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M： 合格の瞬間の気持ちは？

Ｍ： 自信はどれぐらいあったの？

Ｋ： 「よっしゃー！」って感じでほんまに嬉
しかったですけど…でも実感は無かっ
たですね。まず今年からウェブで見れ
るようになったんですけど、サーバー
がパンクして(笑)４時間ぐらい待った
んですよ。最初はめちゃくちゃ緊張し
てパソコン開いたけど、全然つながら
んくて。だから一旦緊張が切れて、いつ
になったら見れるんやろう？みたいな
感じで。つながってからは、なんかもう
ただ番号探すだけ、みたいな感じでし
たね。

Ｋ： 周りの友達にもどれぐらい出来たかと
か聞いてたんですけど、それほど変わ
らないかなと思ってて。まぁ…大きく
ミスしてなければいけるかなと思って
ました。

Ｍ： 喜びの気持ちは、今までで生きてきた
中で一番嬉しかった？紀三井寺でヒッ
トを打ったよりも？(笑)

Ｋ： 勝負できるな…う〜ん…最後まで俺大
丈夫なんかな〜みたいな、そんなレベ
ルでした。でもまぁ…一回、12月ぐらい
に受けた過去問演習で、物理が６割ぐ
らいとれてて。そのときに、とれそうな
分野ばっかり詰めたら何とかなるかな
とは思いました。

Ｋ： いやヒット打ったのも嬉しかったです
けど (笑)やっぱり一番かなぁ。現役で
阪大受かったって、ちょっとかっこい
いじゃないですか。
Ｏ： かっこいいわ。しかもそこにまだ更に
硬式野球部でっていうのがつくから
ね。あんな忙しい部活やりながらって
いうのがあるからね。

Ｏ： 俺の中ではちょっと二次試験は心配は
あって。過去問演習（代ゼミの添削つき
過去問演習講座）の感じとか見てても。
影井君の中で、これは勝負できるなと
思えるようになったのはどのぐらいの
タイミングだった？

Ｏ： 英語とかは？
Ｋ： 阪大は、数学よりも英語と理科みたい
な感じで、でも英語は元々苦手だった
ので不安しかなかったです。最後の１

か月は、英語は毎日やってました。
Ｏ： さっきも話が出たけど、やっぱりすご
く忙しい部活だし、みんなよりも引退
も遅くて、そういうことへの不安って
感じてた？
Ｋ： そうですね。みんな僕らが部活してる
ときに勉強してるから。模試の順位と
か見てもちょっとずつ落ちてて、まぁ
みんな勉強してるんだから仕方ないか
という感じでしたけど。やっぱり順位
を見て焦ることはありました。落ちて
いくのは悲しかった(笑)
Ｏ： 中学から野球部で、野球しながら勉強
していくっていうのは簡単ではないは
ずで。でもずっと勉強を捨てなかった
じゃないですか。何か自分の中で工夫
してたこととかある？
Ｋ： う〜ん、…正直これと言って無いんで
すけど…。授業を大切にしていたこと
かな。授業が分からなかったら自分で
演習もできないし。授業だけはちゃん
と聞いておいて、あとはできるだけ少
ない時間でテスト勉強をしてっていう
感じでやっていけば、野球部でも十分
時間はあったと思います。まぁ部活が
忙しくてやばかったりしたときもある
けど、授業を大切にするということは
意識してました。寝たら本当に分から
なくなっちゃうんで。
Ｏ： 授業中に眠たくなったらどうするの？
Ｋ： 眠くなったら…。あ〜次の授業やばそ
うだなって、大体わかるじゃないです
か。だからその前の休み時間に寝るん
です。
Ｏ： ほ〜、そうやって律していってたんだ
ね。普通は休憩しちゃうところだけど、
ちゃんと次の授業を見すえて、休憩時
間の過ごし方も考えるってことだね。
なるほど…。野球やってて良かったな
と思うことはある？
Ｋ： 良かったこと…。難しいですね。やっぱ
り試合で勝つために練習してるので、
試合の成績が良いと嬉しいです。小２
で友達に誘われてからずっとやってて
…単純に好きなんですよね、野球が。

のに、とか。
Ｋ： いや〜、無いですね。考えたこと無かっ
たです。もう野球が生活の中心だった
ので。

れってすごいことだよね。
Ｋ： みんな、なんだかんだ真面目でしたか
らね。

Ｍ： しんどかったこととか、辛かったこと
は？
Ｋ： ん〜中学時代は何も考えてなかった
し、別に…かな。中学時代の軟式野球
は、両立がどうとかって思うほどしん
どい部活でもなかったので。部活の顧
問の先生が、短い時間で詰めて練習し
よう、みたいなタイプの先生だったの
で、休日でも朝で練習終わり、とかで。
時間は十分ありました。高校はもうと
にかく時間が無くて(笑)
Ｏ： しんどかったよな？よく来てたな、と
思う。
Ｋ： 塾の授業は楽しかったので、塾で勉強
するのは嫌いじゃなかったです。正直、
学校の授業は面倒くさいなぁと思うこ
ともあったけど。塾は嫌じゃなかった。
Ｍ： 中２の時に、次の学年の英語の問題集
が欲しいって言って買ってたの、覚え
てる？

Ｏ： 普段は、学校の予習とか復習とかって
やってたの？
Ｋ： ん〜…そんな大したことやってないで
す。本当に学校の授業と、テスト前の勉
強が復習になるので、そこで詰め込ん
で…って感じでどうにかなってまし
た。
Ｍ： テスト勉強っていつ頃から始めてた？
Ｋ： それはもう発表してからです。中学時
代からそうでした。

Ｋ： あ、買ったっすね。

Ｏ： 数学の４STEPもテスト発表してから？

Ｍ： やっぱりその頃から意識は高かったよ
ね。やらないと、というより、やりたい
から勉強してる、みたいな感じで。

Ｋ： そうです。

Ｋ： あの頃文法が楽しかったんですよね。
どんどん新しいことが出てきて。こん
な文章あるんや、こんな表現あるんや、
みたいな感じで。新しい単元を習うの
が結構好きなんですよね。

Ｋ： 中学時代って、問題集は全問解いて提
出しないといけないから端から端まで
解かないといけなかったんですけど、
高校ではそういうの無いから、自分で
問題を選んで演習できて。同じような
解き方の問題は飛ばしてました。別の
パターンの問題だけ拾っていくと、割
とすぐ終わるんですよね、４STEPって。

Ｏ： それは英語に関わらず？
Ｋ： そうですね。
Ｏ： ほ〜…。高１〜２の頃のACの授業はど
うだった？クラブ両立クラスの英語と
数学を受講してくれていました。

Ｏ： チームにも恵まれたよね。強かったし
なぁ。見ててもすごい楽しかった。

Ｋ： あれはもう…楽しかったです。野球部
クラス(笑)授業の内容的には学校の復
習になるので。あとはもう周りの子と
一緒に、楽しく。何もしなくても周りが
勝手に笑わせてくれる感じで(笑)

Ｍ： 逆に、野球やめたら楽なのにな〜とか
思ったりしなかった？もっと時間ある

Ｏ： あのメンバー全員国公立受かったんや
で。クラブ両立クラスにいた子たち。そ

Ｏ： それで間に合わせてたんや。

Ｍ： 大学を意識したのはいつ頃？
Ｋ： ん〜…阪大を意識しだしたのは、高１
のときに１回阪大に行く機会があっ
て。そこで話を聞いてて楽しそうだな
と思ったのがきっかけなので、もしあ
の時別の大学に行ってたら、その大学
が第一志望になってたかもしれないで
す。
Ｏ： 工学部を見たの？
Ｋ： え〜…っと…みんなで行ったので、特

定の学部を見たっていうことではな
かったような…。

Ｋ： そうですね。

Ｏ： 工学部を選んだのはなんでだったの？

Ｏ： 引退して、阪大に向けて何から始めた
の？夏。

Ｋ： ものを作るっていいなっていうのが
あって。中２のときに職場訪問に行っ
て、そのとき建設関係の会社に行って。
ただ話を聞いてくるだけなんですけ
ど、あのときぐらいからなんか良いな
と思ってました。

Ｋ： ２年から受け始めたサテラインの授業
が ま だ 残 っ て た の で 、や る こ と が 分
かってくるまではとにかくサテライン
を受けようと思って、毎日３時間ぐら
いサテラインを受けてました。夏はほ
とんどそんな感じだったかな。

Ｏ： 建築関係に興味を持ったんだ。

Ｏ： そ や そ や 、結 構 サ テ ラ イ ン の 授 業 が
残っちゃってたもんね。初めて過去問
をやったのは、ACの情熱合宿だよね。

Ｋ： なんか…自分が設計したものが残るっ
て、よくないですか？
Ｏ： あぁ〜。なるほど。
Ｋ： 目に見えるじゃないですか。あれは自
分が作ったんだって。
Ｏ： ははぁ〜そういう感じなんや。家？都
市？
Ｋ： 家です。

Ｋ： そうです。あそこがほんまの初めてで
した。
Ｏ： どんな感じやった？
Ｋ： 合宿初日は夜から始まったのであんま
り時間が無かったから、物理をやった
と思うんですけど。もう…開いて、とり
あえず全問見て…やる前から難しいん
やろな〜とは思ってたんですけど、今
思うとその年の問題は割と簡単な方
だったのに、１問目から全然解けなく
て。これはやばいんじゃないかって、ほ
んまに思いました。添削されて返って
きても、散々でしたね。
Ｏ： こ の タ イ ミ ン グ ( 1 0 月 ) で 、ゴ ー ル を
ちゃんと見せておかないとと思ったん
だよね。

Ｏ： 阪大に行ったのはSSHで？
Ｋ： そうです。
Ｏ： それは環境科学科の良さだよね。影井
君は高校に入って１回目のスタディー
サポート（模試）は向陽で１位だったよ
ね。

Ｋ： サテラインも受け終れてない段階だっ
たし、受けたところの復習もまだちゃ
んとはできてなくて、学校の授業でも
習ってない単元とかもあって。かなり
大変でしたけど、あのタイミングで過
去問が見れたのはありがたかったです
ね。出題形式とかも何も知らなかった
ので、それを知れてやらないといけな
いことも分かったし。まぁでもまずは
サテラインを受け終ろうってことだっ
たんですけど(笑)

Ｋ： そうでしたね。自分が納得いかない順
位ってあるじゃないですか。高校にな
るとやっぱりみんなすごい勉強するか
ら一桁ってなかなか難しいんですけ
ど、自分的には20番を越えてくると嫌
なんですよね。そこ越えたら次は頑張
ろう、っていう感覚はありました。

Ｏ： とりあえず受け切らんとな(笑)とにか
く遅れてたからな。でもセンター試験
本番ではかなりとれたね。

Ｏ： あぁ、自分の中でプライドというか、20
番以内には入っていたい、っていうの
があるんや。

Ｋ： そうです。元々マーク模試ではC判定が
出れば良いぐらいだったんで。模試の
段階では国語もあんまりよくなかった

Ｋ： ほんまに。あれで楽になりました。
Ｏ： 楽になったね。本番が自己最高？

から、阪大の傾斜かけても伸びなかっ
たし。数学も自信はあったんですけど、
時間が足りなかったり計算ミスしたり
してたし、理科も模試では全然とれな
かったですね。
Ｏ： そうだったね。センター対策はどんな
ことをしたの？
Ｋ： 阪大は傾斜がかかるんで、国語と社会
をとっといたら別の科目で少々失敗し
て も 大 丈 夫 っ て 思 っ て た の で 、セ ン
ターの勉強は、始めたときからひたす
ら国語をやってました。一番配点が大
きいので。一日１年分は絶対に解くよ
うにしてました。最終的に20何年分と
か解いたのかな？地理は、周りに１か
月ぐらいでどうにかなるみたいなこと
を言う人もいて、頑張ればどうにかな
るかなと思って…ほんまにセンター対
策は国語と地理しかやってなかったで
すね。国語に飽きたら地理をやる、みた
いな感じで。
Ｏ： 地理はどんな感じで勉強したの？
Ｋ： 地理は、最初参考書で勉強してたんで
すけど、ある程度のところまでやって、
問題を解いた方がいいかなと思って問
題解き始めたんですが、これが良くな
くて。よく地理は考える科目だから、覚
えることはそれほど多くないみたいな
ことを言うけど、やっぱり考えるため
には知識が必要だから。解いてるうち
にできるようになるかと思ったけどダ
メで。結局また参考書に戻って知識を
詰め込みました。

Ｏ： みんなで仲良く地理の勉強してたよ
な。過去問コピーして、何時から始める
ぞ〜って。解き終わったらみんなで答
え合わせしてな。
Ｋ： あれがありがたかったですね。一人で
勉強してたら答え合わせして解説読ん
で終わっちゃうけど、みんなでやって
ると、誰かが「これとこれってどうな

ん？」みたいなややこしい質問したり
して、その知識も同時に入ってくるん
ですよね。ただ解説を読むだけじゃな
くて、そのことについて調べたり、地理
に詳しい誰かが説明したりして周辺知
識が入ってくる。地理はあのメンバー
の中で僕の成績が一番悪かったので、
みんなの話が全部ためになりました。

し、みんなで真面目にやってるからい
いなと思って見てました。そういえば
今年の阪大の自由英作はどんな問題
だったっけ？

Ｏ： ああいう勉強の仕方をする子たちって
今まで見たことがなくて。楽しそうだ

Ｋ： そうですね。
「 あきらめが肝心」とは答
えづらいですよね(笑)
Ｏ： (笑)あれは書けたん？
Ｋ： あれは書けました。だからすぐ終わっ
たんですよね、パッと書けたんで。

Ｍ： この年の環境のメンバー、すごくみん
な頑張ってたもんね。
Ｋ： そうですね。みんな頑張る子たちだっ
たから。気持ち的に自分も引き上げて
もらったなと思います。負けたくない
と思えるライバルもいたし。自分ひと
りでやってたら続かなかったことも
あったと思うんですけど。やっぱり周
りにみんながいると、自分も頑張ろう
と思えました。地理の勉強はまさしく
そうでした。

な？(笑)

Ｏ： 阪大はああいう問題好きだよね(笑)
Ｋ： そうですね。
Ｏ： では最後に、クラブを頑張る後輩にア
ドバイスをお願いします。
Ｋ： えっと…「あきらめが肝心」と「継続は
力なり」って二つの言葉があるけど、あ
なたはどっちが正しいと思いますか？
みたいな。具体例を交えて答えなさい、
みたいな感じでした。

Ｋ： 繰り返しになりますけど、授業をちゃ
んと聞け！ってことですね。寝たらも
う分からんから。授業さえちゃんと受
けてたら、あとは何とかなります！

Ｍ： もちろん「継続は力なり」を選んだやん

インタビューを終えて 〜カウンセリングスタッフより〜
硬式野球部に所属し、レギュラーで夏の

のときの最善の作戦を立てる。おそらく

大会も大活躍だった影井君の大阪大学現

高１の頃から、授業だけでなく部活や日

役合格、本当に嬉しく思っています。１・

常生活に至るまで、そういう感覚で過ご

２年生の頃は「部活両立特別クラス」に

していたのだと思いますし、そういうス

在籍し、とにかく目の前にある定期テス

トイックな選択ができるところが影井君

トを中心に積み上げてきましたが、その

の強さであり魅力なのだと思います。だ

成果が報われた結果となりました。

からこそ硬式野球部と勉強との両立、そ

インタビューの中で彼が語った「次の授

して旧帝大への合格という難しいテーマ

業で寝てしまいそうだと思ったら、その

もやり遂げられたのでしょう。

前の休み時間に寝ておく」という判断に

将来は建築家になりたいと言っていた影

は本当に感心させられました。周りに流

井君、今後の活躍に期待してます。

されることなく自分を客観的に見て、そ

岡 哲司

ターミナル校教室長

