の表をもとに、「佐藤
君、ここから何が分かると思う？」という先生からの問いかけがあり、それに対して
応答する、という繰り返しで公式を導き出していきます。
奥永：授業は、基本的に対話形式です。自分と先生、もしくは他の生徒と先生で対
話しながら授業が進みます。他の生徒と先生の対話を聞いているとき、自分は分かっ
ていたつもりのことでも、「この部分はちょっと漏れていた」と思うことが何度もあり
ました。自分と先生の対話だけでは味わえない気づきがありました。他の生徒もいる
ことで、自分ひとりの考え方を超えた思考の広がりを体験できました。
　たとえば、「この操作をしたとき、この物体は速くなるか、遅くなるか？」という先
生の質問から対話が始まります。ときどき先生の用意した選択肢とは異なる回答が生
徒から飛び出すこともあります。用意されていたのとは別ルートで話が進むと、それ
が別解につながります。
　自分とは違うやり方でも考えられることが分かると自分の手札が増えるので、その
後に問題を解くときにも応用できます。
佐藤：「佐藤君、光の速度を測りたいけどどうする？」みたいな無茶ぶりも多かったで
すね（笑）。でも、楽しいのです。「物理の本質を知ってほしい」と先生がいつも考え
ていらっしゃったからです。ガリレオから歴史の流れに沿って授業が進み、受験に縛
られない形で、大学の範囲にもどんどん踏み込みます。入試問題を解くための物理
ではなく、物理を学ぶための物理でした。

佐藤：高 1までの数学には競争原理が活かされていて、生徒たちは競って問題を解き
ます。解き終わった生徒は手を上げて先生に解法までチェックしてもらい、上手く解
けていたらどんどん次にいけて、それが超楽しかったです。
　「あいつが解き終わったのなら、俺も！」と、集中力が切れません。解説も分かりや
すかったです。
原：高 2 からの数学は戦略的なところが魅力でした。先生は、ベクトルや座標など、
ある問題に対する最適なツールを選択できるような授業をしてくださいます。「何とな
く」で問題を解くのではなく、「これはこうだから、こういうツールを選んで解いてい
けば絶対に解ける」という戦略を駆使する、巧みな感じの授業でした。
　板書の量はとても多いですが、それをしっかりノートにまとめて復習することでか
なり実力がつきました。数学のセンスがない人でも、グノーブルの数学で技術を習得
すれば上位に行けます。
佐藤：戦略的な目を養う指導には本当に感動します。漫然と数学の問題を解くのでは
なく、自分のことを知るところからスタートします。「こういう図形なら自分はこういう
ふうに解く傾向があるな」「こういうツールを自分は使いたがる」などの気づきがたく

グノーブルの物理

グノーブルの数学

須藤 佑介さん（理Ⅰ・開成）
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さんありました。前半では戦略を全般的に教わり、後半のテスト演習でその戦略を試
していくというスタイルでした。論理とセンスを両立させる授業でした。
須藤：高3のI AⅡB の授業では、1学期は、授業中に問題を解かずに板書ばかりです。
宿題がやや多めだったので、問題演習量はそれでカバーできました。
　僕は数学のセンスがないので、言葉で表されている戦略に忠実に従いながら、基
本となる型を習得していきました。そういう数学との触れ合い方が I AⅡB にありま
した。
　先生は言葉で丁寧に説明してくださるので、受験の枠組みの数学については全体
像が整理されます。板書ノートを見直す中で分野ごとのイメージができあがってきて、
それが定着する頃には数学の力がついていました。長期休みに板書ノートを見直し
たことが効果的でした。

八尋：名前を覚えていただいただけでなく、先生方との親密な関わりがたくさんあり
ました。一人の人として見ていただいていなかったら、僕は「お客さん」になってい
たと思います。そして、「塾に行くのは権利で、義務じゃないから」と授業をサボっ
ていたかもしれません。
　グノの先生はフレンドリーで、授業が終わった後も話しかけてくださいます。生徒
一人ひとりに対する温かい視線を感じるので、「手を抜けない」と気が引き締まり、
モチベーションが上がりました。「先生の期待に応えなきゃ！」と身も引き締まりました。
馬場：先生方はプライベートなことでも相談に乗ってくださいます。
　高 2 のときは暁星のメンバーが集団で受けていましたが、恋愛の相談みたいなこと
から留学についての真面目な相談まで、先生にはいろいろ相談させていただきました
　学校からグノに向かうときも友達同士で話がはずんで、毎回の授業に行くのがとて
も楽しみでした。
佐藤：授業の楽しさは重要です。先生方は、自分の担当教科が本当に大好きなんだ
と思います。その思いがこもったエネルギッシュな授業が僕の心を打ちました。
　たとえば、「物理ってこんなに楽しいですよね！」というオーラが出ていますし、英
語の先生が英文の解説をしているときにも、話が止まらなくなって楽しそうに語って
いるので、僕たちもワクワクしてきます。
　問題とは関係のない方向に話が逸れたり、大学の範囲に踏み込んでも、先生が生
き生きしているとモチベーションが上がります。
須藤：先生たちの元気がとにかくすごいです。声も大きいです。3 人しかいないとき
の教室でも、至近距離で、熱のこもった声で授業をされていましたね。それほどに熱
意のある先生の授業を受けていると、授業を休むのが申し訳なく思えてきました。
　先生は顔と名前もすぐに覚えてくださいます。たとえば、講習で 1回お会いしただ
けの先生が、「この前も会ったね！」と別の授業で声をかけてくださいます。
原：グノの先生はフレンドリーなだけでなく、すごく真剣でした。だから、「僕も真剣
に応えたい」という気持ちになりました。
　東大入試が終わった後、感触が良くなかったので、僕は落ち込んでいました。も
ちろん「浪人はしたくない」という気持ちはありました。でも、それと同じくらい、「先
生たちに申し訳ない」という気持ちが強かったです。
中村：熱意を持って丁寧に接してくださった先生方に本当に感謝しています。先生
の熱意はやる気につながります。真正面から「ガン！」とぶつかってくださったので、
こちらも「やるぞ！」という気持ちになりました。
　先生ご自身が、「英語は楽しい！」と思っていらっしゃることも授業を受けながらよ
く分かりました。英語の楽しさも伝わりましたし、こちらの気持ちも動きました。
　添削も気合を込めて丁寧にしてくださいます。自分がダメなところをいっぱい直し
ていただき、それが復習の指針になりました。

グノーブルの先生

馬場 拓人さん（理Ⅰ・暁星）

中村 朝陽さん（理Ⅰ・早稲田）
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　グノでは授業の密度が濃くて延長もあるから確かに体は疲れます。でも、帰り道は
心がすごく元気になって、もう次の授業が楽しみでした。
梶塚：先生方の熱意には僕も感動しました。たとえば、先生は、僕たちの演習の出来
が悪いと心の底から悩んでいる表情をされます。先生は、僕たちの出来が悪いから
嘆いているんじゃないんです。その結果を踏まえて、僕たちにすべき最善の助言を真
剣に考えていらっしゃるんです。参考になりそうな話を一生懸命してくださいました。
逆に、演習の出来が良いと僕たちの成長を心から喜んでくださいます。こっちも嬉し
くなって、さらに意欲が湧いてきます。こういうところに心の距離の近さを感じていま
した。
奥永：教材も面白いものを用意してくださって、解説の仕方も工夫していただけて、
総合的に質の高い授業を受けられました。学習の効果が高まるだけじゃなくて、楽し
めたり感動もできたりする授業でした。
　それから、国語の先生に受験相談したときのことを鮮明に覚えています。僕は経
済に興味があったので東大文系志望でした。先生は「国語ができないからやめた方
がいい。進振りがあるから理系に進んだら？」とおっしゃいました。国語の先生なら

「国語の成績を上げてあげるから安心して」と普通は言います。生徒のためを思って
本音で接してくださった先生に本当に感謝しています。

梶塚：やっぱり先生と生徒の距離が近いのが一番の特長です。授業中の指名にしても、
先生方は生徒を当てながら一人ひとりの理解度を把握してくださいます。そうしたや
り取りの中にも距離の近さを感じました。
奥永：野球部も文化祭も真剣にやって、ほとんど時間をとれない高校生活でした。高
1のときにグノを選んだのはベストチョイスでした。
　時間対効果が大きかったということもありますが、先生からも受付の人からも、心
から応援していただけた結果が僕の東大合格だったと思います。
授業の振替も、いつもフレキシブルに対応してもらえました。たとえば雨で部活が休
みになると、その日に電話していましたが、それでも受付の人は快く応じてください
ました。
原：僕も、先生と生徒の距離の近さが一番の特長だと思います。そして、柔軟さにも
ずいぶん助けられました。文化祭前は忙しかったのですが、曜日を変えるなどの振
替対応をしていただきました。他塾の人たちは曜日固定なので大変そうでした。
佐藤：グノのおかげで受験勉強自体が楽しかったです。周りの友達が「つらい」と言っ
ている中で、僕だけは「つらい」とか「辞めたい」とか全く思いませんでした。グノ
は授業が楽しいし、先生に熱意もフレンドリーさもあるので、ひたすら楽しいことをやっ
て成績も上がったというのが実感です。
　駒東のグノ生は全員テンションが高めというか明るかったです。みんなストレスな
く受験勉強していたからだと思います。「グノーブル大好き！」というのが共通認識で
した。
馬場：暁星のグノ生もひたすら楽しく通っていました。みんな仲が良くて、普段もグ
ノの先生の話をしたり、グノの話題で盛り上がったりで、みんなグノを愛していまし
た。グノ生は校内で「グノ勢」と呼ばれていて、成績順の座席でも「グノ勢」がい
い席を独占していました。それを羨ましがる人たちがグノに入ってきて、「グノ勢」が
拡大するとともに、絆も深まっていきました。
須藤：僕も塾に行くのが苦ではありませんでした。特に英語は受験勉強をしている気
がしませんでした。「とにかく音読やっていれば大丈夫」とグノの先生方はおっしゃ
るので、「今やっていることで大丈夫だ」と自信を持って楽しく勉強できました。　
八尋：みんなが言っている通り、グノは通うのが楽しい塾でした。辛くて無味乾燥な
受験勉強をしている感じは全然なかったし、先生もニコニコしながら授業されていま

グノーブルの魅力

原 悠輔さん（理Ⅰ・筑波大附属駒場）
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した。毎週グノに行く日が待ち遠しかったです。
中村：グノは自分を変えてくれた塾でした。特に高 3 の 1 年間で、英語への抵抗がな
くなり、授業が楽しくて仕方なくて、終わった瞬間に次の週が待ち遠しかったです。
　僕が理想とする教養を備えた大人がグノの読解の先生でした。僕にとってはとて
もかっこよかったです。こういう人に今まで出会ったことがありません。熱意も知性
も誠意もお持ちの先生が、一生懸命に生徒と向き合っている姿を見ていて、僕自身の
気持ちも何度も動かされました。僕もこういう力を持った人になりたいなという目標が
できました。自分の中で気持ちが大きく変化した一年でした。

梶塚：東大入試の英語は、構文を解析しながら読んだり、いちいち日本語に置き換え
て考えていたのではとても解きにくいと思います。要約とか和訳とか、日本語を使う
部分もありますが、それ以外の設問はすべてネイティブと同じ読み方ができれば解き
やすくなります。
　東大を目指すなら、前から英文を捉える読み方をグノで学ぶのが一番です。塾で
迷っているならグノにすれば間違いありません。
須藤：「市販の単語帳を使うな」「早くから過去問を解くな」など、他塾と違うことを
言われるので、グノが勧める勉強法に不安を感じることもあると思います。でも、グ
ノを信じ続けてください。僕自身がグノを信じて成績が伸びたので、グノは正しかっ
たと確信しています。
馬場：グノで教わった勉強方法をきちんと実践すれば着実に力はつきます。英語を読
み、聞き、書く力が鍛えられて、東大にも受かりますし、その先に進む土台もできます。
八尋：受験期は周りが気になって焦ることもあると思います。それでも、グノの先生
のおっしゃることを信じていけば、それが地に足のついた勉強なので、それを続けて
いれば大丈夫です。
原：僕は計画を立てるのが得意ではなく、計画に従うのも好きではありません。結局、
自分の好きな勉強方法で受験を乗り切りました。志望校合格のためにすべきことはあ
る程度決まっています。どこから手をつけても同じなので、好きな所から始めてこなし
ていけば、自分のやり方で東大に合格できます。常識的な考えにとらわれすぎると、
かえって効率や効果が落ちたりすることもあると思います。
中村：音読とリスニングに毎日取り組んでください。念仏読みするのではなく、授業
内容を思い出しながら、理解を深めるように音読しましょう。
奥永：グノは部活や行事で忙しい人の救世主です。僕は毎日多忙だったので、本格
的に受験勉強をしたのは、夏休みの間と高 3 の 11 月以降でした。それでも東大に合
格できたのは、グノに通い続けることで十分な基礎体力をつけられたからです。忙し
い人こそ、グノを最大限に利用してください。
佐藤：受験勉強を楽しんでください。グノは「勉強を楽しもう！」というスタンスです。
最高の環境を存分に活かしながら、「楽しもう！」という気持ちを持ち続けることが大
切です。グノに通ってその楽しさをぜひ実感してほしいです。
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