２０１９年度大学入試

合格者の軌跡

加納 康平

Kohei Kano

Ｑ： 合格発表は家で見たの？
Ａ： 家で見ました。
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岡哲司（ＡＣターミナル校教室長）

Ｑ： どんな感じ？
Ａ： ９時発表の予定で、９時ちょっと前に
起きて見ようと思ったんですけど、つ
ながらなくて。あぁまぁつながらんか
と思って待ってたんですけど、全然つ
ながらんから。もう受かってるかどう
かよりも、はやく見せてくれよ、みたい
な感じになってきて(笑)なんかそのう
ちTwitterで番号を写した写真が回って
きて、あ、あった！と思ったんですけ
ど、まだ本当かどうか分からないから。
結局つながったのは１時ごろで、本当
にちゃんとあった、みたいな感じで…。
だから受かった！っていうよりも、つ
ながった！見れた！みたいな感じでし
た(笑)
Ｑ： (笑)なんか感動が薄れるなぁ(笑)
Ａ： そうなんですよ。見れたほうに感動し
て(笑)
Ｑ： ずっと阪大志望だったっけ？

Ａ： 阪大って言いだしたのは中学時代です
ね。中学で東大・京大は難しいかなと
思ってて、なんとなく阪大だったら、み
たいな気持ちがあったんですよね。途
中で色々名古屋とかも考えたんですけ
ど、まぁ結局阪大にして。
Ｑ： 中学のときにもうそんなこと考えてた
んや。
Ａ： う〜ん…塾に行ってたので、そこで話
を聞いたりしたんだと思います。
Ｑ： 高校受験は、初めから桐蔭ではなくて
向陽って決めてたの？桐蔭でも行ける
ぐらいの成績だったんじゃない？
Ａ： 言われましたけど。まぁ姉が向陽だっ
たのと、父も向陽、祖父も向陽で。それ
で自分も向陽に行きたかったんです。
あと、桐蔭は授業が速いって聞いて、つ
いていけるか不安だったりもして。途
中で和高専もいいなって話もしたんで
すけど、結局向陽になりました。
Ｑ： 英語が得意なのはなんでやったっけ？
Ａ： 小学生のときにアメリカのカリフォル

ニアに住んでたことがあって。
Ｑ： どれぐらい？

Ｑ： 面白い。面白いぞ。

Ｑ： 英語はほとんどやらない？

Ａ：

Ａ： 英語は…単語を一応やるぐらいでした
ね。

Ａ： 小１から小４までの４年間です。
Ｑ： そのときに大体英語はできるように
なってた？
Ａ： 大体。日常会話ぐらいですね。
Ｑ： そのときって、日本語はどうなってる
の？
Ａ： 日本語の塾みたいなところに行ってた
ので。学校は英語で、週に２回ぐらい日
本語の塾で算数とか勉強する、みたい
な感じで。
Ｑ： 日本と逆や！
Ａ： そうですね。
Ｑ： 文理選択とか学部選びするときに、英
語は絶対的に強いわけだけど、そっち
に進むっていうことは無かったね。
Ａ： そうですね。工学部。機械系が好きで。
ロボットが好きだったので。理系へ行
きたいなって感じでした。

(笑)宇宙関係がしたくて。宇宙で使う
ロボットとかに関わりたいなと思って
ます。

Ｑ： そうなんや〜。
Ａ： 宇宙に興味を持ったのは、初め無重力
を体験したいと思って。そこから宇宙
に 行 き た い と か 、興 味 を 持 つ よ う に
なった感じです。
Ｑ： 阪大に出願するとき、学部選びで基礎
工学部にするか工学部にするかってい
うことで最後迷ってたよね。
Ａ： はい。まずは阪大に行きたいっていう
のがあったので、学部は入りやすいっ
ていうか…自分が受けて有利な方って
いうことで決めました。内容はどちら
も興味があることだったので。
Ｑ： そ う だ ね 。最 終 的 に 英 語 で 勝 負 し よ
うってなったもんね。
Ａ： はい。

Ａ： レゴでロボットを作るキットがあっ
て。それを学校でやってて。

Ａ： アメリカです。それがきっかけで、作る
ことに興味を持つようになったんだと
思います。
Ｑ： ほ〜。
Ａ： あとは社会の勉強が昔っから嫌いだっ
たので。
Ｑ： なるほど。工学部に行って、そこから先
は？
Ａ： ロボットを作りたいですね。就職って
いうことに関しては、三菱重工とか、そ
のあたりの企業に行きたいなと思って
います。
Ｑ： なんのロボット作りたいの？
Ａ： ん〜…宇宙関係がしたいんです。

Ａ： いや…推薦出すにしても評定はいらな
かったので、平均は出してないんです
けど。でも古文は３とかでした(笑)
Ｑ： 受験勉強を考え出したのはいつ頃？
Ａ： 考え始めたのは２年の最後ですかね。
結局本格的に始めたのは、３年の夏ぐ
らい…部活も引退した頃だったと思い
ます。
Ｑ： 受験勉強は何をしてたの？英語は？
Ａ： 英語は…単語は見てました。ずっと。あ
とは過去問とかですかね。
Ｑ： 数学は？
Ａ： 数学はプラチカとかやさしい理系数学
とか。岡先生との面談のときに勧めて
もらった参考書をやってました。
Ｑ： 物理は重要問題集？

Ｑ： ロボットが好きになったきっかけは？

Ｑ： どっちの？

Ｑ： 評定ってどのくらいあったの？4.3ぐ
らいはあった？

Ｍ：

Ｑ： では高１の頃のことから教えてくださ
い。高１の頃って、部活しながら勉強し
てるわけだけど、自分なりに工夫して
たこととかってある？
Ａ： 自分なりに…う〜ん…テスト期間は学
校に残って勉強してました。あとは宿
題とかは絶対やるようにしてました。
Ｑ： ４STEPはいつやってた？
Ａ： はじめはテスト発表してから始めてた
んですけど、だんだん時間が足りなく
なってきて。途中からは、発表の１週間
前ぐらいからやるようにしてました。
Ｑ： １週間前からやれば追いつく？
Ａ： そうですね。

Ａ： そうです。重問をやってる途中から名
門 の 森 も 始 め て 。一 回 揚 村 先 輩
(AC2017年度卒。東北大学へ進学。元
フェンシング部。)と話す機会があっ
て。担任の先生がフェンシング部の顧
問で、ちょうど来てるから色々聞いて
みって言われて、勉強法とか色々伺い
ました。
Ｑ： あの人は努力の人やったから、参考に
なるよね。夏に入試の要諦で過去問演
習（代ゼミの添削付き過去問演習講座）
をやったよね？
Ａ： あれは…びっくりしましたよね、ほん
まに(笑)あ、こんなんなんや。と思って。
Ｑ： あのときが過去問をやったのは初め
て？
Ａ： そうです。こんなの解けるようになる
のかなと思いました。
Ｑ： (笑)あの時期に過去問をやるっていう
のは、無茶させてるのは重々承知なん
ですけどね(笑)ちょっとやばいって
思った？

Ａ： 思いました。化学が…８点とかで(笑)
あぁもう化学やばいって。
Ｑ： えっ！そんなんやったっけ！そっから
化学は何してたの？
Ａ： そんなんでした。そっからはもう重問
を。有機とかも先にやって。
Ｑ： 合宿のときも過去問に取り組んだけ
ど、あの時でどれくらいとれたの？
Ａ： あの時で…全体で４割ぐらいかな。
Ｑ： 合 宿 終 わ っ た 段 階 で 、手 応 え は あ っ
た？前よりは伸びてるな、とか。
Ａ： そうですね。前よりは伸びてるけど、ど
れぐらいとったらいいのかいまいちわ
からなかったので…不安でした。

んやけど、周りの友達が分からない問
題を康平に聞きに行ってたやん？質問
というか。あれは嫌じゃなかったの？
もっと自分の勉強したいのに！みたい
な。
Ａ： い や … 、そ ん な 風 に 思 っ た こ と は な
かったですね。あれでほかの大学の問
題とかもいっぱい解いたし、聞かれて
も自分も分からない問題もあったん
で、あ、こんなやり方があるんやって
思ったりして。阪大の過去問だけ解い
てたら分からなかったこともあったん
で。
Ｑ： そうなんや〜。普通科の理系の子たち
がみんな質問に行くから、大丈夫なん
かなって思ってたんよね。
Ａ： 数学、理科は結構聞きましたね。
Ｑ： 教えることで賢くなったりするってこ
となんかな。

にしてくれて。無機も良かったですけ
ど…理論がちょっと専門的で難しかっ
たですね。
Ｑ： 英語は？
Ａ： 富田先生でした。文法はあんまりよく
分かってなかったんで、訳し方とか、そ
ういうのが分かって良かったです。
Ｑ： 文法をちゃんとやれてなかったの？
Ａ： そうなんです。センターでも文法問題
で苦労して。ヨッシー(AC英語科・吉田
講師)にプリントくださいって言って。
それで友達に教えてもらったりしてま
した。
Ｑ： あ、逆に教えてもらうこともあったん
や？
Ａ： ありました、ありました。

Ａ： そ う で す ね 。物 理 と か で 、
「なんでな
ん？」ってよく聞かれるんです。自分と
しては当たり前と思ってたけど、そう
聞かれると、あぁなんでなんやろって
自分も思ったりして、そこで理解が深
まることが多かったですね。

Ｑ： 阪大行けるかも、みたいな自信は、受け
る前に持てたときはあった？
Ａ： ん〜〜〜…ギリギリですかね…。３日
前とか。自信っていうよりなんかもう
開き直った、みたいな感じの方が強い
かな(笑)なんとかなるやろ！みたいな。
Ｑ： センターの勉強はいつ頃から始めた
の？

Ｑ： なんかあれがきっかけで、みんなで机
囲んで勉強したりしてたよね。今まで
のACではあんまり見かけない光景
だったんだけど。
Ａ： そうですね。過去問をみんなで受けた
りして。あれは良かったと思います。
Ｑ： みんな仲良かったよな。今年の向陽理
系の子たち。
Ａ： そうですね。

Ａ： 12月に入ってからですね。

Ｑ： サテラインは何を受けてたっけ？

Ｑ： センターはそんなに苦労しなかった？

Ａ： 数学、英語、理科をとってました。数学
は荻野先生のハイレベル理系数学。大
学で出てくる問題ってこんなんで、こ
うやって解くんやっていうのが…解き
方がよくわかる授業でよかったです。

Ａ： センターは…まぁやらないといけない
ことが分かりやすいから。過去問やっ
て、直してって。地理がちょっと大変
だったことぐらいですね。
Ｑ： 地理を一周できたのはいつ頃だった？
Ａ： ん〜…いや最後までずっとやってまし
たね、地理は。
Ｑ： あのさぁ、ずっと思ってたことがある

Ｑ： 理科は？
Ａ： 物理が漆原先生で、化学が亀田先生で
した。漆原先生は、この単元やったらこ
の解き方っていうのがすごくはっきり
してて、分かりやすかったです。亀田先
生は有機の授業が良かったですね。表

Ｑ： 国語は長沼先生のACライブを受けて
くれてたよね？
Ａ： あの授業もすごく良かったです。国語
は本当に苦手だったんですけど、あの
授業のおかげである程度の点数がとれ
るようになりました。毎回の授業で小
テストもあって、古文の文法も覚えら
れたし。
Ｑ： ああ〜。古文は１〜２年であんまり勉
強してなかった？さっき評定も悪かっ
たって言ってたけど(笑)
Ａ： そ う な ん で す 。古 文 は そ れ ほ ど 重 要
じゃないやろと思って、あんまりやっ
てなかったんですけど、３年になって
からもっとまじめにやっとけばよかっ
たって後悔しました。
Ｑ： 国語はほかにやってたことある？長沼
先生の授業以外で。
Ａ： な い で す 。あ の 授 業 の こ と を 忠 実 に

やってました。
Ｑ： それでセンター本番は何点やったっ
け？
Ａ： 14…2かな。
Ｑ： そうか。センター終わって、そこからは
過去問ばっかり？
Ａ： そうです。過去問をずっとやってまし
た。
Ｑ： 過去問やってて、分からない問題って
どうするの？
Ａ： 分からないってなったら…とりあえず
答えを見てました。あんまり質問はし
なかったですね。答えを見ながらやっ
てみて、分かったらいいし、分からな
かったらいったん放っといて、別の問
題やってまた戻ってくる、みたいな感
じでした。
Ｑ： そうなんや。合宿の旧帝大志望者コー
スはどうやった？

Ａ： やってるときはしんどかったです。初
めはしゃべる友達もいないし。あそこ
でちょっと仲良くなりましたけど。で
も結局授業受けてるときは一人なん
で。しんどかったですね。

Ａ： そうですね…まだ今は大学生活がどん
なものになるのか想像できてないの
で。どんなになるんだろうって不安も
あって。どんな勉強するんだろうとか。
楽しみでもあるんですけど。

Ｑ： そうなんよな〜。毎年、この子らよくや
るなって思いながら見てる (笑)まぁで
もあそこでライバルたちを意識するの
も良いし、夏に１回過去問演習をやっ
て、そこからの伸びが分かったり、残り
の時間どう過ごすかも分かったりして
良いかなとは思ってるんやけどね。受
けてる方はしんどいやろなって(笑)

Ｑ： 留学とかは？もういいか (笑)

Ａ： そうですね。あれは…しんどかったで
す (笑)
Ｑ： そうか(笑)阪大入ってからもバスケは
するの？

Ａ： 留学…う〜ん…。姉は今留学してるん
ですけど、僕は今のところそれほど興
味はないですね。
Ｑ： 今は大学院まで行くつもり？
Ａ： そうですね。今のところ行くつもりで
す。
Ｑ： 最後、後輩へのアドバイスをお願いし
ます。

Ａ： そうですね。部活じゃなくても、サーク
ルでも、バスケはやりたいなとは思っ
てます。

Ａ： 目標ははやく決めておく方が良いと思
います。その方が色々と対策も立てや
すいので。志望校を決める時期は、はや
ければはやい方がいいと思います。

Ｑ： ほかにやりたいなと思ってることはあ
る？

Ｑ： そうだね。今日はありがとうございま
した。

インタビューを終えて 〜カウンセリングスタッフより〜
加納君はアカデミーキャンパスの仲間か

戦を戦ったと言っても過言ではないと思

らとても慕われていました。勉強してい

います。

てわからない問題があれば康平に聞けば

彼のそういう人柄は、進学した大学や就

わかる、とみんなが思っていました。

職した職場でも大いに愛され、素晴らし

インタビューでも話してくれていました

い人生を歩んでいってくれることでしょ

が、英語・数学・物理・化学と、みんな

う。いつか加納君が手掛けたロボットに

のわからない問題を聞きながら教えるこ

出会える日がくることを楽しみにしてい

とで、教えてもらう仲間はもちろん、加

ます。

納君にもいい影響があったようです。ア

合格おめでとう！これからも頑張ってく

カデミーキャンパスでは「受験は団体戦」

ださい！

ということを言いますが、今年のターミ
ナル校では、まさに加納君を中心に団体

岡 哲司

ターミナル校教室長

