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Ｑ： 合格おめでとうございます！合格を手
にしたときの心境をどうぞ！
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Ａ： 合格通知と入学書類が届くまでは全然
実感がわかなかったです。でもＡＣへ
報告に行ったときに、久保田先生(AC英
語科)が大喜びしてくれた姿を見て、
「おぉっ！俺、受かったんや！！」って
ようやく思えました。

Ａ： 高１の頃は、定期テストの２週間前か
らテスト勉強を始めるようにしていま
した。その時期以外は何もしていませ
んでした (笑)数学は好きだったので、
『Focus Gold[啓林館※以下、FG]』のス
テップアップの問題を解いたり、模試
の前に学校でもらう模試の過去問を解
いたりしていました。それ以外に特別
なことはしてなかったです。

Ｑ： で は 、志 望 大 学 を 決 め た 時 期 と そ の
きっかけを教えてください。

Ｑ： テ ス ト 勉 強 は 、発 表 し て か ら で は 遅
い？

Ａ： もともとは高２の冬ぐらいから京都大
学目指すようになって、北海道大学は
後期での受験を考えていました。専門
知識も備えた先生になりたいと思っ
て、教育学部ではなく理学部を志望す
るようになって。京大を志望校にした
きっかけは、桐蔭にいらっしゃる京大
理学部数学科出身の先生に憧れて、そ
こに行きたい、と思うようになりまし
た。芳樹先生(ＡＣ数学科/京都大学出
身)の影響もありました。

Ａ： 普段予習・復習を全然やっていなかっ
たので、２週間前からでも間に合わな
くて。そもそも２週間前から勉強、とい
うのは甘すぎましたね。日頃からコツ
コツやっておくべきやったな、と。ス
イッチが入って、本気でやり始めたの
は高２の夏休みからです。自習室ＤＸ
（夏休み中に開催する、7:00〜22：00の
時間管理型自習室）も高２から参加し
ました。

Ｑ： ではまず、高１の頃はどんな風に勉強
してたか教えてください。

Ｑ： では高１の頃は、基本的にはテスト前
の勉強が中心だった感じだね。。
Ａ： そうですね。２週間前からやりはじめ

て、結局全部中途半端なままで当日を
迎えてました。日頃やっていた数学で
さえも、本当はあと１周解いておきた
かったな、という感じで。高１の頃から
重きをおいていたのは、数学と理科で
すかね。
Ｑ： やっておけばよかったことは？
Ａ： 英・数は毎日、土日に理科というサイク
ルを作るべきでした。２週間前だけな
んかでは絶対に間に合わないので。部
活をしていたとしても、土日は平日よ
り時間の余裕があると思うので、その
時に理科の復習をやっておくべきだっ
たと思います。
Ｑ： 高２の夏にスイッチが入ったきっかけ
は何だったの？京大を目指してみよう
かな、と思い始めたこと？
Ａ： 最初から自分の中で、高２からは勉強
を始めようと決めていた気がします。
高３から始めても絶対間に合わない
し、高１の借金を返さないと…と思っ
てました。自分は器用ではないし、人よ
り勉強に時間がかかるのはわかってい
たので。

Ａ： 数学は、ハイレベル数学で芳樹先生に
散々鍛えてもらいましたね。ほんっま
に怖かった…！(笑)授業は次から次へ
と展開されていって。なんせ速いんで
すよ！とにかくついていくので必死
だった。でもできないのは悔しいから
ACライブの予習・復習を死ぬほどやり
ました。芳樹先生は解説の中で、なぜこ
の方法で解くのかという深いところま
で説明してくれました。自分は計算ミ
スも多かったけど、それもずっと見て
くれていて。
Ｑ： ちゃんと書け！って毎回怒られていた
よね？(笑)
Ａ： は い 。自 分 の 都 合 で 勝 手 に 計 算 す る
な！って。ほんまこわかった！(笑)これ
は、芳樹先生の授業から学んだことな
んやけど、なんせ、授業がめちゃくちゃ
速かったから、
「ちょっと待ってくれ！
一息つきたい！」って思っても、どんど
ん進むから必死でついていくんですよ
ね。でもそのお蔭で、普段自分で勉強し
ている中でも「ちょっと休みたい」とい
う時も我慢して集中できるようになっ
て。そういう意識を植え付けてくれた
のは芳樹先生です。直接言われたわけ
ではないけど、授業を通して、勉強に対
する姿勢を教えてもらいました。
Ｑ： なるほどね。ではちょっと話をかえて。
高２の夏休みはどんなことをしていた
の？

Ｑ：

Ｑ： １〜２年の頃のACの授業はどうだっ
た？
Ａ： 高１の秋に部活を辞めていたので、AC
ライブも前半の18：20から受講するよ
うにしました。ハイレベル英語では、
前半の60分でする英文解釈や英文和訳
がおもしろくて。英語に対する意識が
変わったし、頑張ってみようと思える
ようになった。英語は苦手だったんで
すけど、久保田先生は『コイツは英語が
できない』というレッテルを貼らずに
とことんつきあってくれた。そのおか
げで北大の英語にも対応できる力がつ
いたと思います。ほんと久保田先生の
おかげです！
Ｑ： 大好きな数学は？

Ａ： ２年の夏休みは、英・数の復習に徹しま
した。英文法は『POWER STAGE』[桐原
書店]、
『英文解釈の技術100』[桐原書店]
を。学校で使用する教材ですが、学校の
宿題の範囲を無視して全部やり切りま
した。わからない文法は『Vision Quest
(英語参考書)』[啓林館]で、単語は辞書
で全部調べて。ほんまにしんどかった
です。数学は、その時点で習っていた単
元の例題の残りと、苦手単元を『FG』
で。その頃から『文系数学のプラチカ』
[河合出版]や『１対１対応の演習』[東京
出版]も使い始め、復習に専念しまし
た。唯一予習をしたのは芳樹先生の授
業です。できなかったら…また…あれ
なんで…(笑)
Ｑ： 夏は英・数を全部仕上げるつもりで復
習したんだね。
Ａ： 夏休みはそんな感じでした。秋から模
試に理科が入るようになって、模試の
過去問に合わせて、
『 物理のエッセン
ス』(河合出版)を解くようになりまし

た。でも、その時でも平日はやっぱり
英・数の時間しか取れなかったです、英
語がひどかったので(笑)理科をする時
間がなかったですね。
Ｑ： 英語は２年のうちに英文法を叩き込ん
で…３年になってからは？
Ａ： ３年の夏までには『ポレポレ英文解釈
のプロセス50』(代々木ライブラリー)、
『英文解釈の透視図』(研究社)を仕上げ
ました。夏休み終盤ぐらいから英作の
対策に入って、10月から京大の過去問
にチャレンジできるようになりまし
た。
Ｑ： 数学はどう？
Ａ： ３年の春休みからサテラインで『荻野
のハイレベル数学』を受け始めました。
Ｑ： 荻野先生はどうでしたか？
Ａ： サテラインの先生の中で１番好きでし
た。北大の過去問をやっていても「これ
荻野のテキストにあった問題！」とい
うのがすごく多くて。授業中も先生の
言葉を一言も聞き逃したくなかったか
ら、何かを言うごとに一時停止して、書
き留めていました。予習は時間をかけ
てやりました。復習は亀田ノートと同
じように、家に帰って清書して…。受験
会場にも持っていきましたよ、
『荻野の
解』って名前をつけて。なぜその公式を
使うのか、なぜその式になるのか…と
いうところまできちんと理解するよう
にしていました。その後、同じ単元の問
題を『FG』や『やさしい理系数学』で見
ました。でも、今思えば…きちんと自分
で最後まで解いて計算して書く練習、
ということをしていたらもっと力がつ
いていたかなと思います。授業以外で
は、
『 プラチカ』
『 やさしい理系数学』で
苦手単元や出題頻度の高い単元を解き
ました。数学も10月頃から京大の過去
問にチャレンジしました。
Ｑ： 理科はどうでしたか？
Ａ： 物理は『重要問題集』(数研出版)、
『 物理
のエッセンス』(河合出版)を。夏休み中
盤で、
『 重問』１周ざっと終わらせて、
『名問の森』(河合出版)に入りました。
12月ぐらいまでに1周やり切ったと思
います。京大の過去問は力学しかでき
ませんでした。
Ｑ： 化学は高２の夏休みぐらいからサテラ
インで亀田先生の標準化学①②を受け

始めてくれました。オススメポイント
は？
Ａ： 学校では教えてもらえないようなこと
を教えてもらえることです。化学は得
意ではなかったから、授業を受けてい
る時は、こんなん絶対いらんやん！い
つ使うんよ？と思いながら受けていた
けど、実際に過去問を解くようになる
と、これ亀田が言ってたことやんって
なることが多々あって。ノート作りは、
授業を受けたらその日のうちにノート
をまとめてました。亀田先生は板書も
大事やけど、言っていることがもうほ
んとに大事。絶対聞き逃さないように、
しっかりメモすると良いと思います。

Ｑ：

Ａ：

Ｑ： なかなか模試で思うような点数が取れ
なくて。あの最後のセンター模試(12
月)はほんとにつらかったね…。
Ａ： そうですね。あれはしんどかったです。
Ｑ： 色々考えた結果「前期北大」という作戦
に切り替えて。でもあの頃から、表情も
発する言葉も、すごく明るく前向きに
なった気がする。京大を目指していた
ころは、ネガティブな発言が多かった
けど。
Ａ： そうかもしれないです。京大を目指す
ならここまでやらなきゃ、と決めてい
たところまで全然足りていなくて、焦
りもあるし、問題も難しいし…どうせ
やっても無理、自分には才能がないん
だ、みたいな感じで、どん底だったと思
う。そこにあのセンター模試の結果で。
このままでは北大も危ないかもと思っ
て、北大に切り替えることにして。あの
まま京大志望だったら二次のことが頭
にひっかかったままセンターの勉強を
しないといけなかったと思うんですけ
ど、北大にしたことで、とにかくセン
ターに集中しようと思えた。開き直れ
たんだと思います。
Ｑ： それがよかったのかもね、センター試

験でも自己ベストでした。
Ａ： そうですね。
Ｑ： センターの前日は？よく寝られた？
Ａ： 意外と寝られました！でもセンター試
験は散々でした(笑)初日は、まず朝起き
たら持っていく予定だった腕時計がと
まってて。英語で受験番号を記入する
時、
『 …あれ？国語、こんな風にマーク
したっけ…？マークミスした！』って
焦るし、リスニングはイヤホンが耳に
入らず、手で押さえながらやって(笑)初
日は家に帰ってからも国語のマークミ
スのことが気になって、もう終わった
な…と思ってました。で、２日目の朝、
自転車がパンクしました(笑)。マークミ
スするわ、腕時計とまるわ、パンクする
わ…これもうほんまに何かに祟られて
る！って感じでしたね(笑)

Ａ： そうです。入試の要諦は夏休みの初め
だったと思うんですけど、夏休み中は
最低10時間はやりましたね。8：30〜
16：00ぐらいは学校で、そのあとＡＣで
22：00まで。ひたすら理科と英語を。あ
いた時間に数学をやってました。
Ｑ： 過去問は、夏に解いた時と、秋の情熱合
宿で解いた時では、やっぱり手ごたえ
は違った？
Ａ： そうですね、合宿のときは一応ちゃん
と戦えたかな。夏でかなり成長できた
と思います。

Ｑ： メンタル面ではボロボロだったね！
Ａ： そうそう。もうどうせ無理やし早く終
わってくれと思いながら解きました。
でも、それがいい意味で力が抜けてよ
かったのかも(笑)でも、マークミスは本
当に焦った。結局気のせいでよかった
です。
Ｑ： センターが終わって実際に出願を考え
るとき、ずっと京大が第一志望だった
わけで。やっぱり京大を受けたい！と
いう気持ちにはならなかった？
Ａ： うーん…それはならなかったな。自分
の中でセンター80％をこえられたら京
大、というのはずっと決めていて。自己
ベストではあったけど、80％の壁には
ちょっと足りなかったし、二次対策に
関しても全然間に合って無かったの
で。北大を受験することに対しては何
の迷いもなかったですね。二次の勉強
は も と も と 好 き だ っ た か ら 、こ れ で
やっと好きな勉強ができる、ここから
が勝負だと思えました。
Ｑ： では、ＡＣのイベントに関して。夏休み
の初めにやった、入試の要諦の旧帝大
コースに参加してくれたよね。この時
期に解いた過去問はどうでしたか？
Ａ： 数学はちょっと自信あったけど、コテ
ンパンにやられました。英語は手も足
もでなかったです。
Ｑ： これはもう１回気合を入れなおさなあ
かんな、って？

Ｑ： 合宿はどうだった？
Ａ： 楽しかった！野球部の友達と一緒に勉
強してたけど、夜中２時ぐらいかな？
もう絶対ウトウトしてるやろ、と思っ
て見たら、すごい集中していて。それを
見て、あいつが頑張ってるから自分も
頑張ろうって思えました。自分はどち
らかと言うと頑張ってる方だと思って
たけど、チームミーティングで色々話
す中で、チーム久保田のみんなが、自分
以上に頑張っているように感じて。あ
の合宿で、
「 もっと頑張れる！」と思え
るようになったと思います。
Ｑ： しんどかったけど…楽しかったね！
Ａ： 正月特訓もおもしろかったです。みん
なで合格祈願に行って。
Ｑ： たまには息抜きも必要やしな！受験生
活で一番しんどかった時期は？
Ａ： やっぱり10月からセンターにかけてで
すかね。合宿でスイッチが入って、睡眠
もだいぶ削ったし…
Ｑ： どんどんやせ細っていったよね(笑)
Ａ： 思 う よ う に 進 ま な い し 、何 で も ネ ガ
ティブにとらえてしまってしんどかっ
たです。でも、
「俺らの中で、一番頑張っ

てきたんはお前や。絶対大丈夫。」って
友達が声をかけてくれたり、勉強に集
中できない時には「お前が頑張ってる
から俺も頑張れる。だから一緒に頑張
ろう！」って励ましてくれたり…やっ
ぱり友達の存在ってすごく大きかった
です。救われましたね。

と関わって、勉強したいですね。２回生
から学部を選べるから、
「 先生」という
職業に固執するのではなく、もう少し
広い目線で、と思っています。理学部数
学科に進むなら大学院にも進学したい
です。でもやっぱり教えたいかな。先生
にしか味わえない経験、っていうのに
憧れてて。人に影響を与えられる人に
なりたいですね。

Ｑ： 友達がいたから辛い時期を乗り越えら
れた？
Ａ： いろんな場面でいろんな友達が助けて
くれました。二次試験前日も、みんなで
グループ通話していました。学校のク
ラスのグループなんですが、ほとんど
ＡＣ生で。受験を通して絆が深まった
と思います。家族にも心配をかけてい
たと思うけど…。センターや二次試験
が終わった後、家族も出来が気になっ
て仕方なかったと思いますが、そんな
ことは聞かずに、自分が気持ちよく勉
強できるように支えてくれていまし
た。センター直前は、泣きながらご飯を
食べたりしていたので、絶対心配して
いたと思うけど、それを出さずにそっ
としておいてくれた。黙って見守って
くれていたのも有難かったです。
Ｑ： 今後の大学生活とか、将来については
どう考えてる？
Ａ： 学校の先生という目標と、“数学”を極
めたいという目標があります。自分の
行きたい大学へ進めたので、色々な人

Ｑ：
Ａ：

な、って。だから、そこを目指したいと
い う 人 は 、覚 悟 を 決 め て 高 １ か ら 頑
張って勉強すべきですね。あとは、学校
生活は色々ありますけど、
「やるべき時
にできる強さ」を持てたらいいなと思
います。常にきれいな一直線じゃなく
て…頑張れない時があったり、落ち込
んだり、嫌になって辞めたくなる時も
いっぱいあるけど、でもやり続けるし
かないと思うので。勉強って孤独でし
んどいんですけど、でも自分が思って
いる以上に、家族とか、学校でもＡＣで
も色んな人や友達が見てくれていて、
応援してくれているので。それってほ
んとに幸せだなって思えたし、応援し
てくれるから頑張ろう、というのも僕
にとってはモチベーションでした。し
んどくなった時でも、そういうことを
忘れずに自分を信じて頑張ってほしい
と思います！

Ｑ： では最後に、チームＡＣの後輩へのア
ドバイスをお願いします。
Ａ： やっぱり…高１の時からコツコツと…
(笑)僕は、行きたいと思っていた北大に
合 格 で き た の で 、京 大 を 受 験 で き な
かったということを悔やんではいない
けど、高1からコツコツやっていたら勝
負できたかもしれないな、とも思う。高
２からの２年間では、東大・京大はやっ
ぱり間に合わないですね。３年間頑張
らないとあそこには届かないんや
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青石 千映

小松原教室教室長

