２０１９年度大学入試

合格者の軌跡

井筒 莉寛

Rio Idutsu

Ｑ： 大阪市立大学への合格、おめでとうご
ざいます！

大阪市立大学
文学部

Ａ： ありがとうございます。

Ｑ： センター試験は…80…？

Ｑ： 合格発表はどこで見たの？

Ａ： 86％ぐらいでした。

Ａ： 家で見ました。

Ｑ： すごいね。日本史で満点とったのは、
ACで井筒君の一人だけでした。

Ｑ： ご家族は？

星林高校普通科
生徒会

Ａ： みんな仕事とかで家にいなかったの
で、一人で見て(笑)LINEしたらすぐにお
めでとうって返してくれました。
Ｑ： 市大は発表が遅かったよね。
Ａ： そうなんですよ〜。周りが受かったと
か落ちたとか言ってる中待つのは長
かったです。

高３ ・ ４月

岡哲司（ＡＣターミナル校教室長）

うにはできなくて。どうかな〜と思っ
てました。

Ｑ： 二次試験終わったときの手応えはどん
な感じだった？
Ａ： 二次試験は…正直微妙でしたね。セン
ター試験が良かったので大丈夫かなと
は 思 っ て た ん で す け ど 。最 後 が 英 語
だったんですけど、英語が思ってたよ

Ａ： あ、そうですか(笑)よかったです。日本
史は何問か勘で解いた問題もあったの
で、満点はラッキーでした。
Ｑ： ではちょっと記憶をさかのぼっても
らって…もともと市大を第一志望にし
たのはなんでだったの？
Ａ： う〜ん…まぁ自宅から通いたいってい
うことと、阪大に行くとしたら人間科
学部か文学部だったんですけど、人間
科学部だと、心理系か社会系って、受け
る前から決めないといけないんですよ
ね。僕は歴史もちょっとやりたいなっ
て気持ちがあったので、市大だと入っ
てから専攻を決められて、少し猶予の
時間があるので。

Ｑ： 公務員も考えてたよね？

向陽とかって選択肢はなかったの？

Ａ： そうですね。まぁでも公務員は職業の
一つとして考えてる、って感じです。大
学で勉強していく中で興味のある職業
が見つかればそちらへ行くつもりで
す。特に無ければ公務員を目指そうか
なと思ってます。

Ａ： 全くなかったですね。中学のときは部
活でバレーボールをやってて、もう本
当にバレー中心の生活で、あんまり勉
強してなかったんです。最後にちょっ
と受験勉強したぐらいで。先生からも
星林だね、って言われてました。

Ｑ： もともと文学部系に興味があったの？

Ｑ： 内申点も入試の点数も、星林を受ける
のが妥当な感じだったんだ。

Ａ： はい。もともと、経済学部とか商学部に
は興味がなくて。全然理系ではないし、
じゃぁ何やろな〜と思っていて。まず
は家から通える範囲で、ということで
大学を探してる最中に、色んな学部で
勉強する内容も知っていって、心理系
とか社会系が面白いなと興味を持った
感じです。

Ｑ： なるほど。大学を出た後のビジョンは
ある？
Ａ： 今のところあんまりないですね。まず
は大学で興味があることを勉強したい
と思ってます。でも、社会系の勉強っ
て、実学じゃないとか、社会に出たとき
に役に立たないとか言われるじゃない
ですか。僕はその勉強が好きなので、そ
う言われるのがくやしいなと(笑)でき
れば、今はそんなこと言われてる学問
でも、役に立つような仕事に就けたら
いいなとは思ってます。
Ｑ： 星林高校ではずっと上位だったよね？
Ａ： そう…ですね。割とずっと上位にいま
した。
Ｑ： 大阪大学とか神戸大学とかも考えてた
ときもあったもんね。
Ａ： そうですね。あれは学校の先生に上を
目指せって発破かけられたところも大
きいんですけど。
Ｑ： もともと高校受験のときは、桐蔭とか

Ａ： そうです。

Ａ： そうです。

Ｑ： じゃぁ入学後の成績も、もともと上位
だったという訳ではないんだよね？

Ｑ： 定期テストは？

Ａ： そうです、そうです。

Ａ： あ、定期テストだけは頑張ろうと思っ
て、テスト勉強は頑張ってました。

Ｑ： そこから何がきっかけでトップに上っ
ていくの？

Ｑ： 日ごろの予習復習を、周りの人よりも
めっちゃやってた、とかは？

Ａ： 多分…単純にバレーをやめたっていう
のが大きいかな。

Ａ： 高２の初めごろまでは、そんな感じで
は無かったですね。

Ｑ： や め た の は 、次 に ま た 大 学 受 験 が あ
るっていうことを意識して？

Ｑ： それでも定期テストの順位にはこだ
わってた？

Ａ： いやそういうのは無かったですね、全
然。とりあえずバレーはもうしんどい
なって(笑)中学時代が、練習もかなりし
んどいガチめのクラブだったので…。
高校ではちょっと自由になりたいな
と。多分一番読書してたのが中学のと
きなんですけど、だから高校では文科
系のクラブに入りたいなと思って。受
験とか勉強とかを意識して、っていう
ことではなかったです。

Ａ： う〜ん…まぁ上の方にいられるよう
に、とは思ってましたけど、何位以内と
かはあんまり考えてなかったです。

Ｑ： そういう、中学時代のクラブがキツく
て、高校では文科系のクラブに入るっ
てよくあるケースだけど、でもその余
力を勉強に回すっていう点でレアだな
と思うんだよね。
Ａ： あぁ〜…そうですかね。
Ｑ： 高１の頃から、中学でバレーやってた
時間を勉強にあてた、みたいな感じ？
Ａ： いや、高１の頃は結構だらだら過ごし
てました。文科系のクラブに入ったは
良いけど、割と暇で…あんまりするこ
とも無くて、だからと言って勉強を頑
張ってたとかでもなくて。割とだらだ
らしてました。
Ｑ： 生徒会だったよね。

Ｑ： どれぐらいからスイッチが入っていく
の？受験勉強については。
Ａ： ん〜…。生徒会の先輩で、賢い人がい
て。その人に憧れて、近づきたいなと
思って、２年の途中ぐらいから勉強頑
張ろうかなと思い始めました。
Ｑ： 中学時代に井筒君より成績が良かった
子たちは高校で桐蔭、向陽に進学した
わけだけど、そんな子たちも含めて、ご
ぼう抜きしてるんだよね。すごいよね。
Ａ： そう…ですね。まぁでも高１からずっ
と、定期テストだけは良い点とろうと
思ってた、っていうぐらいです。
Ｑ： 大学進学を意識し始めたのも、生徒会
で憧れた先輩のことがあって？
Ａ： そうですね。高２の生徒会の活動が落
ち着いたあたりですね。
Ｑ： 何から始めたの？
Ａ： 進学を意識し始めたのはそれぐらいで
すけど、具体的に受験勉強を始めたの

はACに来たぐらいですね。
Ｑ： いやでもうちに来てくれたときはもう
賢かったよ？(笑)
Ａ： そうですか？(笑)
Ｑ： 初めて来てくれたときに成績見せても
らって、スゴイ子が来たなと思ったも
ん！あの時点で桐蔭で上位に入る成績
だったもんな。
Ａ： いや〜…自分としては本当に定期テス
ト頑張ってたぐらいですけどね…。
Ｑ： 授業もちゃんと聞いてた？
Ａ： あ、授業もちゃんと聞いてました。毎
日。
Ｑ： はは〜、そういう積み重ねなんかな〜。

ください。サテラインは何を受けてく
れてたっけ。
Ａ： 土屋先生の日本史と、船口先生の現代
文、西谷先生の英語、漆原先生の古文、
の４つですね。西谷先生とか船口先生
の授業はすごく情熱的で、勉強のこと
だけじゃなくて人生のこととかを話し
てくれるので、含蓄があるなぁと思っ
て聞いてました。土屋先生は本当に日
本史が好きなんだなって感じで熱意が
すごくて(笑)早口なので処理していく
のが大変なんですけど、情報量も多く
て、すごい授業でした。
Ｑ： ４つ受けてくれてて、一番やってて良
かったなと思う授業は？
Ａ： え〜迷いますね！みんな同じぐらい良
かったです。

Ａ： そう…ですかね。
Ｑ： 話が生徒会に戻るけど、生徒会って最
終的に会長とかもやったの？
Ａ： 会長もやりました。

Ｑ： へ〜！生徒会長になろうと思ったの
は？
Ａ： 僕の場合は完全に成り行きです。同級
生が２人しかいなくて。まずは副会長
を決めるときにじゃんけんで決めたん
ですけど、そのときに負けて(笑)その流
れで、入ってる期間も長いし、副会長も
やったし、会長やってよ、みたいな感じ
で。
Ｑ： やってて良かったなと思うことはあ
る？
Ａ： 生徒会長というよりは、生徒会自体は
やってよかったなと思います。文化祭
の裏方とか、終わってみると楽しかっ
たなと思うし、あとはWordとかExcel
とかPowerPointとか、そういうソフト
を使えるようになったので、それも大
学で役に立つかなと思って。
Ｑ： なるほど！それは大きいね。では少し
話を変えて、ACの授業について教えて

Ａ： 古文単語も、高１からテストがあった
のでそこで。まぁ古文単語は覚えやす
いから、英単語ほど苦労しなかったで
すけど。
Ｑ： あ〜、やっぱりそういうところなんだ
ね。高１から積み重ねてるんだよね。
冬期講習では、ACライブの市大対策講
座も受けてくれてたよね。
Ａ： そうですね。自分が知らないところと
か、意識してないところを突いてくれ
てたのですごく力になりました。
Ｑ： 公民は？倫政だったっけ。
Ａ： 倫政は代ゼミの蔭山先生の参考書を、
倫理と政治経済と両方買って、それで
勉強してました。一回読んだんですけ
ど頭に入ってこなくて、参考書の内容
を、自分で分かりやすいようにノート
にまとめてました。ノートを作るには
理解しないと作れないから、その過程
で身についていったのかな、と。
Ｑ： そうか。井筒君がやってきた、１年から
コツコツ頑張るっていうのが一番難し
いんだよね。そのモチベーションって
どこにあったんやと思う？

Ｑ： おお！生徒会長って何するの？
Ａ： 離 任 式 と か 、集 会 で ち ょ っ と 前 出 て
しゃべったり。高２のときは卒業式で
送辞を読みました。

Ｑ： ほ〜！古文単語は？

Ｑ： 数学はどうやって勉強してたの？
Ａ： 数学は学校の担任の先生が数学の先生
だったので、その先生に見ていただい
たりして。
Ｑ： 具体的にはどんなことを？
Ａ： 学 校 の 問 題 集 で す 。キ ー ト レ ー ニ ン
グっていう問題集をずっとやってまし
た。
Ｑ： 英語で、西谷先生の授業以外にやって
たことはある？
Ａ： 英作文はハイパートレーニングという
問題集を。あと岡先生に薦めていただ
いた、英語長文問題精講をやってまし
た。
Ｑ： 単語とかは？
Ａ： 高１の頃から単語テストをコツコツま
じめにやってたので、高３になってか
らは単語帳を開いたことは無いです。

Ａ： う〜ん…やっぱり時間ができたってい
うのが大きいかな、と思います。バレー
やめて急に時間ができて…中学のとき
はずっとバレーしてたんで、遊びに行
く習慣とかも無いし。それで暇になっ
て、することないな〜って…
Ｑ： やることないから勉強しようかなっ
て？
Ａ： まぁ定期テストぐらいは良い点とろう
かな、と思ってたぐらいですけど。
Ｑ： 大学受験があるからとかよりも…
Ａ： そうですね、目の前のテストを全力で
やっておこう、って感じでした。
Ｑ： オープンキャンパスには行った？
Ａ： 高３で、市大に行きました。その１回だ
けです。
Ｑ： テンションは上がった？
Ａ： まぁそうですね。１〜２年の頃はまだ
市大は考えてなくて。高３になってか

ら市大を考え出して、見ておいた方が
いいかなと思って。お〜こんな感じな
んだって思いました。
Ｑ： 市大には通うの？

Ｑ： いえ、全然！(笑)どんな本読むの？
Ａ： 小説ですね。推理小説が多いです。東野
圭吾とか。

Ａ： はい。通います。通学時間は一時間半ぐ
らいですね。

Ａ： やっぱり英単語はすぐ覚えられる知識
じゃないので、英単語をしっかりやる
ことですかね。周りの友達を見てても、
３年になってから英単語を覚えようと
してる人が多くて。やっぱり高１から
積み重ねていくことが一番大切かなと
思います。頑張って欲しいです。

Ｑ： そうか。大学入ったらサークルとかは
やるつもりなの？
Ａ： 今のところはあんまり考えてないです
ね。勉強をちゃんとやりたいし、あとは
趣味にも時間を使いたいので。
Ｑ： 趣味とは？
Ａ： 読書です。
Ｑ： 読書！
Ａ： え、おかしいですか？(笑)

日 々 の 小 テ ス ト の 勉 強 を 、高 １ か ら
ずっとコツコツと真面目にやっていっ
たら、市大に受かるんだっていう。最後
に先輩として後輩へのアドバイスはあ
りますか？

Ｑ： 井筒君の市大への合格は、これから星
林高校へ進学する中学生にとってもす
ごく希望になるなぁと思っています。
本当は桐蔭とか向陽に行きたかったけ
ど、セカンドベストで星林を受ける子
た ち も い る 中 で 、で も 定 期 テ ス ト や

インタビューを終えて 〜カウンセリングスタッフより〜
星林高校から大阪市立大学合格、本当に

「定期テストだけは頑張ろうと思ってまし

「すごい」の一言です。インタビューで井

た」「英単語はコツコツ覚えました」とい

筒君と話をしていて感じたことは、「メタ

う、多くの高校生が、頭ではわかってい

認知能力」が非常に高いということでし

てもできなかったり、継続するのが難し

た。今、自分がやらなければいけないこ

かったりすることを、愚直にやり続けて

とを客観的に分析し、間違いない判断で

いたことがよく分かります。それが結果

遂行する、そして目の前にあることから

につながるのだ、ということを後輩のみ

逃げない。その３年間の「積み重ね」が

んなに示してくれました。

市大現役合格という快挙に繋がったのだ

大学でも自分の好きなことに正面から向

と思います。インタビューの中で、彼自

き合い、素晴らしい学びを得てほしいと

身は特別なことをした自覚はない様子で

心から思っています。これからも頑張っ

したが、
「小テストは真面目にやりました」

てください！合格おめでとう！

岡 哲司

ターミナル校教室長

