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「数学でこんな授業は初めてだ！」と思いました。
グノに来て、英語でも革命的な指導に出会ったのですが、数学でも革命が起こりました。
目の前の問題にただ対処していく姿勢から、俯瞰的に戦略を考えられる姿勢に変わりました。
 安彦 賢さん（文Ⅲ・麻布）

入塾のきっかけ

小田：高１のとき英語で入塾しました。きっかけとして一番大きかったのは、英語を英語のまま読む
というグノの方針が学校の方針と一致していたことです。宿題の量が適量なのも魅力でした。他塾の
ように宿題が多いとこなせないと思ったんです。
柴田：高１になる前、「高校生になるから英語をきちんと勉強しよう」と思って塾を探しました。この
とき、グノの説明会に参加した母が「他の塾に比べて熱量が大きい塾だった」と言っていて、グノが
候補に上がりました。
　私はもともと英語が得意でした。だから、「レベルの高い塾に入りたい」と思っていました。それで、
グノに通っている友人に教材を見せてもらいました。適度に難しくて面白そうだったので、英語のレ
ベルアップを期待してグノへの入塾を決めました。
中川：私は高１のフレッシャーズ講座＊で入りました。「英語がいい塾」というグノの評判を聞いてい
たことと、知り合いがたくさん通っていたことが入塾の決め手でした。
　中１から中３までは別の塾に通っていましたが、高校受験が終わってから、その塾とグノを比べて
みました。小田さんが言っていたのと同じように、私も宿題が多くないグノに魅力を感じたのです。
１回の授業で、演習して、添削してもらって、解説を受ける、というグノの完結した授業スタイルが
良かったです。
＊新高１生対象の春期講習。

村山：私も高１のフレッシャーズ講座で英語を受講して、そのまま入塾しました。それまでは英会話
教室に通っていましたが、高校生になるにあたって受験を意識するようになり、本格的に受験対策の
できる英語の塾を探しました。

安彦 賢さん（文Ⅲ・麻布）

小田 麻優子さん（文Ⅰ・鷗友学園女子）
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東京大学 文系 Part ❷　私は自分なりのこだわりを大切にしました。英語を売りにしていて、芯の通ったところのある塾が
いいと思いました。親に勧められてグノの講習に通い、「ここなら」と思えたので、講習後もグノに通
うことにしました。
安彦：僕がグノに入ったのは中２の冬です。中１の頃は別の塾に通っていましたが、麻布に入ったと
いうこともあって遊びもしたいのに、その塾は宿題が多すぎていやになってしまって辞めました。
　でも、結局遊び過ぎて成績が落ちてしまい、なかでも英語の成績がボロボロだったので、「英語がい
いらしい」という親の勧めに従って、グノに入塾しました。中３からは数学も受講しました。
堀：私は中３の夏期講習で初めてグノの授業を受講しました。きっかけは母の勧めです。他にももう
１つ塾を勧められましたが、「とりあえずグノを受けてから、他の塾も考えよう」と思って、グノの夏
期講習を受けました。そうしたらとても楽しかったので、そのまま入塾しました。

グノーブルの評判

村山：高１でグノに通い始めた頃は、吉祥女子でグノに通っている人はそんなにいませんでした。「グ
ノに通うのは最上位の進学校の人だ」というイメージが周りにも私にもあって、私自身もグノへの入
塾を迷いました。ただ、講習がとても良かったので、「気に入った塾に通った方が絶対にいい」と思っ
て迷いを振り切りました。
　その後、高２の文化祭が終わった頃から、英語を中心にグノへ通う人たちが増えました。学校から
も「受験がもうすぐだ」と言われ始めて、今まで塾に関心のなかった人たちが、評判のいいグノに注
目したのだと思います。
安彦：麻布でも、中学時代にグノへ通っていたのは数名で、当時は話題にもなりませんでした。高校
になると、麻布の中にグノ生が増えていって、最終的には 20 名くらいまでになりました。
　高１だと皆「受験はまだ先だ」と楽観視していますが、高２になると志望校を考えて受験を意識し
始めるので、遊んでばかりいる麻布生でも塾探しを始めます。英語に関してグノは人気がありました。
堀：桜蔭も状況は似たような感じでした。中３のときまでグノの評判を聞かず、高１のときに古文で
通う人たちがグノの話をしているくらいでした。高２になると、英語で通う人がどんどん増えていき
ました。大きな部活に所属している人がグノに通い出して、その部活の人たちがどんどんグノのこと
を気にし始めたんです。こうしてグノの評判が広まったと思います。
中川：私自身は、グノの評判は女子学院の知り合いから聞いていましたが、日比谷の中では高１の頃
にはグノのことを知っている人はほとんどいなかったと思います。でも、高３になると通う人が増え
ていった感じです。10 人前後はいたかもしれません。
柴田：光塩女子では、トップ層の何人かがグノに通っていただけでした。東工大に合格した先輩が

「数学が得意でなかったけれど、グノに通ったら数学が得意になった」と言っているのを、私も中３の
頃に耳にしたことがありました。「英語がいい」という噂もありましたが、そもそも皆グノのことをあ
まり知らず、「グノというところがあるらしいよ」という感じでたまに話題に上る程度でした。
小田：鷗友では、周りにグノ生がたくさんいましたね。グノの方針と学校の方針が合っていたことも
あって、英語についての評判が高かったです。「グノは、合う人にはすごく合う」と言われていました。

グノーブルの英語

小田：私は、小３までの５年間シンガポールにいましたから、英語自体はもともと得意でした。帰国
後も、中学までは帰国子女用のスクールに通っていましたが、高校からはそのクラスがなくなりまし
た。
　そんな私にとって、「英語を英語のまま読む」というグノの方針は魅力的でしたし、教材として使用
されている英文も洗練されていて、とてもいいと思っていました。
　ただ、高３の夏休みに、要約の成績がガタッと下がった時期がありました。英文の内容を日本語で
まとめるのが東大型の要約ですが、その頃、答案をまとめるために日本語を意識し過ぎていたのだと
思います。先生にもよく言われていましたが、英語の文構成は日本語とはかなり組み立てが異なりま
す。改めて「英語で解釈」ということを意識するようにしたら、主旨の把握や全体の組み立てが明快
になって成績もまた上がりました。
　お陰で東大入試でもTLP（トライリンガル・プログラム）＊に選ばれました。グノの方針は本当に正
しいのだと思います。

＊ 入学時に一定レベルの英語力を有すると認められた学生（上位一割程度）のうち希望者を対象に行われ、日本語と英語に加え、もう一つ

の外国語の運用能力を鍛える教育プログラム。（http://www.cgcs.c.u-tokyo.ac.jp/tlp/）

柴田 菜々子さん（文Ⅱ・光塩女子学院）
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東京大学 文系 Part ❷柴田：英文を返り読みしないで前から読む読み方は、知らないとできません。私は、グノで最初から
そういう読み方を教わって練習していたので、前から読むのが自然とできるようになっていました。
これが威力を発揮したのは、英文が難しくなったときです。どんな英文でも速く読めるのです。
　あるとき、「どうしてそんなに速く読めるの？」と友人に聞かれたので、私は逆に彼女の読み方を教
えてもらいました。彼女は、英文をスラッシュで区切って、SV などと書き込みながら読んでいたの
です。
安彦：中２の夏頃まで英語が本当にできなくて、簡単な文章ですら解釈ができませんでした。その頃
は、並んでいる英単語をどの順番で読めばいいか全然分からなかったんです。
　でも、グノに通い始めて、英単語の順番を入れ替える必要なんてなくて、ただ順番に読めばいいの
だと教わりました。きれいな日本語に直していかなくても前から読めば意味はとれます。そのやり方
で音読を続けていたら、読むスピードもどんどんアップしました。
村山：グノの授業ではたくさんの英文を読んで演習します。内容が新鮮なうちに解説を受けられるの
で、私たちの理解が早いし、先生も私たちのことをよく知っていてくださるので解説に無駄がありま
せん。結果として、１回の授業でものすごい量の英文を効率よく扱います。
　同じ量の英文を自分一人で読んで理解しようとするととても大変です。それは過去問演習をしてい
て気がつきました。過去問を自分で読んで、分からないところは解説や全訳を読んで理解する、とい
う作業はとても時間がかかるし、あまり楽しくありません。
　こうした負担を軽減できるという意味でも、楽しく受けられるという意味でも、グノの授業はすご
いと思いました。
安彦：語源やその語のイメージを意識した単語の覚え方にも魅力を感じます。グノでは、「単語帳を使
わなくていい」と先生に言われます。日本語との対応に縛られ過ぎるからむしろ使わない方がいいと
さえ言われます。僕も実際使っていませんでした。その代わり、高校の頃から語源ノートを自分で作
り始めて、それを入試まで使い続けました。
　語源ノートのメリットは、覚えやすいことに加えて、楽しいことにあります。単語は語源の組み合
わせなので、それを知ることで興味が湧いてきて、「英語は面白い」と実感できるのです。中心の語源
から語彙がどんどん増えていって、「こんな単語があったんだ」という感動を何度も味わいました。多
義的な単語の場合も、その語源から意味が派生していて、それをたどっていくのも興味がつきません。
　グノのお陰で英語への向き合い方が変わり、楽しく勉強しながら本当に得意になっていきました。
中川：語源から単語を覚えるのは斬新でした。私も単語帳を使いませんでした。単語の語源を理解す
れば、無理して覚えなくても、いくつもの単語がすっと自分の中に入ってきます。
　接頭辞や語根を自然に意識できるようになったので、単語一つひとつに、なんだか個性的な顔があ
るように見えて、似た顔の単語から意味を推測することもできるようになりました。
　英検の勉強をするときも、対策用の単語集で難しい単語を覚えていく作業はやる気がしなくて、そ
のままで本番に臨みましたが、グノでやってきた勉強でちゃんと対応できました。
堀：確かに市販の単語帳を使わないメリットは大きかったです。勉強嫌いにならなくてすみますし、
その時間を他のことに回せます。英語だけでなく古文でも、グノの人たちは単語帳を使っていません。
　学校の友人たちは単語帳を必死に暗記していました。彼女たちは「グノの人は誰一人単語帳を持っ
ていなくて怖い」と言っていました。
　単語帳を使わないことに対して、私は楽観的なので不安を感じませんでした。「グノの先生が大丈夫
と言うから大丈夫」と思っていました。
村山：もともと暗記は嫌いではありませんでしたが、英単語は別でした。学校の単語テストでは、英
単語と一番上の意味をひたすら覚えて乗り切っていました。そんな単純作業にうんざりしていたので、
グノの単語の覚え方のお陰で気持ちが楽になりました。
　語源を知らないとスペルと発音と日本語の意味をそれぞれ全部覚えなければなりません。１つの単
語に５個以上も意味があると、膨大な量の暗記が必要です。でも、語源とかイメージを意識すれば、

「英語の考え方だとこうなるから、１つの単語からいくつもの意味が派生するんだな」と理解できて、
無理に覚えようとしなくても自然と意味を把握できます。

英語力の伸びと音読

小田：帰国生として英語に慣れているとはいえ、内容が深くて複雑なことが書かれている英文まで始
めから分かるわけではありません。英語の力が伸びたのは、授業の解説を聞いて理解できている英文
の音読に毎日取り組んでいたからだと思います。
　１日の量は決めていて、朝起きてすぐに音読しました。勉強の合間の時間も利用しました。難しい

中川 唯さん（文Ⅱ・日比谷）
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東京大学 文系 Part ❷英文でも何度も音読していると、読みながら「きちんと理解できているな」と思えるようになります。
その積み重ねが実力として積み上がったのだと思います。
柴田：私は、グノ入塾直後すぐに英語を読めるようになりました。学校で GTEC というテストを毎年
受けますが、そのスコアが高１から高２までにめちゃくちゃ伸びました。模試や学校の試験でも、面
白いように英語が分かるようになりました。
　私が取り組んでいたのも音読だけです。音読さえしていれば、長文は速く読めるようになるし、リ
スニングもできるようになります。特別にリスニング対策をしたわけでもありませんでした。音読を
していると英語力が全般的に伸びると思います。
　音読を続けていると、英文が頭にすっと入ってきて、「この英文は自分になじんできたな」と思える
瞬間が訪れます。それがうれしくて、音読は大好きでした。
　他の勉強をするときも、いきなりカリカリ問題を解く前に、音読で気合いを入れていました。音読
をやると勉強スイッチが入る感じでした。
堀：高１のときには、学校の英語のテスト対策として、知識的なことは暗記して、大事そうな英文を
覚えるために、ノートに英文と和訳を対応させて書いていましたが、音読はしていませんでした。高
２になってから、「そうだ。学校の教科書もやっぱり音読しよう」と思って音読を始めたら、書く勉強
よりも全然時間が短くなったのに英語の成績がかなり上がって、「音読はすごい」と感動しました。
　書く勉強だと、がんばって意識を集中して覚えても忘れやすいし、頭の中にあまり染み込まない感
じです。一方、音読は、口で言ったことを耳も頭も勝手に覚えてくれる感じです。潜在意識にまで働
きかける勉強法なのかもしれません、私の個人的な感想ですけど（笑）。
安彦：僕の場合は、特に英語が伸びたと実感したのは高２の秋以降でした。
　高２の夏に、シンガポールで開催されるサミットみたいなイベントに参加しました。そこでは各国
から集まった人たちと議論するのですが、僕は思うように英語を喋れず、聞き取りにも苦労しました。

「グノに通っているのに英語がヤバイ！」と危機感を抱いて、帰国後から本気を出して音読に力を入れ
るようになりました。集中的に１日３､ ４時間音読することもあって、とにかく英文を覚えてしまう
くらいまで読み込みました。そうしたら、自然と英語ができるようになって、新たな自分に生まれ変
わったような感じになりました。
中川：１番伸びたのは高３の夏休みと直前期でした。学校の授業がないときには、自分で勉強する時
間が多く取れます。GSL ＊を使って本格的に音読していましたが、朝に読んだ英文が、寝る前に頭の
中で再生される経験もよくしていました（笑）。
　直前期には、英語の勉強としては、ほとんど音読しかしていません。グノレットや合格体験記にも

「音読がいい」と書いてあるので、「グノを信じよう」と腹をくくりました。そうしたら、結果もつい
てきました。音読は読解だけじゃなくて、リスニングや英作にも効果があります。後輩の人たちも音
読を信じて大丈夫です。
＊ Gnoble Sound Laboratory：中１から高３までの６学年すべてにオリジナルの英語音声教材を用意しています。

村山：私も高３の夏に伸びました。高１からグノに通って音読をしてはいましたが、飛躍的に伸びた
感じはありませんでした。高３の授業では、扱う英文が難しくなって、きちんと音読しているはずな
のに英文が読めなくて困りました。このとき、自分のどこがいけないのかを振り返って、音読のやり
方に問題があることに気づきました。
　私は、スラスラ読めることだけを目的に音読していましたが、英文の構成や内容への意識がほとん
どありませんでした。その後、黙読で英文の細部や全体像を確認してから音読するようにしました。
このやり方には効果が実感できました。模試の成績も上がりました。
　音読するときは、どうしても口に出さなければならないので、そちらに意識が向いてしまいます。
だからこそ、音読の前に黙読して、理解を深めておくのが有効だと思います。理解があいまいなまま
音読をしても、ただ上手に声に出しているだけの自己満足に陥ります。

英語が面白いと感じたとき

小田：グノでは、スティーブ・ジョブズの有名なスピーチも扱われましたし、サイエンス系の面白い
研究紹介の記事、現代美術に関するエッセイや、短編小説など、良質な文章が教材になっているので、
知的好奇心をくすぐられました。これほど楽しめる英文に出会えるだけでも通う価値があると思いま
す。
村山：確かに英文の内容が多岐にわたっていました。私は文系で理系に興味は全くありませんでした
が、英文を通して科学や医学方面の話題にも触れられたので、興味の幅が広がりました。英語を教
わっているのに、英語以外にもたくさんの知識を教えていただきました。

堀 雅さん（文Ⅲ・桜蔭）
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東京大学 文系 Part ❷中川：その週の出来事が教材になっているときは特に興味深かったです。日本語でもあまり知らない
ことを英語で読むので、「難しい」と思うこともありました。でも、先生が詳しく解説してくださるの
で、時事的な話題についても理解が深まりました。受験勉強の向こう側に目が向いていくのは、それ
だけでも解放感があって良かったです。
柴田：普通の英語の授業では、表面的なことしか解説されません。書かれていることについて教えて
もらえても、辞書を引けば私たちにも分かることなので別に目は覚めません。
　グノの先生の解説にはこっちの目が覚めるような驚きがあります。自分たちでは気づけないことへ
の鋭い指摘があったり、背景的な教養がなければ見えてこないことを話していただけたりします。少
しずつ自分の知的レベルが上がっていく気持ちで耳を傾けていました。
安彦：確かにグノの教材は、社会系の分野から科学系の分野まで幅広くて面白かったです。ただ、ど
んなに面白い教材があっても、先生が解説するだけの一方的な授業だと楽しくならないと思います。
その点、グノは先生と生徒との距離が近くて、授業はいつも楽しい雰囲気でした。質問しやすかった
り、授業中当てられたりするので、こっちもコミットする気になれます。そういう双方向のやり取り
があると、授業が予定調和的にはならず、意外な展開を見せることもあります。そこにグノの授業の
面白さがあると思います。
堀：高３になってから２、３回、他塾で英語の授業を受ける機会がありました。そっちの授業では「ど
うしてこの授業を受けているんだろう？」とつまらなくなってしまいました。さらに、「この先生は好
きになれない」と思うと、つまらなさがさらにひどくなります。
　グノの先生は全員尊敬できる先生ばかりでした。グノの先生方はどの先生も楽しそうに授業します。
多分、先生方は皆、グノの環境で教えるのがお好きなんだろうと思います。「ここで教えることは楽し
い」と思っている先生に教わっているから、私たちも授業を楽しめるのだと思います。

グノーブルの数学

堀：纓
お

田
だ

先生は本当に優しくて、いつも楽しい授業でした。中３の冬期講習で初めて出会ってから高
１まで、纓田先生の授業が大好きでした。
　長澤先生の授業は高２の春期講習からでしたが、実は、長澤先生の良さが分かるのには少し時間が
かかりました。初対面のときにはちょっと恐い先生だと感じて、「グノの数学を続けるのは無理かも」
と思ってしまいました。それでも、「グノの先生なんだから待ってみよう」と思って即断することは避
けました。
　通常授業になると、板書のすごさに感動させられましたし、印象も恐い先生から、優しい先生に変
わり、最後まで信頼してついていこうと思えるようになりました。
　先生方からすると楽しい授業を提供する中学生と、自主的な姿勢を促す受験生とで、接し方を変え
ていたのかもしれません。今振り返れば、成長には厳しさも必要だったと分かります。
安彦：僕は中学３年から受講しました。中３と高１のときに教えてくださった纓田先生は、やはりと
ても優しくて、楽しく勉強させていただきました。
　高２から長澤先生になって、数学の授業の雰囲気が大きく変わりました。最初は、僕も「新タイプ
のグノの先生現る」と思いました。すぐには近寄れない感じがあったからです。でも、しばらくする
と、長澤先生も本当に生徒思いだということと、すごい先生だということが分かってきました。
　最初の数か月、先生は日本語でどんどん板書していきます。それを僕たちはノートに書き写してい
きます。週を追うごとに、ノートがどんどん充実していきました。
　数学においては論理化ということが大切です。数学が超得意な人は言語を使わなくても数学の世界
を概念化できて、客観的な思考ができるのかもしれません。でも、それができない人にとって言語化
することはものすごいメリットがあります。単元と単元がつながって、全体が有機的に結びつきます。
言葉で数学を捉えていくことで、やみくもに問題に取り組む徒労から脱却できます。
　「数学でこんな授業は初めてだ！」と思いました。グノに来て、英語でも革命的な指導に出会ったの
ですが、数学でも革命が起こりました。
　それまで数学の勉強といえば、演習と答え合わせをして、できなかった問題を教えてもらって、解
き方を覚えるだけでした。
　長澤先生の授業では、もっと根本的なことを学べました。数学の全体像がつかめ、論理を駆使する
面白さを実感できるようになりました。目の前の問題にただ対処していく姿勢から、俯瞰的に戦略を
考えられる姿勢に変わりました。
村山：私は越川先生に教わっていましたが、やはり、問題に対する姿勢はグノに来て随分変わりまし
た。

村山 莉咲さん（文Ⅲ・吉祥女子）
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東京大学 文系 Part ❷　それまでは、ただ問題集を解いていて、新しい問題に出会うと、それまでに見たことのある類似問
題を頭の中で探して、そのときの解き方で解こうとしていただけでした。
　グノの授業では、類似問題と同じように解くのではなく、きちんと考えて解くということを学べま
した。
　そのときの武器はやはり言語化でした。以前は、数学というと、文字や不思議な決まり事が多くて
嫌いでした。でも、それらを日本語にして、自分にとって分かりやすいように理解できれば、見たこ
とのない問題でも、解き方の方針を自分で判断して解けるようになりました。
　最後まで、他の科目に比べれば、数学は得意科目とは言えませんでしたが、グノに来てから、数学
においても大きく成長できたと思います。
　それには、セルフチェックシートもとても役立ちました。最初の頃はどの問題も×ばかりで、「自分
の残念な思考回路を書いて提出したところで何か意味があるかな？」と思っていました。でも、自分
の成長の軌跡を記録して先生に見ていただくことは、思った以上に効果がありました。間違いだと
思っていたことも、正解にたどり着くための考えとしては正しかったとか、最後の１つを思いつかな
かっただけだったとか。これが意外と励みになりました。
堀：セルフチェックシートのお陰だとまず実感できたのは、「解けないときには、自分がやっているこ
とがよく分かっていない」ということでした。とりあえず手を動かしているだけだったんです。
　次に分かったのは、「だいたい同じところでつまずいている」ということでした。全然学習できてい
ないということに気づかされました。
安彦：セルフチェックシートがなかったら、ただ問題を解くだけになっていたでしょうね。間違った
問題があっても、答えを見て「簡単じゃん！何でできなかったんだろう？」と軽く考えて、それ以上
の成長はなかったと思います。
　セルフチェックシートには、自分の思考の過程を言語化して書いていきます。書くことによって初
めて、課題が明確になり、成長の軌跡というより、いかに成長していないかがはっきりします。
　最初の頃は全然書けなかったセルフチェックシートですが、４、５か月後には、びっちり書いて欄
が足りなくなるくらいでした。
　あと、長澤先生に勧められて始めたことですが、高３になる前に自分で作った解法ノートは役立ち
ました。前期の板書ノートを参考にしながら、自分の武器一覧を言語化してノートにまとめていくん
です。この作業を通して、まず、自分の武器である解法が体に染み込んでいきます。その武器を軸に
問題演習をしていくと、解法を完全に使えるようになります。
堀：私は、抽象化や言語化が本当に苦手でどうしようもなかったので、長澤先生に相談に行きました。
そうしたら、「具体例でもいいからまとめなさい」とアドバイスされたので、「円を見たら中心を描く」
とか、「円を見たら接点」などの具体例をまとめていました。

グノーブルの国語

柴田：高１で古文、夏期講習で漢文を受講しました。高２、高３では演習しかしなくていいくらいに
高１でものすごく伸びました。特に漢文は４日間だけでしたが、講習前までは何だかよく分からな
かった科目なのに、講習後は「漢文が読める」という状態になりました。実際、センター試験の漢文
を読んでもほぼ満点を取れるレベルになりました。
　担当の吉田先生がとても良かったです。お話がスーッと体に入ってくるし、プリントも先生の手作
りでした。市販の漢文の参考書には、実際の入試で出ない情報も載っています。吉田先生の授業には
一切の無駄がなく、頻出の漢字をたくさん教えていただきました。基本の句形をまとめたプリントが
配布されて、それを何度も復習するだけで力がつきました。
中川：高１の夏に漢文、高２で古文、高３は小タームごとに東大国語を受講しました。
　古文と漢文の授業では、単語を語源から教えてくださるだけでなく、関連したお話も交えてくださ
いました。先生のことが好きで、授業に行くのが楽しくて、ただ楽しんでいたら古文が読めるように
なっていました。
　現代文の授業では、春期講習で解き方を一通り教えていただいて、その後は実践的に過去問を解い
ていきました。英語と同じで、関連する話題も取り上げられたので、文章からもいろいろ学べました。
堀：私も高１で古文を受講しました。皆さんの言っている通り、本当に楽しい授業で、楽しく通って
いるうちに、古文が得意になりました。
　高２では、学校で『源氏物語』を読みましたが、「難しい」と言われている割に理解できて、グノ効
果を実感しました。それに余裕も生まれました。古文に関しては、学校の授業を聞き逃しても理解で
きなくなることがなくなり、定期テスト前も焦らなくて済みました。

小田 麻優子さん（文Ⅰ・鷗友学園女子）

安彦 賢さん（文Ⅲ・麻布）
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東京大学 文系 Part ❷　また高２、高３では、学校で古文の単語テストが実施されました。そのとき、グノの古文を受けて
いた人たちは、英単語と同じで語源やイメージを大切にした覚え方をしていたので、単語帳を改めて
勉強しなくてもテストをクリアしていました。
安彦：僕は、高２の冬に、古文の対策をしていない人向けの講座を受講しました。それまで古文や漢
文の対策を全くしていませんでしたが、吉田先生のお陰で短期で大きく成長できました。高３では東
大国語も受講しました。
　グノの授業はすべてアットホームですが、その中でも国語は特にアットホームでした。教室も小さ
かったので、先生との距離が近くて授業の雰囲気も温かいものでした。
村山：私も、古文の授業をとったのは高２でした。高３では、東大国語の現代文を受講しました。
　高２の最初の頃は、古文は「とりあえず解けるようにしなければならない」という対象でした。で
も、授業を受けたら面白くて、「古文は、理解できるとこんなに面白いんだ！」と感動しました。もち
ろん難しい文章は難しいです。それでも楽しく学び続けることができて、難しい文章にも慣れていき
ました。「こんなにややこしい問題でも解けるんだ」という手応えがうれしかったです。

グノーブルの先生

小田：先生方の深い教養には魅了されっぱなしでした。毎週グノから帰ると誰かに話したくて仕方な
くて、「先生が今日はこういう話をしてくれた」と母にそっくり話していました。そのたびに「いい塾
に入って良かったね」と母も喜んでくれました。
柴田：グノの先生方は、受験勉強の手伝いも全力でやってくださりますが、いつも大学受験を超えた
ところも意識されていたのが印象的でした。英文の題材はいつも受験の枠を超えていましたし、学び
の本質的なところも教えていただけました。
　先生がいつも自分を見てくださっていると思えたことも本当にうれしかったです。授業後に何気な
くお喋りをしていても、先生が以前の自分の答案のことや、現状についてもよく把握されているのが
分かってすごく安心感がありました。
　私たちの学校でグノに通っている人たちは皆グノが大好きで、学校でもよくグノの先生のことを話
題にしていました。「今週の○○先生の名言」みたいなので盛り上がるのは、やっぱり先生方が親しみ
やすいからだと思います。
安彦：先生との距離が近いのが魅力でした。先生方が生徒の顔と名前を１回で覚えてくださるその気
持ちへの感謝が根本にありました。「一人の生徒として大切にしてもらっている」と実感できます。特
に英語は、毎日２コマの授業が週５日あって生徒の数が多いのに「よく一人ひとりをしっかり覚えて
いられるな」と。そこは驚異です。
堀：講習や振替で２､ ３回しか教わったことのない先生でも、数年後まで私の顔を覚えてくださって
います。その先生が私に気づいて、受験前に励ましてくださったことが印象的でした。グノの先生方
は人として信用できる方々ばかりで、とても好きでした。
村山：質問対応では、先生方に本当にお世話になりました。私はあがり症なので、質問の際にどもる
ことがあります。そんな私の質問に対しても、先生は嫌な顔をせずに、がんばって聞いてくださいま
した。私自身が質問の方向性を見失っても、先生は最後まで丁寧につきあってくださるので、理解を
あやふやなままにしないで済みました。
中川：先生ご自身がものすごく楽しく授業してくださっているので、授業の雰囲気がとても良くなっ
ているんです。合格祝賀会でも、ある先生が「グノで授業をするのはとても楽しい」とおっしゃって
いました。
村山：先生方は、ご自身が楽しんでいるからこそ、熱意も半端ではないのだと思います。グノの授業
では、先生方の「これをすごく伝えたい」という思いがひしひしと伝わってきます。そういう授業だ
と、私たちも「本気で授業を聞こう」という気持ちになります。

グノーブルの環境

小田：私はルーズで講習の申し込みがいつもギリギリでしたが、受付の方は快く対応してくださいま
した。グノの受付の方はいつもとても感じが良くて、そういうのも気持ち良く通えた理由だと思いま
す。
柴田：受付の電話はワンコールで出るので、「すごい塾だね」と母が感心していました。授業に向かう
とき、受付の方が「行ってらっしゃい」と言ってくださるのも好印象でした。グノ全体に細やかな気
遣いが行き届いていました。警備員さんはにこやかに「こんにちは」と挨拶してくださいますし、教

柴田 菜々子さん（文Ⅱ・光塩女子学院）

中川 唯さん（文Ⅱ・日比谷）
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東京大学 文系 Part ❷室もゴミが落ちているのを見たことがありませんでした。壁も黒板もいつもぴっかぴかです。
安彦：僕の場合、学校の行事や個人的な都合に合わせて授業を受けられる柔軟性がありがたかったで
す。他塾では振替ができないらしいので、きっと振替に対応する仕組みは大変なんだと思います。
中川：私も振替が良かったと思います。他の塾ではここまで柔軟なところは友達からも聞いたことが
ありません。お陰で、学校行事などがあってどうしても本来の曜日に出られないときも、グノの授業
には１回も休まずに出席できました。
堀：季節講習の講座設定もいくつもあったので、日程をずらして授業を入れられました。授業を数日
間に詰め込むこともできれば、バラバラに振り分けることもできて、とても便利でした。
村山：他の予備校だと、現代文は現代文で講座をとって、古漢は古漢で別にとるので、効率が悪いと
思います。
　グノの授業は、教科ごとに効率よく設定されていました。たとえば、高３の国語は、現代文と古文
と漢文をまとめて週１回で受けられます。英語も読解と作文が１日で済みます。

後輩へのアドバイス

小田：グノのやり方を信じて勉強してほしいと思います。私は、低迷状態が続いてしまったときにも、
普段から先生に言われていたことができていなくて、なかなか抜け出せないでいたことがありました。
自信を持つことは大切ですが、グノの先生のおっしゃることを信じる素直さも大切だと思います。
堀：グノの先生のおっしゃることをやらないでいると、勉強のやり方に発展性が生まれないと思いま
す。先生のアドバイスには、「そんなのできないよ」と思ってもまずは従ってみることです。想像もで
きなかった効果が分かったり、これまでのやり方に工夫が加わって勉強の仕方がうまくなったり、苦
手なことが克服できるようになります。
柴田：グノの先生と教材は最高です。グノの先生は誠実な方ばかりなので、先生がおっしゃることを
信じてついていけば、結果はついてきます。そのときに、ただ「ハイハイ」とついていくのではなく
て、先生の言葉の意図や理由を考えていく姿勢は大切だと思います。
中川：私の場合、受験期は精神的にきつい思いをしました。学校もなくて家で一人きりで勉強するの
はかなり大変でした。試験本番も自分一人の戦いですが、グノで培った実力と自分を信じて健闘して
ほしいと思います。
安彦：僕自身は、夏以降失速して勉強できない時期が続いてしまいました。夏までは１日に十数時間
勉強していたのに、悪循環にはまってしまいました。そうはならないように、長期的に１年間を捉え
て、勉強のリズムを崩さずに勉強を継続していくのがいいと思います。
　ただ、勉強のリズムが崩れた僕に関して言うと、グノの授業は休まずに通い、授業は楽しもうとし
ていたので、そこで何とか態勢を保てたということは言えます。
村山：グノは教材や授業が充実していて、復習する量が多いです。だから、他の友達が使っている問
題集に安易に手を出すと消化不良を起こします。余計なものに手を出さず、グノの教材を自分のもの
にしていくことが大切です。
　それから、センター試験後に受けた私大に合格した場合、安心感で国立へのモチベーションが下
がってしまうこともあるかもしれません。余計なことは考えないで、グノの英文を音読するなど、こ
れまでの勉強の習慣をそのまま続けたり、その時にやるべきことを集中して淡々とこなすのがいいと
思います。

堀 雅さん（文Ⅲ・桜蔭）

村山 莉咲さん（文Ⅲ・吉祥女子）
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